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第８回 千代田区都市計画審議会 都市計画マスタープラン改定検討部会議事録 

 

１．開催年月日 

令和２年２月１８日（火）  午後１時３２分～午後３時１７分 

千代田区役所 ８階    第１委員会室 

 

２．出席状況 

委員定数１０名中 出席８名 

出席委員  ＜学識経験者＞ 

            【部会長】池 邊 このみ    千葉大学 教授 

     【副部会長】小 澤  一 郎    （公財）都市づくりパブリックデザインセンター 顧問 

           伊 藤  香 織    東京理科大学 教授 

           中 村  英 夫    日本大学 教授 

橋 本  美 芽    首都大学東京大学院 准教授 

           福 井  恒 明    法政大学 教授 

           三 友  奈 々    日本大学 助教 

           村 木  美 貴    千葉大学大学院 教授 

   関係部署 

           大 森  幹 夫    まちづくり担当部長 

           山 下  律 子    環境まちづくり部総務課長事務取扱 

           夏 目  久 義    環境まちづくり部環境政策課長 

           笛 木  哲 也    環境まちづくり部特命担当課長 

           谷田部 継 司    環境まちづくり部道路公園課長 

           須 貝  誠 一    環境まちづくり部基盤整備計画担当課長 

           齊 藤     遵    環境まちづくり部建築指導課長 

           加 藤  伸 昭  環境まちづくり部住宅課長 

           佐 藤  武 男    環境まちづくり部地域まちづくり課長 

           神 原  佳 弘    環境まちづくり部神田地域まちづくり担当課長 

           早 川  秀 樹  環境まちづくり部麹町地域まちづくり担当課長 

 

      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 

３名 
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４．議事の内容 

 議題 

（１）千代田区都市計画マスタープラン改定素案骨子について 

≪配布資料≫ 

    次第、席次表、千代田区都市計画審議会都市計画マスタープラン改定検討部会委員名簿 

    資料１ 千代田区都市計画マスタープラン「中間のまとめ」に対する意見概要及び対応の方向性 

    資料２ 論点のポイント 

    資料３ 千代田区都市計画マスタープラン『改定素案骨子』（案）序章～第２章 

    資料４ 千代田区都市計画マスタープラン『改定素案骨子』（案）第３章～第５章 

    資料５ 分野別から地域別への展開マトリクス表 

    ≪参考資料≫ 

    参考資料１ 第７回千代田区都市計画審議会都市計画マスタープラン改定検討部会議事概要・議事 

          録 

    参考資料２ 令和元年度第３回都市計画審議会議事概要 

    参考資料３ 令和元年度第４回都市計画審議会議事概要 

    参考資料４ 千代田区都市計画マスタープラン改定スケジュール 

 

５．発言記録 

【印出井景観・都市計画課長】 

 それでは、定刻になりましたので、都市計画マスタープランの改定部会、延べ８回目になりますけれども、

開催させていただきたいと思います。 

 事務局の景観・都市計画課長、印出井でございます。 

 部会の進行を、池邊部会長、よろしくお願いしたいと思います。 

 

【池邊部会長（以下、部会長）】 

 皆様、改めましてこんにちは。年度末に向かっている忙しいときにお集まりいただきまして、恐縮でござ

います。本日は、全体会ということで、改定部会の本会を開催させていただきたいと思います。 

 皆さんのお机の上、またかなりちょっと分厚いものが乗っておりますけれども、今までに既にご覧になっ

ていただいたものもありますし、それにかなりつけ加えていただいたもの、また地区別等、本日新しく見て

いただくものもあるかと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、次第に沿って、案件の調査検討に入ります。 

 最初に、議題は１件でございます。 

 本日、傍聴の方はいらっしゃいますでしょうか。はい。では…… 

 

【印出井景観・都市計画課長】 

 本日、２人の傍聴希望者の方からご連絡があったことを申し上げます。 
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【部会長】 

 はい。皆様、よろしゅうございますでしょうか。 

 

【印出井景観・都市計画課長】 

 傍聴を認めて、よろしいでしょうか。 

 

※異議なし 

 

【部会長】 

 はい。何か。 

 

【福井委員】 

 資料が違って。 

 

【部会長】 

 資料が違っている。 

 

【印出井景観・都市計画課長】 

 大丈夫。 

 

【部会長】 

 大丈夫ですか。はい。 

 

【印出井景観・都市計画課長】 

 すみません。福井先生だけでしたか。 

 

※福井委員に配付漏れ資料を配付 

 

【福井委員】 

 はい。大丈夫です。 

 

【印出井景観・都市計画課長】 

 すみません。大変申し訳ございません。 
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【部会長】 

 はい。 

 では、傍聴の方に入っていただいて。よろしくお願いします。はい、どうぞ。 

 

※傍聴者入室 

 

【部会長】 

 はい。ありがとうございます。 

 傍聴の皆様、大変申し訳ないのですけれども、本検討部会では傍聴者のご発言は認めておりませんので、

ご了承いただきますようお願いいたします。 

 本日の終了予定時刻は、３時となっておりますので、皆様、会の進行にご協力のほどをお願いいたします。 

 それでは、まず、事務局より配付資料の確認をお願いします。 

 

【印出井景観・都市計画課長】 

 すみません。何か机上の配付が漏れていた委員の先生もいらっしゃったようで、申し訳ございません。 

 配付資料としましては、資料番号がないものとして、次第と席次表、それから委員の名簿というような形

でございます。委員の名簿がないかもしれないです。次第と席次表です。すみません。 

 それから、資料１としまして、マスタープラン中間のまとめに対する意見概要及び対応の方向性というと

ころで、資料１が、実は「資料１」と書いてあるものと、分冊でもう一つ、資料番号はないのですけれども、

Ａ４の縦で同じような記載で、公聴会という形のものが分冊でございます。最初のものがメール等でいただ

いたもの、二つ目が具体的に口述していただいたものということでございます。 

 それから、資料２が、一枚紙なので、もしかしてくっついてしまっているかもしれないですが、本日、先

ほど池邊部会長からありましたように、検討の対象がボリュームが多いものですから、その中で議論してい

ただきたい点について整理をしたものが資料２。 

 そして、資料３それから資料４という形で、２分冊になっておりますけれども、これは昨年中間のまとめ

を、意見聴取、公聴会をさせていただいて、改定素案骨子に向けて取りまとめたものでございまして、資料

３につきましてはかなり熟度が高くなっているもので、資料４については、分野別、地域別という形で、こ

れからもう一段議論を深めていくと。そういう形で分冊にしてございます。 

 資料５が、分野別から地域別への展開マトリクス表ということで、Ａ３になっております。 

 また、参考資料として、第７回の部会の議事概要・議事録、参考資料２が第３回都計審の議事概要、参考

資料３が第４回都計審の議事概要。それから、毎回お配りをしているところでございますけれども、マスタ

ープランの改定のスケジュールという形になってございます。基本的には当初スケジュールのとおり進んで

いることを後ほどご確認いただければなと思います。 

 すみません。もしかして配付も漏れていたりしたので、大丈夫でしょうか。よろしいでしょうか。 

 

※なし 
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【部会長】 

 はい。以上でございます。 

 

【部会長】 

 それでは、早速、一つ目の議題、千代田区都市計画マスタープラン改定素案骨について、資料の説明をお

願いいたします。 

 

【印出井景観・都市計画課長】 

 事務局ら、資料に基づいてご説明させていただいております。先ほど申し上げましたとおり、前回の部会

の議事録・議事概要を参考資料１としてお配りしております。今回は、資料１にあります中間のまとめに対

する意見概要ですとか対応の方向性をまとめておりますけれども、１１月の当部会では、速報的な中身を各

部門別検討のシートに落とし込んでご議論いただきました。それを前回１月２４日の都計審でもご確認いた

だきながら、我々として公開用の形でこういう形でまとめましたと、今日お配りしております。既に速報版

という形では内容を織り込んでおりますけれども、これにつきましては、今後の検討に向けてもご参考にし

ていただきたいと考えております。 

 資料２でございますけれども、先ほど申し上げましたとおり、本日、検討資料が大変多くなっております

ので、一部、各委員の皆様には、事前に、まだ調整中の資料などをご説明、提供させていただいたところで

ございますけれども、本日、この場で主にご意見を賜りたいものを資料２としてまとめてお配りさせていた

だいておりますので、資料３、４の説明に合わせて、少し２もご覧いただければと思います。 

 資料３についてご説明させていただきます。資料３の目次をご覧いただきたいと思います。あわせて、先

ほどの一枚紙の資料２の項番１、「全体を通じて」というところがありますけれども、ここのところとの関

連で申し上げますと、目次の序章、１章、２章の２までつきましては、大方整理されてきたところでござい

まして、今後、表現の調整についてご指摘があればお願いしたいというところでございます。 

 若干振り返りをさせていただきますと、おめくりいただいて、１ページから６ページまでが、よくこうい

ったマスタープランにある、定義、位置付け、改定の目的、背景というところでございます。 

 それから、７ページ、８ページ。具体的には８ページから１１ページまでが、まちづくりの系譜、江戸由

来のまちづくりの系譜。これらについては、一定程度、都計審の区民委員の皆さんからのご意見も踏まえな

がらまとめたところでございますけれども、最終的には、歴史面や制度面での再度レビューをして固めてま

いりたいと思います。 

 １２ページが、いわゆる千代田区の都市としての魅力や価値、それからこれまでの取組の成果、そしてそ

れを踏まえた論点でございます。 

 １３ページの右側にもございますように、現行のマスタープランの中で、定住人口の回復を果たしたとこ

ろですけれども、その後の主な論点として、こういったものを整理させていただき、改定の視点として、１

４ページのようなものをまとめてきたところでございます。これらについては、今までテキストでお示しし

たところを、少しポンチ絵とか図解とか写真とかにしながらまとめてきたところでございます。 
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 １５ページから２５ページまでは、さまざまなレベル感の中で、千代田区のまちづくり、都市づくりの理

