
1 

 

令和元年度 第２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２年２月１４日（金） 午後３時００分～午後４時３０分 

 千代田区役所８階 第２委員会室 

 

２．出席状況 

 委員定数１５名中 出席１３名 

 出席委員 

＜学識経験者＞ 

       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 専務理事 

（生物多様性）浦嶋 裕子  三井住友海上火災保険株式会社総務部地球環境・社会貢献 

室 課長 

（アダプト団体）石井 雅幸  大妻女子大学 教授 

（アダプト団体）志村 初江  外神田松住町町会 婦人部長 

 ＜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 

 ２名 

 

４．議事の内容 

 議題 

 （１）第１回検討委員会における主な意見 

（２）改定計画における強化ポイントについて 

 ≪配付資料≫ 

 次第、席次表、委員名簿 

資料１ ：第１回検討委員会における主な意見 

資料２ ：現行計画の成果検証と改定計画における強化ポイント 

資料３ ：計画改定スケジュール（予定） 

参考資料１ ：地域別にみる緑の現況 
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５．発言記録 

【事務局】 

千代田区緑の基本計画の検討委員会を開催させて頂きたいと思います。本日はお忙しい

中、ご出席を賜りまして誠にありがとうございます。開催に先立ちまして一点ご連絡がご

ざいます、本日、委員長でございます横張先生が体調不良のためということでご欠席をさ

れてございます。事前にご連絡を頂戴しまして、今回この委員会の設置要綱に基づきまし

て、委員の中から区のまちづくり担当部長、大森部長を代理として指名を頂いてございま

すので、本日は大森部長が代理として進行をするということになってございます。それか

ら、開催の前にあたりまして、前回ご都合でご欠席をされた委員の方がいらっしゃいます

ので、開催前にご紹介を申し上げます。後ほど資料説明もしますけども、本日の資料の席

次表と共に、委員名簿が手元に配布されているかと思いますけれども、その順番で申し上

げますと、三井住友海上火災保険株式会社の浦嶋委員。 

 

【浦嶋】 

はい。 

 

【事務局】 

それから、大妻女子大教授の石井先生。 

 

【石井】 

石井です、よろしくおねがいします。 

 

【事務局】 

それから、外神田松住町長会の婦人部長の志村部長のお三方が今回ご出席を賜っており

ます。それでは、進行をさせて頂きたいと思います。本日はマイクは使いませんので、こ

のままの声でご発言をいただければと思います。それでは大森委員長代理、進行の方をよ

ろしくお願い致します。 

 

【大森】 

それでは、横張委員長からのご指名ですので、委員長代理を務めさせて頂きます、まち

づくり担当部長の大森と申します。よろしくお願い致します。それでは、早速次第に沿っ

て進めてまいりたいと思います。本日の議題は、第１回検討委員会における主な意見、改

定計画における強化ポイントについてでございます。それでは、資料確認を含めて事務局

の方からご説明をお願いします。 

 

【事務局】 

資料確認に続いて説明に入らさせていただきたいと思います。先程お示しをいたしまし

た次第・席次表、委員名簿、こちらの他に、番号がついているものとして資料１が第１回

検討委員会における主な意見。資料２が横になっておりますけれども、現行計画の成果検

証と改定計画における強化ポイント。それから、資料３が一枚紙で計画の改定のスケ

ジュール。そして、参考資料１として横になっておりますが、地域別にみる緑の現況とい

うことになっております。それから、前回現行の緑の基本計画の冊子をご配布させていた

だいて、今日持ってきてくださいというような形でお願いはしていないんですけども、後

ほど配布をさせて頂きます。本日はそのまま置いていって頂いてというふうに思います。 

それでは、本日の会議の目標なんですけれども、はじめに資料３の全体スケジュールに
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ついてご確認を頂きたいと思います。本日が２回目ということになります。前回は千代田

区における緑の現状の様々な資料を出させていただいて、後ほどご説明をするような形で

緑に関わるご意見を多様な形で頂いているところでございます。今回その中からいくつか

論点を整理すると、第２回目につきましては、現行計画の基本方針の骨子、こちらに基づ

きまして、現行計画を継承すること、あるいは強化することなどを中心に議論、ご意見を

頂いて、大方の改定計画のスケルトンに向けたご意見を賜ればなと思っております。 

それから、年度が明けて改定素案、たたき台というんでしょうか、４月以降にそういう

ような段取りにしていきたいというようなところでございますので、本日の位置づけはそ

ういう形でご理解賜ればと思います。はじめ資料１ですけども、前回のご意見ということ

で、ご欠席の委員もいらっしゃいますので振り返りをさせて頂きたいと思います。 

おめくりいただいて１ページ目ですけども、千代田区というのは非常に性格が違う地域、

神田、秋葉原のような地域もあれば、皇居もあり、大手町、丸の内のような地域もある、

そういう地域区分、これは歴史的に江戸城という中で武家地ですとか、あるいは商人の民

地ですとか、あるいは寺社地ですとか、そういったところの沿革の中でそういった個性が

あるわけですけれども、それを全体を俯瞰をした上でネットワークを考える必要があるだ

ろうというご意見を頂いております。 

２番、これがここの大きな論点になってくるのかなと思っているんですけども、身近な

緑についてという中で、満足度の視点が大切なんじゃないかというところでございます。

やはり細かい緑へのフォローが不足しているということも含めて区民満足度に影響をして

いるのではないかと、それから、区民満足度の緑を捉える視点に加えるべきというご意見

を頂いております。もう一つ、今後の緑地の整備や利活用の方向性について、先程申し上

げた千代田区の地域特性、歴史性を踏まえて、ただ単に緑をしつらえるということではな

くて、歴史を活かすとか、あるいは樹種にこだわるとか、地域に愛される緑、それによっ

て資産価値が向上するのではないかというご意見を頂きました。もう一つはどういうふう

に使われているか、また、管理に関わる場面をどういうふうに作っていくのかという点で

ございます。 

次のページですけれども、３番目としまして、緑に対する区民参加の管理ということに

ついてはやはり現状の仕組みの中で高齢者のボランティアというようなところに頼ってい

る部分もございますので、場の作り方、ちょっとした参加の手法を取り入れることによっ

て若い世代、家族連れが参加できるような仕組みはどうだろうかと。それから、どうして

もアダプト制度もそうですけども、一つの団体を永続的に維持させると、その中で団体の

維持が目的化してしまうということも有るかと思うんですけども、常にそういう団体が新

陳代謝するような仕組みも必要だろうというところでございます。 

それから４番緑の活かし方ということで、緑のネットワークというのがただ単に緑の拠

点と拠点がつながれば良いというわけではなくて、歩いて楽しい街づくりという方向に向

かうとよいですよね。それに向けた情報発信も大事ですというところであります。緑のそ

の場で過ごすということも大切なんだけれども、見ると、眺めるという視点も都市の緑と

して重要ですというご意見を頂きました。 

５番目なんですけれども、千代田区以外の主体が所管している緑についてということで

ございます。今後様々な議論をしていくところですが、やはり官民の連携、民に対して緑

をというところでは、様々なこれまでも取り組みがあるんですが、国とか東京都とかです

ね、官同士の中の緑の連携というのでしょうか、そういう千代田区以外の主体が所管して

いる緑について、どのように言及し実効性を保っていくのかということで議論をしていく

必要があるということでご指摘を頂いたところでございます。 

ということで前回資料に基づいていくつか身近な緑、緑の利活用、活かし方について議
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論を頂き、論点として整理をさせていただいているところでございます。 

