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第１０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１２月２１日（金）  午後１時０１分～午後２時３４分 

千代田会館１０階研修室 

 

２．出席状況 

委員定数１０名中 出席６名 

出席委員  ＜学識経験者＞ 

     【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 

           中 村  政 人    東京藝術大学 教授 

           三 友  奈 々    日本大学 助教 

           村 上 公 哉  芝浦工業大学教授 

   関係部署 

           小 川 賢太郎    環境まちづくり部長 

           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 

           谷田部 継 司    道路公園課長 

 

      庶務 

                      印出井  一 美    環境まちづくり部景観・都市計画課長 

 

３．傍  聴  者 

1名 

 

４．議事の内容 

 議題 

（１）千代田区都市計画マスタープラン『答申案』（案）について 

≪配布資料≫ 
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    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「改定素案」に対する意見聴取・公聴会及び意見交

換会の結果概要 

    資料２ 千代田区都市計画マスタープラン「改定素案」に対する意見概要及び対応の方向性 

    資料３ 新旧対照表 

    資料４ 千代田区都市計画マスタープラン『答申案』（案） 

    ≪参考資料≫ 

    参考資料１ 令和２年度第２回都市計画審議会議事概要 

    参考資料２ 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 ウィズコロナ・アフターコロナにおけるまちづくりを考えるアイデアソンの結果

概要 

 

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、第１０回目になります千代田区の都市計画マスタープランの改定

検討部会、始めさせていただきたいと思います。 

 本日は、ご出席をいただきましてありがとうございます。非常に寒い中、コロナ感染症も拡大する中、

ご出席いただきまして、ありがとうございます。事務局の都市計画課長の印出井でございます。 

 本日、進行に当たりましては、恐縮ですが、マスクを着用のままご発言いただいて、若干聞き取りに

くいところがあるかと思いますけれども、よろしくお願いします。確認できない場合は、再度確認させ

ていただくことがあるかと思います。また、本日、小澤委員と中村英夫委員がリモートで参加でござい

ます。会議時間につきましても、小１時間というわけにはいかないですけれども、１時間半を目途にし

たいと思っております。 

 なお、この部会の座長の池邊先生が、急遽、欠席ということになりました。本来であれば小澤先生に

お願いするところですけれども、ちょっとリモートの環境ということもありますので、進行のほうは私

のほうでさせていただきます。ご了解を賜ればと思います。 

 なお、本日、傍聴の希望の申出が１名ございますが、今いらっしゃいましたので、傍聴のほうは許可

してよろしいでしょうか。 

 

※異議なし 

 

【印出井景観・都市計画課長】 

 はい。ということで、では傍聴者の方。 

 

※傍聴者入室 
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【印出井景観・都市計画課長】 

 傍聴者の方につきましては、本部会につきましては、傍聴者の発言を認めておりませんので、ご了解

を賜ればと思います。 

 資料の確認でございます。資料番号を付してないものとして、次第と席次表、委員名簿、３点。 

 資料番号１から、公聴会及び意見交換会の結果概要という資料。 

 それから、２といたしまして、都市計画マスタープラン「改定素案」に対する意見概要・対応の方向

性ということ。 

 それから、３番が、前回のレベルから修正したことをまとめた新旧対照表。 

 資料の４が、これが全体をまとめた答申案の冊子ということになっております。 

 参考資料の１としまして、親会の都市計画審議会の第２回の議事概要。 

 それから、参考資料の２といたしまして、当部会の議事概要、前回のです。 

 それから、参考資料３、これはいつもお示ししていますけれども、改定スケジュール。 

 参考資料の４ということで、後ほどご説明申し上げますが、このマスタープラン改定に当たって、や

はり若年層の意見を聞く機会ということが課題でございました。その関係で実施をしました生徒・学生

のアイデアソンの結果概要。参考資料４ということでございます。 

 ご確認いただきましたでしょうか。 

 それでは、本日の議題ということで、千代田区都市計画マスタープラン、都市計画審議会における議

論を積み上げて区に答申いただくということですけれども、答申案の案ということでお諮りをさせてい

ただきます。 

 事務局からご説明をさせていただきますけれども、資料のボリュームが多いものですから、ポイント

を絞って説明をさせていただきます。 

 

【前田計画推進担当課長】 

 それでは、計画推進担当課長の前田と申します。私のほうから資料の説明をさせていただきます。 

 本日、資料４といたしまして、都計審として区のほうに答申する答申案の案をご用意させていただい

ているところでございます。これまで様々にご議論、ご意見頂戴いたしまして、こういった形で内容の

ほうを整理させていただいているところでございます。 

 本日でございますが、この答申案（案）、これまで整理してきました内容、全体を通しまして、またご

議論、ご意見頂戴できればと、そのように考えているところでございます。 

 それでは、初めに参考資料の３、改定のスケジュールからご説明をさせていただければと思います。

３の横のものになるのですが、ご覧いただいてよろしいでしょうか。 

 こちらはページの右側、令和２年度第３・四半期の部分でございます。ご案内のとおりの部分でござ

いますけれども、前回の部会９月１１日、この後、都計審にてご報告、ご議論の上、改定素案として取

りまとめたものを１１月５日から１２月３日までの間、まちづくりの当事者となる地域のほうから意見

を聞く意見聴取、意見交換会を実施してきたところでございます。本日は、そこで聴取した意見、その
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ほか区議会の委員会等でもご意見頂戴していますので、その対応、また全体を通しまして、皆様より改