念や将来像をお示ししているところでございます。何回かご説明したとおり、現行マスタープランの理念は、

１７ページにあるような形で継承をしながら、それを、この後の２０年展開するときの三つのキーワードと

して、多様性、先進性、強靭・持続可能性の形で受け止めて、１８ページにあるように、将来像として「つ

ながる都心」のキーワードのもとに、時間軸やコミュニティやグローバルとか情報とかといったものの中の

連携と、右側、１９ページにもありますように、各まちづくりの分野別の取組みを連携、つなげさせるとい

うような、そういうようなたてつけになっております。この辺りもテキスト版を写真とか図解とかポンチ絵

で少し整理したところでございます。 

 そして、将来像、こういう少しコンセプト的な言葉で示す一方で、都市構造という意味での将来像が２０

ページ以降になっておりまして、２０ページが、東京の広域的都市計画の中で、千代田区が果たす中枢機能

を中心とした公益的な役割を踏まえた将来像、２１ページがその中で大きく江戸に由来する町割りを踏まえ

た基本エリアの整備。 

 そして、２２ページが、この部会でもさまざま議論になりましたが、千代田区と周辺地区との結節点をイ

メージをしながら、千代田区の中の骨格構造について示している図でございます。 

 その中で、旧江戸城の緑と水辺から展開する「環境創造軸」であったり、まさに江戸の中心、東京の中心

として放射・環状の幹線道路などを踏まえた「都市の連携軸」、それから、個性的な界隈をつなぐ歩行動線

をイメージした「エリア回遊軸」などをお示しするとともに、東京の広域都市計画の中で位置付けられてい

る拠点、大手町とか大丸有とか、そういったものをもう一段区として意味付け、解釈をした拠点ということ

で、２３ページに少し記載しているというところでございます。 

 ２２ページの図で、少し前回の部会の議論や都計審の議論、それからヒアリング等を通じて変更した点と

いえば、日比谷公園からこの環境創造軸の青の矢印をさらに南下させていくイメージ。それに並行して、今、

丸の内仲通りが日比谷のミッドタウンまで具体的には連携してきているわけですけれども、内幸町方面まで

連携するイメージをここの中に記載しているところでございます。 

 それから、要検討な中身としましては、今申し上げた丸の内仲通りがＯＯＴＥＭＯＲＩ、大手町を通じて、

神田に連携する北上する動線については、今後人道橋のことを想定して、神田方面で１本、南北のエリア回

遊軸というのがあるのですけれども、今この時点では、こういった回遊軸というのはでき上がっていないと

ころでございます。これについては、これが１本なのかという議論が非常にございます。今後、人道橋、こ

のほかにも大手町プレイスにも人道橋がかかっておりますし、これからもそういったものですとか、あるい

は神田エリアにおける南北軸のエリア回遊軸は、この１本を人道橋から派生する１本を中心にしながらも、

もう少し複数の街路が担っていくとのご議論もあるところなので、その辺については、もう少し詳細な検討

が必要かなというのを今我々で少しご意見を賜っているところでございます。 

 それから、参考資料のもう一度一枚ぺらの論点ペーパーの項番２「将来像」で書かれております。将来像

の中に、「戦略的先導地域」と少し仰々しい言葉がございますけれども、それについて、こういう一つの行

政区域、いわゆる出張所エリアだけではないまちの動向を踏まえたまちづくりを考える必要があるだろうと。 

 それから、千代田区の地域特性であります周辺区とか、あるいは東京都とか国とかＪＲとか、さまざまな

主体と連携するところがあることを踏まえて、２５ページ、資料３の２５ページにもございますように、幾
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つか個別の千代田区における、ある意味普遍的な課題、老朽化した中小ビルを含む市街地の機能更新ですと

か、あるいはやはり同様に高経年の共同住宅の機能更新とまちづくりですとか、そういった普遍的な課題で

すとか、あるいはエリアをまたぐ、靖国通り、神保町から小川町を含めた業態集積の機能更新ですとか、万

世橋で言えば、神田川の水辺と秋葉原の個性的な南北の中央通り沿いの機能更新。そして、番町は、先ほど

申し上げたとおり高経年のマンションを含めた長く住み続けられるまちづくり。それから、神田駅周辺から

神田警察通りを軸にして、神田の個性的な界隈のよさを残しながら、まちづくりの展開で、今こういう形で、

先導的にまちづくりを進めていくエリアとして、５地域を都市マスの中に位置付けていきたい。 

 具体的には、これを踏まえて、今後地域まちづくりの構想が既にあるところ、例えば飯田橋などについて

は飯田橋・富士見のまちづくり構想がありますので、こういったところの改定とか発展に結びつけていく。

万世橋周辺についても、一部、外神田一丁目等のまちづくり構想がありますけれども、もう少し広域的なと

ころに展開していくとか。それから、今、神田駅についても警察通りの沿道の構想がありますので、そうい

った現行の地域別まちづくり構想のブラッシュアップと、神保町、小川町とか番町とかといった、、今ない

ところについては、今後そういう方向にもう一段ブレイクダウンしていくことになるのかと思っております。 

 それから、２６ページの土地利用の基本方針でございますけれども、この辺りは、分野別のまちづくりと

の関わりも含めましてご意見をいただいて、その中でも、分野７の、これは、冊子が違う資料４になります。

資料４の表紙だけ見ていただければ、分野７に「環境に調和したスマートなまちづくり」とございまして、

いわゆるスマートシティのコンセプトを環境と紐付けている、と。それは、検討のたたき台の中で、環境を

低炭素と一番親和性が高いのではないかと。それからスマートシティという言葉が結構環境の中で使われて

いる実態があったものですから、そういう形で位置付けてきたところですけれども、都計審が終わった後、

さまざま委員の皆さんからご意見を賜る中で、スマートシティは、住宅ですとか交通ですとかユニバーサル

ですとか防災ですとか緑ですとか、もちろん環境、低炭素もそうですけれども、あらゆる都市づくりの取組

に関わることであって、もしスマートシティのコンセプトを書くのであれば、こういった土地利用の基本方

針のようなところで、要はフィジカルな土地利用の基本方針だけではなくて、やはりスマートシティについ

ても、一つ基盤になるものとしてうまく書き込んだらどうかとのご意見も賜っているところでございますの

で、その辺りについても、今日論点ペーパーに書きましたけれども、ご意見をいただければなと思います。 

 それから、今日、分冊の資料４の分野別のまちづくりの構成なのですけれども、こちらの構成については、

これまで都市づくり白書の形で、現行の分野別まちづくりについてまとめてきたものが何度か、今日もお手

元に常備資料としてお配りしていますけれども、そこで記載してきた素材を再構成しながら、中間のまとめ

をもとに構成したものです。 

 中間のまとめの中で、意見聴取の速報版でご報告したとおり、多く意見をいただいたのは、まだ本格的な

検討に入っていない地域別のまちづくりのことでございまして、分野別については、あまりご意見はござい

ませんでした。 

 ですので、我々としては、中間のまとめをブラッシュアップするとともに、おめくりいただいて、例えば

全体の３７とか３８では連携について書いてあるのですけれども、今、１周回ってもう一回この資料を私が

再点検したとき、連携が大事だとのご指摘を受けたので、何か連携の記事がすごく多くなってきて、少しく

どい気もしないでもないのですが、分野別の連携について３７から３９まで書かせていただいて、４１ペー
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ジから分野の一つとしての住環境、住宅・住環境という中身になって、４１ページでは、少しバックキャス