次に資料２でございます。本日改定に向けた骨格について大含みの方針についてのご議

論を賜りたいというところでございます。 

おめくりいただいて、１ページ目は改定計画の章立てのイメージですけれども、第１章、

第２章というのは、前回お配りをさせていただいたような、資料集的なものですかね。千

代田区の緑の現状とそういったものについては、前回お示しをさせて頂いた、資料の情報

の内容を踏まえて作ります。ただ見せ方などもありますので、改めてもう１回フィード

バックをしていくというところでございます。今日はいわゆる第３章のところ、将来像、

基本方針、目標について、現行計画を継承しながら、議論を頂きたいと。現行計画の中で

右にもございますように継続・修正・強化をしていくポイントを整理していきたいと。そ

れから、現行計画で示している、全体像についてどういうふうに改定していくかを検討し

ていきたいということでございます。 

次のページ２ページ目で、今日ご議論戴く大含みのフレームになってございます。お手

元に今の計画の２８ページをご覧いただければと思うんですけども、大きく計画の基本方

針として３つございます。その３つがこの２ページに書いてあるんですけども、いわゆる

緑地、緑化、普及啓発という大きな方針があります。 

緑地については皇居等の豊かな緑を活用し、都市開発と調和しながら進める緑のまちづ

くり。緑化については、目に映る緑や緑のネットワークが充実した緑のまちづくり。それ

から方針３としましては、住民・企業・行政が一体となって進める緑のまちづくりという

大きな方針を決めておりますので、この方針について、今日は少し現行計画の成果という

ことで方針別にレビューをさせていただきながら、前回ご指摘がありましたように、こう

いうふうに成果を積み上げてきたんだけれども、区民はどう見ているのということについ

ても言及をさせて頂くと。それから、この計画策定後、緑を取り巻く状況も変わってござ

いました、生物多様性ですか、そういったものに言及をさせていただきながら、それぞれ

の方針をどういう視点で改定をしていくのかということで、今日は資料の方をご説明をさ

せて頂きたいと思います。 

おめくりいただいて３ページ目ですが、方針１の緑地についてというところで、これは

皇居、旧江戸城に由来する豊かな緑を活用しながら、都市開発と調和をした緑のまちづく

りを進めていくというところでございます。それで、やはり現行期間中こういったいわゆ

る基盤になる緑については的確に保全をしてきたと。それから、内濠とか外濠に、繋がる

ような形での様々な歩行空間を創出してきた、それから、開発に合わせて緑のオープンス

ペースを創出してきたというような、良い面で捉えるとそういう成果があるだろうという

ところでございます。具体的な事例として下にお示しをしていますけれども、日本橋沿い

に、大手町の川端緑道ですとか、官の公園と、民の公開空地を一体的に連携をして整備を

した淡路公園、ワテラスの空間などが一つの成功例としてあげられるのではないかという

ことでございます。 

２番目でございます、４ページ。緑化、これは個々の建築計画に伴う緑化の指導などを

積み上げながら、その建物と建物の連携を図っていくというような視点になっていきます

けれども、こちらについては個別の、総合設計等も含めた、開発諸制度の中での公開空地

の創出と緑化、生活環境の観点からの緑化の指導、支援、要綱による指導というところで

ございます。街路樹につきましてはこの２０年間で５０００本ということでほぼ横ばいに

なっていますけれども、街路樹についても生物多様性ということに配慮、それから、様々

な区民参加における街路樹の整備のあり方については、色々課題もございましたけれども、

少し改善を図ってきているというところでございます。それから、緑のゲートというコン

セプトが計画にはあったんですけども、なかなかそういった具体の整備というのはできて
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いないところなんですけども、一つ象徴的な空間としてあげるとすると、東京都やＪＲさ

んと連携をしながら東京駅前のトータルデザインに区としても関与をしてきましたよとい

うところでございます。主な取り組み成果として、大手町の森ですとか、そういった民間

の緑化の中に、認証制度、良質な緑というところでの認証制度を取り入れるような空間も

増えてきているというようなところ。それから開発に合わせて、本日おいでいただいてい

る三井住友海上の開発の中で象徴的にお茶の水仲通りにおける生物多様性に配慮した整備

ですとか、そういったことも進められてきたというところでございます。 

今申し上げました方針１と２につきまして、一つ目標達成の指標というのがありまして、

これは現行計画の２９ページにも少し出ているんですけれども、要は緑地面積を４５ヘク

タール以上にしましょうということ、それから緑被率を平成３０年度で２５パーセントに

しましょうというところが方針１と２の指標になってございます。身近な緑地というのは

なかなか区の公園ができない中で、公開空地等の開発に伴って創出をしていく中で、今概

ね５０ヘクタールの水準になっていると。緑被率については残念ながら２５パーセントの

水準は達することはできませんでしたが、それに近づいてくるような形での整備が進んで

いるというところでございます。しかしながら、右側の緑被の状況をご覧頂くと、平成３

０年の状況かと思うんですけども、いわゆる区の北東部、神田エリアにおきましては、微

増ではあるんですけれども、緑の部分は非常に少ないというところでございます。 

それから成果検証、方針の３の普及の啓発についてというのは６ページになってござい

まして、これにつきましても緑化推進の事業、パンフレットやイベントのときの様々な緑

化セットの配布による普及啓発、それと、アダプト制度などによりながら参画の拡大を

図ってきたところでございます。これについてはアダプト団体というところが一つの指標

になっているところでございますけれども、横ばいという状況でございます。一方、緑に

参画するもう一つの仕組みとして、さくらサポーター制度、さくら基金への寄付の状況に

ついては、当初伸びてきたところでございますけれども、ここのところ横ばいから減少に

なってきているというようなところでございます。 

今６ページまで申し上げましたのが、現行計画の２８ページで示された基本方針の、成

果検証についてのまとめというところでございます。 

そして、どうしてもこれだけだと緑が増えましたよね、緑被率も２５パーセントはいっ

てないけども増えてきましたね、ということになるところですので、それについては前回

ご指摘を頂きましたように、区民意識はどうなのかということで、区民世論調査から緑に

関するデータを少し集めさせて頂いておりますけども、結論から申し上げますと、在住者、

在勤者、共にここのところ横ばいなのかなという状況です。それから当たり前ですけども、

飯田橋、富士見地域のような、あるは麹町地域のような皇居や外濠に面しているところは

緑が多く感じますよという、一方で神田地域においては少ないですよね、という当たり前

といえば当たり前なんですけどそういう傾向が出てているところです。 

それからもう一つ、緑のオープンスペースという視点で見てみると、８ページになりま

すけども、公共施設の中で整備を充実すべき施設といたしまして、公園・児童遊園・広場

というものの、ニーズが非常に高くなっていると。それが昨今人口として増えているいわ

ゆる生産年齢人口前半の方たちにとっても非常に高いニーズですよということでございま

す。ですのでこういったニーズへの対応と、緑に対する満足度が横ばいだということにつ

いては、しっかりと踏まえて今後進めていかなきゃならないんじゃないかなということで

ございます。 

それから９ページ以降が、成果検証・区民意識の次に、緑を取り巻く状況の変化という

ところでまとめてございます。 

一つが、社会の変化として緑に対してここにもございますように、少子高齢化、コミュ
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ニティとか、災害対策とか、温暖化も含めた環境問題とか、それから、緑自体が非常に都

