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この『改定素案』は、令和元（2019）年 10 ⽉に千代⽥区都市計画審議会がま
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結果などを踏まえて、内容を素案レベルでまとめたものです。 
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序 章 
千代⽥区都市計画 
マスタープランの基本事項 
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３ 対象範囲 
４ ⽬標年次 
５ 計画改定の⽬的 
６ 千代⽥区都市計画マスタープランの構成 
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都市計画マスタープランは、都市計画法第 18 条の２に規定する「都市計画に関する基本的な
⽅針」として、まちの将来像や⽬指すべき⽅向性、まちづくりの⽅針や取組みについての考え⽅を⽰
すものです。区⺠、企業、⾏政など、多様な主体との間でまちづくりの⽅向性を共有し、連携・協働
しながら、それぞれが主体的に取組みを進めていく際の指針となります。 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

千代⽥区では、都市計画マスタープランを平成 10（1998）年３⽉に策定しました。策定後
20 年が経過し、まちづくりを取り巻く内外の環境が変化するとともに⽬標年次を迎えていることから
改定する運びとなりました。 

 

 

◇定住⼈⼝回復を重視するまちづくりを進化させ、新しい時代の軸となるまちづくりの考え⽅ 
 
◇江⼾開府以来のまちづくりの系譜の中で育まれた都⼼千代⽥ならではの魅⼒・価値を基盤に、

継承と進化の調和を図るためのまちづくりの⽬標・⽅針 
 

◇移動、環境・エネルギー、災害対応、コミュニティなど、未来への様々な進化の要素をまちづくりに
実装していくための⼿がかり 

 

 
 
 
 
 
 

  

１ 千代⽥区都市計画マスタープランとは 

改定千代⽥区都市計画マスタープランが⽰すもの 

まちづくり施策を 
連携して推進する 

ための⽅針 

区の 

都市計画決定の 

基本的な⽅針 

国や東京都、 
他の⾃治体、 

関係機関、区⺠から 
まちづくりに対しての 
協⼒を得るための 

よりどころ 
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区⺠、企業等、多様な主体による取組み・連携・協働※４ 

まちづくり関連施策事業※３ 都市計画 

地域のまちづくり構想・計画等※２ 

 

 

千代⽥区都市計画マスタープランは、「千代⽥区基本構想」及び「東京都市計画区域マスタープ
ラン」に即して策定します。区のまちづくり分野の最上位の⽅針であり、まちづくり関係の分野別計画
は、この⽅針に沿って定めます。 

また、区の基本計画はもとより、⼦育て・教育、福祉・健康、⽂化振興、防災など、他の事業部⾨
の分野別計画や施策との連携・整合を図ります。 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２ 位置づけ 

都市計画法第 18 条の 2（都市計画に関する基本的な⽅針） 

千代⽥区都市計画マスタープラン 
平成 10(1998)年 3 ⽉平成版策定 

  ⇒令和 3(2021)年 3 ⽉令和版【本計画】へ改定 

 
将来像の 

実現に向けた 
都市 

マネジメント 
の⽅針 

テーマ別まちづくりの⽅針 

地域別まちづくりの⽅針 

まちづくりの 
理念・将来像 

“つながる都⼼” 
を実現する 

まちづくり(⼟地利⽤) 
の基本⽅針 

※１︓分野ごとに具体的な取組みを展開するための⽅針・施策をまとめます。 
※２︓地域合意に基づき、特定の地域の即地的なまちづくりの⽅針や取組みを具体化し、都市計画やまちづくり関連

施策のベースとなるものとしてまとめます。 
※３︓都市計画マスタープランや地域の構想・計画に基づき、計画的に実施します。 
※４︓千代⽥区で⽣活・滞在し、活動する多様なひと・組織などの⼒を活かしてまちづくりを展開していきます。 

関連分野の 
個別計画※１ 

上位計画 〔東京都〕 上位計画 〔千代⽥区〕 

ちよだみらいプロジェクト／平成 27 年 3 ⽉ 
－ 千代⽥区第３次基本計画 2015 － 

千代⽥区第３次基本構想／平成 13 年 10 ⽉ 
将来像  
都⼼の魅⼒にあふれ、⽂化と伝統が息づくまち千代⽥ 

 
※都市計画区域の整備、開発及び保全の⽅針 

都市づくりのグランドデザイン／平成 29 年 9 ⽉ 
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千代⽥区全域が対象となります。 
 