ト的なところで、こういうまちに収れんしていくというような表示、記載をさせていただきながら、一方で、

ちょっとこれは純粋にバックキャストになっていないところもありますので、もう少し夢のある記載にして

いかなければいけないかと思っております。そういうのを最初に位置付けて、それから４２ページで現行の

マスタープランの方針とこれまでの取組み、この辺りが、これまで白書の中で示されてきたことを再構成し

ながら、４３ページでこれまでの議論を踏まえて、視点・論点。それから、非常に抽象的、一般的な言葉で

視点・論点をまとめるだけでは、今後具体的な取組の方向性に向けた検討に向けて、意見・議論を喚起でき

ないということもあります。今こういった分野の中で、さまざまなキーワード、少しバズワード的な、流行

り言葉みたいなところもあるのかなと思うのですけれども、提起させていただいて、今後もう一段ご意見い

ただこうかというところでございます。 

 それで、一つ、やはり前回の都計審でご議論いただいた中の問題提起で、都計審の中で、資料２の３、

「土地利用の基本方針」。「地域特性・動向に対応した現行都市計画の見直しの方向性の提示」ということ。 

 これはどういうことかと申しますと、例えば住宅・住環境では、４３ページにあるように、視点・論点と

しては、最初のダイヤマークにあるように、人口増加、特にファミリー層云々の項目の下、「地区計画、中

高層階住居専用地区や開発諸制度等の都市計画における住機能誘導のあり方」で終わっていて、要はあり方

の先に何があるのか。では、これまでの地区計画をどう見直すのかと。 

 一方で、見直した後のことについては、例えば４４ページにもありますように、住み続けられる環境を充

実させていくというのが一つあるのだけれども、その間がごっそり抜けているのではないか。だから、今後

の地区計画の見直しを、あり方ではなくて、どういった方向で、例えば人口がたくさん増える中でコミュニ

ティが希薄化し、生活支援機能の充実が求められる。そうしたときに、では、どういった誘導用途があって、

地区計画を見直していく方向性なのかが読み取れないので、非常に迫力がないという話があって。その辺り

は、都市計画マスタープランとしての位置付けの中でどこまでできるかとのご説明を申し上げましたけれど

も、確かにそういう要素はあるかと思っておりまして、その辺を今後この分野別の中でどう記載していくか

が課題になってくるのかと思っています。 

 それから、分野１の住宅とか分野５のユニバーサルを除きまして、まちづくりの方針図というものをそれ

ぞれの分野別にお示ししています。例えばオープンスペースがつなぐまちづくりで言えば、５１ページにつ

いてお示しをし、それから景観という意味では、５９ページで。５９ページは、広く広域的な景観形成の中

の千代田区という形で、景観形成の方針図を。それからおめくりいただいて、６０ページは、界隈の観点か

らお示しした景観形成の方針図。この辺りは、現行、今、策定しています景観計画との連携を踏まえたもの

になっております。 

 そして、少しまた飛んで、６７ページについては、道路交通体系と快適な移動環境の整備についての方針

図でございます。これについては、若干コメントさせていただきたいと思います。 

 道路交通体系ということで、従前は、２枚おめくりいただいた７０ページにあるように、いわゆる都市施

設、ハードとしての道路のあり方というものを示してきていたと。７１ページの道路の位置付けも踏まえて、

こういう道路なのですと。今ある道路の機能は、敷衍するような形で示してきたところではあるのですけれ

ども、それをさらに進化させて、６７ページでは、そのもとで、どういった形で交通移動マネジメントする
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のかを少し検討してみようとの方針図になっています。というのは、現在はウォーカブルなまちづくりとか、

あるいは駐車場の適正配置とか、そういったことを考えるに当たって、少しその一定のブロック単位での交

通マネジメントの考え方が展開できないだろうかということで、大きな幹線道路ですとか、あるいは江戸の

町割りを踏まえて、今、区のこういった交通関係をブロックを１７ブロックで提案しているところでござい

ます。これが、これまでいただいた宿題を、交通のマネジメントですとか、あるいは駐車場の適正配置です

とかを踏まえて、少しこういう位置付けをしてみたところでございます。 

 方針図で申し上げますと、８３ページが、いわゆる端的に言うと、防災に関わる方針図になっています。

ただ、ここで、やはり次の、環境分野との役割分担もあるのですけれども、ここにエネルギーの自立分散化

の視点ですとか、それからＤＣＰとかＢＣＰの安全確保計画のエリアなども含めた方針図にはなっていない

ので、その辺をどうしていくかが検討課題かと思っています。 

 それから、８９ページが、環境に関する生物多様性とか緑とかを中心にしたものに、さらに少しわかりに

くくて恐縮なのですけれども、ＤＨＣエリアを少し薄いハッチで入れたり、あるいは特に神田エリアにおけ

る、エネルギー負荷がほかと異なる、医療機関が集積するエリアをオレンジ色で入れたり、それからある程

度そういったエネルギーデザインができそうな一団地の官公庁施設ということでお示ししていたところでご

ざいます。 

 その辺りが、少し都市づくり白書の素材からの、再構成からの変更点かなと思っております。今日は説明

だけでもう既に３０分経過しておりますので、幾つかポイントについて若干振り返りをさせていただきたい

と思います。 

 先ほどの論点ペーパーにもございましたが、一つ、前回、分野２で、ページで申し上げると４７ページに

ついて、やはり当初、緑と水辺がつなぐ形だったのかと思っています。いわゆる体系的に言うと、都市の緑

化政策に関する方針というイメージでいたところなのですけれども、これについては、緑と水辺のほかに、

やはりその他の公共空間との連携も当然ということで、「オープンスペースがつなぐ」との形で言いかえた

ところです。都計審の中には学識経験者以外の区議会議員の先生方とか公募区民の方とかがいらっしゃいま

すが、そこで出たのは、オープンスペースという言葉の捉え方が、いわゆる容積比率緩和の条件としての公

開空地のイメージが非常に強いので、何かこの分野がそういうことを目指しているような形でということで。

いや、そうではなくてとの説明はさせていただいたのですけれども、ただ現実にはそういうことはあるのか

というところでございます。オープンスペースを広義に使うとすれば、何かもっと別の使い方があるのかと

思っていますので、その辺りについてご議論いただければと思います。 

 それから、最初に２を申し上げて、申し訳ないです。前後しますが、１の住宅、４１ページから始まる分

野１の中でも、親会の都計審で議論があったのは、これまでもご議論いただいたことですけれども、この２

０年間で人口が地域によっては倍増する地域もある。ところが、コミュニティは、昼間区民との連携も含め

て、非常に形骸化、弱体化してきている。一方で、区民サービスに対する需要は高まっている。その中で、

新たな区民サービスの需要というのは、どちらかというと新しく来る人々のための需要だと。言ってみれば、

そこの構造の中で、新旧住民の間でのさまざまな意識の乖離が出てきているとすれば、そういった課題をも

っと積極的に対応するような議論を深めるべきだろうとのご意見が、１月の都計審でありました。 

 では、これについて、我々としては方向感は書いてあるのだけれども、もう一段何か区として取り組むと
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すると、今日、伊藤先生においでいただいていますが、一つ、住環境の分野に関わらず、都市のマネジメン

ト等におけるシビックプライドの醸成みたいなもの。シビックプライドの醸成については、さまざまなハー

ドとかソフトとか、伊藤先生から九つのマトリクスみたいなものの展開の中でとあったので、もしかしたら

そういうことの中で、少し取組について整理していくのかと思うので、後ほどご意見を賜ればと思っており

ます。 

 それから、前回、福井先生からも分野別まちづくりの連携についての必要性のご指摘があり、親会でもそ

ういったご指摘がありました。さらに、要は、今後地域別のまちづくりを考えていく上で、地域における各

分野別まちづくりのめり張りとのご指摘もありました。これはこれまでつくっていなかった資料なので、非

常にまだ粗いところなのですけれども、本日、資料５の形で、分野別まちづくりと地域別への展開の表をつ

くらせていただき、これも詳細に説明しています。ダブり感もございますので、概要だけご説明させていた

だきます。 

 構成としては、最初の１ページ、２ページが、全体の総括表みたいな形になっていまして、めくりにくい

ですが、３ページ以降が今日お配りした資料４の途中から地域別まちづくりが始まるのですけれども、そこ

の要約みたいなことが左側に書いてあって、右側に最初のマトリクスの総括表で書いたことをもう少し詳し

く書いてある構成になっています。ですので、今日初めてご覧になる部会員の方が多いかと思いますので、

今後地域別のまちづくりをする中で、少し頭の体操として使っていただきたいと思っています。 

 総括表で若干説明させていただきますと、例えば番町・麴町地域。これについては、土地利用の基本方針

の中で、主に関連が深いものとしては、駅・まち一体としての市ヶ谷駅周辺の拠点の育成と、それから、繰

り返しになりますけれども、高経年マンション等を初めとした機能更新。ただ、これについては、「現状の

街並みを基本とした適切な機能更新」と言っています。 

 番町についてさまざまご意見いただいているかと思います。強化ポイントだけ説明してきたものですから、

番町エリア全体を丸の内のようにする、何かそういう捉え方をされている向きもあるのですけれども、やは

り基本は、現状の街並みを基本としながら、適切な機能更新を図っていくことになっております。 

 それから、番町で言えば、先ほど申し上げましたとおり、人口増加に対する生活支援機能の誘導。それか

ら、番町地域は、西は外濠、東は内濠に面しているところですので、それと連携した緑やオープンスペース

の維持・創出の形で、各地域全体をまとめているところになっています。 

 もう一枚おめくりいただいて、右側の分野４以降の各地域別の中で、神田地域については、かなり重なる

要素もあり、あるいは我々であまり深く考えずにプロットしたので違和感がある記載もあるところですけれ

ども、例えば分野６の災害に対する、「しなやかに対応し」のところは、番町・麴町地域が抜けています。

こちらについても、先ほどと同じように機能更新が何で必要か。機能更新が必要だから機能更新するのでは

なくて、ここにも何か入ってこないといけないのだろうと思っています。 

 それから、飯田橋で言えば駅周辺の拠点開発。それから、神保町がなかなかこういったテーマがなくて、

日本橋川周辺の浸水リスクと、あと、実は神田地域全体として復興事前準備、万世橋が１行目にありますが、

復興事前準備が必要かということで、説明していて神保町とか神田公園に抜けている気がしますので、この

辺は再度精査していきたいと思っています。 

 そういう形でプロットさせていただいた資料をご用意させていただいて、今日は少し限られた時間の中で
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ご覧いただきながら、後ほどご意見いただきたいと思っていますけれども、こういう資料で、本編では資料

