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第９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９月１１日（金）  午後２時００分～午後４時０３分 

千代田区役所 ４階    ４０１会議室 

 

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 

           福 井  恒 明    法政大学 教授 

           三 友  奈 々    日本大学 助教 

           村 上 公 哉  芝浦工業大学教授 

           村 木  美 貴    千葉大学大学院 教授 

   関係部署 

           加 島 津世志    まちづくり担当部長 

           山 下  律 子    環境まちづくり部環境まちづくり総務課長 

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

           前田美知太郎    環境まちづくり部計画推進担当課長 

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

           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・都市計画課長事務取扱計画担当部長 

 

３．傍  聴  者 

５名 

 

４．議事の内容 

 議題 



2 

（１）千代田区都市計画マスタープラン『改定素案』（案）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 都市計画マスタープランの改定に向けたオープンハウス アンケート調査結果概要 

    資料２ 千代田区都市計画マスタープラン『改定素案』（案）第４章 

    資料３ 地域別まちづくりの方針新旧対照表 

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

    ≪参考資料≫ 

    参考資料１ 令和元年度第５回都市計画審議会議事概要 

    参考資料２ 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概要 

    参考資料３ 千代田区都市計画マスタープラン改定スケジュール 

    参考資料４ 論点のポイント 

    参考資料５ オープンハウス意見一覧表 

    参考資料６ 地域別まちづくりの将来像とこれからのまちづくり（継承と進化の方向性） 

    参考資料７ ウィズ・アフターコロナを踏まえたまちづくりの論点 

 

５．発言記録 

【印出井景観・都市計画課長】 

 本日は大変お忙しい中、ご出席を賜りましてありがとうございます。飛沫が飛散するといけないので、マ

イクは、すみません、座って説明させていただきます。 

 事務局の景観・都市計画課長の印出井でございます。よろしくお願いします。 

 開催に当たりましては、入場の際にも体温を測らせていただくということと、今回もリアルで、それとリ

モートとハイブリッドで開催をしていますけれども、小澤先生と中村（英）先生、聞こえますでしょうか。

今。 

 

【中村（英）委員】 

 聞こえております。 

 

【印出井景観・都市計画課長】 

 はい。小澤先生、大丈夫でしょうか。 

 感染症予防の観点からも、今日、様々、報告事項があるのですけれども、２時間以内ということでお願い

をしたいと思います。 

 初めに、任期の関係で確認なのですけれども、２年間の任期が、実は満了となっておりまして、お手元に

委嘱状を配付の上、交付させていただいております。本来であれば、区長からお渡しするところでございま

すけれども、こういう形で恐縮ですが、よろしくお願いします。 

 あ、置いていない、ごめんなさい。すみません。後ほど、すみません。区長は来ませんけれども、後ほど、
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申し訳ございません。確認、私も漏らしまして。任期は７月１３日からということになっております。大学

等関係のところの手続については、させていただいているところでございます。 

 また、親会の都計審の岸井会長より、前回に引き続きまして池邊委員に部会の部会長の指名がございまし

たので、お引受けをいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 それでは、初めに、手続的なことで恐縮ですけれども、池邊部会長のほうから、副部会長の指名をお願い

したいと思うのですが。 

 

【池邊部会長（以下、部会長）】 

 引き続き、小澤先生にお願いしたいと思います。 

 小澤先生、よろしいでしょうか。 

 

【印出井景観・都市計画課長】 

 小澤先生、副部会長の件、よろしいでしょうか。 

 

【小澤委員（以下、副部会長）】 

 はい。 

 

【部会長】 

 よろしくお願いします。 

 

【印出井景観・都市計画課長】 

 それでは、副部会長を小澤委員に引き続きご就任いただくということになってございます。 

 それでは、次第に従って、調査、検討のほう、池邊部会長のほう、よろしくお願いいたします。 

 

【部会長】 

 それでは、皆さん、任期は引き続きということで、よろしくお願いいたします。 

 今日は、一応、リモートでの委員の方もいらっしゃいますので、適宜、発言の際は、そうですね、ご自身

の名前か何かをおっしゃっていただいて、ご意見を言っていただければと思います。 

 今日は盛りだくさんでございますので、なるべくうまく議事を運んでいきたいと思っております。 

 では、早速ですけれども、都市マスの改定素案についてということで、事務局のほうからご説明をお願い

いたします。 

 

【印出井景観・都市計画課長】 

 その前に１件、すみません、私のほうが。 

 傍聴者、希望が５名いらっしゃいますので、傍聴のほうは、私が聞くのはあれなのですけれども、認めて

よろしいでしょうか。 
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【部会長】 

 皆さん、よろしいでしょうか。 

 

※異議なし 

 

【部会長】 

 それでは、お願いいたします。 

 

【印出井景観・都市計画課長】 

 ということで、お入りいただいて、あと、部会長のほうから発言できない旨の注意をよろしくお願いしま

す。 

 

※傍聴者入室 

 

【部会長】 

 それでは、傍聴者の方、皆さんお座りくださいませ。 

 本会は、傍聴者の方々に開かれてはいますが、傍聴者の方の発言は許されておりませんので、大変申し訳

ございませんが、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 それでは、事務局のほうから、本日の議題、千代田区都市計画マスタープラン『改定素案』（案）につい

てということで、ご説明をお願いいたします。 

 

【印出井景観・都市計画課長】 

 まず、今日、机上に盛りだくさん、事前にご送付申し上げたところもあるのですけれども、机上に盛りだ

くさんの資料がありますので、そちらのほうの確認をさせていただきたいと思います。 

 資料の１から４ということで、まず１が、７月、８月にかけて実施しました都市マスのオープンハウスの

アンケート調査結果。 

 それから、都市計画マスタープランの『改定素案』（案）第４章、それが資料２。 

 それから、資料３ということで、リモートの先生方には電子データということになっておるかなと思うの

ですけれども、紙のほうも送らせていただいたのですが、もしかしたらお手元にまだ到着していないかと思

いますので、電子データのほうでリモートの先生方はご確認いただきたいのですが、紙のほうは地域別まち

づくり方針の新旧対照表ということ。 

 資料４が、マスタープラン『改定素案』（案）の序章から３章、５章というところでございます。地域別

以外のところでございます。 

 参考資料が１から７というところでございまして、１が、元年度の第５回の都計審の議事概要。 

 参考資料２が、第８回の当部会の議事概要。 
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 それから、参考資料３が、改定のスケジュールということで。 

 参考資料４が、今日、少し議論いただきたいポイント。 

 それから、参考資料の５が、先ほど資料１で実施をお示ししましたオープンハウスの意見の一覧表。 

 参考資料６が、地域別まちづくりの将来像とこれからのまちづくりということで、従前からテーマ別まち

づくりと地域別まちづくり、どう各地域、めり張りをつけるのかということで、いわゆるマトリックス表的

なところということで、参考資料６。 

 参考資料７が、本日のご議論いただきたいところの一つでもあるのですけれども、ウィズ・アフターコロ

ナを踏まえたまちづくりの論点という形で、お手元にお配りをしております。 

 不足等ございましたら、お知らせいただきたいと思います。 

 リモートの先生方も、取りあえずは手元のほうはよろしいでしょうか。また、説明のときに補足いたしま

すが。 

 小澤先生、よろしいですか。 

 

【副部会長】 

 はい。 

 

【印出井景観・都市計画課長】 

 なお、本日は、今、ご紹介しましたように、資料はボリュームがございますので、特に、いわゆる都市マ

スの案になっているものにつきましては、次回、１０月１３日に予定している都計審までに、皆さんのご意

見を踏まえて調整をしたいと思いますので、後ほどまた確認しますけれども、ご意見がある場合は９月２５

日の金曜日までに、資料の修正箇所や修正趣旨などを、どんな様式でも構いません、普通のメールのべた打

ちでも構いませんので、お送りいただくという形でお願いをしたいと思ってございます。９月２５日までに

資料を、特にその素案になっているものですね。そちらについては、修正箇所を指摘の上、本日、ご意見、

時間の関係で賜れなかったことについては、お送りいただきたいと思ってございます。 

 以上でございます。部会長、引き続きよろしくお願いいたします。 

 

【部会長】 

 よろしいでしょうか。今の９月２５日までということで、よろしくお願いいたします。 

 今日は、今ご紹介ありましたように、論点のポイントというのが、参考資料４のほうにありまして、今回

初めて地域別まちづくり、オープンハウスをしていただいた結果ですとか、それに基づいて反映したところ

もありますけれども、地域別まちづくりの素案。それから、それに関してのコメントということが一つ。地

域別のまちづくりについてご意見をいただきたいということ。 

 それから、皆さんもいろいろなところで、ウィズ・コロナ、アフターコロナということで、審議とかいろ

いろな検討が進んでいるかと思いますけれども、それらを踏まえて、今後のまちづくりの方向性ということ

で、先ほどご紹介いただきました参考資料の７ですかね。ウィズ・コロナ、アフターコロナを踏まえたまち

づくりの論点というのをいただいておりますので、その辺りも参考にしながら、ご意見を賜ればと思ってお
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ります。 

 それでは、資料がたくさんになりますが、かいつまんで事務局のほうからご説明をお願いいたします。 

 

【前田計画推進担当課長】 

 計画推進担当課長の前田と申します。 

 早速ですが、ご説明をさせていただければと思います。座ってご説明をさせていただきます。 

 部会の開催といたしましては、今年度、第１回という形になりますので、スケジュールの確認から行わせ

ていただければと思います。 

 参考資料３をご準備いただいてよろしいでしょうか。Ａ３の横になるものになります。 

 こちらの右枠のところ、こちらが令和２年度分という形になるのですけれども、都市マスの改定時期でご

ざいますが、令和２年度末ということで、３月のほうに変更させていただいてございます。これまで改定時

期につきましては、令和２年、本年の１２月を目標として進めておりましたけれども、新型コロナウイルス

感染症の拡大防止のため、緊急事態宣言中の都計審を中止としたことと、また、地域の声をより聞いていく

ために、意見交換、その説明も含めてさらには意見交換を行うオープンハウスを、ちょうど、このＡ３の資

料の中段のところにも記載させていただいてございますが、７月３０日から８月２９日ということで実施さ

せていただきまして、こちらの当初プロセスに追加して実施するということとなってまいりまして、こうい

ったことから、スケジュールの全般的に３か月ほどスライドを、変更させていただいてございます。こちら

につきましては、７月の都計審でもご確認とご報告のほうを申し上げておるところでございます。 

 続きまして、参考資料４、論点のポイントということで、Ａ４の資料になるのですが、ご用意いただいて

よろしいでしょうか。 

 先ほど部会長からもご紹介いただきましたけれども、本日、特にご議論、ご意見をいただきたいポイント

をお示しさせていただいてございます。これから個別に詳細な資料をご説明させていただければと思います

が、大きく２点ございます。 

 １点目といたしまして、地域別まちづくりについてでございます。本日は、地域別まちづくりの素案のた

たき台といたしまして、これまでの当部会をはじめとした都計審、議会等ですね。会議体のご意見、見直し、

強化のポイントと、あとオープンハウスを通じて聴取しました地域の意見を受け止めまして、素案を作成、

ご用意してございますので、その内容につきましてご議論、ご意見を賜りたく考えてございます。 

 ２点目、ウィズ・コロナ、アフターコロナを踏まえた今後のまちづくりの方向性についてでございます。

こちらにつきましては、これまで個別にヒアリングをさせていただいているという部分もあるかと存じます

けれども、改めまして、今後の都市の在り方がどのように変化するか、都市の在り方が変わっていく中で、

今後の都市計画がどうあるべきか等を広く、都市マス全般につきましてご意見を賜ることができればなと考

えてございます。 

 それでは、資料１からご説明のほうをさせていただければと思います。 

 資料１といたしまして、アンケート調査結果ということで、オープンハウスのアンケート調査結果を取り

まとめたものがございます。資料が多くて大変恐縮なのですけれども、参考資料５も併せてご用意いただい

てよろしいでしょうか。こちらもＡ４の資料になります。 
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 資料１と参考資料５ですね。こちらが、オープンハウスの実施の結果ということで、ご説明をさせていた