市の魅力になっているということで、都市間競争とか、そういうことで緑というのが非常

に多様な機能を持っているということを踏まえて、様々な社会課題を解決していく必要が

あるんじゃないかという話。それと今とも重なるんですけれども、最近グリーンインフラ

というキーワードが様々なところで指摘をされています。それはただ単に目に見える緑

じゃなくて、地下の動向も含めて、そういった緑と土と言うんでしょうか、も含めて自然

環境が有する機能を課題解決につなげていこうという考え方が一つ普及してきているとい

うところでございます。それから、緑関連の様々な制度、国の法律とか制度についても、

緑の基本計画も当時から昆虫の住めるとかっていうことは書いてあるんですけども、最近

では明確に生物多様性に配慮した緑の基本計画にしなさいよと。それから、最近では豊島

区の南池袋公園における公園の機能更新のあり方、利活用のあり方が注目をされています

けども、地域のニーズに対応した公園のマネジメント。一方で、民間の空地を積極的に緑

として活用するという動きも出てきているところでございます。それらを少し資料として

まとめられているものがありましたので、下にお示しをしています。 

社会ニーズの多様化が左の表で、グリーンインフラについては右側の、緑に求める機能

というのが非常に広範になってきているというところでございます。そして具体的な制度

としては一番下に書いてありますけれども、緑の基本計画の中に、生物多様性について書

きましょうねとか、公園の運用について書きましょうねとか、それから市民緑地認定制度

という、民間の公開空地を使った緑地、いわゆる設置した後にしっかりと維持管理をして

いくようなインセンティブの仕組みもできてきましたというところでございます。 

それから１０ページ、東京都の緑の動向なんですけれども、小池知事、緑がイメージカ

ラーでございますけども、かなり緑についての取り組みが加速化しているんじゃないかな

と思っております。その中でも、皇居を中心にした緑のネットワークは大事ですよねとい

う形で、広域的な都市計画の中でも位置づけられております。それから、広域的な都市計

画の中で、千代田区の公益的な役割といいましょうか、都心としての。その中で開発の中

で、その開発の敷地で貢献するんじゃなくて、周辺の敷地での貢献だったりとか、あるい

は都市再生特別地区という都市計画制度を作る時は、千代田区を超えて郊外での貢献です

とか、そういうような考え方も示されているというところでございます。 

それから次のページに参りまして、千代田区では都市計画マスタープランの改定をして

いるところでございます。我々がこちらの改定についても所管をしておりますけれども、

こちらの中では、２０年前の人口３万９千人の時代から、６万人に人口が回復した中で、

これからの街づくりをどういうふうに展開をしていくのかと。それから、先程申し上げま

した通り、東京の中で千代田区が特別だとはいいませんけども、やはり千代田区に求めら

れている役割というのは非常に東京全体、我が国全体についても大きな物が有るんだろう

なという中で、先頭を切る役割として、様々な取り組みをしていかなきゃいけないですよ

ねという話と、冒頭申し上げました通り、非常に個性ある界隈がございますので、そう

いった界隈の魅力を継承しながら、新たな界隈の価値を創造していくと、それから、最近

情報化の進展とともに都市のありようというのが、都市に集まる必要がなくなっているん

じゃないかという話がある一方で、やはり現実に交流をすることで様々な価値を生んでい

くというような考え方もあるようでございますので、そういった中で千代田区の役割が大

事ですよねというところを、我々としても議論をさせていただいているところでございま

す。 

いくつか抜粋をしますと、今後の街づくりの主な論点という、２つ目のダイヤマークに

あります通り、住宅についても量だけじゃなく多様性、住環境の関係でも緑もただあるだ

けじゃなくて、前回委員からご指摘がありましたように、歴史ですとか、樹種にこだわる
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ですとか、佇んで楽しいですとか、そういったものが必要ですよねというところでござい

ます。それから、一番下のダイヤマークにある通り、それをしつらえて良い形で維持管理

するのは良いんだけれども、それを継続的に運用していく仕組み、マネジメントのあり方

というのが大事だろうということで、我々も都市計画マスタープランの改定を検討してい

るところであります。 

これらを踏まえて、改定の強化ポイントというところで、緑地についてというところで

ございますけれども、基本は皇居ですとか外濠ですとか、日本橋川、神田川、そういった

緑の骨格というのは引き続き保全をしていくんだろうなと思っております。それとうまく

連携をしながら、２３区全体も含めて広域的な緑と水のネットワークの形成に貢献をして

いく方向性を引き続き掲げていくというところだと思います。それからもう一つのポイン

トとしては、これまで公開空地等も個別の開発に対してどういった機能をということで考

えてきたところが多かったのかなと思うんですけども、その開発間の連携とか、個別の開

発についても我々とか区とか事業者の独りよがりにならない、区民のニーズを捉えたよう

な空間、それはもちろん公園についてもそうでございます。公園の整備についても、かな

りそういう形で改善を図ってきているところでございますが、民間との連携も含めて積極

的に含めていくというところが一つ強化の視点になるんじゃないかなと思います。 

次が、緑化というところでございますが、緑化につきましては、一つは竣工時、１番目

のポツでございますけども、竣工時の容積緩和による空間ですね。それに対して、さらに

高度な生物多様性とか、しっかりとコミュニティの場になるような機能もあるわけなので、

そのあたりは引き続き伸ばしていくというところでございます。それから、公共空間にお

ける緑化を引き続き推進していくとともに、竣工した緑を永続的に良質に維持していくよ

うな仕掛け、工夫、制度が必要なんじゃないかというところでございます。そのためにど

ういったインセンティブが必要なのかという検討を深める必要があるんだろうと思います。

もう一つ、ポイントの２というところなんですけども、やはり神田地域を含めて身近な緑

がなかなか増えていかないというところになっておりますので、今後地域の連携ですとか、

あるいは最後にございますように、民間における公共貢献の仕組みも見据えながら、官と

民、それから街路樹ですとか、あらゆる資源をより効果的に、連携、発揮させて、質の高

い緑を作っていくというところが必要なんじゃないかと。街路樹は街路樹、公園は公園、

公開空地は公開空地と言うのじゃなくて、それを連携をしたデザインが必要なんじゃない

かというところでございます。 

最後、今まではアダプト制度を中心にした普及啓発という形だったんですけれども、こ

ういった取り組みについてはポイント１にございますように、これまでのアダプトシステ

ムを進めてきたところからさらにエリアマネジメントでの位置づけというところも存在を

している中で、引き続きそういった参画機会を創出、バックアップをしていくところが大

切ですよねというところ。それから、先程千代田区の都市計画マスタープランのお話もさ

せて頂きましたけれども、一番最後のポツでございますけれども、都市マネジメントの中

で更新と最新化を継続する、緑についてのガバナンスと言うんでしょうか、ＰＤＣＡをど

う作っていくのかということについても取り組んでいく必要があるんじゃないかというこ

とでございます。 

今スライドごとに説明した内容を上下でまとめたのが、全体の見取り図、次のページで

すね。方針１、２、３について成果を検証し、区民世論の動向を踏まえて次のページにご

ざいます通り、緑を取り巻く社会の変化を反映しながら、最後のところで今後の強化をす

るポイントとして、主にこういった青字になっているところが大きいところですけども、

取り組んでいこうではないかということでございます。それが大きな方針の３つについて

の考え方。 
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次のページに行っていただいて、１７ページですね。現行計画のテーマ、大きなキー

