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令和元年度 第１回 千代田区緑の基本計画検討委員会 議事録 

 

１．開催年月日 

 令和元年１１月６日（水） 午前１０時３０分～午後０時００分 

 千代田区役所４階 ４０１会議室 

 

２．出席状況 

 委員定数１５名中 出席１１名 

 出席委員 

＜学識経験者＞ 

  【委員長】横張 真   東京大学大学院工学系研究科 教授 

       木村 智子  コミュニティデザインオフィス「スマイルプラス」代表 

       三友 奈々  日本大学理工学部 助教 

 ＜有識者＞ 

  （事業者）重松 眞理子 一般社団法人不動産協会 

（生物多様性）竹内 和也  大丸有環境共生型まちづくり推進協会 ゼネラル・プロデューサー 

 ＜公募区民＞ 

       田熊 清德 

       石垣 曜子 

 ＜区職員＞ 

       松本 博之  環境まちづくり部長 

       大森 幹夫  まちづくり担当部長 

       夏目 久義  環境まちづくり部環境政策課長 

       谷田部 継司 環境まちづくり部道路公園課長 

 

 庶務 

       印出井 一美 環境まちづくり部景観・都市計画課長 

 

３．傍聴者 

 １名 

 

４．議事の内容 

 議題 

 （１）千代田区緑の基本計画の改定の背景について 

 （２）計画改訂の主な論点（案）について 

 （３）改定計画の骨子（案）について 

 ≪配付資料≫ 

 次第、席次表、委員名簿、千代田区緑の基本計画策定検討会設置要綱 

 資料１   計画改定スケジュール 

資料２   計画改定の背景 

資料３   計画改定の主な論点（案） 

資料４   改定計画の骨子（案） 
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≪参考資料≫ 

参考資料１ 千代田区緑の基本計画 

参考資料２ 千代田区の緑を取り巻く現況と課題 

参考資料３ 都市緑地法運用指針（抜粋） 

 

５．発言記録 

【事務局】 

定刻を過ぎましたので始めさせていただきたいと思います。本日はお忙しい中ご出席を

賜りありがとうございます。千代田区緑の基本計画の検討会を開催したいと思います。事

務局は区の景観・都市計画課、私は景観・都市計画課長の印出井でございます。終了時刻

は１２時ということで予定をさせていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたしま

す。 

初回の会議の今日が発足ということになりますので、委員の皆様には机上に委嘱状を配

付させていただきまして、机上の配付で委嘱に代えさせて頂きます。よろしくお願いいた

します。早速でありますけれども、本日お配りをさせて頂いている、次第から３枚目に名

簿があると思いますが、この名簿の順に一言ずつご挨拶を賜れば。 

 

【横張委員長】 

名簿順ということでございますので一番上にございますが、東京大学の横張でございま

す。現在は工学部の都市工学専攻というところで教鞭をとっておりまして、都市計画を専

攻している学生と一緒に勉強をしている所なんですが、もともとの専門は緑地計画でござ

いまして、そうした立場の中で今回の緑の基本計画に関わらせていただくことになりまし

た。よろしくお願いいたします。 

 

【木村委員】 

スマイルプラスの木村と申します。よろしくお願いいたします。千代田区とは全くご縁

がなかったのですが、千葉大学の池邉先生のご紹介でこちらに来させていただくことにな

りました。もともとは公園の設計をする人間だったんですけれども、公園を今は地域で使

い倒すという時代に来ておりますので、市民の方たちの中からそれを担うような方たちを

探して協議会を作ったりとか、そういった市民サイドで何ができるかというのをサポート

する仕事をしております。よろしくお願いいたします。 

 

【三友委員】 

日本大学の三友でございます。私は都計審と景観審の委員を仰せつかっておりましてそ

の関係と、あとは大手町川端緑道と、丸の内仲通りの方を調査させていただいておりまし

て、そのような知見を生かしてお役に立てたらと思っております。よろしくお願いいたし

ます。 

 

【重松委員】 

不動産協会から事業者の立場ということで参りました、重松と申します。平時は三菱地

所として大丸有地区、大手町、丸の内、有楽町地区を中心に色々なまちづくり活動を皆様

と進めさせて頂いてるんですが、そういったところの取り組みも少しこういった議論に活

かしながら、地区を越えて事業者の立場で質の高い緑をどうやって街の中に生かしていく

のか、そういったことを事業者の立場で述べさせていただけるような機会だと思っていま
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すのでよろしくお願いいたします。 

 

【竹内委員】 

大丸有環境共生型まちづくり推進協会、エコッツェリア協会の竹内です。よろしくお願

いいたします。三菱地所の環境ＣＳＲ推進部の方で、ＡＢＩＮＣという緑地の評価システ

ムの立ち上げに関わらせていただきまして、千代田区の皆様には大変お世話になったんで

すけれども、実は３年間三菱地所設計の方に出向しており、３年間ブランクがありますが、

またちょっと今回環境系の緑地のところに戻ってきましたので、お世話になりますがよろ

しくお願いいたします。 

 

【事務局】 

アダプト団体の石井先生が急遽ご都合が悪くなりまして、松住町の志村夫人部長につい

ても今日はご都合が悪いということでご欠席でございます。 

 

【田熊委員】 

公募区民で内神田鎌倉町会の田熊と申します。私自身は神田で生まれ育ち、６０年近く

おりますが、神田では家具屋を営んでおります。３代目でございます。小さい頃より千代

田区歌を何回歌ったか、千代田区歌が頭の中に叩き込まれております。あとは神田明神の

氏子ということで、神田明神を崇敬しているガチの、ネイティブ神田区民。千代田区では

都計審と神田警察通り協議会でお世話になっております。よろしくお願いします。 

 

【石垣委員】 

同じく公募区民として今回携わることになりました石垣と申します。住んでおりますの

は飯田橋の方で、務めておりますのは神田になります。学んできたのは建築や、都市計画

なので、まちづくりの関係もずっと仕事としてもやってきたんですけれども、子供もおり

まして、上が中学、下が保育園でどっぷりと千代田区の方に浸からせていただいていると

ころですので、区民の視点で緑のお話もできれば良いと思っております、よろしくお願い

いたします。 

 

【事務局】 

区の職員の委員でございます。 

 

【松本委員】 

環境まちづくり部長の松本と申します。私の方は環境政策とか道路公園を担当しており

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

【大森委員】 

まちづくり担当部長の大森と申します。地域のエリアごとのまちづくりを主に担当して

おります。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

【夏目委員】 

環境政策課長の夏目と申します。私共は生物多様性ですとか、ヒートアイランド対策、

そういった業務を所管しています。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

【谷田部委員】 
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道路公園課長の谷田部でございます。よろしくお願いいたします。 

 

【事務局】 

それから区の職員の委員で、企画課長の亀割ですが、今日別の主催の会議がありまして、

こちらも欠席でございます。 

続きまして本委員会の進行にあたりまして、今日お手元の資料にもお配りさせて頂きま

す、設置要綱第四条の委員長ということでございますけれども、事務局からご提案をさせ

ていただいてよろしいでしょうか。緑、都市計画に対して非常に造詣が深く、市民緑地等

の制度設計にも関わられており、千代田区についてもよくご案内ということで、東京大学

の横張先生に委員長をお願いしたいと思いますけれどもいかがでしょうか。よろしいで

しょうか。横張先生はいかがでしょうか。 

 