だければと思ってございます。 

 まず資料１の 1ページ目をご覧いただければと思いますが、こちら、アンケートの調査結果概要というこ

とで取りまとめてございます。調査の目的といたしまして、地域関係者等の意向や要望を把握することを目

的といたしまして、このアンケート調査結果を取りまとめてございます。 

 ２番のところを見ていただければと思うのですが、（３）のところで、令和２年 7 月３０日から８月２９

日の間ということで、３の回収結果のところに日時を記載させていただいてございますが、延べ１５日間実

施をいたしました。で、８か所で実施する中で、地域別の７か所と区役所の１か所ということで、計８か所

という形になるのですが、参加人数といたしましては延べ４１０名と。で、あくまで延べ人数という形です

ので、複数回、ご来場いただいた方もいらっしゃいます。アンケートの回答数をご覧いただければと思うの

ですが、３１８件という形となってございます。 

 おめくりいただきまして、２ページ目のところでございます。こちらで、回答者の特定ということを記載

させていただいてございます。一番下の「住まい」というところをご確認いただければと思うのですが、千

代田区内、区民の方ということですね。構成比としましては４０％、区外の方が５８％という形となってご

ざいます。 

 続きまして、オープンハウスで出た意見でございますけれども、こちらの今のお手元の資料の１４ページ

目以降、ご確認をいただければと思います。このＱ６、その他、ご意見・ご要望がありましたらご自由にお

書きくださいということで、様々にご意見を頂戴してございます。こちらがアンケートの中で出たご意見と

いう形になるのですが、今回、オープンハウスのほうでは、パネルに直接、附箋等でご意見を賜るという形

でご意見をいただいてございますので、そのまとめを行ったものが参考資料５という形になります。なので

今回のオープンハウスといたしまして、トータルの意見といたしましては、このオープンハウス意見一覧表

ということで、参考資料５でお示ししているものと、アンケート調査結果とお示ししているもの、Ｑ６、１

４ページ以降、お示ししているもの。こちら全てが意見という形となってございます。時間の関係上、本当

は全て合体してという形のものもご準備できればと思ったのですが、恐縮ですが、分かれているというとこ

ろでご了承いただければと思います。こちら受け止め方等につきましては、後ほどまた別の資料を用いてご

説明させていただければと思います。 

 続きまして、資料２をご覧いただければと思います。 

 Ａ４の冊子のような形になっているかと思うのですが。こちらが、改定素案骨子からこれまでの議論、オ

ープンハウスの意見を踏まえまして改定素案のたたき台としてご準備いたしました、地域別まちづくりの方

針ということとなってございます。ページ数で申し上げますと、１１３ページをお開きいただきまして、現

行の都市マスでは、地域別に将来像、地域の計画であったり、現況地域資源、地域課題と、あと整備方針と

いう構成で記載してございますが、今回の地域別まちづくりにおきましても、構成内容は、基本的には引継

ぎつつ、これまでのまちづくりの取組であったり、あとは、継承すべき、進化すべき方向性を加えた形で、

整理をさせていただいてございます。 

 具体的に一つの地域を例にして構成等のご説明をさせていただければと思いますが、１１５ページ目をお

開きいただいてよろしいでしょうか。 
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 こちらが、まちの将来像を記載してございます。こちらは、まちの将来像を記載、描く中で、都市マス全

体で掲げる将来像、「つながる」というキーワードですね。そちらを全ての地域でも分野別、テーマ別でも

貫くようにということのご意見も賜ってございますので、冒頭につながるということをテーマに、様々、歴

史・文化、ひと・まち・コミュニティ、未来・世界、あらゆる情報ということでの記載をしながら、まちの

将来像をお示ししてございます。 

 １１６ページ目から１１９ページ目、こちらでございますが、まちの概況といたしまして、まちの成り立

ちであったり、まちの特徴、あるいは、これまでのまちづくりということで、こちらは、そういった形で整

理をさせていただきまして、これまでのまちづくりのデータにつきましては、地域別の特徴的なところを、

１１８ページ目のところですね、今、空欄になっているのですが。こういったところに記載をしていきたい

なと思っているところではありますが、これまで、昨年までですかね、都市づくり白書ということで、まち

づくりの成果を整理している部分もございますので、今後、そういったところと連携を取りながら、場合に

よっては、更新につきましてはウェブ等も活用しながら、できるだけ新しいものを発信できるような形で進

めさせていただければと考えてございます。 

 続きまして、１２０ページ目。 

 これからのまちづくりについて記載してございます。で、裏面、１２１ページ目ということで、継承と進

化の方向性を記載してございます。こちらは、また別の冊子になるのですけれども、第１章において整理さ

れてございます計画改定の視点であったり、進化の方向性、大きなそういった、もともと全体として描いて

いた計画の視点と進化の方向性、そちらを軸に地域別、各テーマ別に記載しているものという形となってご

ざいます。 

 １２２ページ目から１２５ページ目でございますが、具体の方針素案のたたき台を記載してございます。

ただ、こちらでお示ししているのは、取りまとめということで、ある程度、もうこういった形の改定素案で

はどうかということでお示ししているものになりますので、新旧を比較しながらご説明できればと考えてご

ざいまして、大変恐縮ですが、参考資料６と資料３をご用意いただいてよろしいでしょうか。 

 参考資料６が、Ａ３、１枚になります。で、資料３が、Ａ３のものになるのですが、こちらは冊子っぽく

抜粋ものとなってございます。よろしいですかね。 

 参考資料６についてでございますが、先ほどの資料から将来像、継承と進化の方向性を抜粋いたしまして、

マトリクス表としておまとめしてございます。 

 なお、区全体の特徴的な箇所と考えられる部分につきまして、オレンジといいますか黄色っぽくなってい

るところであるのですけれども、網かけをさせて表示させていただいてございます。 

 続きまして、こういったものを軸に、資料３といたしまして、この参考資料６で描いている継承と進化と

方向性に基づきまして、資料３のほうを取りまとめてございます。 

 それでは、資料３の冊子のほうになるのですが、具体のまちづくりの新旧対照表のほうをご確認いただき

たいと思ってございます。 

 こちらは、地域別の方針素案のたたき台として整理したものになりますが、まず、表の見方からご説明さ

せていただければと思いますけれども。一番左の枠、こちらが現行の都市マスということで、さらに太字の

ところで継承のポイントをお示ししてございます。で、左から２列目のところですね。こちらが主な論点と
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いたしまして、これまでの会議体でいただきました主な論点、見直し、強化のポイントを整理してございま

す。 

 今度は、右から２列目ですね。地域の主な意見ということで、オープンハウスの意見を集約してございま

す。で、ここで１点、私どものほうで、資料の訂正といいますか、応じていないところがありますので、お

詫びをしてご説明させていただきたいのですが。ここには、先ほど、当初見ていただきましたアンケートの

意見と、あと、付箋で貼られた意見、基本的には全てこの地域に該当するところを抜粋するような形で整理

させていただいているところですが、麹町・番町地域、飯田橋・富士見地域の２地域におきましては、その

合体作業が追いついておらず、ただ一番右の方針素案のところは、全体を踏まえて、きちんと全て個別にチ

ェックをした上で記載しておりますので変更はないのですけれども、地域の主な意見のところにつきまして

は、最終的にもう少しボリュームが出てくるということで、ご了承いただければと思います。大変申し訳ご

ざいません。 

 で、すみません。一番右のところですね。こちらが方針素案ということで、今回お示しさせていただいて

いるものになります。で、赤字のところが、変更をかけていると。進化ということで修正のほうをさせてい

ただいている箇所という形となってございます。 

 個別の話をさせていただく前に全体的な話で申し上げますと、現行の都市マスの大きな課題でございまし

た定住人口の確保と住環境につきましては、東京の区域マスにおきましても人口の推移や住宅のストック、

そういった状況であったり、あとは、都心の利便性を生かした様々な居住ニーズを踏まえながらということ

で、これまでの量的拡大から質の向上への住宅施策の転換ということで明記されているところがございます。 

 また、千代田区の別の分野別計画の中でも、住宅につきましては、量から質へ転換をしているところでご

ざいます。この今回の都市マスにおきましても、質の向上を図っていくということで、様々な居住ニーズに

対応する多様なタイプの住宅供給につきまして、各所に記載をさせていただいてございます。こちらが全体

的な、今、現行の都市マスの課題に対応するところで、量から質の転換をかけているというところが全体的

にかかってきてございます。 

 ここからは、具体的な方針素案につきまして、各地域をご説明させていただきたいのですが、ボリューム

がありますので、かなり絞るような形になってしまいますが、ご紹介させていただければと思います。 

 まず、1 ページ目のところ、麹町・番町地域ですね。で、左の列の中の一番上から二つ目まで、「第一種

住居地域に指定されて」と、あと、「第二種住居地域など中高層の市街地が形成されている」と、大きく二

つの枠があるところなのですけれども、こちらにつきましての主な論点といたしまして、緑・オープンスペ

ースの充実、建物更新等による防災性向上のあり方、下のところなどでも地域課題の対応であったり、建物

更新の貢献のあり方と、そういった形がうたわれてございます。 

 こちらに関係する主な意見といたしましては、高さも、その中層、中高層の記載も含めての記載もありま

すし、地域課題についてのご意見も様々いただいてございます。こういったところを全体に受け止める中で、

一番右のところ、方針素案といたしまして、今、第一種、第二種とくくられているところではあるのですが、

併せまして中層・中高層の複合市街地として空地の創出、敷地や建物の緑化を進め、ゆとりとうるおいのあ

る良好な住環境づくりを進めますということで、今現状、千代田区全般的に見てもそうなのですが、第一種

と第二種と商業地域がある中で、第一種住居地域と第二種住居地域、こちらの部分で具体的にその容積率が
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どう違うのかとか、あとは、容積を消化するに当たりまして、道路の幅員によって左右されるということが