ワードとして、「緑心都心・千代田」ということで掲げております。緑のセンター、都の

センターというところで掲げているところでございます。これはここで説明書きがあると

ころなのかなと思うんですが、基本的には現行の、現在においても継承すべき皇居を中心

とした緑、それが２３区の中心、区民にとっての緑、それから官民が連携をした緑づくり

についても示されているので、概ね記載内容はあまり違和感なくと思うんですが、これは

事務局の中での議論なんですが、「緑心都心」と言った時に、右側の４ポツ目にあるんで

すが、中心性は感じられるんだけれども、いわゆる２３区のフロントランナーとして外に

向けて求心力は感じられるんだけども、遠心力は感じられないかも知れないよねという議

論をさせていただいたところで、今ここでこれに変わるキーワードというところは我々も

用意できないんですけども、この辺についてもご感想などがあればと思います。 

それから１８ページは将来像ということでございます。これについても、大きな考え方、

皇居を旧江戸城、皇居に由来する緑の内濠のリング、外濠のリング、放射状の幹線道路な

どにおける骨格の緑などについては、継承をしながら、さらに地域レベルについても大方

左側の②にもございます通りコミュニティ拠点の要所の緑と身近な緑ということについて

は、大きく何か変更するような、もちろん表現の工夫は必要だと思うんですけども、コン

セプトとしては変更する必要がないのかなと考えている一方で、これら将来像を示したん

ですけども、そこに先程申しました、常にＰＤＣＡで変えていくというような視点、右側

の一番下にもございますけれども、この将来像の中に、マネジメントとしての、運動論的

な将来像を掲げることはどうだろうかということでございます。 

それから、今までの議論を少しまとめたところと、あと全体を通じてというところで１

９ページになっております。先程の基本方針のように、３つの方針があるわけですけども、

実は説明を聞いた時にも感じられたかと思うんですが、①の緑地について、②の緑化につ

いて、あるいは③の普及啓発についてというところについて、色々これから深化をしてい

くところについてご説明をすると、こういうふうに明らかに３つの体系に分けられるとい

うよりも、もしかしたら非常に連携関連してきているところかなと思っておりまして、こ

の３つの基本方針の要素については、現在も継承するべき中身があると思うんですけれど

も、その１と２が非常に相対的になってきているとか、１と２を進めるために３というも

のの位置付けをどうするかというところになっているところがありますので、このあたり

についての区分けというか、コンセプトの整備というか、今日はお示ししていないんです

けども、非常によくある、まもるとか、つくるとか、そだてるとか、そういうコンセプト

で分けていくとか、緑地と緑化というふうに分けても非常に相対的になってきているとこ

ろなので、というところが我々の事務局のなかで少し議論があって、今日資料ではお示し

はしていないんですけれども、そういう形での課題提起をさせていただきたいなと思って

おります。 

それから資料３につきましては、先程ご説明をさせて頂きましたようなスケジュール感

になっておりまして、年度が明けて令和２年度中の改定に向けて今年の秋から年末ぐらい

をイメージしてパブリットコメントができるような形で検討を進めて、令和３年の最後の

３ヶ月で再精査をして決定してくというようなスケジュール感となっているところでござ

います。全体を通して説明をしましたので長くなりましたが、以上でございます。 

 

【大森】 

ありがとうございました。ただいま資料のご説明を頂きました。この内容について意見

交換をさせていただければと思います。何かご意見、ご質問はいかがでしょうか？ 
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【田熊】 

質問なんですけど、１６ページの全体見取り図ですね、一番左下の青字ですね。青文字

重要なんですよね？ 

 

【事務局】 

はい。 

 

【田熊】 

地域住民のニーズにあった公園、緑地の更新を民間とも連携をしながら積極的にすすめ

ているということですが、これは簡単に具体的な例を出して質問をさせて頂きますが、錦

町にテラススクエアがございますね、あそこは再開発の案件だと思いますが、あそこに七

五三太公園というのがあるんですが、この七五三太公園は区道を付け替えてできた公園な

んでしょうか？ 

 

【事務局】 

そうですね。 

 

【田熊】 

そうですか。 

 

【事務局】 

付け替えっていって良いんでしたっけ？ 

 

【大森】 

そうですね、区道を改造して、等積で区道を排除した面積を広場に。 

 

【田熊】 

テラススクエアは向こうが持っている公開空地とつなげて。 

 

【大森】 

一緒にすることでより大きな空間を作ると。 

 

【田熊】 

非常に良い取り組みで、千代田区の住民は、特に神田の住民は道路率が高いと言います。

区道が路地が使われていない、昔は子供が遊んでいた路地なんですけど今はそういうこと

もないので、路地がいっぱいあるんですが、そういうのを再開発で上手く緑化していくと

いうのは一つの方策だと思います。何よりも良いのが七五三太公園という名前をつけた、

地元の声を聞いて、七五三太ってなんだって、新島襄の幼少名だと、あそこに書いてある

わけで、新島襄生誕の地でもあるようですね。学士会館も含めた、上州安中藩江戸屋敷、

そこで新島襄が生まれたということで、同志社のＯＢ会もそこでやられたり、ましてや錦

町三丁目の町会の神輿もそこに飾られて、町会の神輿広場のようになって、非常に良い例

ですね。緑化した良い例で、地元に愛されていて、ストーリーも作っているという。こう

いうのが色んな総合設計でも公開空地でも、区道の付替でも良いんですが、そういうス

トーリーを埋め込んでいく、地元の声を聞きながらという作業をしていくのが、というこ

となのかなと、この意味が。 
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【事務局】 

仰る通りだと思います。これまでの悪い例をあげると、とにかく公開空地を作って、緑

を２０パーセント、３０パーセントにしろと。後は竣工してそれだけということが有ると

すれば、竣工までの間に、もちろん行政も様々な指導をするんですけども、ご指摘のよう

に地域のニーズを踏まえながら、特に例えば区道と連携をさせて、今後も空間を作ってい

くとすれば、七五三太公園のようなプロセスというのは非常に重要なモデルになるんじゃ

ないかなということを、まさにイメージしています。 

 

【田熊】 

そうするとやっぱり、区道の活用っていうんですかね、ゲートを作る、神田の森みたい

なのをどこかに作れるかも知れませんね。七五三太公園について一つだけ言うとすると、

あそこはオフィスワーカーのくつろぐ場所という感じなんですが、例えば子どもたちが遊

べるのは普通の雑木林を作るとか、そんなやり方もあると思うので、その辺も含めて良い

文言なので検討をしていただければと思います。以上でございます。 

 

【大森】 

七五三太公園って通称そう呼ばれていますけども、区の中の扱いとしては公園ではない

ですよね？ 

 

【大森】 

広場。条例では位置付けてないでしょう。 

 

【事務局】 

位置付けてないです。 

 

【大森】 

だから公園って世間では読んでるけども、位置付けとしては、都市公園法の公園ではな

い。 

 

【田熊】 

そうなんですね。 

 

【事務局】 

でも、区民の人にとっては公園。 

 

【大森】 

結果、使い勝手が良くて効果がある、民間の開発の空地。区の道路をもし転用したとき

に、この空間をバラバラやるよりも、一体で効果的になるのであればそこはやっていけば

よいですね。 

 

【田熊】 

淡路町のワテラスのところの芝生のところも公園ではない？ 

 

【大森】 
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あれは公園です。あれは都市公園法の都市公園です。前は淡路公園といって、１７００

平米と８００平米ぐらいの２つに分かれていたんですね。間に道路があって、区切られて

いたんですけど、それを今回再開発の中で一つにして、民間の公開空地とさらに一体で、

公園自体もあわせて２５００平米だったんですけれども、再開発の中で公共施設を提供し

てもらって３０００平米の公園にして、さらに公開空地と合わせて一体的整備をしている

ということです。 

 

【田熊】 

わかりました、ありがとうございます。 

 

【大森】 

他に如何でしょうか？ 

 

【石垣】 

はい。今のお話をお聞きすると、結局のところ、法律的に何が公園なのかどうかによら

ず、どういう空間がその場所にあるのかということがやはり愛着だったりとかに繋がると

する、先程の、１５、１６ページで区民意識というのも入れていただいていますけども、

今方針で緑地と緑化と普及となっていますけれども、緑地というとイメージとして狭いと

いうか、どちらかというともうちょっと今お話にあった道路が結局空地に皆さんが使える

ような空間になるとか、そういう方針１って空間のあり方のことをきっと言っているんだ

ろうなと推測をしまして、方針２の方は緑となっていますけど、できればここの部分で質

というか、中身の部分にもうすこし突っ込んで、議論ができたらと言うように感じました。

３つ目は維持管理と言う部分だと思いますので、先程のマネジメントというか、もし言葉

を変えるのであれば、もう少しそこの部分を広く捉えた上で、緑とはどう有るべきかと言

う部分の議論というのができたらより良い将来像が描けるのではないかと思いました。 

そういったところで、基本計画の、先程の理念のところで、１７ページのところに、今

後のどういうフレーズを入れていくかというお話がございましたけれども、せっかくのこ

ういう場ですので、できれば計画の冒頭に都市、千代田区の考える緑とか、空間がどうい

う効果をもたらすのかということをはっきり明記する所があれば、その後の各方針の中で

どういう手法によってそれが結果としてもたらせられるのかというところが読んでいた時

にわかりやすいのではないかと思いました。 

 

【大森】 

他如何でしょうか？ 

 