【横張委員長】 

はい。 

 

【事務局】 

ではよろしくお願いを致します。それではここから横張委員長に議事の進行をお願いし

たいと思います。 

 

【横張委員長】 

はい、かしこまりました。それでは時間も限られてございますので、お手元の次第に従

いまして議事を進めて参りたいと思いますが、それ以前にまず本日の傍聴希望者はいらっ

しゃいますでしょうか。 

 

【事務局】 

一応１名希望ということでございます。 

 

【横張委員長】 

では傍聴を認められるかを皆さんにお伺いしたいと思いますけれどもよろしいでしょう

か。ではお認めするということで。それではまず事務局より資料の確認をお願いしたいと

思います。 

 

【事務局】 

それでは確認させて頂きます。先程ご覧をいただきました次第、席次表、委員の名簿、

この他に資料番号があるものとして、資料１計画のスケジュールと、資料２が計画改定の

背景、それからＡ４横になりますけども、資料３として計画改定の主な論点、同じく資料

４計画改定の骨子というところです。それから参考資料という形で、ちょっと資料番号は

映ってないのかなと思いますが、緑色の冊子の、現行の千代田区緑の基本計画、それから

参考資料２ということで千代田区の緑を取り巻く現状と課題、それから資料３と致しまし

て、この計画の根本になっている都市緑地法の抜粋というものを机上にお配りさせていた

だいていると思いますけれども、ございますでしょうか。以上でございます。 

 

【横張委員長】 

皆さん大丈夫ですね。それでは本日の議事に入ります。議題としましては、（１）、

（２）、（３）でございますが、これに従ってまいりたいと思いますが、一旦事務局に説
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明をお願いします。 

 

【事務局】 

それでは（１）から（３）まで一括して、資料２、３、４に基づいてご説明をさせて頂

きたいと思ってございます。全体ですので説明が２０分ぐらいになるかと思いますがよろ

しくお願いいたします。 

今回緑の基本計画の検討委員会ということでございますので、改めて緑の基本計画とは

何かというところでございますけれども、現行の緑の冊子の目次をおめくり頂きまして、

１ページをご覧頂きたいと思います。平成６年、当時の根拠法は都市緑地保全法というも

のでしたけれども、これに基づいて創設されたものでございます。現在は先程紹介しまし

た都市緑地法に基づく、緑地の保全、緑化の推進に関する施策を総合的、計画的に推進す

ることを目的として策定するものということでございます。こちらの１ページの４行目に

もございますけれども、いわゆる公園整備などの都市計画に基づく施策と、民間建築物や

公共施設の緑化推進等を含めたもの、それからボランティア関係も含めて、都市計画によ

らない施策をあわせて推進するというところでございます。後ほどご確認いただきたいと

思いますが、参考資料３でお配りしました、都市緑地法の運用指針がございますけれども、

こちらの方では３ページの４の「（１）緑の基本計画の意義」が書いてございます。ここ

から先、計画の中身について書いてございますけれども、なかなか難しいところでもござ

いますので、例えば「（３）計画の対象等」がございますけれども、後ほどご確認を頂け

ればなと思います。それからご確認いただくものとしては、９ページ「（５）住民意見の

反映」、そういった策定の手続きなどがございますので、検討会も含めて区民参画、有識

者の参画をはかりながら策定をしていくということでございます。 

続きまして、なんで改定するのかということでございますけれども、資料２をご覧頂け

ればなと思います。資料２に記載がございますように、現行の緑の計画というのは、平成

１０年に策定をされたもので、策定から２０年を経過しているということで、一つの目標

年次を迎えつつあるということ、それから今千代田区の都市計画マスタープランという、

都市計画に関する基本的な方針の改定も検討されている等、上位計画が変わっているいう

ような状況もございます。また、丸の２つ目にありますように、この２０年間の中でやは

り都市における緑の役割というのが、単純に生活環境だけではなく、防災とか、都市その

ものの価値を高めるということ、さらに生物多様性等の新たな視点も出てきたということ

でございます。こうした状況を踏まえながら、これまでの２０年間の取り組みを検証し、

この２０年の変化に対応するために改定する必要があると思ってございます。 

資料２の、２つ目の青帯にありますように、国レベルで申し上げますと、やはり緑と

オープンスペースが都市の様々な課題解決に寄与するという考え方がかなり普及してきて

いるというところが１つございます。それから資料２の２ページ目をおめくりいただいて、

一つ大きな動きとして公園に対する見方も変わってきました。新たな公園のマネジメント

に対する仕組みも、Ｐａｒｋ－ＰＦＩ等も含めて出てきました。また国交省の方で、緑の

基本計画を策定するときに、この青丸の２つ目ですけれども、生物多様性にも配慮するよ

う改定の手引が昨年出されたところでございます。丸の３つ目でございますけれども、民

間との連携についてはこの破線でも囲みをしていますけれども、市民緑地の認定制度、民

間の緑を都市公園と同じように維持管理、活用していくことについて、維持管理のインセ

ンティブというところで、税の減免という仕組みが創設されたというところになってきま

す。それから国における議論ということで、３ページ目になりますけれども、緑の機能に

ついて一つ、防災や減災、地域の活性化、地域振興、そして生物多様性を中心とした環境

というところで、グリーンインフラという概念が提唱されてきているという状況もござい
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ます。こういった状況を踏まえて国レベルでは様々な緑に関する新たな視点が提起されて