４の９６ページ以下に、各地域の地域別まちづくりの改定に向けた、たたき台の構成案が出ています。 

 構成としては、今のマスタープランと同じように、９６ページですけれども、地域の特性をまずまとめて

いく。概況、成立ち、地域の資源。それから、これまでさまざまに議論してきたり、我々で調査した、この

２０年のまちの動向と課題。そして右側で、現行マスタープランの将来像を再掲するようにここで黒枠で掲

載し、右の改定に向けた新たなまちづくりの進化の方向性が、これまで中間のまとめで議論してきたところ

です。それを少し溶け込ませたたたき台がクリーム色で囲まれたところで、さらに、下の破線の四角の中で、

公聴会、意見聴取で出た意見の概要を書いて、そこについても念頭に置いておく必要がありますという形で

まとめています。こういう形で、各地域を２枚の記載で整理しているところになっております。 

 それから、第５章、１１１ページ以降が都市マネジメントの方針ということで、エリアマネジメントに向

けた関連地帯の協働の話と、あと、先ほど申し上げましたけれども、都市マスから例えば地区計画とか開発

諸制度とか、そういったものにブレイクダウンしていく間における地域まちづくりの考え方を含めて書いて

あるところですけれども、これについても、当たり前のことが当たり前に書いてあるとのご指摘もありまし

た。具体的に大丸有みたいなところとか、あるいはワテラスのようなデベロッパーさんで主体的に取り組ん

でいるとエリアマネジメントできるけれども、それ以外のエリアマネジメントが安定的に運営していくため

のガイドラインですとか、あるいは、それに対する、例えば行政側の体制ですとか、そういうことが明らか

ではないところもあるので、その辺をどう示していくのかが課題かと思っております。 

 ということで、一連の資料のご説明をさせていただきましたので、本日は、資料２に戻っていただいて、

特に分野別まちづくりについては、なかなか全体像を今この時間で俯瞰するということは難しい状況だと思

いますので、専門領域に近しいところでコメントいただきながら、そのほかについては、この資料２で示さ

れたスマートシティの考え方ですとか、あるいは先ほど申し上げたとおり、住機能とコミュニティについて

の展開の仕方ですとか、ご意見を賜ればと思っております。 

 以上でございます。 

 

【部会長】 

 はい。ありがとうございます。 

 資料が２、３、４、５の形に多岐にわたったのでわかりにくいところもあったかと思いますが、まずは順

番に行きたいと思います。 

 資料３の前半部分です。資料番号で言うと、資料３のところ、全体、ページ１から２５ページまで。今ま

で文言でやってきたところを、少しダイヤグラムですとか写真ですとか、いろいろなものを入れて、区民の

方が読んでもわかりやすい形でしていただいたのだと思います。そして、そこの後に、土地利用の方針、基

本方針が入って、その後、エリアが書いてありますけれど、その後次の資料４の分野別というところに入っ

ていくのですけれども、まずはその辺りまでの話で、何かご意見を賜りたいと思います。いかがでございま

すでしょうか。 

 これはまた後で皆さんにもお諮りしたいのですけれども、何となく先ほど連携の部分がやや多いとのご意

見があったのですけれども、何か私としては、３７ページのこれまでの分野とこれからのまちづくりとなっ
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ているのですけれども、そこが、これまでの部分は、こう、住宅・住環境とか水と緑とか、道路交通、福祉

も本来であれば、先ほどのスマートシティではないですけれど、もっとジェンダーみたいなものまで入れる

と、全体に関わる領域ですけれども、前回までは福祉の、という形で切ってきたわけです。 

 防災まちづくりも環境もそうだと思うのですけれども、そういう部分が、今回の、何か私としては、「分

野」という言葉が、やや今回も専門分野の見地からと、もちろん皆さんそれぞれ交通とか都市計画とか、分

野をお持ちですけれども、何となくやはりそういう言葉で縦割りで、いや、これは、では、国交省の道路局

につながります、ここは都市局ですみたいな、そういう感覚ではややなくなってきているのかなというとこ

ろがあって。何かこの、「分野」という言葉がそもそも、先ほど環境と調和したスマートなまちづくりとい

うのも、スマートシティみたいな話だとか、今例えば、東京都などですと、去年１２月２７日にゼロエミッ

ションを出して、私も都庁で説明を受けてきたのですけれども、そういうものというのは、全ての計画の上

にぽんと乗ってきていて、今までだと、それは、では、ごみだとか資源だとか気候温暖化だとか、そういう

部分だったわけですけれども、「ゼロエミッション」という言葉で、Society5.0 と同じ感じで、ぼんと上に

乗っかってきていて、それ全てが都市計画というか、都市マスというかと重なってきている感じがするので、

何となく柱として、この分野１から分野７を立てるのはいいのだけれども、これを分野というのかというと

ころが、やや私としては少しひっかかっているので、その辺りも含めてお伺いしたいと思います。 

 皆様からご意見を。すみません、ご意見がなかったので、先に私、座長が発言してしまいました。 

 いかがでございますでしょうか。どの部分からでも結構でございますので。どちらかというと、まずは、

論点ポイントでいうと、１のところでお願いしたいと思うのですけれども。 

 いかがでしょうか。 

 では、先ほどご指名があったので、伊藤先生、いかがでしょうか。 

 

【伊藤委員】 

 ちょっと、しばらく出られなかったので。 

 

【部会長】 

 そうですね。それも含めて。 

 

【伊藤委員】 

 今まだ整理できていなくて、読み切れていないのですが。 

 一つだけ、全然関係ないのですが、質問があります。２５ページの戦略的先導地域というのがあるのです

が、この図というのは、どこかほかのところにあるのか、今回初めて出てきているものなのかを教えていた

だきたいのですが。レジェンドがないので、何を意味しているのかが、黒い波線で囲まれているのは何だろ

うとか、あと、ほかの図では囲まれていないところが囲まれていたり、何か今いろいろ話題になっているエ

リアもあったりするので、ほかの図にもあるのか、どういう意味で、それぞれ、黒い波線であったりとかそ

れぞれの色の軸みたいなものであったりを示されているのかを教えてください。 
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【部会長】 

 はい。では、事務局、お願いいたします。 

 

【印出井景観・都市計画課長】 

 これについては、一つは、いわゆる行政の区分を超えたような、まちの動向に対するエリアとしての捉え

方、神田公園地域と神保町地域というエリア別にというような、そういう視点が一つあって、その関係が一

つ。あと、もう一つは、先ほど申し上げた飯田橋地域でいえば、いわゆる出張所地域としては、一つの出張

所地域であるのですけれども、駅周辺のまちづくりの観点からいうと、文京区、新宿区、東京都、ＪＲとい

う多様な当事者との調整が必要になってきている。それから、秋葉原についても、いわゆる出張所地域はま

たがりながら、神田川という水辺軸と中央通りという特殊な業態集積、そういう、地域特性とか、千代田区

における普遍的な課題解決に向けて、優先的に――そのほかのところが優先ではないのかとは、なかなか多

分我々としても言いにくいところですけれども、取り組むところ。それから、番町地域については、ちょう

ど駅周辺を黒で囲んでしまったので、誤解を招いているのかなと思うのですけれど、番町地域周辺に共通の

課題として、高経年の集合住宅に対して、まちづくりとどう連携させていくのかというのがある。それを踏

まえて、多様な、お子様から高齢者まで長く住み続けていく。これは、番町地域における非常に顕在的な課

題であるのですが、実は隣の飯田橋・富士見でもそうですし、今後、神田地域でも同様のことが起こってく

ると思っていて、それに対して、一番最初に、課題先進的に取り組むのが番町・麹町エリアだろうというこ

とで、一つ、ここに掲げたところでございます。 

 

【伊藤委員】 

 ありがとうございます。では、それぞれのエリアで挙がっているトピックはこの辺がポイントだというの

を囲まれていて、例えば、今おっしゃった番町のところは、駅を周辺に今囲っているので、地上、地下空間

と駅へのアクセスとか、そういうところの話を書かれているということですね。 

 

【印出井景観・都市計画課長】 

 そうですね。 

 

【伊藤委員】 

 だから、このページだけに出てくる図ということで、このページのことを解説されている図ということで

よろしいですか。 

 

【印出井景観・都市計画課長】 

 それで、では、ここに書かれて、今後は、これでもって、具体的に都市計画がどうこうという話ではなく

て、これに基づいて、やはり地域でのまちづくりの機運を盛り上げていくと。先ほど申し上げたとおり、飯

田橋・富士見地域でいえば、既にある協議会の中での議論をさらに加速させるとか。あるいは、今、神田駅

周辺でも神田警察通りの沿道整備のまちづくり協議会がありますけれども、そこの範囲を東まで広げていこ



14 

うだとか。秋葉原についても、外神田の一丁目周辺の中で、いわゆる川沿いのマーチエキュートの反対側の

中でのまちづくりの動向がありますけれども、川とか中央通りとか、もう少し広域的なところについてはな

いので、そういうところにつなげていけないだろうか。それでもって、課題解決を加速できないかという意

味合いの中で、こういう、少し広域的なものを示しているところです。 

 