【竹内】 

この中にもかなり、要素が織り込まれていると思うんですけれども、従来は緑量とか面

積とか言うところに非常に持っていって、今その辺の比較というのはされているんですけ

ども、やっぱり時代が変わってきまして、急激な雨が降った時に、一時的に水を蓄えるよ

うな機能を緑地に持たせるだとか、最近は人が生活をする上では、我々のオフィスの中で

も心地よさというのが非常に求められておりまして、ヘルスとか、そういう言葉に代表さ

れるんですけど、そういった意味で空間を評価することもありますので、樹種についても

従来その辺の地域にあったものを植えることで、あまり手がかからない、管理をするとき

にたくさん消毒剤をまかなくても良いようなものを好んで植えるとか、見た目とはまた違

う視点からそういったものを植えることによって住民の方々に負担が下がるんじゃないか
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なというのがあるので、グリーンインフラとか、心地よさ、ヘルスとかっていう要素も含

めた上で、緑地形成を先進的に図っていくことが千代田区の性能的な役割かなと思ってい

ますので、それをどこかに触れていただきたいなと。 

 

【大森】 

ありがとうございます。他にありませんか？ 

 

【浦嶋】 

すみません第１回を欠席してしまったので、今回が初めてとなります、三井住友海上の

浦嶋と申します。よろしくお願い致します。今竹内さんからも話があったんですが、私共

は損害保険会社ですので、本当に昨今の異常というか、これがもしかしたら定常化するか

も知れないんですけども、自然災害のことに対して都市はどうあるべきなのかということ

を、本当に真剣に考えていかなきゃいけないと。いわゆる平常時の美しさとかだけという

ことではなくて、いかに緑が有事にも、有益な役割を持つのかということを本当に世界的

な潮流でございますので、ぜひグリーンインフラと言う言葉もありましたけども、ぜひそ

こはかなり重視をされたほうが良いのではないかなと。仰る通り、千代田区は日本でも本

当に先頭を切って頂くべき自治体だと思いますので、緑の認識も本当にグローバルのトッ

プレベルで何が語られているかということを意識されると良いんじゃないかと思います。

今お話がありましたけれども、時間あたり５０ミリの雨を想定して主に下水道のインフラ

があると思うんですよね。当然ながら雨水も全て下水道に入っていくわけですから、この

雨の水をいかに地下に浸透させて下水道に負荷をかけないということで、すみません私千

代田区のハザードマップをきちんと見てきているわけではないんですけども、どのあたり

に水が溜まりやすいのかとか、いわゆる下水道から、マンホールから噴水のようになるよ

うな事態はまだないと思うんですけど、そのあたりで緑地がそういうものを吸収してくれ

て地下浸透することも一つロケーションというか、緑の配置のときになにか入れて頂けた

らなと。それが防災的な、非常に無機的な話ではなくて、やっぱり水の循環を考えた緑が

非常にデザインと言うか、美しさにも大きな影響を与えて上手く行っている海外の事例も

ありますので、そういうことも是非踏まえて、お濠もあったり、また今度日本橋が撤去さ

れるということも踏まえると、美しい水が出てくるということも凄く重要な緑になると思

うんですけど、重要なポイントになると思うんですよね。千代田区に降った水がどうやっ

て千代田区に入ってくるか、水脈がどうなっているか細かいところは承知してないですけ

ども、そういうことも是非いれると、夢があるのかなと。そういうふうに水がどう流れて

いくのかとか、この緑がどういう機能をもたらすのかということを、そこに住んでらっ

しゃる方が今一度把握することによって、また愛着が生まれてくると思うんですよね。で

すから、決してそれは単純な緑の機能だけではなくて、普及啓発とかマネジメントという

ところにもリンクさせるような形で書けないかなというふうに思っています。防災って

やっぱり有事の話ですけど、有事の時のコミュニケーションをいかに平時にやるかってい

う、昔の祭りですよね。そこが上手く今の緑とか自然の関わり方に、もう１回また、新し

い形で生まれ変わって千代田区のコミュニティの中にビルトインされてくると、緑もより

活きてくるのかなという気がしています。 

 

【大森】 

ありがとうございます。今道路を含めてあらゆる敷地単位で結構保水性とかに力を入れ

られていますよね。そういうのも積み重ねで徐々に災害にも強くなっていくということだ

と思うんですね。 
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【事務局】 

ちょっと、この会議は基本的に公開で傍聴も募っているということなんですが、今日は

傍聴希望は当初なかったのですが、傍聴希望者、時間の関係もあってありますので、傍聴

についてお図りをしたいんですがよろしいでしょうか？ 

 

【大森】 

今傍聴希望者がいると？何名いますか？ 

 

【事務局】 

２名。 

 

【大森】 

傍聴を認めてもよろしいですか？ 

 

【事務局】 

基本的には事前のあれなんですが、もしみなさんがよろしければ。 

 

【大森】 

それは事前の申し込みのルールというのを少し逸脱してもまあまあ大丈夫っていうこと

ですか？ 

 

【事務局】 

一応資料や議事録については、個人名は出しませんけども公開はすることになりますの

で。 

 

【大森】 

よろしいですか？ 

 

【田熊】 

それは、今後も途中から来た人はどんどんいれることになりますよね、前例として。 

 

【事務局】 

今日のところはもしよろしければということで、次回以降は会議の進行も混乱するから

ということで、しっかり運営をしたいと思うんですけど、今日のところはもしよろしけれ

ば。 

 

【大森】 

では、入れて頂いて。 

 

【事務局】 

すみません、申し訳ありません。 

 

【松本】 

同じ１時間に５０ミリ降っても、それが土の多いところで、捌ける下水管の太さって
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やっぱりアスファルトで覆われちゃってすぐに流れてきちゃうところの下水だと、都心の

方が太い下水管じゃないと雨水も捌ききれなくて、洪水、内水氾濫とかが起きやすいとい

うのは東京都の下水道局の方はおっしゃってますので、今まさに千代田区なんていうのは

下水がいち早くできたところですけども、それの更新の工事というのも、区内そこら中で

今下水の工事をやっています。まさに仰るとおりで、そういう意味で土の面を増やしたり、

あるいは保水性の舗装を増やしたりということは、やはり防災面でも非常に大切なことだ

というふうに思っております。また、区道は神田の方は道路率が高いんですけど、細い道

が多くて区の道路って一定の幅があって歩道がちゃんと確保できるような、それで歩道に

なおかつ街路樹を植えても人がちゃんと通れるという、それぐらいの幅のところは積極的

に街路樹を増やしていこうと思っているんですけど、なかなか現状、神田の方の道路の幅

員ですと、なかなか木を植える余地が今のままだとない、そんなに増やすことができない

ということで、まさに街区の再編をするという中で、幅員も増やしていくと街路樹も増え

ていくので、そんなような方向性は考えていますね。 

 

【大森】 

区道や国道だと広いのでいくらでもできますけど、区道だと６メートル、１１メートル

以上あればあれでしょうけど、６メートル８メートルだと基本は車を通すと歩道の部分と

いうのはなかなか難しいですよね。すみません傍聴の方、本委員会では傍聴者の発言を認

めておりませんのでご協力をお願い致します。それでは引き続きご意見を賜りたいと思い

ます。 

 

【竹内】 

もう一つ、先程の街路樹がなかなかあまり幅がないとか道路の場合は車中心に考えられ

ると思うんですけど、住民の方のためというのも、やはり狭いですから、考えるのであれ

ば例えばそこは居住者は出入りできるけども普通の方は通れない道にするというような指

定もありだと思いますし、街路樹みたいに並べて植えていかなくても、例えばある部分だ

けクランクというか、くぼみが設けられればその部分だけにちょっとしたグリーンスポッ

トというか、集中して植えるということも出来ると思うので、工夫次第で街の人に愛され

るような緑を作っていっても良いかなと言うふうには思っています。 

 

【大森】 

地域の合意というか、地域の意向を十分汲み取りながら、それぞれの管理者も、交通管

理者・道路管理者がいますので、トータルの調整の中で実現できるんだと思うんですよね。 

 