いるということが一つ今回の改定の背景にあると思ってます。 

もう一つ４ページ目にございますけれども、東京都における緑施策の動向ということで、

いわゆる東京都で言えば、都市整備局ライン、建設局ライン、環境局ラインで、様々な緑

の方針、コンセプトが提案されていて、実は区の立場からいうと読み解くのが非常に難し

いような状況になっているところなんですけれども、いずれにしてもそれぞれの局のライ

ンにおいて、緑に対する期待とか価値がかなり高まっているということが見て取れると

思っております。例えばこの表の２段目にございますけれども、東京における土地利用の

基本方針の中でも、様々な開発の手法によって緑を創出するという話と、先程申し上げま

したように、ポチの３つ目ですけれども、市民緑地認定制度をこの都市の中でも活用して

いこうというようなところについての記載があるところでございます。そういった東京都

についても緑に対する都市づくりとの連携も含めた期待が高まっているというような状況

になっております。 

そういうものを背景にしながら区としての２０年の計画の成果検証ですけれども、緑の

冊子の２９ページをご覧頂きたいと思います。２９ページの中で、現行計画の基本方針３

点掲げてございます。１点目が緑地についてですけれども、「豊かな緑を活用し、都市開

発と調和しながら進める緑のまちづくり」、２点目が緑化についてでございますけれども、

「目に見える緑や緑のネットワークが充実した緑のまちづくり」、３点目がそれを進める

普及啓発でございますが、「住民・企業・業者が一体となって進める緑のまちづくり」を

大きな基本方針として定めながら、目標値を設定し取り組んでいこうというのが２０年前

の方針設定、目標設定でございます。これについてどうだったかということで、参考資料

２がＡ３でございますけれども、最終１５ページに少し記載がございます。主な論点、資

料３の最後のところにもございますが、方針１に沿う身近な緑化の面積については目標値

が４５ヘクタールだったのが、現在公開空地等を含めて５０ヘクタールに達したという話

と、あと緑化の推進というところで、緑被率については２５％の目標設定だったけれども、

達成はしていないけれども２３％で目標に近づいているというようなところがございます。

それからもう一つ緑化につきましては、大径木の本数が目標として設定されているところ

でございますが、２０年前と比べて大径木の定義が変わってしまったので、ちょっと評価

しづらいところがあるんですけれども、一定程度大径木についても保存し、増えてきてい

るというところが見て取れるのかなと思っております。それから方針３つ目の普及啓発に

つきましてはアダプト団体が２３団体。参考資料２の１４ページのアダプト団体について

も一定程度定着しつつあるというようなところで、大きな方向感としては、この２０年間

の緑の取り組みについては一定程度前進しているというような見方ができるのではないか

なと思っております。 

一方、緑施策に関する総合的な区民の捉え方ということで、同じく参考資料２の１４

ページの左側に区民意識ということで、緑の豊かさに対して「良い」という濃い緑と、公

園遊び場について「良い」という薄い緑の棒グラフでございますけれども、前者が近年概

ね４０～４５％で、後者が３０％で推移しているというところでございます。緑の多いま

ちということについてのイメージは、平成３０年の世論調査の中では平均２２％というこ

とになっていますけれども、かなり地域の偏りがあると。和泉橋地域については３．４％、

麹町地区は４割弱となっております。そういう区民の意識があるのかなと捉えています。 

そういったこの２０年間における取り組みの大まかな動向を踏まえながら、現行計画の

中には３６～３７ページで、先程申し上げた３つの基本方針に沿ってどんな施策を取り組

んでいくのかということについて、お示しをしているところでございます。この３つの基

本方針に沿った施策について、少し簡単にレビューをさせていただきたいなと思っており
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ます。 

方針１「豊かな緑を活用し、都市開発と調和しながら進める緑のまちづくり」でござい

ますけれども、一つは、これは千代田区がやったんじゃないだろうといわれるかも知れま

せんが、千代田区の骨格となる都市計画中央公園をはじめとした都市計画や風致地区を通

じて皇居ですとか、内堀ですとか、外堀の保全を恒久的に図っているというようなところ

が一つございます。それからもう一つ緑という点でいえば、千鳥ヶ淵の緑道の整備ですと

か、竹橋と一番町を繋ぐ代官町通りの整備などによって内堀周辺の緑のストックの向上を

図っているというところが一つあるのかなと思っています。それから参考資料２の１５

ページの右側にありますように、都市計画や開発諸制度、地区計画を通じて緑を整備して

きたところでございます。具体的に空地の状況について申し上げますと、この資料の１２

ページに民間空地の整備状況、棒グラフの推移ございますけれども、こういった形で緑の

空間を増やしてきています。また、調和したまちづくりの事例で言えば、１０ページにご

ざいますけれども、淡路公園と、再開発によって創出した公開空地、公共広場を一体的に

連携させているところが一つ成果としてあるのかなと思っております。 

それから現行の緑の基本計画の基本方針２でございますけれども、緑のネットワークが

充実した緑のまちづくり、緑化の推進でございますが、これは文字通り緑化推進要綱に基

づく地道な緑化指導ですとか、参考資料の１１ページにございますように、街路樹の整備

等に取り組みながら緑化を推進してきたところでございます。ただ現行の緑の基本計画の

中には、４８ページにあるように、１００年かけて作る大径木や緑のスポット等、夢みた

いなものがありまして、なかなかこういったところについては具体化されていないものも

いくつか散見されるかなと思っております。 

それから、「住民・企業・行政が一体となって進める緑のまちづくり」については先程

も申し上げましたとおり、アダプト制度が一定程度普及してきたことが一つと、参考資料

２の１２ページにございますように、先程ご覧いただいた民間が創出した公開空地をエリ

アマネジメントでもって活用しているというところが一つの成果かと。生物多様性の観点

からの学習の機会等も含めた推進なのかなと思っています。 

ざっと駆け足でこの２０年のレビューをさせていただいたところでございますが、そう

いった２０年の成果検証も踏まえ、どういう風に現行の緑の基本計画を改定していったら

良いのかということについて、こういうところが論点になるのではないかというところで

事務局の方で整理をさせていただいたのが資料３になります。 

計画改定の主な論点の一つがこれからの都市づくりにおいて緑がどうあるべきかという、

ちょっと漠としているところなんですが、この論点に対してのいくつかの視点ということ

で３ページですが、やはり皇居というのは東京都の計画の中でも、千代田区だけでなく、

２３区の中でも非常に価値のある重要な緑のコアという位置づけがされています。もっと

広くいうと、東京や首都圏においてということかもしれませんけれども、そういった視点

から緑の質や量の両面で議論をしていく必要があるのではないかというのが１つ我々とし

ての整理になります。 

それから４ページが歴史的な視点というところでございます。千代田区は江戸城の前か

ら、日比谷入り江の埋め立てということがありますけれども、そういった都市の成り立ち

をルーツとするところでございまして、江戸城の城郭、これ千代田区自体が江戸城という

ような状況や、江戸の町割り、町人地、武家地、武家地の中でも大名旗本、寺社地といっ

た城郭や町割りに由来する緑という視点。それから、戦争と震災という大きな災害を乗り

越えてきた、復興してきた緑という歴史的な視点が重要じゃないかというのが４ページで

ございます。 

５ページはまた過去だけではなくて未来に向かって開発と連携をしながら新たな人々の
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活動を踏まえた緑という観点でございます。 