 

 

概ね 20 年後を展望し、⽬標年次は、⻄暦 2040 年ごろとします。 
また、社会経済情勢の変化や、まちづくりに関わる技術の急速な進化などを踏まえ、概ね５年ご

とに都市に関わる基礎的調査を⾏い、必要に応じて⾒直しを⾏います。 
 
 

 

⾸都東京の中で展望する未来 

豊かな都⼼・都⼼⽣活のビジョンとまちづくりの進化の⽅向性を⽰す 
 

千代⽥区は、かつての急速な業務地化と⼈⼝減少を背景に、定住⼈⼝回復を主眼としたまちづ
くりに取り組んできましたが、⽬標となる⼈⼝回復を達成した現在、まちづくりの成果・課題の変化を
踏まえつつ、新たなまちづくりの⽅向性を⾒定め、取組みを展開していくべき段階に⼊っています。 

これからのまちづくりにおいては、江⼾から現在、未来への⻑いスパンで、⾸都東京の都⼼として育
んできた魅⼒・価値を改めて⾒直し、まちの⾵格・品格や快適で落ち着きある都市環境、個性ある
界隈の魅⼒・⽂化を未来に向けて継承・発展させていくことを重視していきます。 

また、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技⼤会の先の社会の変化を⾒据え、⾼度な都市
基盤や都市機能、ひと・都市活動の多様性を背景として、グローバルなビジネスや観光・交流などが
展開され、世界の⼈々から愛され選ばれる都⼼として、たゆまぬ進化を続けていきます。 

こうしたまちづくりの進化のため、千代⽥区では、まちの魅⼒・価値と未来への可能性を⾒据え、
豊かな都⼼・都⼼⽣活のビジョンを描き、具体的なまちづくりの端緒となる⽬標・⽅針を定めることを
⽬的として、都市計画マスタープランを改定します。 

  

３ 対象範囲 

４ ⽬標年次 

５ 計画改定の⽬的 
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■江⼾を起源とする千代⽥区ならではのまちの魅⼒・価値・⽂化に 
こだわりを持ち続けることをまちづくりの理念として共有することが必要です 

 

千代⽥区は、江⼾城の⾻格を活かしながら、⾸都東京の顔と
なる⾵格ある街並み・景観や快適な都⼼環境、味わいある界
隈の個性や⽂化が育まれており、明治、⼤正、昭和、平成の時
代を経た現在、改めてその価値が認識されています。 

今後は、こうした機運を捉えて、魅⼒・価値・⽂化を磨き上げ、
都⼼⽣活を⼀層豊かにして次世代に伝えていくことをまちづくりの
理念として明確化することが必要となっています。 

 

■まちづくりの課題の変化に的確に対応していくためのビジョンが必要です 
 

早期に都市化が進んだ千代⽥区では、機能更新が遅れてい
る⾼経年の集合住宅などの建物が増えており、適切な機能更
新・再⽣が喫緊の課題となっています。また、この 20 年間で、地
域によっては、およそ 2 倍になるなど、定住⼈⼝が急激に増加し
たことで、まちの様⼦も変化しました。ファミリー層・単⾝世帯等の
若い世代の⼈⼝の増加や、商業地域におけるマンション⽴地の
急増によりコミュニティや界隈の個性が希薄化するなど、まちの課
題が変化してきているため、今後のあるべきまちづくりの⽅向性を
⽰すビジョンが必要となっています。 

 

■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 
 

Society 5.0 に代表される次世代の社会を展望し、千代⽥区の魅⼒・価値を⼗分に活かしな
がら、次世代の豊かな都⼼⽣活のイメージを描き、区⺠、企業、⾏政などの各主体が新たなまちづく
りの⽬標を⾒定めて、都⼼の魅⼒と価値の創造、まちの課題解決を進めていく必要があります。 

 
・社会と都市の課題の⾼度化・複雑化 

国連サミットにおける SDGs（持続可能な開発⽬標）を強く意識する社会の中で、⼤規模災
害から復興への事前準備、深刻化するエネルギー問題への対応、脱炭素社会への進化など、社
会・都市で取り組むべき課題が⾼度化、複雑化しています。 