あったり、要は敷地ベースでそれぞれの機能更新とかも行われるということもございます。また地区計画で

あったり、まちの実態を見たところ、とりわけ用途地域別による記載が必要なのかなというところはござい

ましたので、あえて、ここはもう第一種と第二種というその用途地域別ではなくて、ここのエリアとして中

層、中高層の複合市街地ということで、併せて記載をさせていただいてございます。 

 またおめくりいただきまして、続きまして４ページ目のところ、よろしいですかね。こちらは、飯田橋・

富士見地域のところをご紹介させていただければと、４ページ、違いますか。 

 すみません。ごめんなさい。僕が昨日の勉強資料で説明しておりましたので。 

 では、おめくりいただきますページが１１ページ、お開きいただいてよろしいでしょうか。 

 環境創造軸のところの記載になります。こちらでございますが、今回、環境創造軸を設定したこともある

のですけれども、主な論点といたしまして、現行の都市マスに記載されている美観地区の皇居周辺にふさわ

しい、緑豊かで落ち着きのある街並みの形成を進めるというところもあるのですけれども、景観まちづくり

計画が策定されておると。さらには、方針３を踏まえた記述の強化を図っていこうということで、一番右の

ところ、方針素案の改定のほうを行ってございます。 

 上から見ていただきますと、多様な生物に関する事項であったり、あとは美観地区を廃止により削除させ

ていただいたりですね。さらには、外濠周辺の緑や石垣の保全をするとともに、それらの資源を生かした空

間をつくるというような形で、様々、こういったところは追加をさせていただくような形で記載をさせてい

ただいてございます。 

 また、ページをおめくりいただきたいのですが、１８ページをお開きいただいてよろしいでしょうか。こ

ちらは神保町一丁目地域のところの記載となってございます。 

 こちらは、今、現行の都市マスの中で継承するポイントといたしまして、中高層の複合市街地と。あと、

すずらん通りの飲食店や商業・業務施設と住宅の調和、こういったところを引き継いでいこうという中で、

主な論点といたしまして、古書店街の回遊性や店舗をめぐる楽しみ方、回遊性を大切に引き継ぐ機能更新の

あり方と。さらには、古書店街の価値を活かして次世代の文化創造・交流、ライフスタイル・ワークスタイ

ルということですね。こういったご意見をいただく中で、さらに地域別の、地域の中で主な意見としては、

様々、中高層に限定しないほうがいいとか、ご意見はあるところはあったのですけれども、一番右の方針と

しては、中高層の複合市街地といたしまして、古書店街の店舗の連続性であったり、店先と道路等のパブリ

ックな空間との関係性を大切にした機能更新を進めるということの記載とさせていただいてございます。 

 そのほか、下のところ、すずらん通りのところで記載させていただいているのですが、あと、また神田公

園地域でも出てくるのですけれども、駐車場のあり方ということにつきましても、今回、意見の中でも出て

おりますが、駐車場の附置義務の緩和を進めてほしいということであったりするように、駐車場設置のあり

方なども含めて検討するということを、改めて記載をさせていただいてございます。 

 次、おめくりいただきまして、３１ページをご覧いただいてよろしいでしょうか。３１から３２にかけて

ですね。 

 万世橋地域となります。こちらは、外神田二丁目のところ、一番下のところになりますので、３２ページ

の枠のほう入ってくるのですが、現行マスタープランには記載なしというところになりますけれども、首都
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直下地震に加えて、「荒川の氾濫やと」いうことで、ハザードマップを見ましても、万世橋地域、和泉橋地

域、さらには大丸有地域、影響を受ける可能性が高くなってございます。そういった状況も踏まえまして、

今回、特にこの大きく３地域につきましては、この地域別まちづくりでも防災上の視点を記載させていただ

いています。荒川氾濫の指定等を加えさせていただいているという形になってございます。 

 おめくりいただきまして、続いて３８ページ、和泉橋地域のところでございます。こちらは、３８ページ

の下から二つ目のところですね。こちらは交通のところを記載させていただいているのですが、主な論点と

いたしまして、秋葉原を起点とした広域アクセスとまちの回遊、シームレスな移動環境の充実のあり方とい

うことでご意見を賜ってございますので、一番右のところで、まさにこの言葉をいただきながら、秋葉原駅

への空港からのアクセスや、まちの回遊性までということで、ＩＣＴ等を活用して多様な移動手段をシーム

レスにつなぎ、移動のしやすさを追求したものとすることとさせていただいてございます。 

 あと、最後、大丸有地域なのですが、ページ数で申し上げますと、４４ページですね。 

 こちら、一番上のところですね。もう、一番右の上のところを見ていただければと思いますが、経済を牽

引する中枢機能・交流機能の集積ということで、こちらの大丸有地域につきましては、引き続き、国際協力

も含めて、あとは再開発ということで、まちづくりのほうをより一層進めていただくということに向けた記

載を、全般的にさせていただいてございます。 

 かなりボリュームがある中ですので、地域地域にかいつまんでのご説明となりましたが、今回、この、ま

た後ほど不明な点等につきましては、ご説明、もしくはご紹介させていただければと思いますので、資料３

の説明は以上とさせていただければと思います。 

 で、続きまして資料４を見ていただいてよろしいでしょうか。Ａ４の冊子、こちらになってございます。

序章～３章、５章ということでございます。よろしいですかね。 

 こちらは、既に段階といたしましては、改定素案レベルまでご議論をいただいているというものとなって

ございます。その中でも、内容の重複であったり、そぎ落としをするということでご意見も賜ってございま

すので、この度作業を進めたということでございます。 

 また、整理をする中で、私どものほうでもご提案させていただいたところもあるかと思うのですけれども、

読み合わせの関係というところで、調整させていただいたり、一部並び、順番を入れ替えたり等、作業をし

てございます。しかしながら、基本的には、これまでの内容と同じもの、２月、３月の都計審や当部会でい

ただいた意見の内容の修正ということをさせていただいてございますので、説明は省略をさせていただけれ

ばと思ってございます。 

 続きまして、併せて論点の２点目のウィズ・コロナの資料のご説明までさせていただいてもよろしいでし

ょうか。ありがとうございます。 

 それでは、今度は参考資料７をご確認いただければと思います。Ａ４資料の１枚ということで、準備させ

ていただいてございます。 

 こちらは、この間、今後の都市の在り方といたしましてどのように変化していくのか、都市の在り方が変

わっていく中で、今後の都市政策はどうあるべきか等を、当部会の皆様から、地域の有識者の方から様々に

ご意見をいただいてございます。ご協力ありがとうございます。 

 また、先日８月末だったかと思いますが、新型コロナ危機を契機としたまちづくりの方向性につきまして
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の論点整理として、国交省の都市局が、その先に先生方からの意見等を踏まえて、論点を提示してございま

す。本紙には、そういった様々にいただいた意見をピックアップ、整理させていただいたものでございます。 

 中身をご紹介させていただきますと、論点のところですね。都市の存在意義、都市機能の集積の必要性は

大きくは変わらないのではないか。 

 一方、集積の平準化であったり、都心・郊外・地方の役割分担等の検討が必要ではないか。 

 さらに、２章で申し上げますと、基本的には、今回、都市マスの中でもやってございますが、ＱＯＬを高

めるというところの中で、住む人と働く人ではそういう課題が違うのではないかと。さらに、「職住一体」、

「職住近接」で何が求められるのかを解き明かしていくのが大切になってくるのではないか。 

 あとは、３章のところとなりますが、こういった一番上の点のところですね。リモートワーク等の経験を

経まして、こういった大都市におきましても良好な居住環境の整備の必要性が高まってまいりまして、働く

場、学ぶ場と、あと居住環境の場の融合が起こっていくのではないか。 

 続いて、二つ目の点のところですね。国際競争力の観点からすると、クリエイティブな人材が日本で暮ら

せる、快適に過ごせる居住空間であったり、教育機能、居心地のよい交流・滞在空間、そういったところが

必要、ニーズが高まってくるのではないか。 

 さらには、その下のところですね。水と緑、公共空間の重要性が一層高まった。そういった中で、今後、

水辺と連携して水を活かす都市の実現を図るべきではないかと。下のところ、防災面の視点等も様々あるか

と思うのですが、緑の多機能性に着目した「グリーンインフラ」の効果を戦略的に高めていくことが必要で

はないか。 

 あとは、こういったまちづくり全体的な形で言えるかと思うのですが、都市の冗長性の観点を見ていく必

要があるのではないか等、様々論点があるかと思うのですが、このようにピックアップさせていただいてご

ざいます。 

 今後の取りまとめの方法といたしまして、本日、ここの論点にかかわらず、広く先生方や委員の皆様方に

は、都市マス全体を通じてご意見を賜れればと思っているのですけれども、今回、こういったものを整理す

るに当たって考えてみますと、実際、都市の集積とかの在り方も様々あるかとは思うのですが、一層加速さ

せるべきところも多く見受けられるのではないかと考えてございます。そういったところにつきましては、

現行の今回の改定の都市マスの中でも、より加速させていくところになってくるかと思いますし、一方、ま

だ検討すべきと、まだ記載に至らないのではないかと、そういったこともあるかと思いますので、そういっ

た部分も含めて、できればコラム的な形で、改定版の都市マスとは別枠でという形で、できれば論点出しみ

たいな形で記載していくことができないかと考えてございます。 

 また、今、なかなかスケジュール的なもので、現行の都市マスの改定がなされてきていないということも

あるのですが、今後、見直し等を考えていく中で、今、書き込みとして、あくまでコラムとして書いたこと、

コラムとして記載はするのですけれども、例えば、数年たったときに、より加速化するべきではないという

ことであれば、それは見直しの際、都市マスの中でどう取り扱っていくのかという話もできますし、そのと

きになってみると、コロナの状況も含めて見えてくる部分が、また大分変わってきているかと思いますので、

その点は、今、この瞬間には記載できないものであったとしても、何か別枠で記載することで、こういう都

市マスを通じて地域に発信していければと、そのように考えてございます。 
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 大変駆け足で恐縮でございますが、資料の説明は以上とさせていただければと思います。 

 

【部会長】 

 ありがとうございました。非常にボリューミーな資料を、まさに駆け足でというか、皆さん、未消化だと

は思うのですけれども、今までも議論を重ねてきた部分でもありますので、少しオープンハウスの結果とか

も踏まえてご意見を賜ればと思います。 

 また、今ご説明ありましたように、ウィズ・コロナ、アフターコロナにつきましては、コラム的な扱いと

いうことで、本論にそれをそのまま直截的に反映するということはなしに、また今後も続くようであれば、

反映していくような考え方で取り扱うという区の方針があるようでございますので、その辺も含めて、ご議

論いただきたいと思います。 

 一応、先ほどご説明いただいた参考資料の中に、今日の論点のポイントということで、大きく一つ目が、

地域別まちづくり、で、二つ目が、ウィズ・コロナ、アフターコロナということでいただいておりますので、

まずは、今、３時１５分ぐらい前、もう少しありますでしょうか。３０分ぐらいは、３０分もう少しですか

ね、地域別まちづくりに割けるかなと思っておりますので、どの地域方からでも結構でございますので、あ

るいはオープンハウス等におけるご質問とかでも結構でございます。何かご意見、ご質問ございますでしょ

うか、地域別まちづくりについてということで。 

 リモートの先生方も、随時、ミュートを解除していただいて、ご意見ありの場合には、おっしゃっていた

だければと思います。 

 

【中村（英）委員】 

 ありがとうございます。 

 

【部会長】 

 小澤先生も、よろしゅうございますでしょうか。 

 

【副部会長】 

 はい。よろしいです。 

 

【部会長】 

 はい。よろしくお願いいたします。 

 それでは、地域別まちづくり、何かご意見はございますでしょうか。 

 

【村木委員】 

 すみません。質問なのですけれども、先ほど神保町のところで附置義務駐車場の緩和の話があったと思う

のですが、結構、附置義務駐車場のあり方って、そこだけではなくて、いろいろなところで検討したほうが

いいような気がするのですが、その辺について何か、全部見れていないので。どうなのですか。 
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【前田計画推進担当課長】 

 駐車場についてのご質問でございますが、今、まさに村木委員おっしゃっていただいているとおり、とり

わけ神保町に特化しているのかという話は、もちろんあるかと思います。で、特に駐車場整備地区を捉まえ

ましたときに、要は番町・麹町地域、あと飯田橋・富士見のほうを除いては、広く駐車場整備地区、千代田

区の場合かかってございますので、地域ルールを含めまして様々にそういった議論が展開できるのかなとは

思ってございますので、特に、今回、神保町の場合は特に古書店とかの考え方もあったり、神田のほうでも

具体的にはオープンハウスの中で、地域のほうから意見が出たということで取り上げてございますが、特に

神保町という形での記載とはなっていますけれども、全体的にこの問題については考えていきたいと、その

ように考えてございます。 

 

【部会長】 

 いいですか。ありがとうございます。 

 村木委員、お願いします。 

 

【村木委員】 

 そうすると、神保町のところだけ書くのではなくて、ほかのところも書かないと、何かあたかもそこだけ

積極的に推進するみたいで、私、内神田でスタディさせていただきましたけれど、かなり、やはりああいう

ところでも、やると１階部分のにぎわいとか、あと、活用可能性っていろいろあり得るので、もうちょっと

広く書いたほうがよろしいのではないでしょうかね。 

 