【田熊】 

前回の第１回の検討における意見のところで、私申し上げたんですけど、千代田区以外

の主体が所管している緑についてということなんですけど、今の話とも関連するかも知れ

ないですけど、例えば国道、日本橋、中央区ですね、日本橋から神田駅まで、途中から千

代田区になるわけですね、日本橋は、大きな木は全く無いですね。花壇を設けて、水を上

げて管理をしているという、水奉行、花奉行っていうんですか、そういうシステムがきて、

千代田区になった途端、戦後植えたような木がぼさっとあったので、植樹帯がなんか手入

れもされていない、みんなから愛されていないような、日本橋は手入れされている感があ

るんですね。中央区から千代田区に入って、天下の千代田区が何を、国道だからしょうが

ないと言う意見もありますけど、私が言ったのは、所管しているもの以外についてもそう

いう調整が、国だったら国、都だったら都とうまく調整をして、千代田区のわが街のもの
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ですから、我々にとっては関係ないですよ、国道も都道も区道も。それも一緒に計画と言

うのが上手くできないか、もしくは窓口になって調整してもらえないかというところだっ

たんですよ。この意見は。その辺はいかがでしょうか？ 

 

【事務局】 

緑の基本計画、都市計画マスタープランでもそうですけども、区道とか国道とか都道と

かに関わらず、やはり広域的な幹線道路というのは都市の軸になって、その中で、緑も合

わせて設えられているということがございますよね。そこでやっぱり一つ連続した緑の整

備という考え方は当然示していくところなんですけど、それに基づいて、民間に対しては

こうやれああやれって言うけど、東京都とか国に対してはなかなかこうやれああやれって

いうところの中で、うまく調整ができていないという実態があるとすれば、区としての方

針はこういう方針なんですよという形で、まずは考えの整理をしながら、それをどうここ

で言うところの連携を要請していくのかというところにつなげていって、その時に、国や

東京都もアダプト団体ともそうですけど、地域の人達がどう考えているのか、きれいだっ

たら良いよ、あとは誰が管理するのかわからないけどきれいだったら良いよという話なの

か、地域こぞって守っていけるような体勢、さっきはガバナンスってカタカナを使っ

ちゃったんですが、そういう体制が取れているのかということによっても他の官公庁を動

かす力にはなってくるのかなと思うので、その辺をどうやって育てるのかということが、

多分方針３のところとも関連してくるのかなと思います。 

 

【田熊】 

ありがとうございます。それと細かい話なんですけど、内濠・外濠の桜の植えてある千

代田区のエリアなんですけど、そこに緑の散歩道とかっていう掲示板を見たことがあるん

ですが、これは道路公園課の千代田区の道路公園課で設置してる？ 

 

【谷田部】 

元々東京都がそういう道と緑の散歩道と言う事業があって、それぞれ自治体も協力して

やった経緯があるんですね。ただもうそれ自体は東京都の方は廃止をするというようなこ

とになっていて、ただ、いずれにせよ一度そういうものを掲げながら、なくすってそれは

名前はなくすにしても、その道路の環境自体は当然ながら継承していくべきだろうと思っ

ていまして、その看板自体も東京都は無くす方向でっていう状況なんですけど。 

 

【田熊】 

それでちょっと朽ち果てた状況になっていると。 

 

【谷田部】 

そうなんですよ。 

 

【田熊】 

非常に気になったんですよ。そういう計画をするんだったら、サイン計画も非常に重要

で、特にこの外濠と内濠、皇居、もうこれは鎮守の森みたいなものですよ。ここが上手く

ネットワークで繋がっていくと、非常に楽しい千代田区自体の回遊性がでてきてくるわけ

で、そういう時にやっぱりサイン計画とかマップとか、サイネージでも良いんですけど、

何かが必要になってくるので、そういうところも区道、都道、国道隔てなく、緑の動線、

サインみたいなのをその行政の方でうまい具合にまとめるみたいなものを考えていったほ
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うが良いんじゃないかなと思うんですね。非常に緑の散歩道って良い感じ、きれいだった

ら良い感じだと思うので、ああいう考え方を千代田区の中でしたらどうなんですかね。と

いうあらゆる駅があるじゃないですか、東京駅、神田駅、御茶ノ水駅、秋葉原駅、水道橋

駅、四谷駅ってみんな千代田区なわけじゃないですか。そこから皇居の桜を見に行くには

この道線で見に行くと緑の非常に癒やされる道でいけますよという、何も竹橋で降りて九

段下通りというのが能じゃないわけで、そういうのがあれば外も回遊性ができて活性化で

きるし、非常にそういう見せ方として、サイン、あとは国と都との連携が必要かなという

ふうに思います。 

 

【大森】 

ありがとうございます。他いかがでしょうか？ 

 

【重松】 

不動産協会の重松です、今回お示し頂いた、特に１６ページにまとまっていると思うん

ですが、方針１と方針２の改定強化のポイントにつきまして、私共の立場としては、こう

いう大きな方針をお示しいただいて、それに基づいて色々な施策もして頂けるというのは

非常に心強いですし、これを進めていくことで質の高い緑の空間というのも維持していき

やすくなるなと言うことで大変賛同致します。方針３のところに関しましても、エリアマ

ネジメントという立場も含めてではございますけど、やはりどんどん新しい方々も緑を

きっかけに街の活動に参画をしていく、さらにはそういった声が次の緑のあり方というの

に反映されていくということでありますと、動いていく計画みたいなところにも繋がって

いく方針として賛同します。ただ少し、方針レベルというよりは、具体的なアイディアみ

たいな話になっちゃうかも知れないんですけど、ちらほらでている意見もそうなんですが、

誰かが作ってくれた緑みたいなものをどういうふうに維持するみたいな世界とか、あとは

見て評価するみたいな世界ではなくて、自分が街を飾れるチャンスというんですかね、

ちょっと軒先一本飾れる権利じゃないんですけど、そういうことの積み重ねとか、そうい

うことの連続性で街を向くチャンスにもなる、閉じこもるのではなくて、自分たちの街に

意識が向くチャンスにもなる思いますし、それが緑ということだけじゃなくて、色んなエ

リアの中のエリアマネジメントの活動とも連携をしながら、楽しく育っていくといいます

か、そこには例えば今アプリとか色んなテクノロジーでの発信の仕方とか、イベント的な

関わりの仕方とかもあると思いますので、方針３のところは非常に発展性のある話だと思

いますし、あまり敷地、道路みたいなところではなくて、もうしみ出しているという、

ちょっとそういうメッセージがはいっているととても、住民も含めて愛着を持ちやすい街

になるんじゃないかなと、アイディアの世界で恐縮ですけど、思いました。非常に賛同い

たしまします。 

 

【大森】 

ありがとうございます。他如何でしょうか？ 

 

【木村】 

こちらも方向性としてはとても良いと思っております。今後、進めていくにあたって緑

の基本計画をある程度策定すると、概要版というのを作って、ここであれば区民であると

か、企業であるとかにお分けして説明をしていくという段階になるんですけど、先の話で

はあるんですが、方向性がちょっと文字ばかりで、とてもパッと見た時に、理解をすると

いうような難しい感じがするんですね。概要版が文字ばかりと言う自治体もまだまだ多い
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んですけども、千代田区の中で普及啓発について、住民、企業、行政が一体となって進め

る緑の街づくりというのをやっていくのであれば、こういう計画ですよじゃなくて、住民

も企業も行政も、何をしたら良いのかなっていうことが例えば一枚絵の中で、行動、先程

言われた軒先にお花を飾るとかそういうことでも良いと思うんですけども、そういう出来

ることというのが書かれているような、ネットワークをする緑を作るのであればここが緑

のネットワークになっているというような、凄く細かいことではなくて良いと思うんです

けど、ぱっと見るとイメージができるようなそういったものが出来るような、描くような

方向でこの方向性を表現していけると良いんじゃないかなと思いました。目に映るという

キーワードがあるんですけども、目に映る時にぱっと目に入ってくるものとして、豊かな

緑というのもあるんですけども、お花というのもあるんですね。誰が維持管理をするんだ

という話になるんですけど、大きな緑を作れないところでは、小さな花壇であったり、そ

こを良好にすることによってとても皆さんの心が和むという効果を得ることが出来るので、

要所要所にそういった花、維持管理も考えながらなんですけど、花壇の要素というのも考

えていくと良いんじゃないかなと思います。 

 