それから６、７、８、９、１０、１１と先程申し上げた千代田区の歴史的な敷地割、町

割りとも関連するところでございますけれども、都市機能や敷地の動向が非常に異なる、

地域特性に合わせたそれぞれの居心地の良い空間の多様性ですとか、また、それぞれの地

域における機能の相互補完が必要ではないかという地域的な視点でございます。地域特性

につきましては、参考資料２の２～３ページで千代田区の人口の動向、それから開発と連

携した部分、３ページの左側については、区民だけじゃなくて、昼間活動する人の動きも

まとめてございます。それから６ページの中で、左側に道路建物率という形でお示しして

おりますけれども、道路と建物の率が多ければ緑にする余地が少ないというところで、地

域の状況をお示ししておりますので、地域の特性を確認して頂ければと思っております。 

それから、資料３の１２ページに論点の２つ目ということで、民間が創出する緑をいか

に質の高いものとして、また継続的に担保していくべきか。もちろん区も土地をどんどん

買って、区で公園を整備していくとか、空間を整備していくとかできればよいのですが、

少し買うだけで二桁億円とかそういう土地柄でございますので、区の財政規模が年間６０

０億とか７００億といった状況でございますので、なかなか易々と買えないところであり

ます。逆に都市機能が高度利用されている中、民間と連携していくことがある意味必要不

可欠になっているのかなと思っております。これにつきましては参考資料１３ページの中

でも、民間の創出した質の高い例が多くあると示しておりますが、様々な区議会等でもご

指摘を頂いているところであります。こうした緑が本当に質の高い緑ではあるんですけれ

ども、区民とかオフィスワーカーとかコミュニティレベルで利用しやすいものになってい

るか、竣工後も良質に、色々な人が交流するような形で維持管理されているのかという視

点が大事ではないのかという。資料３の１４ページの中に模式図で書いてございますが、

様々な開発に基づく民間の緑が、竣工時には非常に素晴らしいんだけれども、点線のよう

になっているんじゃないかという見方やご批判があるのではないかなと思っています。竣

工時を維持するのではなく、ちょっとですが上に向いていく、そういう緑の維持管理につ

いて議論していく必要があるんじゃないかというのが論点の２つ目でございます。 

論点の３つ目、この資料３の１５ページ以降ですけれども、ここも議論をする必要があ

るだろうなと思いますが、区が所管する緑をいかにマネジメントしていくかということで

ございます。これまでも区は１６ページにあるように区立公園等の改修やリニューアルを

計画的に進めておりますが、区を取り巻く状況の変化ということで参考資料２の９ページ

を御覧いただきたいと思いますが、緑地の活用の方向性として、保育園の代替園庭や、小

学校の校庭の補完といったニーズが高まっているというところでございます。それから先

程以来申し上げているように、淡路町の例のように、民間との連携については様々な成功

事例、先行事例がある中で、１６ページの議論の方向感というところにありますけれども、

どんな地域でも民間と連携しなきゃいけないという話ではないと思うのですが、地域特性

を踏まえながら、民間事業者と連携した公園の整備や、その公園を整備する上で区民が参

加するマネジメントの推進が必要なのではないかという視点でございます。次の１７ペー

ジに、千代田区と必ずしも一致する地域特性ではないんですけれども、先行事例として、

周辺の複数の公共施設の動向等も含めたストックの見直しによる公園の利活用が書かれて

います。 

１８ページが街路樹でございまして、街路樹はご案内の通り空襲とか震災の後、いかに

して緑を成長させるか、それから高度成長期には道路と人が歩く空間をしっかり区分する、

いわゆる道路構造物として発展したところではあるのですが、昨今街路樹に対する期待や

役割が高まっていると。緑陰による効果等への期待が非常に高まっておりまして、１８

ページの下にもありますように、街路樹単独で木を大きくしていくということはできない
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わけでございますので、道路空間の使われ方の変化等、長期的な視点を持って都市の資産

となる街路樹のあり方を検討するべきじゃないかというところでございます。下にもあり

ますように、街路樹についても民間の接道緑化との関係も含めて連携について議論をして

いく必要があるのかなと思っております。 

以上、議論をすべき点について、成果検証を踏まえ、若干先走り的なところもあるんで

すけれども、我々の方で論点を用意させていただいた上で、資料４が現行計画の枠組みで

ございます。先程、現行計画を見ていただきましたように、緑の計画とは何かから始まり、

計画の役割、現状・課題と、新たに将来像をどう見直していくのか、緑地についてどう配

置していくのか、具体的にどんな政策を展開していくのか、計画の実現に向けて、どんな

庁内関係機関との関係性、住民、企業、区民との連携体制を構築するかということについ

て議論をしていくというところが出てくるかなと思います。４ページに示してあるのが今

の千代田区の計画の理念というんでしょうか、「緑心都心・千代田」というキャッチーな

言葉で現行計画では示されていますが、そのあたりどう見直していくのかということでご

ざいます。５ページ以降は、現行計画の中での緑の位置づけについて整理しているという

ところでございます。 

今日は少し成果検証と論点を我々の方でお示しをさせていただきましたので、これに基

づいて様々なご意見を賜ればなと思っております。以上でございます。 

 

【横張委員長】 

ありがとうございました。様々な資料につきまして多岐にわたってご説明を頂いたかと

思いますが、今日は第一回目ということでございますし、フリートークというわけではご

ざいませんが、今ご説明頂いた部分をベースに活かしながら、様々な観点から様々なご意

見、ご質問を受けて頂きたいと思います。特にどの順番ということは定めずに、今ご説明

を頂いた内容をベースにしながら、お気づきの点等につきましてご発言を頂ければと思い

ます。１２時までということでございますので、少し時間をかけて皆様からご意見をお伺

いしたいと思います。ではどこからでも結構でございます。単純なご質問でも結構ですの

で、なんなりと。 

 

【田熊委員】 

よろしいですか。どうもすみません、私不勉強なので良くわからないところがありまし

て。私の家は外堀通り沿いなんですけど、去年の台風で家の前の樹木が倒木しまして、出

張所に相談したら、都道だから、都の千代田区をやっている部署に言ってもらってすぐ

切ってもらったのですが、街路樹については都道・国道はこのプランに入っているのか、

それとも管轄外なのか。千代田区としてそれを一元化し網羅して、都や国との連携がある

のか、そこをお聞きしたいなと。 

 

【事務局】 

考え方ですけれども、これは緑のマスタープランという総合的な計画ということになっ

ておりますので、東京都が管理する道路等についても区としてはこういう緑の整理を図っ

ていきたいという形で方向とビジョンについては示していくと。都道や国道についても、

位置づけ、緑の軸としての位置づけはこれまでもしておりますので、それは一つ考え方と

してあるかなと思います。それを具体にこういう風に道路整備しろ、ああいう風に道路を

維持管理しろということについては、やはり連携という少しオブラートに包んだ言葉の中

で協力を求めていくということになるのかなと思っております。 
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【田熊委員】 

そういう考えだということで一安心なんですけど、私が内神田に住んでいて気になるの

は、日本橋ですよ。日本橋は三井不動産さんがかなり開発をしていて、日本橋からコレド

室町テラス、もうすぐで千代田区に入ってくるという寸法なんですけど、実はあそこは中

央通りがありまして、神田駅への動線なんですね。中央区はかなり整備されていて、江戸

桜通りは、側道は区道だと思うんですけど、国道と区道がうまい具合に連携して整備され

ている。ところが千代田区に入ると、神田駅から数百メートルのところですが、国道もな

にか違う国道になっていて、側道は区道なんですけれども、中央区との差を相当感じます。

すごいすっきりしないですね。日本橋利用者も神田駅を利用していると思うので。ショッ

クだったのは、室町テラスのマップを見ると神田駅が外されて新日本橋駅しか書いてない、

神田駅は利用者が多いにも関わらず書いてないということなので、非常に具体的になりま

したが気になるので、提言できれば良いかなとはちょっと感じました。以上です。 

 

【横張委員長】 

いかがでしょうか。 

 

【事務局】 

緑との関係性の中で、どうゆうふうに地域的な整備のありようをしていくのか。実は先

程申し上げたように現行計画の中でも若干夢みたいなことも書いてあって、できていない

ことも結構多いんですけれども、こういった地域的な緑の整備の中に、この２０年ぐらい

の方向を書いていくと。書いていくだけじゃだめなので、どういう手法を使ってみたいな

ところも整理していくのかなとは思います。 

 

【田熊委員】 

日本橋の話をすると、国道に花奉行・水奉行制度があって、近隣の方がスポンサーに

なったりとか、水あげの管理をしたりとかしているのですが、千代田区側はないというこ

とで。例えば、他の所はアダプト制度を利用して色々やられています。こういうのは国道

にも定義されていて、整備された場合はそういったコミュニティっていうのはできるかど

うか。中央区ではやっています。千代田区ではどうなのかという具体的な話です。そうい

うことはできるのでしょうか。 

 

【事務局】 

現行の区のアダプト制度の枠組みは、区道や区の公園ですよね。だからそういった取り

組みをどう展開していくのかっていうのを議論していただいて、その実現化も含めて、整

理していくということなのかなと思います。 

 