 

・⼤きな構造変化が進む⾸都東京 
六本⽊、⻁ノ⾨、品川等の都市再⽣の進展や⽻⽥空港の更なる機能強化等による国際ビジ

ネス交流ゾーンの広がり、リニア中央新幹線を軸とした東京-名古屋-⼤阪の巨⼤経済圏（スーパ
ー・メガリージョン）の形成などをきっかけに、⾸都東京の⼤きな構造変化が⾒込まれています。 

 

改定の背景 

都市の⾻格を形成する内濠（⽜ヶ淵）

マンション⽴地が進む岩本町付近 
（神⽥⾦物通り） 
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・ダイバーシティ社会の推進 

価値観やライフスタイルの多様化とともに、まちに住むひと、滞在・交流し活動するひとの多様性
が増しています。互いの違いを理解・尊重しながら、個々の⼒を源泉として、ICT や⾰新的技術な
ども活⽤して多様なスタイルでつながり、連携・共創による創造的な活動が広がってきています。 

 

・社会の変容に対応して加速するまちづくりの進化 
新型コロナウイルスの影響により、様々なひとの意識や価値観が変化し、東京郊外や地⽅都市

との関係、都⼼での働き⽅、ひとの集積・活動のあり⽅、オフィスの役割、安⼼して豊かに過ごせる
公共空間の役割や可能性などが⾒直されています。 

同時に、社会の変容を⾒据えて、都市のスマート化、ウォーカブルな公共空間などの創造・活⽤
などの取組みが始まっていますが、今後これらの動きが⼀層加速していくことが予測されます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
コラム Society5.0 がイメージする社会      

Socioety5.0 とは、全ての⼈々とモノが情報でつな
がる IoT（Internet of Things）や⼈⼯知能
（AI）、5G 等の情報ネットワーク技術の進化・⾼度
化による⾃動運転技術やエネルギー技術の進化などを
産業や社会⽣活に取り⼊れて、イノベーションを創出
し、⼀⼈ひとりのニーズに応じた社会的課題を解決して
いこうという新たな社会の考え⽅です。 

コラム ダイバーシティ社会の創造性    

ダイバーシティ社会（共⽣社会）とは、性別や
国籍、年齢、障害の有無などに関わりなく、多様な
個性が⼒を発揮し、共存できる社会のことです。多
様な背景を持った⼈々や価値観を包含し受容する
社会で、そこから⽣まれる創造性や競争⼒が社会
の⼒の源泉になると期待されています。 

コラム COVID-19 の感染拡大の経験がまちづくりに与える変化                 

COVID-19 の感染拡⼤や⾮常事態宣⾔のもとでの⽣活を経験して、通勤・通学のスタイルやひととの接し⽅、
コミュニケーションのとり⽅、商業地や飲⾷店街の賑わい、イベント、交流のあり⽅など、我々がこれまで「常識」と
考えていたこと・状態が変化を起こし、新しい「常識」（＝ニューノーマル）に移⾏してきています。 
 

●都⼼のあり⽅は変わるか 

⾃宅や近所のワークスペースなど、オフィス以外の場所で働くテレワークが急速に進展しました。また、学校の
授業がオンラインで⾏われるなど、多くのひとが対⾯によらず、場所を選ばない働き⽅、学び⽅を体験しました。こ
れを契機に企業や教育機関では、ビジネスや教育のあり⽅を変えていこうという機運が⾼まっています。 

こうした状況のなかで、東京（都⼼）へのひとや都市機能の⼀極集中の是正が進みやすくなるとも⾔われて
いる⼀⽅、都市の存在意義、都市機能の集積の必要性は変わらないとも⾔われており、まちづくりを進めるに
当たっては今後の動向を注視していく必要があります。 

●重要性を増す「リアルの場」 
密の回避が求められ、直接顔をあ

わせて交流する機会は減りましたが、
⼈とひととの交流⾃体は途切れませ
んでした。オンライン会議やオンライン
交流会、オンライン飲み会などが積
極的に⾏われ、対⾯によらない交流
のあり⽅が⾒出されました。 