【大森】 

ありがとうございます。 

 

【志村】 

私も、今のお話で、私は住民として何が出来るのかって考えた時に、もうこの計画は素

晴らしいものです。でも住民の一人として、私は今、松住町会というのは、昌平橋の西橋

詰に接しているものですから、そこの公園を婦人部でボランティアとして、年２回の植え

替え、水やりを１０年以上やっております。ですが、だんだん高齢化して、腰が痛い、足

が痛い、それから病気になる、人数が減ってきているものですから、もう返したらという

声も出るんですね。でもやりたいという方もいらっしゃる。ちょっと大きな花壇なもので

すから、それを小さく、例えばプランターか何かで、交差点、必ず信号待ちをしている時

にイライラしないで待てるように、ちょっときれいな赤い花とかが目に入ったら気持ちが

穏やかになりますよね。プランターだったら５鉢ぐらいで良いかなと、それをちょっと各

町会が置いて、面倒を見たらどうかななんてちょっと考えちゃったんですけど。それは大

通りの交差点で、必ず町会が面してますからね、４つを全部見なくても、２つだけとか、

何箇所あるかもしれませんけど。それも水やりを考えると、高齢者がバケツ一つ持ってい

くのも大変かなとか、ちょっといろいろ考えて、でも住民としてなにか参加したい。結局

私達が目につくのは、街路樹のしたのゴミなんですよ。せっかく街路樹がきれいでも、そ

こにゴミ箱というものがないものですから、ペットボトル、コンビニの袋、本当に捨てる

場所と思っているんですね、街路樹の植木が。それが凄く気になって、残念だなってそう

いう気持ちがとても大きいんですよね。そのへんのこともちょっと頭にお願いします。 

 

【大森】 

仰る通り、担い手の維持だとか継続というのは課題だと思いますね。あと仰る通り、花

壇だったら目立たないですけど、腰ぐらいの植え込みだと本当に中に色んなものが捨てら

れちゃいますよね、その維持管理も大変ですよね。 

 

【石井】 

私は大学なんですけど、三番町で同じようなアダプト事業が起こった頃から始めており

ます。私は児童学科といって、将来幼稚園や保育士教員を目指している学生を対象に教育
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をやっておりますので、今アダプト事業に関しては、学生を絡ませてはっきり言うと私達

がやっている科目の一環としてやっております。やっとそれが軌道に乗り出してきたので、

そういう点では毎年来る学生がやると、だんだんと広がってきていて、そのおかげで最初

の頃はそんなに広くなかったので、街路樹の下に花が植わってないところもあったので、

そこに結構煙草の吸殻を捨てたり、ペットボトルとか、ゴミがあったんですけど、花が広

がってくるとだんだん減ってくるんですよね。我々も水やりをしながらゴミ拾いもするん

ですけど、ゴミの量も結構減ってきているので、きれいにしていくと皆さんも汚したくな

いと言う気持ちにはなると。 

 

【大森】 

きれいなところに最初に汚すのはそれはそれで勇気がいる。 

 

 

【石井】 

ちょっと今困っているのは、犬の糞です。だから学生たちに、できるだけ糞があった場

合はちゃんとスコップを使って取り除くようにとかはいっているんですけど、でも犬の気

持ちからすると、土のあるところでしたくなるのかなという気はあるので、そこはそれで

よいのかなと思っております。だからある面で、美しくしていけば必ず住民の皆さんも、

学生がやっていると住民の皆さんが声を掛けてくれて、いつもありがとうねとか、時には

夏の暑い日にやっていると水を持ってきてくれたり。そういう点では、先ほどお話にあっ

たコミュニティが生まれてくるのかなと思います。それと、そういう形で、千代田区って

大学が多いのでうちみたいな活動を上手く大学みたいなところと連携が取れれば、それは

それで一つの形が作れるのかなとは思います。あともう一つは、学生からすると都会の中

の大学なので、今の若者のもやっぱり遠くから通ってきていると、自分の地域になかなか

溶け込めないけど、逆にこっちに来ると、この地域に溶け込めるという、我々学生にとっ

ても凄く良い学びになっているなと。そういうことも、千代田区って本当に大学が多いの

で、そういう力というのも今後の可能性として打ち出して行くというのも手なのかなと。

それに一つ、「千代田学」というのをやっていますよね、あれの取り組みも大学に提案を

させているんですけど、ああいう中にうまく絡ませて、あれも結構良い提案がいっぱいで

てきていると思うんですけど、緑のことに関しても少し上手く取り入れて行くとよいのか

なと。そういうことも先程東京の中、あるいは全国における、都市における緑化の提案が

できるというのは、一つそういうものも今後の可能性として盛り込んでいくというのは一

つなのかなと言う気はしたんですけど。 

 

【大森】 

ありがとうございます。 

 

【事務局】 

今の観点で、志村部長にお伺いしたいんですけど、町会の婦人部で仲良くなっている中

に、学生さんとかが一緒にやりませんか？みたいな状況になった時っていうのは、そのあ

たりというのはどうなんですかね？ 

 

【志村】 

それはありがたいです。大体、年中、月に１回持ち回りで水やりをしているんですけど、

もう回ってきたの？という感じなので、年に２回ぐらい回ってくることがあるようになり
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ましたので、やっぱり若い方にも参加してほしいんですけど、１件に一人来ればもうそれ

で十分という気持ちもありますから。だから、来るのがだいたいお年寄りなんですよね、

そんなものですから大変だと言う話もあるので、ですからそういうふうに来て下さるので

あれば、何月と何月お願いしますってできますでしょう。水道もありますから、そうした

ら鍵をお預けしてお願いしますねってできますから、みなさんも喜ぶと思います。 

 

【木村】 

私が主に今やっているのは公園とかで花壇活動をされたりとか、ＵＲの高齢者が多いＵ

Ｒなどでコミュニティを作るための花壇活動とかをサポートしたりとかっていうことを

やっているんですけど、今の話についてなんですけど、ローメンテナンスでローコストで、

しかも美しく作ることが出来る花壇、方法というのがあるんです。ですけども、まだなか

なか普及をしていないので、今は都立公園の各所でガーデナー講座というのをやって、そ

れを普及させようとしています。そういった花壇のとても楽にできる楽しいやり方という

のもありますので、そういった情報も千代田区さんの方でお持ちになられて、必要な方に

提供をして差し上げるとかっていうこともやっても良いと思いますし、また、場合によっ

てはそういう手法について学ぶ講座などを区の方で計画して区民の方に提供をしてあげる

というのもあっても良いと思いました。 

 

【志村】 

今年、台風が２度来ましたので、パンジーが全滅をしてしまいましたので、お花がない

と寂しいので、公園課さんにお電話をして、追加をして良いですか？って言ったら、予算

がありませんっていわれたので。わかりましたって、婦人部で買いました、パンジーを。

植え替えました。お花もこれとこれをお願いしますといっても却下されます。それはない

とか、いろいろな理屈ですけど、高いものはだめだなと、ほとんど決まったような、ここ

いつも同じようになってちょっとつまらないけど、手入れが楽で。とにかく手入れが楽と

いうのが一番で、雑草もあまり目立たないとかね、あんまり代わり映えはしないんですけ

ど、でも赤とか黄色とか、目に入るとみなさんが褒めてくれるので、それで続けているん

ですけどね。きれいですねって他の町会もいって下さるので、それが励みですね。 

 

【谷田部】 

ずっと長い期間続けているんですけども、これは千代田区の要請ですから、予算化して、

その金額の範囲ということで、多分担当者の方から冷たいお話になったかもしれないかと

おもうんですが、できればそういう希望があるところに対してはお聞きしながら少しこう

いうものもどうだろうかっていうメニューも増やせるようなことも検討したいと思います

で、そういう話がありましたら、またご相談を頂ければと私どもも検討していきたいと思

いますので。 

 