【田熊委員】 

わかりました。すみません。 

 

【横張委員長】 

いえいえ、とんでもありません。今、ご指摘いただいた、特に第一点目は非常に大事

じゃないかと思うんですけど。とういうのは街路樹に限らず、皇居を筆頭に、それ以外に

日比谷公園にしましても靖國神社にしましても、千代田区内の面的にかなりボリュームの

ある緑っていうのはほとんどが実は千代田区直轄ではないわけですね。他の主体が管理し

ていたり、そもそも所有していたりといったところがあって。ですから緑の量ということ
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であれば、そこに依存している部分が非常に多いんですね。ですので、いわば量的な側面、

様々なネットワークの核としての位置づけというのは依存しておきながら、実は自前では

なかなか手を出しにくいといった構造になっていることを前提にしながら、じゃあ区が作

る緑の基本計画の中において、どれだけそこに言及していくのかとか、あるいはどういう

仕組みとかチャンネルをもってして、そこに千代田区の意図を反映させていくのか、そこ

は一つ大きな論点になるのではないかなと思いますね。逆に言えば、例えば東京都に対し

ては、東京都の方で資料の中で整理をしていただいてますけど、いろんな計画の中で緑を

位置づけている部分がありますので、それとの整合をうまく図っていくといった考え方と

いうふうにも言えるかと思いますね。 

はい、どなたでも結構です。 

 

【石垣委員】 

今のと関連しているかなと思うんですけど、所有が千代田区ではなくても、事業者さん

であっても、担保されれば緑としては千代田区内で増えていくのかなと思うんですけど、

論点１にも関係すると思ったところで、緑被率や公開空地の面積等、データ上は増えてい

るという傾向にありながらも、区民意識は、横ばいですとか、下がっていると。そういう

乖離がある事が結構問題だなと思いまして、どうあるべきか、それぞれの緑地でいろいろ

な見方をしていくのが大事だと思っていますけれども、一方で区民としては満足度もぜひ

指標の中に加えていただいて。先程のこの運用指針の中にも、ちょっとご説明の中でなな

め読みしかしてないんですけども、例えば５ページの②のところにある、歩いて５分以内

とか、そういう分かりやすい指標で、だからこそ緑が必要だということが方向づけられれ

ば、先程田熊さんがおっしゃったような、緑の育成みたいなところも、満足度と関連する

ようなこういう評価も詳しくなっていけばと思います。 

 

【事務局】 

先程の成果検証は基本方針に基づく目標値が緑被率だったりとか、大径木の本数だとか、

いわゆるアウトプット指標だったんですね。そこにアウトカム指標を今後は取り入れてい

くというような考え方は一つあるのかなと思います。 

 

【横張委員長】 

あと、これは恐らく千代田区さんを含めた都心三区に特徴的なことだと思うんですけど、

今の区民の満足度って、住民としての区民の満足度ですよね。つまり千代田区に納税して

いる方々の満足度ですけれども、一方で千代田区って通勤されている方がいっぱいいらし

て、恐らく今おっしゃった乖離って、通勤されている方々が享受できる緑が増えているん

だと思うんですね。でも居住されている方にとっての緑はあまり増えていないという乖離

がこれに表現されているんじゃないかということですね。そのギャップをどう埋めるのか

という議論がもう一つは必要なんじゃないかと思うんですね。地域的に言うと、大丸有は

すごく増えてるけど、それを享受している人ってみんな通勤者じゃないですかと。一方で

神田や番町ではあんまり増えてないですよねと。でも人はそこに住んでるんですっていう

ことですよね。そこをどうするのっていう話はあることにはあるんですね。 

 

 

【事務局】 

そこも、全てが開発に由来するというわけではないんですけども、例えば、神田エリア

には淡路町ですとか、駿河台ですとか、開発に伴って、染み出しを含めて緑が増えている
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ところはいくつかあるんですね。そこが緑の利用に対して正比例するように満足度が高

まってないとしたら、そこはなんでなんだろうか。先程少し申し上げたように、なかなか

コミュニティとは接点が少ないんじゃないかと言うのは一つあるのじゃないかなと。 

 

【横張委員長】 

あるいはいわゆる面的にそれなりのボリュームが有るようなタイプの話ではなくて、先

程おしゃっていた、５分以内に歩いていけるといったようなきめ細かいタイプの話ってい

うのがなかなかフォローされていなくて、それがゆえに日常の生活圏内においてはあまり

増えていないと、満足度が上がらないということかもしれないですね。 

 

【事務局】 

そのあたり、街区内におけるポケットパークみたいなものがどうなのかというのは、

データ的にも検証していく必要があるのかなと。大規模な面的なものと、街区内のポケッ

トパークみたいなもの、というのはちょっと計算を。ポケットパークみたいなものになら

ないで、青空駐車場のままだったり、というようなところもあるのかもしれない。 

 

【横張】 

そうですね。その辺、論点がどこにあるのかっていう話を、もうすこしきめ細かく見て

いく必要があるのかなという気がしますね。どうぞ。 

 

【木村委員】 

本当に今日フリーディスカッションというお話でしたので。千代田区はまだあまり、内

部からみているという感覚ですらないんですけども。アダプト制度とかもかなり膨らんで

きたというお話だったんですけれども、他の地域を見ていますと、アダプト制度の数自体

は増えたんだけども横ばいかだんだん減っているという傾向もあって。なぜかというと、

そのアダプト制度を担ってきた世代が高齢化してやめていくという時代に入ってきていま

すよね。そういったときにアダプト制度のままで考えていけばよいのか、運用の仕方をど

うしていけばよいのかということが多分課題として上がってくると思うんですけれども、

まちの緑を良くしていくときにやっぱり一人ひとりの区民であるとか、通勤してこられて、

お昼休みに外でちょっとお弁当を食べながら過ごす方とかが、そこの緑が気持ち良いなと

思うのと同時に、関わるというシーンがこれから必要となってくるんじゃないかなと思う

んです。 

一つはまちの緑のレベルアップを図っていく時に、なにかお金を出して業者にやっても

らうのではなくて、一人ひとりがちょっと草が生えてるから一本抜こうとか、花壇があっ

たら花殻をとるとか、そういった小さな行為の積み重ねでレベルというのはすごく上がる

もので、業者に頼むと半年に一回、１年に１回の剪定時期しか入らなくて、質の良い緑が

どうしても作れない部分があったりします。なのでそういう、同時にそこに関わることで、

区民一人ひとりの、満足度もすごく上がっていくというのがあります。 

一方で、大型台風等、地球規模の気温変動の中にあって、そこに向けてこれからの若い

人たちが自分の行為一つ一つが地球環境にどう影響を及ぼすのかということも知っていく

時代になっていくのかなと思うので、そこが関連付けられるようなポケットパークのあり

方ですとか、アダプト制度のあり方というのが、一つ方向性として出てくるんじゃないか

なと思います。自分自身が関わっている公園という場のサポート業務の中でとても感じて

いるのが、ボランティアの中心が今までは高齢者のリタイアした方たちだったんですけど、

今、場の作り方によって若い世代が子供の環境教育であるとか、自然体験のために子連れ
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で、しかもお母さんと子供ではなくてお父さんも含めた家族連れで参加するということが

すごく増えているので、そういったこともイメージしながらの制度の作り方っていうのが

これからあるのかなと思います。ありがとうございます。 

 