【部会長】 

 それにつけ加えて、一つよろしいですか。 

 私は、据わりが悪いと思うのですね。というのは、１ページから２５ページまでは、今までの話でいうと、

どちらかというと、新しいことではなくて、歴史的な位置付けだとか、まちづくりの理念、将来像も、つな

がる都心という部分は新しいですけれども、どちらかというと、例えば２２ページなどは、全体を見たとき

に、こういう骨格構造だという感じで、それを都市骨格軸、拠点、それで、その次は個性ある界隈になって

いるのです。その次に、急に戦略的先導地域と来ると、これが一体、伊藤先生もそうだと思うのですけれど、

今ある課題の中で出てきたものなのか。戦略的先導といったら、やはり今後の話に結びついてくるので、何

か私もご説明を受けたときにご質問したのですけれども、それでやるとすると、例えば、この３３ページの

次の後ろにあるとか、要するに、地域を越えて、先導的な、土地利用方針も含めて、何かそちら側。その中

でも、今回の都市マスとして戦略的先導的な役割を示すところなのだという話なのか。それとも、既存の問

題点から出してくる話なのかがややわかりにくいのですけれど、そこはどうでしょうか。 

 

【印出井景観・都市計画課長】 

 今のご指摘のところなのですけれど、いわゆる土地利用の基本方針の中で、千代田区が抱える土地利用の

課題と今後の方向性を一般的に示していくと。その中で、２７ページにあるように、さまざまな機能更新の

組み合わせがあるのを、地域にベストマッチしたものを選んでいきましょうということが書いてありますの

で、一つ、それを具体的に展開する。そして、現在、課題が成熟していく地域を抽出しながら、そこの中で

優先的に取り組んでいくという流れであれば、おっしゃるとおり、この次とか、土地利用の基本方針…… 

 

【部会長】 

 はい。でなければ、３１と３２の間に踏み込むか。何かその辺りが、何か、「個性ある界隈」の少なくと

も右側にあるページではないだろうし。あるとすれば、この「戦略的先導地域」という名前をもう少し変え

ないと、まずいかと思います。 

 

【印出井景観・都市計画課長】 

 ３０ページに掲げてあるような千代田区の魅力を磨き上げて課題解決するという基本方針に対して、具体

的にさまざまな課題が非常に顕在化しているところであって、しかも、まちづくりについての取組や機運が

盛り上がっている地域としてお示ししながら、こういうところで課題解決の先鞭をつけてという意味合いの

中でいうと、土地利用の基本方針の後とかに位置付ける。そのワンクッション置く、表現は工夫する必要が

あるかと思いますけれども、それは一つの考え方かと思います。 
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【部会長】 

 このことでも結構ですし、ほかのことでも結構ですので、分野別まちづくりについてという部分で、まず

はコメントをいただければと。 

 

【印出井景観・都市計画課長】 

 あとは、先ほど少し申し上げたスマートシティの位置付けを７に置いたままにするのか。まさに、土地利

用の基本方針の中にというのは、そこは少しご意見賜りたいなと。 

 

【部会長】 

 はい。 

 これは、では、村木先生、お願いできますか。 

 

【村木委員】 

 ありがとうございます。 

 私は、スマートシティというのが分野７に入っているのがおかしいと思っていて、最初、池邊先生がおっ

しゃっていたような分野を超えた連携に入るものだと思うので、本来であれば、私は、この分野１、分野２

というのが、縦割りだとしても、縦割りのほうがある意味わかりやすくて、その縦割りをつなぐ分野を超え

た連携につなぐものというのが明確に説明できれば、読み手はそのほうがわかりやすいのではないかと、ま

ず思うのです。 

 何でスマートは分野７に入らないのかというと、スマートは、ゴールではなくて、環境技術の導入で人々

の暮らしの質を上げるものなので、別に環境だけに入るものではなくて、情報技術をどう活用しながら、交

通もそうだし、生活もそうだし、防災もそうだしと、全てに関わってくるはずだと思うのです。評価軸など

で見てても、生活と交通のところがすごく多くて、必ずしも環境だけが多いわけでは全然ない。それがある

ので、私は分野７というのは、「スマートな」というのは取ってしまったほうがよくて、別項目で、「つなぐ」

というところに入れたほうがいいと思います。 

 そうすると、例えば、８９ページにある方針図、これも何だかよくわからなくて、既存のものをただセッ

トすることがスマートなというか、環境だとしても、環境を基盤としたということの説明になるのか、将来

こうしたいのか。今もうでき上がっているから、それでいいと言っているのか。あまり、何か方針なのか現

状なのかがわからなかったり。 

 あと、もう一つ気になったのが６７ページの方針図です。道路・交通で、私がよくわからないのが、最適

な移動のマネジメントを考えるブロック。このブロックは、これで本当にいいのか。このブロックというの

は、歩いて回るブロックなのか。それとも、例えば、バス便とかで、結構丸の内とかでいろいろ回していた

りとかすると思いますけれども、いろいろな交通手段の可能性がある中で、こういうブロックで考えてしま

って本当にいいのか。そもそも、こういうブロックという考え方自体、適しているかと思ったので、無理や

り方針図という地図を全ての項目に対してつくらなくてもいいのではないかと思いました。 
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 以上です。 

 

【部会長】 

 はい。私もそう思います。今の人だと、地下鉄などでも１駅くらいぱっぱと乗ってという部分も考えると、

本当に、この「最適な移動」という言葉が、やや、それはコミュニティを意図しているのであれば、まだま

とまりというのはわかると思うのですけれど、この移動というのが。この辺は、交通との関係で中村（英）

先生にお聞きしたほうがいいですか。 

 

【中村（英）委員】 

 はい。いや、私もよくわからないと思って見ていたのですけれども。だから、方針３にちょっと立ててい

て、この活動の特性とか課題に応じて移動マネジメントしていきますというのはいいのですけれども、そこ

にブロックごとというエリア概念を入れていくこと自体が、ちょっと確かにそぐわない面はあるかと思いま

すし。それをこういう絵にしてしまうと、さらに何か違和感があると思うので、ただ、３の言っていること

自体は、近しい移動の話もあれば、少し遠い移動もあれば、いろいろなものがあるものを、きちんとスマー

トな技術も使いながら、あるいは、新しいいいデバイス、新しいものも使いながら、あるいは空間のつくり

方も合わせながら、マネジメントしていく。多分そういう思いを述べたところだと思うのです。ちょっと、

このブロックというのは落としていったほうがいいのではないですかと思いますけれど。 

 

【印出井景観・都市計画課長】 

 そうですね。要は、今ないものを提案するような形になっています。考えとしては、やはりある程度、歩

くということを前提にしながら、一定程度、交通のマネジメントができるようなエリア感を提示して、駐車

場の適正配置とかを誘導していくイメージなのですけれども、いや、これを提示したからこのままになるの

かというと、確かに難しいし。今、私が申し上げたマネジメントというのも、なかなか考え方を整理するの

が難しいかとは思いますので、これについては、こういう形でトライしてみたということですので、再検討

させて、こういった概念を一旦下げて、再検討することも、そういう方向でもいいのかと思っています。 

 

【部会長】 

 先ほど村木先生がおっしゃられた、やはり、例えば「つなぐ」という言葉で、今回、連携という部分とつ

なぐという言葉で何が今までと違うのかの話の中では、スマートシティもそうですし、Society5.0 もそう

ですし、何かそういった意味では、もし今回、やはり今までと何が違うのだという部分でやるのだとすれば、

もう少し、「つながる」という言葉のもとに基づく分野というのではなくて、新しい方針に出てくるものを

やはりもうちょっと、今は先ほど連携ということで、一番最初のところに幾つか見開きで出していただいて

いるだけなのですけれども、この辺りがもう少し強くなって、ここにも「スマート」という言葉も入るでし

ょうし。今日はいらっしゃっていないですけれども、非常に、今回、積極的に参加していながら、最終的に

僕の意見はいまいちだとおっしゃっている中村（政）先生などは、やはりこの子どものつながりをコミュニ

ティと文化という部分、特に、これから新しい文化を生み出せる千代田区の何かつながり。「つなぐ」とい
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う言葉を、時代のつながりとともに、コミュニティのつながりというのと、文化と人というのでしょうか、

その辺りも強く、上もそうです。居心地のよい場所とか、豊かな生活・交流・活動のスタイルと仲間を見つ

けられるという。その辺りが、それはもちろん新しいことではあるのだけれども、もともとやはりお祭りだ

とか、そういうことがあって、江戸の時代からあったコミュニティがあってこそ、こういうものがよりよく

あるのだという部分としてお考えだと思うのですけれども。その辺りも、割とうまく落ちつけができるかと。

その辺りというのは、多分今までの都市マスの中では、それは生活のことでしょう、文化のこととか、生涯

学習課とか、そちらがやる話でしょうということで片付けられてきたのだと思うのですけれども、そこら辺

りも、今回では目配りをしていますという部分だと思うのです。 

 その辺り、あと、生涯関係で、橋本先生はいかがですか。 

 