【大森】 

ありがとうございます。 

 

【三友】 

日本大学の三友です。現行計画の成果検証と改定計画における強化ポイントということ

で、大枠というか大筋としては賛同致しますのでこのままお進め頂ければと思います。今

まで、とにかく緑を増やそうということで、整備をしてその整備をしたものに関して管理

をとにかくするというか、言い方はよくないですけど、そういう作ったものを維持する、
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そこに注力していったと思うんですけど、言葉尻かもしれないんですが、整備というより

はこれからは少し創出とか、再生とかそういうようなイメージが私にはありまして、創出

というとクリエイトするというか、クリエイティブから来ていると思うんですけども、も

う少し創造的に緑を増やそう増やそうというのではなくて、その先を考えたものですとか、

住民の方、あとは来外の方も千代田区はたくさんいらっしゃると思うので、そういうとこ

ろまでもう少し質というお話が皆さんからでていましたけども、それが創出という言葉に

つながるのかなと思いました。あとは管理の話が皆さんご苦労されているなと思ってお聞

きしていたんですけども、愛着が湧く管理がこれからはされたほうが良いかと思って、愛

着が湧くというと、例えば、運営に繋がる、マネジメントという言葉がずっと管理と言わ

れていたと思うんですが、今はきっと運営という方が強くなっていると思うので、一方で

運営だけをやっているわけにはいかないので、管理も絶対に必要だと思うんですけど、そ

の中でただ単にそこの場をキープしようではなくて、こういう事もできると良いなとか、

こういう使い方もできると良いなとか、運営とか利用に繋がるような愛着のわくような管

理というのが具体的に皆さんのご苦労とかお知恵から、いろんな事例が出てくるとそれを

参考にされてやるというか、上手く情報を、区の方で情報を共有するなにかなり、収集す

る何かなり、というのがもう少しちょっと大変だとは思うんですけど、上手くつなげる、

人をつなげるというか、情報をつなげる仕組みというのが今はあまりないので、お話をお

聞きしたのでなるほどと思ったんですけど、他にもたくさんそういう方っていらっしゃる

はずなので、それを上手くできるようになると良いなと思ってお聞きしていました。以上

です。 

 

【大森】 

ありがとうございます。これは良いんですか？ 

 

【事務局】 

それは後ほど、このご議論が。 

 

【大森】 

一通り皆さんの中からご意見をちょうだいいたしましたが、他にまだありますか？よろ

しいですか。 

 

【事務局】 

ちょっと受け止め方の整理をさせて頂ければと思います。木村委員の方から、例えば概

要版にした時のわかりやすさについてのご指摘があったのかなと思います。途中で申し上

げました通り、非常に体系的に、緑地、緑化、普及啓発となっているので、例えば作ると

か楽しむとかっていうようなキーワードでくくりながら、それをビジュアルでも見せてい

くようなイメージで検討をするということがあるのかなと思いますので、そのへんをさせ

て頂くということと。石井委員と志村委員からありましたけども、現行のアダプトシステ

ムが、途中三友先生からもありました通り、アダプト制度という一定の決まったものの中

で動いていて、学生さんと地域との関わりだとか、アダプト制度という範疇の中で民間企

業との連携で、例えば区に予算がなくても、企業からの支援を受けて何かをやる、という

ような情報の連携がなかったりするということで、アダプト制度を中心とした参画のあり

方。前回もちょっと昼休みだけ支援したいっていうようなことをお話がありましたので、

そのへんのご意見として少し頂いて。あとはグリーンインフラ、骨太の議論をお二方から

頂いています。先程重松委員からも、この方向の中で色々、３番の展開のアイディア、エ
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リマネも含めたアイディア、再三、田熊委員から具体的なご指摘も頂いているし、石井委

員からも先程のこの計画を改定する上での、しっかりとイメージが出来るようなキーワー

ドとか、ちょっと今「緑心都心」に変わるようなのがばっといったものはないんですけど

も、そのあたりも考えさせていただきながら、次回は年度明けということになりますから、

３ヶ月４ヶ月空きますので、その経過の中で逐次ある程度レポートしてまとめられること

ができれば、ご提示して次回の会議に円滑に行けるように臨みたいと思っております。 

資料の２の方はそういう意味でこの今回の計画の改定の軸になるところをまとめ、それ

から木村委員からご指摘頂いたように外向けに出す時のなにかわかりやすさというのをイ

メージして整理をしたところなんですけども、さらに具体に地域に展開をする時に、現行

の緑の基本計画の中でも地域でどのように緑を整備していくかとか、緑整備のモデルみた

いなものも含めて示しているんですね。正直この通りできていないなというところが多々

あるところなんですけども。 

その辺の議論につなげる意味で、今日は資料として地域別の街の動向、参考資料１です

けども、特性を検討中の都市計画マスタープランの資料の中から抜粋をしまして、さらに、

それぞれの地域の緑の特性というところで資料をまとめているところでございます。です

ので、このあたり、緑が多い番町、麹町エリア、緑が少ない神田エリア等々も含めて、今

後、地域でどう展開していくかというアイディアについても、次回に向けて検討をいただ

ければなということで、詳細を説明するとまた長くなりますので、こういった形で資料を

ご提示させていただいたというところでご理解を頂ければと思っております。例えば番町

エリアにつきましても、ちょっと中身についてもちょっと触れさせていただきますけど、

参考資料１の１０ページにもございますが、番町、麹町エリアにつきましても、内濠、あ

るいは外濠に面しているところは緑被率が高いんですけれども、平河町とか、そういった

ところでは神田と同じというと神田に悪いんですけども、神田と同レベルの５パーセント

未満というような、ところもある中で、番町エリアは全体として緑が豊かですよといわれ

ても、それは違うだろうというような状況もあるのかなと思っています。いわゆる富士見

地域についても、川沿いの部分ですとか、九段ですとか、西側の方、北ノ丸公園、靖国神

社寄りは１２ページの通りありますけど、東側の方は比較的少ないですとか。神田エリア

についてはもう１６ページの神田公園地域のように、全部が赤になっているというところ

の中で、先程田熊委員からもアイディアで、道路などの公共空間を上手く利活用しながら

作っていく、我々も考えた時にそれぐらいしかないのかなというようには思っていますね。

ただ一方で道路をそう容易にはなかなか再編統合できないという事情もある中で、そうい

う大きな方向性についてもご議論を頂きながら、地域で今後展開をしていくということに

も合わせて、都市計画マスタープランについても検討をしておりますので、そこにも

フィードバックをさせていただきながら、まちづくりのあり方と連携をさせて緑も良質な

ものを増やし活用し生み出していくということに議論をつなげていきたいなと思っており

ますので、今日のところは資料お配りして、次回までに地域での展開についてのアイディ

アを温めて頂ければなと思います。 

 

【大森】 

ありがとうございます。じゃあ、次回までに眺めていただいて、もし何か疑問があった

ら問い合わせを。 

 

【事務局】 

もうちょっと欲しい資料とかがもしございましたら。 
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【大森】 

そうしましたら、議題はこれで終了ですが、何かございますか？ 

 

【事務局】 

皆様からなければ、私共の方からは、次回も先ほど申しました通り次回なんですけども、

令和２年度４月以降の日程で、６月を目途に調整をしたいと思います、本日座長の横張先

生がご欠席ということもあって、今日この場で手帳で調整ができないものですから、追っ

て調整させていただきたいというふうに思います。 

 

【大森】 

この資料３の第三回、次の第三回というところが６月。 

 

【事務局】 

そうです。 

 

【大森】 

詳しく決まったら別途ご連絡を頂ければ。 

 

【事務局】 

調整の上、決まりましたらご連絡を申し上げます。 

 

【大森】 

ありがとうございます。それでは第２回の検討委員会を終了させて頂きたいと思います。

どうもありがとうございました。 

 

以上。 