【事務局】 

これは参加したいニーズが非常に多様化していて、深く関わりたい、軽く関わりたい、

単純作業がしたい、深く勉強したいとか、それに対して着地するメニューのマッチングみ

たいな話の課題なのかなと。確かにいまのアダプト制度は年に何回とか、月に何回とか、

決まったことを決まった人たちが集まってやると。そうするとその仲間にまず入らなきゃ

いけないというようなところが、そういう仕組みっていうんですか、できますよっていう

ものと、それを実現するプラットフォームみたいなものが必要なのかなと。 

 

【木村委員】 

コーディネーターであるとか。 

 

【横張委員長】 

それはそう思いますね。緑に関わらず、まちづくりに関わらず、あらゆるＮＰＯ等の民

間団体って、良い悪いは別にして、基本は１０年から２０年の間で新陳代謝するものだっ

ていうふうに考える必要があると思うんですね。だから、もしそうした団体に依存するの

であれば、新陳代謝をちゃんと受け止めるような組織なり受け皿というのが区の側に必要

であるっていうことになると思うんですよ。要するに一旦どこかの団体に投げたら、もう

向こう２０年５０年とずっと継続的にそこがやっていってくれるということはないもので

あると。 

 

【谷田部委員】 

今おっしゃられたように、最初の取っ掛かりのところは個人から発生して、そこに集

まってくるみたいな形で広がってきたんですけど、その方がどうしても高齢で亡くなった

りして、代替わりになったときに、それに代わる方が出てこないと休眠状態みたいな形に

なっちゃってることが多々あって。その辺りを継続的にできる仕組みっていうのも、少し

考えていかないと。 

 

【横張委員長】 

だから、継続というのは、その団体はその方とともに終わり、次の団体が立ち上がると

いう、それをどういう風に継続的にできるかっていう話だと思うんですね。私はよく言う

んですけど、プラモデルと一緒だと思うんですよ。作る楽しみとできたものを愛でる楽し

みと両方あるわけですね。作る楽しみの部分っていうのが半分、もしくは半分以上を占め

ているわけであって、そこを奪っちゃったら、そもそもおもしろくないわけですね。です

から次の方々が作る楽しみを含めて楽しめるように、これがずっと繰り返されているとい

う事が大事なんだと思うんですね。 

 

【重松委員】 

開発起因でだいぶ緑の量等が変わっているということをお示し頂いたところかと思うん

ですけども、それをどう維持といいますか、向上させながら、しかもネットワークさせて

いくのかということに次なるポイントがあるのかなと聴いていて思いました。例えば参考

資料２の３ページでお示し頂いているように、それぞれ赤枠で囲われたあたりは、比較的
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その開発地の中で緑の量とかも定義しているんですが、それらをつないでいくような、歩

いて楽しいですとか、快適なみたいな、繋ぐようなまちづくりの方向性が明示されれば、

緑が導く歩いて楽しいまちづくりにもなっていくと思いますし、そういった意味ではどこ

が快適で、どこがコミュニティプレイスとしてすごく楽しそうだと、ここは良いねといっ

たような情報をうまく発信していくようなことも必要なのかなと思いました。逆にそう

いった繋いでいくんだよとか、作るだけじゃなくて、その後もいろんな取り組みが重要な

んだよということが、メッセージとしてお示し頂ければ、事業者側もそこを前提とした作

り方、ないしは今まさに個人の方やいろんな団体の方のそれぞれの底上げ、啓発という話

もありましたけども、私共の中では、地域ごとのエリアマネジメントの活動や、昔から活

動をされている町会さんとか、それぞれの単位で色々できてきていると思いますので、そ

こをどう繋いでいこうかということなんですね。そういった活動に参画するなり、開発同

士が点でつなぎ合わさるというよりは、エリアを繋ぐなんらかの活動に開発もつながって

いくということで、輪が広がっていくという形になると思いますので、そういったところ

を支えていただくような発信だとか情報だとか仕組みが今回の議論の中で私共としても非

常に期待をしたいと思います。 

 

【事務局】 

やはり、都市計画マスタープランの都計審の中の議論でもこれまでのまちづくりの検証

をして、個々の開発としては、良い緑ができているんだけれども、それが上手く繋がって

いかない。それは間をつなぐ区道だとか都道とかっていう役割も当然あると思うんだけど

も、最近は開発を域外にどう展開していくかということも一つ方向感としてあるとすれば、

全体を通じてトータルでこういう緑の絵を描きながら、開発と開発を繋いで、虎ノ門なり、

緑の大緑道みたいなものを繋いでいこうとかっていうような、発想を示していくというこ

ともあるのかなと思います。 

 

【横張委員長】 

はい。いかがでしょう。 

 

【竹内委員】 

市民緑地制度の認定がいよいよ始まってくるかと思うんですけど、その中で先程横張先

生おっしゃっていた、オフィス部分のところに生み出された緑地で認定されるケースが多

いと思うんですけど、そこで区内の学校の方々、学校の方に緑を使って学べるような場所

があって、そこでやっぱり緑の大切さとか、そこにいる生物ですとか、そういったものを

知っていくこと、また、ヒアリも騒いでましたが、これから外来種も増えてくると思うの

で、その危険外来種に対しての危険啓発とか、そういった侵入を防ぐためにどうしたら良

いかというのも考えの一助にしたらというのは一つ、制度の後にどういうふうに運用して

いくのかという部分に組み入れてもらうようにしてもらったら良いんじゃないかと思って

います。 

もう一つ、先程住宅地の中では緑が感じられないというのがあったと思うんですけど、

私はマンションの開発を一時期やっていましたが、よっぽど広い敷地でどんと建てるん

だったらよいのですが、なかなか千代田区の番町のあたりで大きな敷地を取って大きな建

物を建てるわけにはいかないので、そうすると自然と周りに一皮だけ目隠し的なとか、そ

ういった植樹になりかねないんですけれども、それも樹種を少しこだわってあげることで、

例えば実がつくものが良いのか、鳥が集まってくるのが良いのかということも考えたりと

か、エントランス部分等には、ポケットパーク的に集約をするような形にして。何本植え



15 

 

ればいいとか、面積がどれだけあればよいというよりも、やっぱりまとまったものがある

と目につくと思うので、そういった指針とまではいかないと思うんですけど、誘導するよ

うなお話を区の方から助言をして頂ければ、マンション開発業者の方も取り入れていくこ

とになって、これからどんどん建つということはないと思うんですけど、徐々によくなっ

て。またそのマンションって、見た目にも美しいと思うので、資産価値が向上する、やっ

ぱり千代田区のマンションさすがだなって思われるんだなと思うと、住んでいる方にとっ

てそれを維持することというのが自分達の資産を維持すること、もしくは向上するんだと

いうことになると思うので、そういった意識付けをしてあげる機会があってもよいのかな

とは思っています。 

 

【事務局】 

実は景観まちづくりもそういったプロセスをたどっていて、低炭素もそうだと思うんで

すけど、当初は義務、やらなきゃいけない、負担だったんですけど、実はそれが価値を向

上するということを一つは施主に理解してもらうということが必要なんだということが景

観の中ではありました。ですので、今後緑も緑化率を上げるための緑というところから、

生物多様性とか樹種の問題とかも含めて価値をあげる緑ということを、大手のディベロッ

パーさんはもちろん、そういった中小規模の施主の人たちに、設計者が上手く説明できる

ようなガイドラインとか方向感とか、ただ単に区からやれっていうんじゃなくて、こう

やったらすごくそのプロジェクトも価値が高まりますよということをしっかり説明をして

いく必要があるんだろうなと。景観の議論の経験から踏まえてもそういうふうに考えられ

るんじゃないかなと思います。 

 