【橋本委員】 

 はい。今の委員長のご発言に関連してですけれども、現状を知るということで、情報、今回出てきた言葉

で大変いいなとは思うのですが、現状を知るということで少しご紹介させていただきます。 

 「千代田区」、「住宅」または「住まい」、それに「高齢者」とつけて、実はインターネットで検索します

と、福祉につながるのです。「千代田区」、「住まい」でいきますと、民間の賃貸住宅なり、売買なりのホー

ムページがずっとつながりまして、それに何か一つ入れていくと、千代田区の場合には、福祉につながって

しまうのです。それは、夢のある、発展性のある、当然必要なサービスでありますし、情報ではあるのです

けれども、情報共有というときに、自分の力で住まいを探す、または新しく入ってこられる住民の方が最初

に触れるのはインターネットの情報であり、これからの高齢者の方はそういった情報を駆使することができ

るのですが、そこで検索していた最後の行き着き先が福祉であるというのは、情報の発信の仕方として、現

在の形では非常に問題があると思うのです。 

 住環境をつくるにしろ、まちづくりをつくるにしろ、それを区民の方にどうつなげるかというときには、

情報の提供の仕方、それが、区役所が介在し、かつ、夢のある情報であるということをベースにした情報発

信なり連携の仕方を論じる必要があると実は感じておりまして、ほかのキーワードも幾つか入れてみたので

すが、皆、福祉に行ってしまうのです。ですから、最後の救済になってしまうのです。それはそれですごく

重要なのですが、そうではない今後の、この、今回まとめるマスタープランに対して、「情報共有」、「ＩＣ

Ｔ」とか「ＩｏＴ」とかという言葉を入れるのであれば、それの具体的に何を進めるのかの方向性を加える

必要があると、実は非常に危機感を持っております。これは分野別のことではなくて、どの部分にも係る情

報というものを今後千代田区として区民にどう伝えていくのかということでは、今回、少し視点を変えて述

べていただく必要はあると思いました。 

 以上です。 

 

【部会長】 

 はい。ありがとうございます。 

 この時代には、多分、バリアフリーという言葉で言っていて、今、ユニバーサルという形も言っているか

と思うのですけれども、その辺り、多分、福祉というものの広がりも全然違ってきていますよね。 
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【橋本委員】 

 はい。まちづくりでいいますと、整備されていれば、それはすんなり受け入れられるのです。ですが、住

まい、住宅というものを新規に獲得したり、「住み続ける」という言葉になりますと、これは新しい情報が

必要だと思うのです。ハードだけではないなと非常に思いまして、そこの住み続けていただくための情報を

どのように連携の前に発信し、共有していただくような工夫を、どう区が訴えかけていくかということ。民

間の力だけでは多分ないのだろうと。そこを、このまちづくりという中に入れていただく。それ、イコール、

福祉にもつながるのだろうと思うのです。いきなり福祉ではなくて、その以前に、さあ、ここに住み続ける

ためにはどうしよう。でも、自分にもまだ力があって。最後のとりでの福祉につながってしまいますと、夢

がなくなってしまうのです。その以前の情報の共有のあり方、連携のあり方というところが、今少し抜けて

いるなと、実は感じました。そういう意味で申し上げました。 

 

【部会長】 

 はい。ありがとうございます。 

 多分、ここの福祉という部分の中には、保育園ですとか子育ての部分もあるので、必ずしも高齢者という

ことではなく、若い世代にも非常に関係してくるものなので、そういった意味でも、以前のこの分野別とい

うのでいくと、交流とかということも書いてあるのですけれども、若干、トーンとしてはおかしくなってく

るかという気がします。 

 

【印出井景観・都市計画課長】 

 非常に難しいのですけれども、千代田区における居住支援のあり方というところとか、あるいは、居住に

おけるジェントリフィケーションのあり方とかというようなところ、これだけ地価の高いところで、そうい

った人たちをどう捉まえるかというのは、非常に難しいところです。高齢者でも、資力、財力のあるような

方もいらっしゃると思うのですけれども、住み続けるためのいわゆる財産はあってもフローがないとか、さ

まざまな中で、高齢とか、そういった方に対して、どういうようなサービスがあるのか、どういう取組が可

能なのかについては、ソフトな部分も非常に大きいかと思っています。民間の事業者さんの中でも、やはり

最近ＳＤＧｓの観点から居住支援に取り組んでいくような、ライフルホームズさんとかがいらっしゃるとい

うようなことも聞いていますので、その辺も含めて、今ご指摘いただいたものに対して、どういう着地点が

あるのかは研究していきたいと思います。 

 

【部会長】 

 たまたま午前中、国交省が住宅全体の住生活の基本方針の委員会があったのですけれども、そこでもやは

り住みかえだとか、どう住みかえていくかが、単身層に対してのいわゆるシェアハウスみたいな話から高齢

者のリバースモーゲージなのか、また違ったものも出てきていますけれども、その辺りの話もあったりして、

ややそういう部分としてはきちんとしていかなくてはいけない部分かと思っています。 

 ほかに何か。福井先生、いかがでしょう。 
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【福井委員】 

 なかなか情報量が多くて、難しいのですが。今日は分野別を中心にということではあるのですが、これら

が何を受けて分野別になっているかを確認すると、これは資料３の３１ページの土地利用をどのように実現

するかの具体策として、分野別に整理されていると理解しました。その意味でいうと、この３１ページの図

がわかりやすくなければいけなくて、幾つかの地域、地区がどのようにあるべきかということの前提の上に、

この資料４の話が出てくるのだろうと思っています。 

 そうすると、やはり少しわかりにくいなと思うのは、３１ページでいうと、私は、軸とかというのが少し

気になっているのです。実際には、普通の道路空間でしかなかったりするものを、この図上で「都市機能連

携軸」とか「エリア回遊軸」と名前をつけたりするのは、意味付けとしてはいいのですけれども、それが具

体的になればなるほど、だんだんわからなくなっていくというところがあると思っているので、この土地利

用方針図には、何を実現するのか、もう少し具体的にわかるとありがたいというのが直観的な話です。これ

がわかりやすくなれば、第３章のまちづくりの各分野のやるべきことも、より明確になるのではないかと考

えています。 

 だから、都市計画マスタープランがフィジカルプランニングのための前提となる目的を共有することだと

すれば――すみません、中村（英）先生、間違っていたら少し直していただきたいのですが。としたときに、

一番共有しておかなければいけないことは何なのかというところを、少しこの場で確認させていただければ

と思いました。 

 ちょっと抽象的ですけれども、以上になります。 

 

【部会長】 

 ありがとうございます。多分、それと関わるところが３０ページのこの基本方針がどこから出てきている

のかというのが、ややわかりにくいのです。せっかく、つながるということで、２８ページと２９ページは、

今回の将来像ということで、いろいろ強化して書いてくださっていて、つながるという、意味とかもたしか

書いているのですけれども。この基本方針というのは、もともと、これは多分、前のマスタープランにあっ

たもので、その中で、この下の項目、１、２、３、４、５、６、７はそのままで、その下に書いてある「○」

と「★」が、「○」はもとの現行からの継承で、今回の改定における強化ポイントという理解でよろしいで

ですか。 

 

【印出井景観・都市計画課長】 

 はい。実は、現行のマスタープラン、その当時、１９９０年代のマスタープランのつくり込みとして、土

地利用の基本方針というのが、いわゆる分野としての位置付け、土地利用の基本方針というのが一つの分野

で、住宅・住環境と同じような位置付けになっていたところで、現行のマスタープランの中で、土地利用の

基本方針として示された方針は四つなのです。それが、今日お手元のファイルにもあるのですけれども、読

み上げます。 

 一つは、方針１としては、今のマスタープランのページでいうと１３ページなのですけれども、当時、も
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うオフィス街一辺倒だった。オフィス街一辺倒だったまちづくりに対して、住宅をつくりましょうと。それ

から、方針２としては、地球環境に配慮しながら安全・安心で快適なまちづくり。それから、方針３として

は、地域ごとの資源や魅力を生かして、個性の光るまちづくり。それから、四つ目が、いわゆるまちづくり

の進め方として、ゆっくりと――ごめんなさい。地域の参加を得ながら、きめ細かくゆっくりとまちを更新

するという方針四つがあったところを、今回は、かなり検討の冒頭でご説明したので、私もどういう説明を

したかなと今思い起こしているのですけれど、要は、土地利用の基本方針は、そういう一つの分野ではない

です、と。まさに福井先生がおっしゃったように、分野というものを使えば、各分野に展開するような基本

的な、共有できる、まちの将来像に向けた一般的な方針を整理するというところなのかということで。 

 ですので、今回は、全体に通じて展開するような形で七つの方針を立てて、言ってみれば、それがそれぞ

れ、各いろいろな分野に二股になったりしながら、展開していくということなのかと思っています。その中

で、池邊部会長がおっしゃったように、白い丸が今のマスタープランの中にも書かれていることを継承しな

がら、星印のが少し新しい要素。ただ、今のマスタープランになかったというわけではなくて、項目として、

こういう具体の記載がなかったので、この星印を加えたということになっています。 

 

【部会長】 

 そうすると、この１から７が具体的にこの後半で受けるところはないわけですよね、今の。今は、その次

がこの分野別になってしまっているので。分野別のそれぞれで受けている。要するに、基本方針の新しく１

から７をつくられたのだけれども、それが具体的に、では、後ろで基本方針１に対してこうとかという話は

ないのですよね。 

 

【印出井景観・都市計画課長】 

 そういう整理はしていないのですけれども、この１から７で示した基本方針が各分野に展開しているとい

う意識があるということです。ですので、その辺りをしっかり確認していくとか、あるいは示していくとか

ということをする必要があるのかもしれないですね。 

 