【部会長】 

 これは何か、地区の共通課題みたいなのを書くところがあるのでしょうか。今のところはないような感じ

がしているのですけれども。 

 

【前田計画推進担当課長】 

 今、挙げているのが地区別という形になりますので、別途テーマ別ということで…… 

 

【部会長】 

 こちらの。 

 

【前田計画推進担当課長】 

 いう形になります。ただ、恐らく、今のお話の中では、この書き込みについても、神保町だけでどうなの

というところかとは思いますので、その書き込みのところをあまり全部書き過ぎるというのは、また、ある

かと思いますので、その辺りにつきましては検討させていただければと思います。 
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【部会長】 

 はい。ありがとうございます。 

 村木委員、よろしいですか。 

 

【村木委員】 

 はい。ありがとうございます。 

 

【部会長】 

 ありがとうございます。 

 ほかに、ご意見、ご質問ございますでしょうか。 

 福井委員、お願いします。 

 

【福井委員】 

 参考資料６を拝見しておりまして、やはり区民の方から、今日、関心があるのは変わる、今回変えるとい

うことになっているところに関心があると思うのですが、それを以前の都市マスから変えたところはどうい

うところなのかということを、改めて確認したいと思っています。 

 というのは、Ａで紹介していただいた、例えば番町・麹町ですけれども、中層、中高層というような言葉

がキーワードになっていて、どうするのかなというところなのですが。例えばその中に、本来、都市マスは、

フィジカルな都市計画の制度の制定の上位だと思うのですけれども、その中に既に住居地域第一種・第二種

が決まっているところとなっていて、やや、その制度の立てつけ上、混乱があるような感じがするのですよ

ね。だから、その地域をどう捉えているのかというのも含めてなのですが、どこを、簡単に言うと、中層か

ら中高層も含むという記述が増えているような気がするのですけれど、そこをどう考えているのかというこ

とを明らかにしていただきたいということです。 

 

【部会長】 

 ありがとうございます。 

 事務局、お願いします。 

 

【前田計画推進担当課長】 

 まず、変更点ということで、個別具体には様々あるかと思うのですけれども、基本的にこの参考資料６で

見ていただきますと、まちの将来像につきましては、概ね継承と進化ということで、現行の、今、現状の街

並みをある程度引き継ぎながらの記載ということとさせていただいてございます。 

 で、先ほどの中層、中高層という記載につきましても、様々、この現行の都市マスの中では、神田地区の

ほうでの中層という表現を使っていたりとかですね。あと、さらに先ほど、福井委員からお話があったよう

にフィジカルプラン、例えば地区計画とかもフィジカルプランに当たるかと思うのですが、その地域の中で

中層、中高層の記載の中が違ったりとか、それぞれ地区ごとに考えている部分もあろうかなと思っておりま
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す。 

 ただ、都市マスといたしましては、この全体を描いてございますので、基本的には現行の街並みにその中

層というものだけのところがあるのかないのか、そういったところを捉まえましたときに、現状のまちとし

ては、中層、中高層という形になるのではないかなということで、高さのところについてはそのような形で

変更、高さに関係するような高層化というようないろいろとご議論なるかと思いますが、そういったところ

につきましては、変更をさせていただいてございます。 

 そのほかは、未来へのまなざしということで、バックキャスト的にご議論をさせていただいてございます

ので見ていただきますと、魅力ある都心生活、居心地の良い空間の多様性と。さらには、下のところでも、

まちの文脈がつなぐかいわいであったり、次世代交通であったり、こういったテーマに沿いながら、その現

行と照らし合わせまして取り得る策といいますか、取り得る方向というのを地域別に、どちらかというと記

載のほうを進化という形で変更させていただいたという形となります。個別具体のご説明になっていないと

ころもあって恐縮ですが、ご回答とさせていただいてよろしいでしょうか。 

 

【部会長】 

 福井委員、どうでしょうか。 

 

【福井委員】 

 はい。そこをやはり明らかにしなければいけないと思っていまして、参考資料７のときに、一番最初です

ね、都市の存在意義、都市機能の集積の必要性は大きく変わらないと書いてあるのですが、それは千代田区

全体で同じ方針ではなくて、地域別に、大丸有みたいに超高層も入れる場所と、そうではないところの多分

めり張りがあると思うのですよね。それを千代田区としてどう考えているのかということをきちんと示さな

いと、都市マスではないと思うのですよ。それを明言できないかなというところの意見でした。 

 

【部会長】 

 そこについては、大事な論点だと思いますが、いかがでしょうか。 

 

【印出井景観・都市計画課長】 

 私のほうから少し補足させていただきます。 

 まず、東京全体の中における千代田区の位置づけ、役割というのは、委員の皆様方はご認識いただいてい

るかなと思います。やはり、千代田区全体として区域マスタープランでいうところの、国際ビジネス交流ゾ

ーンというような役割を担うと。 

 でも、一方で、千代田区における都市計画の基本的な方針の中で、やはり、福井委員ご指摘のとおり、そ

の中でもめり張りをつける必要はあるのかなと思っています。 

 ただ、千代田区における最大の都市の、何というのですかね、アドバンテージが、やはり、多く区民の皆

さんのご意見もありますけれども、利便性ということになっておりまして、その利便性の背景というのは何

かというと、高度な都市インフラの集積ですとか、都市交通の結節点とかということになっておりますので、
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千代田区全体の中でも、めり張りはつけつつも千代田区としての一定的規模のこの現実の集積、それから、

その集積を受けた人々の交流の価値というところについては、もちろんめり張りはあるのですけれども、千

代田区全体としては非常に高い水準でそういった活動や、交流や、集積が引き続き存在し続けるのではない

かと。 

 ただ、一方で、おっしゃるとおり、ウィズ・アフターコロナを踏まえて、そういったものの平準化という

のでしょうか、ピークアウトというのでしょうか、そういった観点からの都市づくりに介する何か新たな道

筋とか、将来像というのは出てくるのかなと思っています。だから、あらゆる地域が、その大丸有的な集積

にあるというような認識は、地域別の記載もそうですけれども、ないかなと思っています。 

 

【部会長】 

 はい。いかがでしょうか。 

 福井委員、いいですか。やや納得ではないという感じだと思いますが。 

 

【福井委員】 

 これを議論したら、多分２時間終わってしまうので、一応これで切りますけれど、そういう話はずっと出

てくると思いますので、継続的に中身を具体的にしていただければと思いました。ありがとうございました。 

 

【部会長】 

 はい。ありがとうございます。 

 ほかに、ご質問、ご意見、ございますでしょうか。リモートの委員の方々は、いかがでしょうか。 

 中村（英）委員、何かありますか。よろしくお願いします。 

 

【中村（英）委員】 

 聞こえていますか。個別に具体にどこがというわけではないのですけれども、例えば参考資料６を拝見し

ていますと、３章が七つの概要に分かれていますけれども、主として、その、何というのでしょうか、行政、

あるいは公的セクターが中心に引っ張っていく、主にインフラ系のお話と、あと、民間の建物であったり、

民間の事業者の活動を通じて、みんなでまちをよくしていきましょう、あるいは改善していきましょうみた

いな話と大きく二つに分かれるのではないかと思うのですね。特に、民間であったり、個別の建物が更新さ

れることでどうこうみたいな文脈が、例えば６番であったり、７番であったりというところは、結構、その

個別の建物、市街地が変わっていくことで、こういった将来像を目指していこうというふうにつながるとこ

ろがあると思うのですね。 

 で、都市マスの地域編、４章をまだ全部読んでいないのですけれども、なかなかその細かいところまで書

き切れないというのはよく分かるのですけれども、一方で、ここは皆さん方、皆さんというのは、住民、区

民、事業者、民間セクターの方々に対するメッセージだよというのが伝わるような、何かそういうのが分か

るような書き方というのを全編を通じてやっていただけると、この都市マスが出来上がった後に、このメッ

セージということが明確に読んだ人に伝わるのかなという思いもしておりますので、すみません、具体的で
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はないのですけれども、何かそういう目で再度まとめていく中で、メッセージ性が出ているかということを

チェックをしていただけるとありがたいなと思ってございます。 

 すみません。意見になっておりませんけれども、以上でございます。 

 

【部会長】 

 はい。ありがとうございます。 

 事務局、いかがでしょうか。 

 

【前田計画推進担当課長】 

 ありがとうございます。今、資料４の６９ページのところで、主体別の取組ということで、中村（英）先

生がおっしゃっていただいたところに該当するかと思うのですが、ここでは広く住民、企業、行政というこ

とで、それぞれの大まかな役割的なところを記載しているものが、その６９ページの中で示してございます。 

 しかしながら、このご指摘のところが、地域別の中でもそういったところが見えるようにということかと

思いますので、いま一度、私どものほうでも、これからさらに点検をさせていただく中で工夫ができないの

か、それぞれの主体性がもう少し取れるような形のどこが取るのかどうかというところを、明確といいます

か、それぞれがやはり取り組んでいただくことにはなるかと思うのですけれども、すみ分けといいますか、

それぞれが認識できるような記載ができないかというところは、確認のほうをさせていただければと思いま

す。 

 

【中村（英）委員】 

 ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 

 

【部会長】 

 ありがとうございます。よろしいですか。はい。 

 ほかにございますでしょうか。 

 村上委員、お願いします。 

 

【村上委員】 

 村上です。 

 今回、都市マスの改定で、テーマ別で７番目に高水準の環境・エネルギー対策を進めるまちづくりという

ことで、従来ですと環境の中にエネルギーが包含されて、エネルギーというのは、表に出ているようなこと

はなかったのですが、今回、お願いして環境とエネルギーというのを分けていただいたかと思います。 

 で、この地域別の部分でも、結構いろいろな形で低炭素、脱炭素、あと災害時のエネルギー自給率という

ことで、面的エネルギーネットワークの推進とか、普及とかという言葉が、いろいろなところに出てきてい

るかと思います。で、今までのマスタープランですと、ページはどこでもよろしいのですが、例えば１２２

ページに、地域ごとに交通のネットワークですとか、あと、水辺のネットワークですとか、緑のネットワー
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クですとか、いろいろなインフラ的なものが入っているかと思うのですが、この千代田区、例えばこの１２

２ページでも、紀尾井町には既に面的エネルギーネットワークが整備されているかと思います。あと、神田

駿河台ですとか、当然、大丸有とか永田町もそうなのですが。ですので、今後、面的エネルギーネットワー

クも非常に貴重なまちのいろいろな意味でインフラ資源ですので、それも何かこう、入れていただけると、

今後いいのではないかなと個人的には思いましたので、いかがでしょうかということで、お願いといいます

か、意見でございます。 

 

【部会長】 

 事務局、いかがでしょうか。 

 

【印出井景観・都市計画課長】 

 では、私のほうから補足をします。 

 今、村上先生、資料４のほうをご覧いただいて、資料４の１０５ページなどについて、これまでも都市づ

くり白書等で記載があったのですけれども、小澤委員にも、以前お世話になって、少し方向感を出した地域

エネルギーデザインというような形の概念を、一応、若干生煮えのところではあるのですけれども、出して

おります。その中で、千代田区全域としては、面的なエネルギーの展開というような形で申し上げているの

ですけれども、多分、従来であれば、大丸有地域を中心に念頭に置いたということになってくるのですが、

まさに、これは村上先生から、まず、アフターコロナの時代にあって、さらに、大丸有地域だけではなくて、

千代田区内のあらゆる地域において、面的エネルギーの推進だったり、自立分散化したエネルギーだったり

というようなところ。そのネットワークの重要性はもちろんではあるのですけれども、広範なネットワーク

でなくても、もう少し小規模なネットワークというところも含めて、重要性が高まっているのではないかな

と思いますので、おっしゃる地点は、テーマ別をより地域別に、大丸有だけではなくて展開をしていくよう

な形で受け止めるということで、少し検討を深めていきたいと思います。 

 