【木村委員】 

今の話で、最近私がよくやっているお仕事で、新築のマンションで、新しく住まわれる

方同士がコミュニティを作るための場所を一部用意し、それを最初２年ぐらいディベロッ

パーがサポートをしてコミュニティガーデンを作り、そこを外向けに綺麗にしてくってい

うのも結構多いんですけれども、それに加えて最近多いのが、５０年ぐらいたっている団

地で、高齢化した方たちとか、年数をたっていると割と家賃が安いので、外国人居住者が

殆どを占めてしまうような団地とかも増えてきていて、その中でコミュニティを作ってい

かないといろんなトラブルが起こるということで、コミュニティガーデンという形で、

ガーデンだけじゃなくて、食べるということも入ってきたりするんですけど、そうすると

食文化等の交流で外国人との話ができるようになるっていうことで、先程関わる緑が大切

という話をしたんですけれども、マンションとか団地とかで入ったばっかりの若い人たち

が交流するためのコミュニティづくりのためのガーデンであるとか、高齢者とか多文化共

生といいますか、外国人との共生のためのガーデンであるとかが、ぼちぼちあちこちでで

きているなと感じているので、そういう視点も、もしかしてあってもよいのかなと思いま

す。 

 

【事務局】 

千代田区では、例えばコーポラティブの住宅のプロセスなんかでそれに近しい物がある

のかなと思うんですけども。ただ、なかなか神田あたりでコーポラティブの枠組みでガー

デンを作るのが難しいということだとすると、開発に合わせた緑のつくり方にそういった

参画の手法がありえるのかどうか。今聞いていてイメージですけど、そういったものが事

業者としても受け止められるかどうかは議論になるかなと思います。 
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【木村委員】 

多摩ニュータウンのほうで、最近開発されたマンションでは、表向きに花壇を作って、

住んでいる方とご近所の方が一緒にそこで作業をするということも始められていました。

参考までになんですけど。 

 

【事務局】 

確か錦三七五三太公園もまちとの関わりがあったかと。あれは名前だけか。 

 

【田熊委員】 

いや、新島襄さんの支持者等とコラボして記念式典等やっていますね。 

 

【事務局】 

博報堂のあとの開発については、広場に地域の人達が名前をつけたと。デザインは開発

の方で、ストーリーづくりにまちが関わっている。 

 

【田熊委員】 

学士会館に新島襄生誕の地という碑があるんですけど、その藩邸内にテラスの再開発を

やっていて、そこに地域の人が新島襄の幼少の名前が七五三太っていうので、七五三太公

園っていう名前を付けて。それは地元の人では、町会で知らない人はいない。それが一つ

の求心力となって、それを守ろうという意識が高まって町会の神輿もそこの施設内に入っ

ていますし、そこの人と新島襄の支援者、同志社の卒業生とかが愛着を持って集うという、

そういうのを何回か、私は地域違いますけど、見かけたことはあります。そういうストー

リーづくりよいですよね。 

 

【横張委員長】 

そうですね。 

 

【事務局】 

そういったものへの参画のあり方、錦三七五三太公園は名前とストーリーづくりだった

んですけど、区道の付け替えがあったんですよね。だから、そういった取り組みの中でコ

ミュニティ的なガーデン、スペース、空間のつくり方に地域がどう参画していくのかって

いうのは、考え方としては一つあるのかなと。 

 

【田熊委員】 

ネイディブ神田人として良いですか。神田明神さんが氏神様ということで、神田に文化

交流館という良いものを作ったんですよ。伝統と革新ということで。その代わり犠牲に

なったものがあって、前は駐車場で２階が空中庭園だったので緑は少なくなってますね。

そこはちょっと危惧してまして、神田明神さんは広大な江戸総鎮守というものなんですけ

ど、実はそこの末社として、地域にお稲荷さんがいっぱいあるんですよね。神田地区でか

なり小さい昔のお稲荷さんが４０社ぐらい。そういう意味でそういった地域資源を大切に

する。これからそういうところは再開発の波に飲み込まれていくんですけども、住商さん

がやっている再開発地で豊川稲荷っていうのが今も大切にされておりまして。神社も実は

地域のコミュニティがありまして、そこに崇敬会とか、奉賛会とか町会の人が参加して、

町会を超えるようなコミュニティがあったりする。うちの町会でも出世不動尊という寺社

と、御宿稲荷っていうっていう神社がありまして、そういうところの会員とか崇敬会に
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入ってるんですけど、そういうものを再開発に組み込んでいって、そこに鎮守の森といい

ますか、神社とセットでいろんな緑の計画をしていったほうが。さっきの歴史を繋ぐ話と

同じように、現在あるものが再開発で生かしていくことによって、緑への愛着が高まって

緑被率が上がるという、鎮守の森作戦といいますか、名前はどうか分かりませんけれども、

地域に愛される緑化というのはそういうところにもヒントがあるのかなと思いました。 

 

【三友委員】 

今コミュニティという話があったのでちょっと視点が変わってしまうんですけれども、

２０年前の計画も拝見しつつ、今回やはり景観的な視点でいうと、緑をどうしていくかと

いう話はもちろんとても大切かと思うんですけど、緑を眺める場というか、視点場という

か、そういうものももう少し考えたほうがよいかなと。緑とのエッジの部分はもちろん考

えたんですけど、離れたところに大きな緑で沢山豊かなものがあるので、それを例えば高

い所から眺めるとか、もう少し近いところからとか、色々あると思うんですが、そういう

ことを含めると、緑の下で過ごすということだけじゃなくて、時間もないけれど、ちょっ

とだけ緑を見るっていう、その都市における緑の良さっていうものがあると思いますので、

そのような視点もうまく取り入れられたら良いんじゃないかなと。今の都市づくりデザイ

ンにもありますけども、緑と水辺というので、千代田区は水辺がとても豊かですので、そ

のあたりでうまく計画に入れられたら良いんじゃないかなと思いました。 

もう一点は全く別の視点、私共が研究しているような内容からなんですけども、先週平

日に川端緑道を調査して、今週休日に丸の内仲通りの方を調査したんですね。就業者の方

と来外者の方で、住民の方の調査はさせていただいてないんですけど、川端緑道ですと、

数分しか座らない男性の一人の方がとても多くて、でも絶対使われるわけですね。やっぱ

りその数分で緑の中にちょっといるという、リフレッシュですよね。来外者の方ですと、

かなりの時間ずっと二人以上の方で会話をされて過ごされているとか、そういう千代田区

の多様な方、もちろん区民の方が一番大事ですけれども、それ以外の方達の利用のされ方

も踏まえた基本計画というか。この時の基本計画は大きな所からの視点で、どう緑を作っ

ていくかみたいな話になりがちだとは思うんですけど、もうちょっと利用者の視点、沢山

お話にあったようにマネジメントとしてはもちろんですけども、どうやって使われている

かというところから、利用者からの視点をいただけるとより良いんじゃないかなと思いま

した。 

 