【部会長】 

 はい。多分それが、例えば、これの中にも６番目がスマートな都心の高度な都市基盤を誘導していきます

みたいな話が書いてあって、では、それとスマートシティはどう違うのかとか出てきてしまうので、手法の

話だったら手法。７番は手法なのです。「手法・制度を活用していきます」と言っているのですけれど、い

ろいろなものが、いろいろなヒエラルキー、種類のものがいろいろ入って、例えば「創出・活用していきま

す」といっても、これはまちの話だし、その辺りが多分混在しているのがわかりにくいのと。では、次に出

てきた分野別まちづくり方針というのが、もともとはこういうものがありましたというのが分かればいいの

ですけれども、そうでなくて、分野１から分野７、仮に分野７からスマートなまちづくりというのを消した

としても、環境と調和した何とかという名前だとしても、それと、この基本方針はどうつながるのだという

辺りがちょっとわかりにくいですね。 

 だから、どちらが上位とは言わないですけれども、大きなものに関わるのか。しかも、ミッションという
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か、今回の目標度として掲げたい一番のものというのを、どう位置付けるのか。何か先ほど来お話のある、

つなぐという話で来るのだとすると、その次に、例えばスマートシティだとか、そういうものが出てくるの

か。それが今回のつなぐというところで、これは地域限定とかということではなくて、総体として関わる話

ですと。Society5.0 もそうだと思うのですけれど。その辺りの整理ができないので、今回、こうやって２

と３、３と４、突き合わせると、余計に齟齬が出てくると思うのですけれども、いかがでしょうか。 

 あと、先ほど、自分の分野からいうと、オープンスペースで問題があるとすれば、今としては、「グリー

ンインフラがつなぐ」と、もう、してしまうしかなくて、それは緑の基本計画との関係性も含めて、「オー

プンスペース」という言葉が悪いとすれば、もうそういう言葉で、もう少し小さくするとしたら、河川も含

めて、お濠というか、その部分も含めて、そういう形になるかと、私の部分としてはそう思っています。も

しオープンスペースが、公開空地とか、そういう想定、要するに開発を想起させる言葉だということだとす

れば。 

 時間もないので、すみません。分野別は、小澤先生、いかがですか。この辺で１回あれしておいていただ

いて、その後、ちょっと。 

 

【副部会長】 

 これは資料３の１４ページに書いてある改定の視点というのがあるではないですか。これは、こういうペ

ージが本文に出てくるのですか。そうすると、多分どういうところに重点を置いて、今回のマスタープラン

をつくっているか、それの集約してあるものですよね。これが、多分、先ほど委員長が言われている基本方

針のにつながるわけでしょう。 

 

【部会長】 

 はい。ですから、本当だと、これが基本方針の個別になるとわかりやすいのかと。 

 

【副部会長】 

 そう。この視点はこれでいいと思うのだけれども、これをもう少しブラッシュアップしたほうがいいかと

思っていて、見ていて。ただ、具体的に意見は言えないのだけれども。例えば、下の方に出てくる、「世界

都心を支える高度な社会基盤」、これが二つあるわけでしょう、災害対応力とこのスマートな都市基盤とあ

って、最適なマネジメントでまた二つありますよね。ここの部分についての書き方で、例えば、災害対応力

を先ほど見ていて、括弧して防災力・対応力と、また対応力が出てくるので、ここは復元力みたいな、別な

言葉にしたほうがいいかと思ったのが一つと。 

 

【部会長】 

 そうですね。レジリエント。 

 

【副部会長】 

 それから、その下の最適なマネジメントのところは、後の方に出てくる基本方針との関係でいくと、ここ
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のところは、都市とまちとエリアのトータルデザインと、トータルが入らないと、つながらないですよね。

トータルデザインとしておいてもらって。では、このトータルデザインはということは何だと。この後ので

は何か当該エリアだけではなくて、周辺も含めて、よりトータルにという表現になっているではないですか。

だから、これはもう少し、言わんとしているものを、提案を盛り込んで、このトータルデザインというのは

こういうものだというものができると、また先生方の知恵もいただいて、この新しい意味のトータルデザイ

ンというのはどういうものと。今まで千代田区がやっていたグランドデザインみたいな話なのか。グランド

デザインと今やられている地区ごとの地区計画的なものとの間をつなぐものなのかよくわからないけれども、

ここでいうトータルデザインというのは、こういうものだというものが出るといいかと思ったのと。 

 それから、この「まちづくりのエンジンの進化」って、これは何だろうなとかと思って、皆見るではない

ですか。エンジンの進化って何だろうなと思うと、一般論が書いてあって、何かこれは中身がない。ここの

ところは、やはり連携と競争で特に主体の話になると思うのだけれども、今までは利害関係者というか、ス

テークホルダーによるまちづくり協議会みたいな話にすぐなってしまうではないですか。それはそれであっ

てもいいのだけれども、ここでいうエンジンの進化という以上は、まちづくりをするためのエンジンになる

パートナーシップとして、こういうところまで視野を広げて、それをその人たちのエネルギーも使って、ま

ちづくりをブラッシュアップというか、より強力に進めますよということだと思うのだけれども、そうなる

と、例えば、この間から言っている隣接自治体との連携の話もあるし、あるいは地方都市があるではないで

すか。地方都市がよくなるということと千代田区がよくなるということを一つのシナリオで結びつけて、両

方で生き生きになってよくなるという意味のパートナーシップができると、これも一つの大きなエンジンに

なります。 

 例えば、今言われているのは、新しいリモートオフィスだとかテレワークを含めて、地方にいろいろな働

き方改革を含めたオフィス展開が、今、試験的にされているわけです。そうすると、丸の内のオフィスとい

うのは、今までみたいなオフィスはもう２０世紀型オフィスであって、これからのオフィスというのは、あ

そこ自体が変わってくる。ああいうオフィスではなくて、場合によってはあそこにレクリエーション施設が

入ったりして、ワーカーは、ビジネスマンは地方都市にもかなり一定割合行っているという方向で、今、デ

ベロッパーを含めて、いろいろ模索しているわけです。となると、そういう地方と大都市との連携もあるし、

隣接自治体との連携もあるし、大学をもっとうまく使う。大学を社会的に、要するに、あまり研究というだ

けにとどまらないで、もっと実務的に役に立つように、使うと言ったらおかしいけれども、一緒になってプ

レーしてもらうとか、そういう意味の、何か、エンジンの進化といった場合に、もう少し具体的に書くとい

いと思いました。 

 いずれにしても、この部分は非常に重要なので、この部分について、それぞれの委員の先生方にもう少し

指導していただいたらいいのではないですか。 

 

【部会長】 

 はい。ここの言葉は、分野別にほとんどがなっているのです。ですので、本当は、この分野別の部分。そ

れから、先ほど村木先生がおっしゃったようなスマートとか、そういう全体に関わる部分。あと、都市とま

ちのエリアのデザインを、もし、これを、「トータル」という言葉を入れるとすれば、必ずしも建築・開発
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の規制・誘導の進化ではないはずなのです。もっといろいろな手法がある。 

 例えば、今、小澤先生から地方都市ともつながっているという話があったのですけれど、今、ふるさと納

税、皆さんご存じだと思うのですけれど、名古屋市などは物すごい量を名古屋市のふるさと納税でやってい

るのです。文化財とか、皆そういうのをやっている。街路樹もそうなので、それでやっているのですけれど、

千代田区にふるさと納税すると、千代田区のコワーキングスペースとか、そういうのが１カ月に何時間使え

るとか、そういうのがもらえる返礼品でもいいわけですし。中央区は、やはり地方都市のあれだけのアンテ

ナショップがあることで、それなりの地方都市とのジョイントと、それに対する盛り上がりというのが多分

あると思うので、その辺りも、何かそういうリモートオフィスだとか、そういうものも含めて、ステークホ

ルダーを、千代田区民だけという形ではなくて、もう少し、要するに、通勤、通学者はもちろんのことです

けれども、地方都市との関連でいいますと、そういう感じに考えてもいいという気もした。 

 そのような感じもするので、何か私としては、ここに置いてある言葉がやや少し昔的な、前時代的な分野

別の名前にも近いので、これと、今回の３章の分野別のまちづくり方針のこの言葉が一緒になるとわかりや

すいかと思うのです。たくさんいろいろ出過ぎているのです。ここではこういう捉え方であって、３０ペー

ジにはこの基本方針が出て、それから、３７ページでこの言葉になると、一体どれがどうつながっていくの

かというのが全然わからないし。何かそこの辺りが整理できれば。 

 

【印出井景観・都市計画課長】 

 今日いただいたご意見の中では、改定、いろいろこの２０年間の人やまちの動向の変化を踏まえた改定の

視点というのを、まず小澤委員がおっしゃったように、まとめているところです。そこの言葉の再度精査と

いう宿題もいただいた。そこで示した視点と土地利用の基本方針、さらには分野別との関係性について、言

葉の対応も含めて、まずは骨格の整理をする。 

 それから、特にご指摘いただいたまちづくりのエンジンについては、具体的に、１１２ページ以下のとこ

ろで記載があるのですけれども、多分、この中でも何ですかね、書いてあることはもっともなのだけれども、

具体的にどうするのかという中身がない。例えば、プラットフォームが必要ですとかパートナーシップが必

要ですと書いてあるのですけれども、具体的にどういうところと、大学とやっていくのですとか地方と連携

していくのですということまでは書かれていないので、それをここで書くかどうか、さらにもう一段進んで、

エリアマネジメントのガイドラインみたいなのもつくれというところでとどめるのか。そこは、ちょっと都

市マスの中でどこまで書き込めるかというのは議論だと思うのですけれども、課題提起としては受けとめて、

今後事務局として整理して、またお出ししていきたいと思います。 

 