【部会長】 

 村上委員、いかがでしょうか。 

 

【村上委員】 

 既存のこういった地域ごとのいろいろな緑、水、交通のネットワーク等が含まれているこの地域別の絵に、

何かそういったものも既にあるところは、何か非常に貴重なエネルギーインフラですので、何か入れていた

だけると、今後、このまちの方針の中でも、エネルギーというのが少し、住民の方々にも、ここにあるのだ

というのが分かりますので、何か、入れていただけるとうれしいなという気持ちで、意見として述べました。 

 

【部会長】 

 ありがとうございます。 

 関連して村木委員、何か。 
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【村木委員】 

 いいです。 

 

【部会長】 

 いいですか。 

 小澤委員、何かございますか。この、今の内容に関連して。 

 

【副部会長】 

 では、参考資料６、この「道路・交通体系」、さっき中村（英）さんが言った部分と重なりますが、ここ

で書かれている駅・まち・みち一体の次世代交通と書かれて、次世代交通というワーディングがされている

のだけれども、その右にこう見ていくと、何か歩行者のネットワークというか、回遊性だとか、歩いて楽し

いまちづくりみたいな、そういう話だけしか出てこないのですが、本体のほうの中には、この次世代交通に

当たる部会がちゃんと組み込まれているかどうかなというのは、ちょっと心配だったので、それが１点。や

はりこの次世代交通はきちっと書いたほうがいいと思います。これはコロナの問題もあって、特にこれから

自動運転の話、それからＭａａＳの話、いろいろモビリティが大きく変化する。そういうものをまちづくり

にきちっと取り込まなければいけないのですが、最終的に地域に自動運転の技術システムだとか、ＭａａＳ

のシステムを組み込もうとすると、地域側の準備ができてないと大変なことになるのですよ。みんなそれぞ

れがばらばらにアプリをダウンロード競争を始めると、みんな縦割りでばらばらになってしまうということ

がよく危惧されていまして、そういう意味で、この次世代交通という中には、資料の４のほうか、都市マネ

ジメントというのが出てくるかと思いますが、この部分とも結びつくことがあると思うので、きちっとこの

次世代交通について課題を組み込んだほうがいいかなということがまず１点。 

 それから、それと関係で、もう少しそこの部分についての具体的なテーマの一つに、大丸有や永田町地区

というところに、これも書いてあると、多様な人が自在に移動できるシステムの試行というぐらいにしか書

いてないのです。これから問題になるのは附置義務駐車場なのですね。今も問題になっているけれども、附

置義務駐車場は当然もっと要らなくなるし、場合によると、附置義務駐車場の大きな空間が新しいモビリテ

ィのポートになる可能性があると。これはまたいろいろな考え方が出てくるのですが、そういう意味で行く

と、大丸有地区にあるたくさんの駐車場空間を次世代のエリアモビリティ・マネジメントの拠点としてどう

いう生かし方があるかというのを、人とそれから物流と両方見て検討して、これ関係者で共同して試行的な

社会実験なんかをしながら、全国に先駆けて大都市における都心部の駐車場空間を全く機能をバージョンア

ップさせるという取組もしたほうがいいかなということで、そういうことも頭出しをしておいたら少し千代

田区がイニシアチブを取れるのではないか、そういう点があります。 

 

【部会長】 

 ありがとうございます。今の次世代交通が具体的に書かれているかどうかと、その間に対応するところの

話をお願いします。 
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【前田計画推進担当課長】 

 ありがとうございます。まずこちらが、今、地域別のところでのご質問ということでいただいていたので

すが、まず、本編のほうですね。資料４の中の７１ページ目のところからの「道路・交通体系」というとこ

ろで記載させていただいているのですが、お話しの中で展開しているところは人中心のまちづくりというと

ころで、そういったところをメインに方針として掲げているところではございますが、７１ページの下のと

ころでも、「未来・世界へとつながる」ということで、自動運転等の先端技術を実装し、多様な交通モード

が切れ目なくつながる移動環境というところでの記載をさせていただきながら、７６ページ目のところで、

方針３といたしまして、「技術革新の進展に併せて多様な交通モード」というところで様々に記載をさせて

いただいているところでございます。 

 しかし、今いただいたご意見の中でも、具体的に、では地域のほうでどう受けていくのか、さらには受け

手となる地域がどれだけ頑張れるかというところがあるかと思いますので、ただ、この中でどう頭出しがで

きるかどうか、あるいはチャレンジができるかどうかというところで、なかなか書き込みに移行することが

可能かどうか、あるいは地域ごとの何かしら今後の将来像を描く中でうまく展開していくことができるかど

うかというところも含めて検討させていただければと思います。 

 あと２点目、駐車場附置のところで改めてご質問いただきました。おっしゃっていただいたとおり、駐車

場の利用が減るだろうと。千代田区といたしましても、適正に駐車場の需要と供給の状況を見極めまして、

適正な駐車場台数を取っていくことの重要性というのは認識しているところでございます。したがいまして、

この駐車場の適正配置という取組について、今後さらに検討を深めつつ、その後のどのような活用が可能な

のか、基本的には容対外の活用というところで今現在うたわれているかと思いますが、それが当初の建物か

らそういった検討がすることで、何かほかの新しいチャレンジに代わることができないのかできるのか、今

の段階ではなかなか琴線に触れるようなご回答ができないところでありますが、検討として研究させていた

だければと思います。 

 ありがとうございます。 

 

【副部会長】 

 そのことですが、これからこういう次世代交通の技術システムが社会的に実装化されてくるときに、ポイ

ントになるのは、一番は大きい技術革新は自動運転だと思いますけれども、これは地方自治体が物すごく大

きな役割をするのですね。民間が、今、自動運転に関する技術システムを開発して、今、自動車メーカーだ

とかＩＣＴの関連企業なんかがそれぞれビジネス展開しているのを見て、ああ、だんだんそういうのが出て

くるのでそういうのを利用しようかなというスタンスだと駄目なのですよ。 

 というのは、何が駄目かというと、地域に導入するためには、地域が主体になって市民、区民と合意形成

をした上で、どの路線を自動運転対象路線にしていくか。どのエリアを自動運転対象エリアにしていくか。

そういう段階的に多分していくということになると思うのですね、一遍にというのはならないので。 

 となると、そこのところについてのビジョンを自治体として持ってないと、持った上で地域の方々とそう

いうことについての合意形成をされてないと、そこに自動運転の技術ができたけれどもということで、いろ
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いろなメーカーや企業が千代田区内に参入したいと思うけれども、そこの部分が整理されてないと物事がス

タートできないということで、そういう意味で行くと、こういう都市マスの中に地域モビリティビジョンと

いうのをこれから考えますよと。区全体もそうだけれども、地区別にそういう次世代交通技術システムの社

会的な実装化に向けて、まちづくりと一体的に考えるために不可欠になるビジョンをつくりますよというの

を宣言しておいたほうがいいと思うのです。 

 というのは、民間企業のほうも困ると思うのですよ。そこの部分は誰が汗かいてくれるのだろうかと。自

分たちは商品があってたくさんこういう商品を地域で使ってもらいたいのだけれども、そこのところは、今

言ったように、どの道路が自動運転対象路線として行政のほうも地域住民も含めて受入れ準備ができている

かどうかということがないと物事がスタートしないということなので、その部分について、何というか、こ

のマスタープランの中でもそういう問題意識をちゃんと持って、それに向けても準備しますよというくだり

があるといいなという、そういうことです。 

 

【部会長】 

 はい。ありがとうございます。 

 多分もう少し攻めのマスタープランにしろということで、今のだと何となく「まち」という感じで多少足

りないというお話だと思うのですけれども。 

 事務局、いかがでしょうか、難しい課題だとは思うのですが、モビリティビジョン、地域の。 

 

【印出井景観・都市計画課長】 

 やはり交通系の計画というのですかね、道路系の計画があったり、交通安全系の計画があったりするので

すが、確かに交通系の計画というのがなかなか千代田区の中ではないということもあるので、その辺りにつ

いてどう具現化していくのかというのは課題だと思っています。今のところ、先ほど申し上げた、自動運転

というのも念頭に置きながら、やはりウォーカブルと連携したモビリティという位置づけをする中で、どう

いったところでさらにもう一段ブレイクダウンした計画とかプランとかというのは、書き込み方については

受け止めさせていただいて検討させていただくと。今、そういったモビリティビジョンをつくったなかなか

上で、というのはまだ検討の深度が足りてないので、課題として一旦受け止めさせていただいてということ

で考えています。 

 

【部会長】 

 冒頭にありました、やはり千代田区の位置づけという、東京における千代田区の位置づけということでは、

多分この次世代のあれができるとしたら、やはり千代田区で最初に自動運転のそういうのができる。そうだ

とすれば、やはり受皿的に何かしらの文言が入っていないと、地方自治体の役割というところで多分お話だ

と思うのですけれども。 

 小澤委員、いかがでしょうか。よろしゅうございますか。 

 

【副部会長】 



23 

 そうですよね。今、別の地方都市で協力してやっているのですが、今、ＭａａＳというのがあちこちで話

題になりますね。これもまたいろいろな鉄道事業者がやったり、自動車メーカーがやったり、ＩＣＴの企業

がやったりということで、ダウンロード合戦しているのですが、これはこれからのことを考えると、特に地

方都市では、モビリティとそれに関連するデータ活用ということを視野に入れて考えると、それぞれの事業

者が個別にＭａａＳを地域の中に持ってこられても多分マイナス点のほうが多くなると。デメリットのほう

が多くなるということで、メリット、デメリットをちゃんと分析をして考えていくと、例えばＭａａＳとい

うことについても、地域としてはきちっとそれを調和のある形で地域の中に取り入れるためには、地域Ｍａ

ａＳのプラットフォームをつくらないとみんなそれぞれがばらばらに入ってくるよということで、新規にＭ

ａａＳについてのグランドデザインを考えましょうという今取組が始まっているのですが、このモビリティ

に関しては、だからいろいろな意味でこれから社会的に物すごいインパクトが生ずるテーマだと思いますの

で、いずれにしても、この地域が、俺たちが主体だという認識を持たないと、先ほど申しましたように、社

会的実装化も進まないし、ばらばらに混乱した形が生ずる可能性のほうが高いということがいろいろなとこ

ろから出されているレポートでも言われていますので、それをきちっと秩序ある形で望ましい機能をさせる

ための仕組みを地域が考えるということをやはり宣言したほうがいいのではないかなという…… 

 

【部会長】 

 はい。ありがとうございました。 

 先ほど来宣言というお言葉をキーワードをいただいておりますけれども、これは事務局のほうで宿題とい

うことで、次回までに少し、次回までにはすぐ行かないかもしれませんが、前向きに検討していただければ

と思います。 

 まだご発言のない、三友委員、お願いします。 

 

【三友委員】 

 三友です。 

 少し議論が変わってしまうのですけれども、論点のポイントの最初にあるオープンハウスについてお聞き

したいと思います。 

 資料１と参考資料５を拝見しています。資料１の例えば１１ページ辺りでも、オープンハウスの目的が分

からないというご意見ですとか、皆さんの意見を集めてどう対応してくださるのでしょうかとかいうご意見

がございます。資料１の１ページの上のほうには、この調査の目的として、地域関係者等の意向や要望を把

握することを目的とすると書かれています。 

 また、参考資料５の例えば６ページ、７ページ辺りに、反対のご意見ですとか懸念のご意見ですとか多数

寄せられています。オープンハウスの意義といいますか、このようなご意見に対してどのように対応される

のか、都市マスで対応できるのかどうかということも含めてお聞きしたいと思います。 

 以上です。 
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【部会長】 

 はい。ありがとうございます。オープンハウスが単に言いっ放しというか、だけに何かならないようにと

いうお話だと思いますが、この辺のご対応については、今回はもうちょっと無理というのが冒頭にもご説明

がありましたけれども、今後はどういう形で消化していくのか。 

 事務局。 

 