【横張委員長】 

そろそろお約束の時間にも近づいてまいりまして、今日はフリートークではございまし

たが、一通り皆様方より、様々な角度から活発なご意見を頂きありがとうございます。最

後にちょっとまとめ的に皆さんのご意見をお受けさせていただきながら一言と思っていた

んですけれども、やはり皆さんの様々なご意見を伺いながら、千代田区ってもちろん一つ

の区なんですけど、中が随分と性格の違う街区が集合されている区であると思うんですね。

それも踏まえてこの資料３の中では、地域的な視点ということで区域に分けて頂いて、こ

れはほぼ４ページのもともと大名屋敷であり旗本屋敷である地域と、この区分けを踏襲す

るような形で分けられているという気がするんですね。例えば大丸有と永田町が一つにな

り、それから番町、富士見地域が一つになり、それから神田公園、万世橋、和泉橋とこう

いうふうに分かれているわけですけれども、ちょっとこの区分けのあり方がやや実態と

合っていないところがあるなと。例えば大丸有と永田町を一緒にするのはちょっと乱暴だ

と思うんですね。行政機関の集積している永田町と、一方で民間のしかも大規模な事業者

が集中している大丸有が一緒になっているのはどうかと思いますし、同様に神保町も番町
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や富士見と一緒かというと、地形的にも台地から低地におりたところの神保町と、台地上

を主体とした番町は違うと思いますし、この辺りサブカテゴリーぐらいに分ける必要はあ

るんじゃないかなと思うんですが、いずれにせよ、こういう地域区分の中で、それぞれの

緑の現況及び今後のあり方を、様々な側面から整理していくといったことが必要なんじゃ

ないかなと思うんですね。例えば先程ご指摘があった満足度と実態があってないというの

も、結局今の地域区分ごとでみていくと実は人が多く住まわれているところでは増えてい

ないという事が見えてきますし、それ以外にも例えば市民緑地認定制度のお話も、たしか

に今回認定一号になろうとしているところは、大手の事業者があってということがあって、

しかも受益者は勤務されている方がほとんどですけど、本来市民緑地認定制度って、小規

模な暫定空地を暫定的な緑地として活用しましょうということがベースに設定されている

制度なので、その観点からすると、むしろ神田エリアとか、神保町エリアとかでこそ活用

して頂きたい制度でもあるんですね。活用して頂きたいって別に私、国の役人ではないん

ですが。半分ちょっと、ついそういう言い方になってしまうのですが。いずれにせよそう

なると思いますし、仮に市民緑地認定制度を使って暫定緑地を整備した場合でも、それを

いわゆる今三友さんがおっしゃったような、見え方という観点でどういうふうに考えるの

かとか、あるいは生物多様性とか、あるいはそこに住んでいる方々とどう関わるのかって

いう流れですとか、それぞれ地域毎に論点って少しずつ変わってくるんじゃないかと思う

んですね。ですのでそういった、いってみれば全体の見取り図みたいなものが、まずは地

域区分ごとに、それから今申し上げたような様々な項目の中でまずは整理してみることが

全体を俯瞰する上では必要なんじゃないかなと思うんですね。さらにそれが、重松さんが

おっしゃったように、ネットワークされていくと。そうやって地域区分ごとに整理された

それぞれの議論がネットワークされていくという、そういう構図になる必要があるのかな

という気はしますね。まずは全体の見取り図を共有する中で、皆さんの問題意識とか、議

論の論点がどこにあるのかっていうのが、次回以降議論できると良いかなという気はしま

すね。おおよそ皆さんのご意見等を伺っていく中で私なりにそういうところが次回に向け

ての課題になるのかなと思いました。何かそれ以外にもしございましたら、いかがですか。 

 

【田熊委員】 

さっき神田明神の屋上の話になったんですが、屋上緑化について昔結構話がありました

よね。 

 

【事務局】 

今もあります。 

 

【田熊委員】 

プラットフォームの屋上でかなり展示されていた。屋上緑化って。 

 

【事務局】 

もちろん、議論をしていただいて。一時期、屋上緑化が緑化率をあげるためだけに使わ

れているというネガティブな見方もあったんですけど、逆に最近、３１メートルぐらいだ

と屋上緑化が生物多様性の中継点になるとかっていう見方もある中で、いろんな見方が出

てきているんだろうなと思っています。また田熊さんがイメージされているような、屋上

を本当に使える楽しめる緑化は、屋上緑化は全然人が寄れないよねっていう批判を生物多

様性っていう価値観で、逆にプラットフォームの屋上のように使える屋上緑化というのが

多分あると思うので、屋上緑化の新たな展開みたいなものも議論していただいても良いん
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じゃないかなと思います。 

 

【横張委員長】 

昔はその既存のビルのてっぺんに草を生やすみたいな、その程度の話しかなかったんで

すけれども、最近はより積極的に屋上を計画段階、設計段階から一体化してしまっている

というケースも出てきていると思うんですね。さらに最近学生と一緒に議論をしていたら、

生物の話にしても、ある屋上にビオトープを作るという話だけではなくて、鳥をターゲッ

トにするんだったら、鳥が餌を食べる場所と、休憩する場所と水浴びをする場所とってい

う、ステップフロアを用意してあげて、それが全体として、鳥が生息できるような空間を

提供してあげようとかですね。あるいはあるエリアの中で、ここは餌で、ここは水浴びで、

ここは休息でっていう役割分担をしましょうっていう話とか、いろんな屋上の使い方が考

えられるようになっていると思うんですね。さらに屋上だけじゃなくて、平場の部分との

関連性であったり、そういう全体がインテグレートされたようなものの一部として屋上を

考えていけば良いんじゃないかと思いますね。一度うちの学生が卒業制作で千代田区を例

に九段会館の建て替えを仮想のケースにしてそんなものを作って。結構評判が良かったん

です。 

すみません、ちょうど今１２時になったところでございますけれども、他になにか皆様

方でございますでしょうか。よろしいですか。では本日の議論は以上にさせていただきま

して、その他と致しまして次回日程は。 

 

【事務局】 

資料１でございますけれども、計画の改定のスケジュール、予定ということで、これは

最終的には令和２年度、令和３年の３月までを目標に、今回の改定をしていくということ

でございます。それまでの間にこの会を５回程度開催したい。４回開催して、案をまとめ、

パブコメをした後にもう一回、というスケジュール感であります。本日につきましては事

務局の説明が長くなりましたけれども、現状についてご説明をさせていただきながら、一

つその計画改定のフォーマットということでご紹介を申し上げたんですが、この辺の形と

か計画のデザインももしかたらあるのかなとは思いますけれども、その点も含めて次回は、

本日頂いたご意見をまとめながらもう少し皆さんの方から様々なご意見をいただくような

ことを年明けて２月の上旬に開催をしたいと思っております。それまでに少し事前に様々

な整理をさせていただきたいと思っていますので、よろしくお願いをしたいと思います。

ご欠席の委員もいらっしゃいますので、日程調整は申し訳ないですけれども、改めてさせ

て頂ければと思います。 

 

【横張委員長】 

すみません、日程がつまっていて。日程はもう少し幅を頂けると調整しやすいと思いま

す。申し訳ございません。 

 

【事務局】 

事務局としては以上でございます。 

 

【横張委員長】 

では第一回を終了します。ありがとうございました。 

 

以上。 