⼀⽅、オンラインでは代替し難いリ
アルな体験、議論、交流の場の必
要性は依然として残り、今まで以上
に⼀層価値のあるものとなりました。 

●質・個性で成⻑するまちへ 

感染症などの拡⼤を避ける
ため、公共空間や個々の施設
の内部に、適切な距離をとり、
密を避けることができる空間が
必要となりました。 

そのため、これまでの単純な
オフィス・住宅の量で成⻑する
都市から、質・個性でまちの価
値を創出し、成⻑することが必
要になってくるのではないかと考
えられています。 

●デジタル化の加速 
家、職場、サードプレイスに加え、

新しいプレイスとしてのデジタル空間
が注⽬されるようになりました。ビジネ
ス、⽣活物資の購⼊、オンラインでの
交流など、様々なことが今まで以上
にデジタル空間で⾏われるようにな
り、COVID-19 が収束してもこの傾向
は⼀定程度維持されると⾔われてい
ます。デジタル化の流れを加速させ、
データ・新技術などを積極的に活⽤
したまちづくりが求められます。 

調整中 
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■⾸都東京の未来創造のフロントランナーとして、 

先導的役割を果たすチャレンジが求められています 
 

千代⽥区は、江⼾城とその城下町をルーツとし、江⼾、明治、⼤正、昭和、平成の時代を通して、
国の政治、経済、教育・⽂化など、様々な⾯から、常に⾸都東京の近代化やまちづくりを先導して
きました。現在も、エリアマネジメントなどの活動を通じて、先端技術をまちに実装し、社会や都⼼⽣
活を豊かに変⾰するイノベーションにチャレンジする機運と多様な⼒が⽣まれています。 

こうした⼒を活かして、時代の先駆けとなる様々な取組みに積極的にチャレンジしていくことが、⾼
度成熟都市を⽬指す⾸都東京のフロントランナーの先導的役割として重要となります。 

 

▼〔参考〕東京都が掲げる都市づくりの⽬標 

〔都市づくりの⽬標〕 
活⼒とゆとりのある⾼度成熟都市 

〜東京の未来を創ろう〜 

〇⾼度に成熟した都市として、先端技術も活⽤したゼ
ロエミッション東京 

〇新たな価値を⽣み続ける活動の舞台、世界中から
選択される都市 

〇環境への配慮、社会への貢献、都市のマネジメント
を取り⼊れた都市づくり 

〇多様な住まい⽅、働き⽅、憩い⽅を選択できる都市 

〇持続可能な都市・東京 
出典︓都市づくりのグランドデザイン／東京都（平成 29（2017）年９⽉策定）より抜粋・整理 
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千代⽥区都市計画マスタープランは、次のとおり、基本事項を定める序章（本章）と５つの章
で構成しています。 

 

序章 
千代⽥区都市計画 
マスタープランの基本事項 

千代⽥区都市計画マスタープランの役割、位置づ
け、対象範囲、⽬標年次、計画改定の⽬的、構
成を⽰します。 

 

第１章 
過去・現在から未来 
に向けて 

江⼾から現在までのまちづくりの系譜、千代⽥区の
魅⼒・価値を整理し、これまでの成果を踏まえて、
今後の継承と次世代の新しい価値創造に向けた
「計画改定の視点と進化の⽅向性」を⽰します。 

 

第２章 
まちづくりの理念・ 
将来像・基本⽅針 

まちづくりのビジョンとして、理念・将来像に加えて、
まちづくり（⼟地利⽤）の基本⽅針や⾻格構
造、エリアの特性に応じたまちづくりの⽅向性、まち
づくりを戦略的に先導していく地域を⽰します。 

  

第３章 
テーマ別まちづくりの⽅針 

 第４章 
地域別まちづくりの⽅針 

まちづくりの７つのテーマを設定し、まちづくりの
⽅針を⽰すとともに、テーマの境⽬なく連携す
る効果的な取組みを⽰します。 

 千代⽥区を７地域に区分し、地域の特性に応
じた将来像やまちづくりの⽅針などを⽰します。 

 

第５章 
将来像の実現に向けた 
都市マネジメントの⽅針 

 

 

都⼼の多様な⼒を活かしながら未来を展望し、
社会潮流の変化や技術⾰新に的確に対応した
まちづくりをタイムリーかつ創造的に変⾰していくた
めの都市マネジメントの⽅針を⽰します。 

 

６ 千代⽥区都市計画マスタープラン 
の構成 

相互に連動 