【前田計画推進担当課長】 

 まず、先ほど資料１のほうで、もともとの目的が分からないということでご意見があるというところも私

どもとしては意見としては受け止めてございます。今回、このオープンハウスを開催するに当たりまして、

なかなか難しいなというのを、もともとやるに当たって考えていたところなのですが、やはりオープンハウ

スのこの手法自体がなかなか何を言っていいか分からない、具体性がないというところが一番開催に当たっ

ての課題になるだろうというところで、この手法もそうですし、私どものほうとしても認識をしてございま

した。その中でも、地域別に入る段階で、一定程度テーマ別のところを皆様方と、先生方のほうですね、委

員の皆様方とご意見を賜りながら整理することができておりましたので、一定程度説明としては、千代田区

のまちとしてはこういう将来像を掲げてやっていくよという形で説明することができる段階であるのかなと

いうことで今回実施させていただいた形ですけれども、そういった中でも、まだまだ勉強不足のところもご

ざいまして、こういったご意見が出てきているところもあろうかなと認識してございます。 

 この後の受け止め方という形ですけれども、おっしゃっていただいているとおり、これまでの様々意見は

出ているところなのですが、基本的には都市マスに対してこれまでの会議体でのご意見、あとは様々オープ

ンハウスで出たご意見、これを反映というよりも、様々見させていただいた上で受け止めさせていただきな

がら今回の改定素案を導き出しているという形になってございます。 

 ２点目にありました、参考資料５の中で、では意見が分かれているところについてはどうなのという話に

なろうかと思いますけれども、実際、個別具体に対してというところであると、なかなか都市マスの中では

描いていくところではないかなというご意見もある中で、大きくこういった高層化等についてのご意見につ

いては、区としてもどう取り上げていくかというのは整理しなければならないというところで考えてござい

ます。ただし、例えば、恐らく今見ていただいているのが麹町・番町地域になるかと思うのですけれども、

街並みとしては中層・中高層として今回将来像につきましても引継ぎをさせていただきつつ、全体的な考え

方といたしましては、資料４の中でこれまでももちろん議論いただいておりましたところではあるのですが、

トータルデザインというところで、２６ページ目のところで、様々に具体的な土地利用の活用はあるだろう

と考えてございます。なので、都市マス自体が完全に制限として上限として描くものでは基本的にはなくて、

全体的な将来像を描いているものという形となりますので、そういった中層・中高層の街並みを維持しつつ、

あるいはその地域の中で地域課題等を含めて、皆様の合意の中で具体的にこういった新たな手法を取り入れ

て、そういった一部様々これから多分アクションプランであるとかフィジカルプランとか、そういう話の展

開になるかもしれませんが、合意がなされるのであれば、そこは中層・中高層という全体の街並みの中の一

つの建て方になってくるのだろうなと考えてございます。なので、それぞれを街並み全体としては引継ぎな

がらという形になりますけれども、まちづくりを進める中では、具体に地域の皆様とも議論をする部分が今
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後出てくるのかなと認識してございます。 

 

【部会長】 

 はい。ありがとうございます。 

 三友委員いかがでしょうか。 

 

【三友委員】 

 はい。ありがとうございます。 

 

【部会長】 

 多分、今のところとしては、後のウィズ・コロナ、アフターコロナの話でも出てくるかと思うのですけれ

ども、やはりオフィスがどの程度要るかというのが、多分今回のリモートでオフィス要らないとか、大企業

になればなるほどリモートが進んだという状況をどう見るかというところが、多分、今後の地域課題の中で

は出てくるのかなという感じがしますので、その辺り後半でそろそろウィズ・コロナ、アフターコロナの話

に入りたいのですけれども、伊藤委員、まずは。 

 

【伊藤委員】 

 すみません。福井委員の議論を蒸し返すようになると申し訳ないのですが、全体としてというか、典型的

なところは先ほどの中層・中高層ということだと思うのですけれども、ご説明としては、現状のまちが既に

中層・超高層だから、これは変化で、記述を変えたわけではないというようなご説明ですが、記述自体は変

わっているわけなので、そのときに、何というのでしょうか、先ほど小澤委員からも自治体としてのビジョ

ンを持っていないとみたいなお話があったのですが、ニーズがあるということ自体は方向性としては一つあ

り得ると思うのですけれども、一方で、区としてのビジョンはどうなる、どうなるというか、持っているの

か、もう市場に従いますというのがビジョンなのかというところがちょっと気になってしまって、ただ、全

体で見ると、これ序章ですか、２１ページのところに、「計画改定の視点と進化の方向性」の視点２という

ところに、住宅床・戸数などの量的確保を重視した開発誘導の考え方を転換しと書いてあるので、ビジョン

は示されているのだなとここで気づいたのですけれども、何かそことどういう感じで地域別に落としていく

のかという基準というか、というのをもう一度。すみません、何か蒸し返して。 

 

【印出井景観・都市計画課長】 

 先ほど、福井委員にお答えしたところと重なる部分もあると思うのですけれども、東京都市計画の中での

千代田区の位置づけということは、ほかの言葉で言い換えると、やはり高度利用をする地域という位置づけ

の中で、そうはいっても、どう千代田区の中でめり張りをつけていくかということだろうなと思っています。

現行都市マスの中で、一種住、二種住居で記述を分けていたのですけれども、やはりまちの実態を見ると、

基本的には多分番町エリアであれば道路状況とかに影響される中で、ある程度の街並みというのが規定され

てきているというところになっていくのかなと。だからそれらを踏まえた形での記述の見直しと、あと、一
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方で高度利用をするエリアという中で、街並みに対するご要望も確かにあると。 

 一方で、空間に対するご要望もあると。それを両立していくにはどうしていくのかというのが非常に悩ま

しいところになっています。 

 今回オープンハウスをする中で、こういった形で様々な意見をいただきました。これは特に反対意見につ

いては、どちらかというと、やはり個別プロジェクトによった形に近いご意見だったのかなと思います。そ

ういった中で、都市計画マスタープランをどう位置づけていくのかというのは非常に我々としても着地とし

ては難しいところがあるのだろうと思うのですけれども、一定程度中層とか中高層の街並みというビジョン

を描きながら、先ほど申し上げた課題観が異なるところをどう調和していくのかというのは、やはりこれは

地域まちづくりの中で、やはり丁寧に少し可視化をしたりデータを共有したりしながら納得を得て取り組ん

でいくものだろうなと思っています。やはり我々もずっと生の声を聞く中で、やはり三層のというのですか

ね。昔ながら、要は昔のにぎわい、麹町・番町の日テレ通りのにぎわいも含めた高度成長期からの住民の方

と、それからある程度落ち着いたまちになってからお住まいになっている方と。それからさらに最近ある程

度のパワーカップルみたいな形でお住まいになっている３層の方、それぞれ番町エリアでは思いが多様では

あるのかなと思っていますので、その辺をどう調和していくのか、答えになってないのですけれども、そこ

の中で悩ましいところで、やはりビジョンとしては中層・中高層というところに落ち着きながら、どうやっ

てその特殊感を認めるのか認めないかというのを地域とともに考えていくということになると今のところ理

解しています。 

 

【伊藤委員】 

 ありがとうございます。個別プロジェクトは地域個別にやっていけばいいと思うのですけれども、都市マ

スなので、麹町に限らずなのですが、全体として不整合のあまりないようにはチェックされたほうがいいか

なと思います。ただ、中層・中高層というのが区のビジョンだということは理解しました。 

 

【部会長】 

 はい。ありがとうございます。 

 これについて、何か福井委員のほうから出してもらった。 

 

【福井委員】 

 ちょっと事前の説明もそうだったのですけれども、やはり現状に合わせてマスタープランを変えるという

のは本当はやはりまずいことだと思っていまして、２０年先を見てマスタープランを作るわけですから、前

回作ったやつだったはずなのに、２０年たったら現状が変わっていたので合わせましたというのは、そもそ

もマスタープランではなかったのではないかと言われてもしょうがないと思うのです。ですから、そこはき

ちんとしょうがないでしょうというか、現状に合わせましたという言い方はあまり僕はしないほうがいいと

思っていて、これまでの成長基調というか、自由主義の中で市場に任せてやってきたものが、これからもう

効かなくなるかもしれないということは何となく皆さん分かっているわけですから、それを同じような形で

延長するのではないようなマスタープランを作らなければいけないとも思っています。だからそういう記述
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にしていただきたいと思っています。 

 

【部会長】 

 はい。ありがとうございます。 

 今のところは非常に大事なところだと思うので、やはり市場の動きと、今やはり非常な大きな転換点を迎

えていると思うので、これ始めたときはもう東京オリンピックもきちっとありきみたいな感じで始まったと

思うのですけれども、オリンピックはあるかもしれませんけれども、やや形の異なるというか、形で多分開

催されるのかなと思っていますので、その辺りここが例えば人が主役とか書きつつ、何となくそうではない

なという感じが浮かんでしまうという、大企業が千代田区の場合にはいろいろあるのであれですけれども、

やはり区民目線というか、その辺り大事に考えていかないと、まさにマスタープランにならないという形に

なるかなと思いますので、その辺りよろしくお願いします。 

 事務局、何かありますか。 

 

【印出井景観・都市計画課長】 

 今、池邊部会長のご指摘いただいた、区民目線を基本にするということはご指摘のとおりだと思うのです

けれども、私自身は選挙で選ばれてないので、あえてこういうことを申し上げると、千代田区という都市を

どういう人が使っているのかというのを着目したときに、やはり在勤者、在学者、あるいは具体的にまちを

つくっていく上で行政と連携する事業者、地権者という方々との理解を得ていかないと、例えば理想を描き

ながらもそれに向けた取組というのはなかなか進まないというのもあるので、区民の皆さんの目線をベース

にしにながらも、そういった方々のご意見にも耳を傾けてビジョンを実現していくというそういったバラン

ス感が必要なのかなと、俯瞰した観点ですけれども思っています。ただ、今日様々いただいたご指摘につい

ては、オープンハウスの中でも個別プロジェクトに関連してとは言いながらも、いろいろな複数の見方があ

るということは事実でございますので、もう一段どういった形で反映をするのか、検討させていただきたい

と思います。 

 

【部会長】 

 はい。ありがとうございます。 

 今日、藝大の中村（政）委員いらっしゃってないですけれども、多分ビジネスといっても、多分今までの

大企業のありきのビジネスと、中村（政）委員が今まで主張なさってきた新しい千代田区の在り方の中で、

コミュニティとそういった企業間の方も含めてどういう形でなっていくのかというのは、また新たな千代田

区の一つの顔だと思っておりますので、その辺りは少し大事にしながら、今日、中村（政）委員がいらっし

ゃらないですけれども、考えていただければと思います。 

 何か時間があるようでなくなってしまいましたが、あと３０分の中で、先ほどいただいたウィズ・コロナ、

アフターコロナを踏まえたまちづくりの視点というのを資料出ししていただいていますので、この辺りは皆

さんいろいろなところでいろいろなご意見言ってらっしゃると思いますので、何かあればお願いいたします。

いかがでしょうか。 
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 何か前半でも結構それに近い議論はもう既にやってしまったかと思うのですけれども、あえて何かありま

したらお願いいたします。 

 