【部会長】 

 エリマスというと、ずっと、皆さんまだまだ大丸有の想定をするのですけれど、多分エリマネもどんどん

変わっていくし、それこそ地方都市とも結んでとかという話になってくると、必ずしもこういう閉じたエリ

アの中のそこにいる人たちだけのエリマネという、これは保井先生がいらっしゃるので、保井先生が将来展

望をどうお持ちかわかりませんけれども、私は、何か今までのエリアマネジメントを想定していると、やは

りもう５年というか、出した途端に古くなる気はするので、そこは想定が必要かと思います。 



24 

 私が話してしまいまして、すみません。３時に近くなったので、これは一言ということで、この全体の中

の、今回の中で、皆さん一言ずつ何かあれば、５分だけ延長戦。 

 三友先生、全然。すみません。 

 

【三友委員】 

 やや細かいことになってしまって恐縮なのですが、資料４で４３ページなどに参考の関連キーワードが載

っています。キーワードを載せることはとてもよろしいことだと思うのですけれども、キーワードではなさ

そうなものも散見されますので、もう少し精査されたほうがよろしいのではないかと思います。現行のマス

タープランを拝見すると、当時のキーワードとしてＬＲＴやバリアフリーのような言葉が出ています。今回

の方がキーワードはもっとたくさんあるように思いますので、それを適切にお入れいただければと思います。 

 私の分野の単語を載せていただいていて恐縮なのですが、例えば、４３ページにある分野 1 のサードプ

レイスやプレイスメイキングというキーワードは、両方にまたがっていますが、一つだけに載せるのであれ

ば分野１よりも分野２に載せるほうがふさわしいと考えています。ほかの分野のところももう少し精査が必

要で、載せるべきほかの単語がありそうですし、掲載している分野が合っているのか少し気になります。区

民の方がご覧になるときに大事なところかと思いますので、そのあたりのご検討を改めてお願いしたいと思

っております。 

 以上です。 

 

【部会長】 

 ありがとうございます。 

 ほかに。 

 

【伊藤委員】 

 すみません。先ほど分野１について振っていただいたのに、何も申し上げなかったので。 

 今回、住宅の量の確保から住環境の整備、多様な住まい方の推進へということで、基本的には住宅分野な

のだと思うのですが、住環境というところにしますという話だと思うのです。そうすると、やはり住宅に住

まうのではなくて、まちに住まう視点だと思うので、本当は、分野で分かれていて、それをカバーする、つ

なげるものと整理できればいいのですが、どうしてもそうはうまくいかないと。 

 今、三友先生がおっしゃったこととも関係あるのですけれど、やはり公共空間であるとか、それがグリー

ンインフラみたいなものにつながってくるかもしれないのですけれどとか、あと、景観もそうかもしれない

のですけれど、そういうところに住環境からどうしても手を伸ばしていかざるを得ない感じがしました。 

 ４４ページだと、方針２で文化を入れてくださって、これもすごい大事だと思うのですけれど、何か文化

もここだけで出てくるのでいいのかとか、幹になる部分と手を伸ばしていく部分をもう少しそれが明快に見

えてくると整理がわかりやすいかと思って。住環境に関しては、先ほどもおっしゃってくださったように、

やはりただ住宅政策だけではいかないというのはそのとおりだと思いますし、今までずっと住んでこられた

方と新しく来られる方をどういう融合していくかはすごく大事な視点だし、そういう人たちがいかに能動的
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にまちに関わっていくのかも、多分エリアマネジメントとも関係あると思うのですけれど、大事な視点だと

思うのです。ただ、何でも入ってきてしまうので、やはり幹になる部分と住環境といったときに手を伸ばし

ていかなければいけない部分を整理する――整理するというか、それがわかるようになってくることが大事

かと思いました。 

 

【部会長】 

 ほかに。 

 どうぞ。 

 

【村木委員】 

 すみません。土地利用方針図を見ていて思ったのですけれど、都市計画をやっていると、土地利用方針図

は丸と線を引くのが当たり前で、先ほど福井先生がおっしゃっていた、道路ではないかと言われたら、おっ

しゃるとおりだと思うのです。そこを都市機能誘導軸とか連携軸という名前にするのであれば、その周辺の

土地利用を誘導するという強い思いを持って、都市機能連携軸にするならいいのですけれど、ただの道路に

線をいっぱい引き続けるのであれば絵に描いた餅であって、理想と現実の理想をどこまで追い求める１０年

間の計画なのかと考えると、理想の絵があったとしても、現実的にはここをこうやりますと、皆が本当にや

ろうと思うようなものをつくらないと、何でもかんでも書いてもいいマスタープランではないのではないの

かと。イギリスとかだと、方針図は１枚で、こんなにいっぱい絵が出てこないのです。それから考えると、

少し書き過ぎて、追い求め過ぎではないのかという感じが正直しました。 

 以上です。 

 

【部会長】 

 はい。ありがとうございます。 

 特に、日本では、土地利用図というのが、そもそも計画図ではないというのがずっとあったので、現況な

のか、それに計画を載せた図なのかが非常にわかりにくいので。これだと、例えば、環境創造軸とか国際ビ

ジネスとか高度機能とかというのが全部乗っかってきているので、その辺も含めて、それが全部拠点なのか、

環境創造は骨格に入っているので、多分、非常に今回、たくさんすごく頑張ってくださっているのですけれ

ど、これからは少しそぎ落として、いかにいいものを残して、関連キーワードのところもたくさん考えられ

るだけ全て入っているのですけれども、どの言葉が今回の改定とか、今後やっていくときに、この言葉は絶

対必要だろうというものが出てくるのか。最終的に何か落ちてきてしまうのか。あるいは、例えば私の関係

で、８７ページなどだと、夏にクールスポットとか地域エネルギーデザインとか、そういう部分も環境のと

ころでどう入ってくるのか。生物多様性もこちらに入っているのですけれど、なかなかその辺りが、緑の基

本計画もやっているので、その辺りとの整理も含めて、どれがどこに入っているのが一番的確なのかという

のを考えた上で、少し整理する必要があると。あと、環境の中からスマートをとったときに何を残すのかと

いう部分です。先ほどのこちらからすると、割とわかりやすいですけれども。何かその辺りを少し考えてい

ただけるといいのかという気はします。 
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 まずは、では、時間も時間ですので、今回、今、小澤先生からも言っていただいたように、この改定の視

点の言葉と――すみません。３時を過ぎていますので、それから、全体に出てきたスマートとか、そういう

全部に関わるものを一体何にするのかという部分と、それから、今まででいう分野別まちづくりの方針の言

葉、今１から７まであるわけですけれども、その言葉の吟味をきちんとした上で、どうつなげていくのか。

あるいは、どういうヒエラルキーでそれらが存在するのかを、次回お示しさせていただく。その上で分野別

のところをしていただくということで、よろしゅうございますでしょうか。 

 

※異議なし 

 

【部会長】 

 すみません。では、その辺、事務局と私のほうで整理させていただきます。 

 よろしいでしょうか。 

 

※異議なし 

 

【部会長】 

 それでは、事務局にお返しします。 

 すみません。時間が遅くなって、随分超過してしまいまして申し訳ございません。１５分ですね。 

 

【印出井景観・都市計画課長】 

 すみません。ありがとうございました。 

 これからのスケジュールですけれども、３月１０日に都市計画審議会が予定されておりますので、今日限

られた時間の中で、かなり膨大な情報量、それも説明し尽くせなかったところがありますので、２月いっぱ

いぐらいに、今日いただいた意見のほかに何かございましたらご意見をいただいて、それを受けて再精査す

る、と。今日いただいたのは、もう明日からでも作業に取り組みますけれども、それ以外についてのご意見

とか、あるいは、今日、なかなかご意見をいただく時間がなかった地域への展開のところについてのご意見

などについても、メール等でいただければなと思っております。 

 骨格のところでの言葉の整理をきちんとした上で、少し都計審に報告できるぐらいの精度で今日の資料を

まとめていきたいと思っています。 

 それを踏まえて、次回の日程は、年度明け、令和２年度４月以降になるかと思いますので、今日、具体に

日程調整を個別にできないのですけれど、また改めてさせていただきたいと思います。 

 事務局からは以上です。 

 

 

【部会長】 

 はい。それでは、４月…… 
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【印出井景観・都市計画課長】 

 ４月以降で。もしかしたら、５月になるかもしれないと。 

 

【部会長】 

 はい。皆さん多分年度初めで、いろいろ、授業とかもあると思いますので、早目に日程調整をお願いでき

ればと思います。 

 本日は、本当に私の運営の仕方が悪くて、１５分超過してしまいました。申し訳ございませんでした。あ

りがとうございました。 

 

≪発言記録作成：環境まちづくり部景観・都市計画課≫ 