【印出井景観・都市計画課長】 

 若干ちょっともしご意見をいただく中での、先ほど前田のほうから、あるいは池邊部会長からあった補足

なのですけれども、ウィズ・コロナ、アフターコロナに関して、今、議論しなければいけないことについて、

一つ手法としてコラムに落とし込むという、区としてそういう方向感で考えているというような、そういう

説明になってしまったのですけれども、実はこれ事前に伊藤先生とか福井先生とか村木先生とか、少しディ

スカッションさせていただいたのですが、今回、地域別の中でも、特に川とか濠とか、そういったあるいは

道路とかという軸についての記述が非常に多くなっています。そこはやはりコロナがある前からそういった

公共空間を展開する、あるいはもっとポテンシャルを発揮させるまちづくりというのが重要だよねという認

識があったので、ある意味、公共空間と既存の市街地なり建築なりとの連携、融合ということについては、

一定程度踏まえて議論をしてきたので、ある種方向が異なるというよりも、よりそういったものを推進する

ということだろうと思います。 

 そういった中で、水辺の話ですとか、今、並行して「緑の基本計画」を改定をしているのですけれども、

その中でも、緑を含む空間の多機能性とかについて、もう少し強調して検討すべきではないかと。それは必

ずしも大丸有エリアだけではないのではないかというそういったご意見もありますので、この本文に溶け込

ませていくという可能性も念頭に置きながら、一方で、例えば新型コロナというワーディングがどこまで５

年とか１０年こういった中に生きてくるのかということについては若干不透明なところもあるので、少しそ

ういう形で切り分けもしながら、本質的なところは本文に落とし込んでいく努力もしていくと理解をしてい

ますので、何かプラスアルファの議論と、あと先ほど来の延長になると思うのですけれども、やはり集積の

在り方に対して我々としてはどう受け止めていくのかと。例えば、開発諸制度などを通じて、東京都さんの

ほうの都市計画として様々なものが今後も引き続き展開していくのですけれども、やはりそういった中でも、

区としては量的拡大から質的な高度化、多様化という姿勢を保つということは今回の議論で整理されている

ので、そういった方向感についてのご意見とか、いや、それは言葉はきれいなのだけれども、具体的にどう

していくのかという様々コメントをいただけたら、今の検討が深まるのではないかなと思っています。 

 

【部会長】 

 はい。ありがとうございます。 

 何かありますでしょうか。 

 伊藤委員。 

 

【伊藤委員】 

 先ほど地区別のところを見ていて気づいたのですが、地区別のところでは、例えば１２０ページで番町・

麹町ですかね、どこでもどの地区もそうだと思うのですけれども、「これからのまちづくり」、（１）注視す

べきひととまち、社会の変化というのがあって、それに対してというのがあるのですが、そう言えば全体で
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そういう部分はあったかなと思いまして、見てみると、多分５ページの「改定の背景」というところの下３

分の１ぐらい、大きな社会変化を展望しまちづくりの目標を見定めていくことが必要ですというところです

かねというか、が当たるのかなと思って見ていたのですが、ここでやはり今すごく本当に社会が変化してい

るところに直面しているので、大きな社会的な変化というのをもうちょっとちゃんと挙げたほうがいいので

はないかなというのが、ウィズ・コロナ、アフターコロナの話も、これ単に感染症の話というよりは、それ

をきっかけに今までも思っていたけれども非常に明らかになってしまったいろいろなことというのが、皆さ

ん認識されていると思うのですけれども、それを感染症の話は急に入れてもしょうがないと思うのですが、

もう少し大きなトレンドとして、全体としての社会的な背景というのがちゃんと書かれていてもいいのかな

と思いました。 

 ちょっと質問なのですが、コラムというのがよく分からなかったのですが、都市マスにくっついてくるの

ですか、コラムというのが、イメージを教えていただければと思います。 

 

【部会長】 

 事務局。 

 

【前田計画推進担当課長】 

 イメージといたしましては、先ほどもエネルギーの関係でもコラムというところで記載があったかと思う

のですが、目次のところをおめくりいただきますと、資料４の冒頭のところで、すみません、もうこちらの

ほうで勝手にといいますか、コラムというところで記載させていただきましたが、第５章の後、「都市マネ

ジメントの方針」ということで、こういったところにコラム化として、それぞれの今回いただいたような内

容も含めて、それにかかわらずほかの全体的なコラムに当たるようなところというのもあるかと思いますの

で、この都市マスの中に併せて記載をして発信していければと考えております。 

 

【部会長】 

 ありがとうございます。 

 伊藤委員、いかがでしょうか。 

 

【伊藤委員】 

 ありがとうございます。なので具体的な話はコラムについては分かったのですが、入れていけばいいと思

うのですけれども、大きな社会的な背景というところを、もう一度先ほどのところに当たるのだとすれば、

書き方を見直してもいいのではないかなと思いました。量から質の話もそうですけれども。 

 

【印出井景観・都市計画課長】 

 もう資料が膨大になってどこに何がということをうまく伝えられないのですけれども、そういうような意

味合いでの記述は分かりにくいところがあれば記載はしていくというところで、それから、あとこの新型コ

ロナを踏まえて、今までも集積のメリットという形で捉えたところについては、やはりそれは過度の集積に
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なっていたとしたら、今回の感染症だったり、あるいは感染症がないまでも首都直下地震であったりとかと

いう中ではやはり大きなリスクとしてありますので、そういったもののオフピーク化みたいな話ですよね。

それらの視点というのも多分この論点のところで出されていますけれども、重要なのかなと思っております

ので、その辺は書き込みつつ、さらにそういったものをうまく都市を回していく上での、先ほど小澤委員か

らありましたけれども、データの活用とか、そういうのも併せてマネジメントの方針の中で埋め込んでいく

と。その埋め込んでいく上で、やはり前段でそういう状況になっていますよねというのをしっかり書き込ん

でいくということはご指摘として受け止めさせていただきたいと思います。 

 

【部会長】 

 はい。ありがとうございます。 

 ほかにございますでしょうか。 

 福井委員。 

 

【福井委員】 

 今の伊藤委員に続くのですが、コラムというのが都市マスの下位のそれから続く事業とか、都市計画にど

う反映されるという位置づけなのかということが気になっていまして、都市マスは描いてありがたいと拝む

ものではなくて、それを基に事業を展開したりするものなので、そこで本文に書かれることとコラムに書か

れることとどう差が出てくるのかということを教えてください。 

 

【部会長】 

 はい。大事なことだと思います。 

 

【前田計画推進担当課長】 

 今現状、お話いただいた中でコラムの取扱いというお話なのですけれども、実際今動ける、ある程度方向

性が把握できるものについては書き込みの中に強めたり溶け込ませたりということの対応ができるかと思う

のですけれども、一方で、まだ対応も含めて、今この時点、改定のタイミングでなかなか方向を取ることが

必ずしも是ではないという状況のものであれば、そういったところも含めて記載することで、時代の変化と

ともにそれをうまく活用していくものとなるのかどうかというところで、そういった形の記載、必ずしもそ

こを書いてあるからやらないといけないというよりは、逆に立ち止まることもできるという位置づけも含め

てコラムの中で記載をしていきたいなと思っています。 

 一方、繰り返しで恐縮ですが、逆に、今、加速させるべきところにつきましては、現行、今回改定版の都

市マスの中で溶け込ませていくべきところだろうと思いますので、記載のほうをより工夫をさせていただけ

ればと思います。 

 

【部会長】 

 福井委員いかがでしょうか。 
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【福井委員】 

 それは分かっているのです。ではコラムに書いたことというのは、その後、区としてどう取り扱うのです

かという意味です。 

 

【印出井景観・都市計画課長】 

 私のほうからも補足させていただきます。 

 実は現行の都市計画マスタープランの中でも、例えばＬＲＴを検討しますとか、あるいは皇居外苑の前の

道路を地下化しますとかということが書かれたりするのですけれども、やはりその時点でもなかなか実現可

能性が非常に低いようなことも多分あったのだろうなと思うのですけれども、ただ、その上位概念としての

二次交通だったりとか、あるいは皇居周辺の環境の向上みたいなところはビジョンとしては十分共有できる

わけです。その辺り、例えば水辺の今後のまちづくりについても、河川沿いを低密度化して公共空間を官民

の連携させていくという方向性はビジョンとしては共有できるので、そういったものを書きつつも、併せて

それを実現していく手法については、やはり若干今の制度の中で強くマスタープランの中で書き込めないと。

そこのところはある種、区としては国や東京都の知恵もかりながら、こう進めていきたい、こういう手法で

行きたいという部分もちょっとあるのかなと思っておりまして、その辺を位置づけとしてはもしかしたら弱

いのかなと思うのですけれども、言葉としてコラム以外にいい位置づけが思い浮かばなかったので、本文と

は別にしながら、将来ビジョンとそれを実現する手法のアイデアみたいな形で打ち出せないかなというのが

今の考えているところでございます。 

 

【福井委員】 

 水辺のことに限らないのですけれども、特にコロナの話というのは、全世界的な状況を見ていると、何も

それで思いついたことではなくて、それまでやろうと思ってきたことをこれを機会にがっと推進するという

ことが起こっていると思うのですよね。ですから、さっきの量から質へという話がありましたけれども、都

市の集積というのは都市を高度利用して更新していくという必要があって、そのときに質を考えなければい

けないということがコロナということを契機に進むのだとすれば、そのことはコラムではなくて本文に書け

ばいいことだと思うのです。具体的なアイデアのことを書き過ぎると確かに困るでしょうから、それはこう

いうことも考えられるということで少し一段下げてもいいのかもしれませんが、そこが議論の熟度が低いか

らコラムにするのではなくて、実現しようと思う方向性についてはきちんと本文に書き込むというのが正し

いと思いますけれども、そこは検討していただきたいと思います。 

 

【部会長】 

 そこは次回以降に少しその結果というか、踏まえていただきたいと思います。 

 ほかにございますでしょうか。 

 では、ちょっと私のほうから一つ。今のほうにも関係するのですけれども、今回、２１ページ、先ほど伊

藤委員が言っていただいて、そのときに、やはり何かここでＱＯＬというのが書かれているのですけれども、
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やはりＱＯＬというのが、今回もコロナで結構ある程度変わってきたのかなという感じがしていて、このＱ

ＯＬの向上というのが、本当に都市マスの中で書かれているのかどうかというのはややここに書かれている

割にはその答えはどこにあるのというのが分からなくて。 

 あと、量的拡大から質と言っているのですけれども、質と言っているときに、何か担い手が見えてこない

のですよね、千代田区の場合には。相変わらず大丸有はもうないだろうと私は思うのですね。大丸有、大丸

有と、エリマネの先端だとは思うのですけれども、では千代田区は大丸有以外のところはないのかという話

で、そうではなくて、千代田区のコミュニティというのは、もう本当に江戸の頃からのコミュニティという

のがずっとあるわけで、そういうものとか、あるいは今回のウィズ・コロナ、アフターコロナの中で、私は

空間がどのくらいいろいろな人たちの行為を誘発できるような空間になっているかどうかというのが非常に、

何というか、それがクリエイティブでもあるし、空間の潜在ポテンシャルを引き出してくるということだと

思うので、何かその辺りがちゃんと質だったり、実際の人間の行為をどう誘発するのか、どういう担い手が

生み出されていくのかという辺りが、何かもう少し明確になってくると受け手というのかが出てくるのかな

と思っています。何となく、やはり千代田区の今後の都市の在り方という話の中で、やはり大企業と大きな

開発主体という話から少しずつ変わってきて、都市の在り方が変わっていく中で今後の都市政策はどうある

べきかというところにも関係してくると思うのですけれども、それが一つと。 

 すみません。もう一つ、ニューヨークは、今、外に店舗があるレストランのみが営業が許されていて、イ

ンのところは営業が許されていないのですね。そう考えたときに、では千代田区の中でニューヨークのよう

に外があるから、何というか、営業ができるよというところがどの程度あるのかなと考えると、何かまだま

だ日本の、一応は１階に店舗は連ねたけれども、それが、では外気だとか、外にあふれ出しはしていないと

いうところも含めて、何かもう少し一歩踏み込んで、何か行為の誘発とかというところも含めて考えていた

だくといいかなと。ニューヨークなんかだと結局パーティーとかも外の広場を止めて、今日はそこはもう屋

外のパーティーに使いますよとかというのを結構やられていると思うのですけれども、何かそういうような

話というのがもう少し出てきてもいいのかなという気がしていますので、ぜひとも何かその辺りも、「緑の

基本計画」のほうでも結構ですので、広場とか道路とかのところをどう使うかというところをぜひともご検

討をお願いします。 

 ほかにございますでしょうか。 

 

【村木委員】 

 今の池邊先生の話にくっつき追加で申し上げると、この間も多分事前のときにも言ったと思うのですけれ

ども、道路空間等で利活用して、そこでカフェ等をやろうとすると、かなり今規制が厳しい。 

 

【部会長】 

 厳しいですよね。 

 

【村木委員】 

 ウィズ・コロナだからそれをもう少し推し進めるというのは民間事業者だけでやろうと思っても無理なの
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で、そこのところこそ官民連携で進めないといけないというのと、プラススマート化というのを考えたら、

公共空間の利活用をもっと進める際に、どこの店舗でもみんなスマホで注文して決済もスマホでやるとか、

そういう先端的なことを実験でもいいから何でも進めてみるとか、それこそ絶対に目立つ千代田区になれる

と思うのですよ。そういうのをやったほうがいい。ただ、ちょっと都市マスとはそれは合わないかもしれな

いですけれども、そういうことを考えるべきではないのかなという感じがします。 

 それとあと、さっき、これまた池邊先生がおっしゃっていたＱＯＬの話ですけれども、ＱＯＬは言うのは

簡単ですけれども、何をもってＱＯＬが上昇しているのかというのは、どこかに定義しない限り非常に難し

くて、そうでないと、どれほど上がっているのかということを評価できない。だから指標をどうするのかと

いうのはもう一つ考えないといけなくて、それがないのだったら２１ページに、ＱＯＬの向上に向けて、い

や、何が上がったから向上したと絶対分からない。都市マスは本当は定期評価しないといけないので、その

評価できないようなものを記載してしまったら、上がった上がったという何か嘘みたいな話になりかねない

ので、そこは少し考えたほうがいいだろうなと思います。 

 取りあえず以上です。 

 

【部会長】 

 はい。ありがとうございます。 

 さっきの、何というか、発注の仕方みたいなのだと、今ちょうど木場公園に、私、事業者選定したのです

けれども、新しい店舗ができまして、発注というか、注文とそれからそれができたよというのが公園のどこ

でもすぐあれできて、ですから、注文に関しても並ぶことがないし、もらうときも並ぶことがないというの

ができています。何か千代田区はどうしても飲食店の行列みたいなのが今までも何か売り物にしていますけ

れども、何かもう少しそういうのも違う形、３密を避けるというのは少し考えてもいいのかなと思います。

行列は何かアジアの人は好きですけれども、ヨーロッパで行列、多少はありますけれども、何かそういうの

はやはりそれがあるからその店舗が好まれるかというと好まれないですよね。行列があるところはみんな避

けたいと思って、むしろ２時間ぐらいちゃんといられるところを選ぶという感じがするので、何かその辺り

も少しまさにＱＯＬというののあれが変わってくるかなと。今のは非常に大事な点なので、まさに成果指標

として、ではＱＯＬをどう評価するのかというのは、これに記載するのかどうかということも含めて、ちょ

っと次回までに検討していただければと思います。 

 事務局どうでしょうか。 

 

【前田計画推進担当課長】 

 ありがとうございます。 

 今、２１ページ目のところのＱＯＬと、あと第５章、２０５ページのところでも都心生活の質（ＱＯＬ）

の向上ということで、どのようにまちを進化させていくかというところで記載をしているところでございま

す。どのように評価していくかというところで、今、都市づくり白書であったりということで、一般的な、

何というのですかね、アウトプット指標的なものはある程度把握できるところは今後も引き続きやっていき

ながら、では、今度はアウトカム指標的なものも考えていかなければならないと、そういったことのご指摘
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もあったのかなと思ってございます。したがいまして、どのような形でＱＯＬの向上を捉えていくのかとい

うのは、一つのお答えになるかは分からないですけれども、引き続き様々に研究させていただきながら考え

ていきたいと思ってございます。 

 

【村木委員】 

 追加で言うと、ＱＯＬの評価をしようとするときに、区全域で取っても大して多分微々たる差にしかなら

ないので、地区で取るということと、そうすると地区で取れるデータがどれだけあるか、どんなものがある

かというのは併せて検討しないと評価できないので、かなりそこは考えたほうがいいと思います。 

 

【部会長】 

 はい。ありがとうございました。 

 時間が大分なくなってきましたが、リモートの先生方、何かご意見ございますでしょうか。 

 

【副部会長】 

 いや、特にありません。 

 

【部会長】 

 はい。中村（英）委員いかがでしょうか。席外されていますね。 

 

【中村（英）委員】 

 特にありません。 

 

【部会長】 

 ほかに何かございますでしょうか。 

 福井委員。 

 

【福井委員】 

 今日、中村（政）委員がいらっしゃらないので、事前の意見交換で出ました議論ですが、全体の議論には

でてきて具体的な項目では記述が減ってしまうのに文化という用語があります。都市計画マスタープランに

文化はなかなか取扱いづらいことだとは思うのですけれども、この目的のところに文化という言葉を使うの

であれば、この都市計画マスタープラン、あるいは都市計画法の枠組みとの関連で文化は何なのかというこ

とについては、もう少し深めないと、書くだけ書いて、では何でしょう、文化的活動、カルチャーなんかが

増えればいいのか。祭りがもっと盛大に行われればいいのか分かりませんけれども、そういうことについて

具体的にどう考えるのかということについてはもうちょっとそれこそコラムでもいいのですが、それこそコ

ラムで考えていただきたいということです。 
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【部会長】 

 確かに。ありがとうございます。 

 私も２９ページにある、「まち、コミュニティの進化を誘発する」というところで、やはりクリエイティ

ブな力を醸成するという話があるのですけれども、文化というと、何か歴史・文化が千代田区はあるからと

いう一言で済まされているのはよくなくて、まさにこれからどういう文化が生み出せる場所なのかという、

そこが多分選ばれるまちという感じになると思うので、その辺りは非常に大事なことなので、ぜひともこの

２９ページをどう反映するのかというところを考えていただければと思っております。 

 ちょっと私もこれが各地域でどう反映されているかというところをまだチェックできてないので、その辺

りもよろしくお願いします。 

 ほか。 

 

【印出井景観・都市計画課長】 

 今のご指摘について、事前に様々なインタビューをさせていただいた中にもあるのですけれども、やはり

緊急事態宣言下のときに、やはりそもそも都市はいるのだろうかみたいな話があったときに、いろいろな皆

さんの意見の中で、やはりリアルに共有できるものは文化であったり、それを具現化するアートであったり

というようなそこに行き着く。そうすると、都市の光源的な要素が文化なのだろうなというのは何となく緊

急事態宣言を経験したことによって、割と皆さんの見方が収斂してきているのかなと思うのです。では、そ

れを具体的に千代田区の中でどう継承し展開していくかと。 

 一つ分かりやすいのは、やはり商業文化の集積みたいなところで、江戸から明治期に当たって千代田区の

中で発展してきた個性的な商業文化の集積みたいな、それはただ単にお店があるだけではなくて、売る側の

人がいて買う側の人がいてというところも含めてですけれども、そういったところの継承、それとやはりフ

ィジカルな、例えば低層部の駐車場の附置義務みたいなことを併せて今後も継承していくというのはあると

思うのですけれども、あともう一つは、やはり少しクリエイティブなところの展開について、例えばここで

も記載していますけれども、アーツ千代田３３３１みたいな拠点から展開をしながらムーブメントに移って

いくという一つの、中村政人先生の取組が非常に可視化されて、評価も様々あるのですけれども、一つ方向

感があるのではないかな。ビエンナーレみたいな取組は、実は大丸有でも展開をしていますし、そういった

ことをもう少し千代田区の中で受け止めて考えて、今、福井先生がおっしゃっていたような形でしっかり書

き込んで、では、今後も間接的にでも直接的にでも行政が、行政はあまり支援してもいけない、あるいはも

しかしたらあまり介入しないということかもしれないのですけれども、そういうことをまちづくりの中で取

り組むような、そんなことについてはもう一回確認をしていきたいと思っています。 

 

【部会長】 

 はい。ありがとうございます。 

 コロナ禍では外国人の方がいらっしゃらなくなったのですけれども、やはり国際人がいろいろな形で集え

るというのも、一つのやはり千代田区の特性だというのも事前に中村（政）委員からもあったかと思います

ので、その辺りもぜひともよろしくお願いいたします。 
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 ほかにございますでしょうか。私の進行が悪くて、大体時間ですけれども、何か一言これは言い残してい

るよ。 

 伊藤委員、何か。 

 

【伊藤委員】 

 いいです。 

 

【部会長】 

 大丈夫ですか。 

 リモートの、小澤委員よろしいですか。 

 

【副部会長】 

 はい。結構です。 

 

【部会長】 

 はい。すみません。ほかには大丈夫ですか。 

 それでは、今日いろいろなご意見が出て、事務局のほうも思った以上に出たかなという感覚があるかと思

うのですけれども、やはり地区別のことをやっていくと、やはりそこには触らずにはいられないという部分

が結構あったかと思うので、都市マスはやはり都市のことをやるのですけれども、そこにはやはり人間活動

があるという部分もやはり無視はできないと思います。ぜひともその辺りも含めて、ＱＯＬの話も含めてご

検討いただければと思います。 

 それでは、事務局に進行をお返ししたいと思いますので、次回以降の進行等についてお願いいたします。 

 

【印出井景観・都市計画課長】 

 それでは、私のほうから、冒頭申し上げましたとおり時間も限られているところもありますし、あるいは

具体的な記述についてコメントをいただきたかったというところももしかしたらあるかなと思っております

ので、先ほど申し上げたように、９月２５日の金曜日までに、例えば資料４のここについてはこういう方向

性で書き込むべきではないか、修正するべきではないかという形でお送りいただきたいと思います。我々の

ほうでそれを踏まえて資料を作成して、池邊部会長とご相談をさせていただきながら、１０月１３日の都市

計画審議会、こちらのほうに、今、素案のたたき台という形で出していますけれども、部会としての素案と

いう形でご提案をしていきたいと思っています。都市計画審議会の素案という形ではあるのですけれども、

この冒頭スケジュールでお示ししたとおり、素案の後に都計審の位置づけとしてもう一回公聴会をやります

ので、もう一回フィードバック、何回も何回もご議論いただいて申し訳ないのですけれども、もう一回フィ

ードバックをした上で、最終的に都計審として区に答申するという段取りになっています。ですので、まだ

今回いただいた意見を親会で議論してご確認いただくような機会はあるかなと思っていますので、よろしく

お願いをいたします。 
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 ということで、私のほうからは以上でございます。 

 ごめんなさい。ということがありますので、次回についてですけれども、目途としては、１１月の中旬を

目途に開催をさせていただきたいと思います。そのときには、一旦都計審でまとめたやつについて、その後、

公聴会を実施しますので、その意見を併せてもう一度議論をいただけるようなタイミングになろうかと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

 

【部会長】 

 はい。ありがとうございました。 

 皆さんお忙しいとは思いますが、９月２５日金曜日までということで、ご意見賜りたいと思います。また

今日いらっしゃってなかった中村（政）委員についてもヒアリングをお願いしたいと思います。 

 それでは、本日の改定部会、これで閉会ということでよろしゅうございますでしょうか。 

 皆様どうもご協力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≫ 

 

 

 

 