めまして答申案についてご意見を頂戴できればと思ってございます。 

 答申案につきまして、第４・四半期のところを見ていただければと思いますが、１月都計審にて報告

をいたしまして、２月に最終答申ということで、ここで区のほうに答申、返していくというスケジュー

ルを予定しているところでございます。 

 それでは、続いて、資料１から順にご説明をさせていただければと思いますが、資料１、こちらでは、

意見聴取・公聴会、意見交換会の結果のご報告と。資料２のところでは、実際の意見、意見聴取で出た

実際の意見と対応の方向性。資料３につきましては、それらを踏まえた新旧対照表を作成してございま

すので、そちらをご報告させていただきます。資料４、こちらは答申案として全編、一式ご準備をさせ

ていただいているというものでございます。 

 それでは、資料１、Ａ４、１枚のものをご覧いただいてよろしいでしょうか。こちらは意見聴取・公

聴会及び意見交換会の結果概要というものでございます。 

 １番、意見聴取の概要のところでございますが、意見の募集期間です。先月の１１月５日から１２月

３日までの間、記載の募集方法によりまして意見聴取を実施してまいったところでございます。 

 ２番、提出者数というところで、36 名の方から。また３番、意見数、こちらは１０８件です。ご意見

を頂戴しているというところでございます。 

 裏面をご覧いただきまして、公聴会及び意見交換会の概要でございますが、公聴会は、開催日の当日、

２０分ほど事務局のほうから概要のご説明を申し上げまして、その後、意見交換を５０分ほど行って、

その意見交換終了後に公述人の方から公述を行っていただいたという流れで進行させていただいたとこ

ろでございます。 

 意見の交換数でございますが、５０件ほどございました。公述につきましては１６名の方から頂いた

というところでございます。 

 この資料の別にちょっと別紙ということで、意見聴取データという表紙から始まるものをご用意させ

ていただいてございます。こちらでは、各会場ごとに詳細を添付しているものとなってございます。参

考としてご活用いただきまして、説明のほうは省略させていただければと思います。 

 続きまして、資料２－１をご覧いただいてよろしいでしょうか。Ａ４横でまとめているものになりま

す。 

 こちらが意見聴取で頂戴しました意見の概要、対応の方向性を整理したものとなってございます。資

料の見方でございますけれども、意見の該当箇所を序章から順に整理いたしまして、意見の概要と対応

の方向性を記載させていただいているところでございます。そして一番右の列のところで、こちらで提

出者の属性も確認できるように記載をさせていただいているところでございます。ちょっと大変ボリュ

ームがございますのでポイントを絞ってご説明をさせていただければと思います。 

 まず、全体を通して申し上げますと、今回、意見聴取をしたときの改定素案が厚みがあるということ

もございまして、意見に対して該当箇所のご説明をするものもございましたし、そのほかビジョンとい

う位置づけから該当箇所で広く受け止めていくものであるよというような形でご説明をさせていただく

もの、また具体的な提案ということで、関係所管と共有、今後のまちづくりの参考とさせていただくも
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の、そういったところで整理しているものも多くございます。そのほか、個別プロジェクトに係るご意

見も多く寄せられてございまして、そちらにつきましては本編のほうの第５章の中で、地域で意見を出

し合う、共通認識をつくる場の検討ということで記載をしているところでございますので、その考え方

に基づきましてまちづくりを進めていくということで対応の方向性のほうで整理させていただいている

ところでございます。 

 また、実際にこうしたプロジェクトに関するご意見頂いておりますので、事務局といたしましても、

改めて地域課題、情報の共有、共通の認識の場の重要性をしっかりと受け止めましてまちづくりを進め

ていく必要があるなというところを認識しているところでございます。 

 これより個別にちょっと幾つかご紹介させていただければと思います。 

 １枚おめくりいただきまして２ページ目のところのナンバー９、テーマ１というところですけれども、

こちらでは都心生活と住環境のところを記載しているところではございますが、千代田区には職住近接、

そういった調和の魅力がありますよと。住環境を守る意味で住宅以外の機能を排除しないで健やかに暮

らすための機能集積の視点を加えてほしいということでご意見がございました。対応の方向性といたし

ましては、まちの文脈に沿ったまちづくりを基本といたしまして、それぞれの地域の特徴がまちづくり

の方針に反映されるものということで記載をしているところでございます。 

 一方で、新型コロナ危機を踏まえまして、そういった考え方もございますので、まちづくりの課題の

中で記載に追記をさせていただいているというところでございます。 

 続きまして、３ページ目、ナンバー１１のところでございます。こちらでは子どもが安心して遊べる

空間、広場の質について定義づけをしてほしいということでご意見を頂戴しているところでございます。

対応の方向性といたしましては、広場の重要性は同様に認識しながらも、地域特性等を踏まえながら、

地域の中での検討を深め、共通認識をつくっていくこととさせていただいているところでございます。 

 おめくりいただきまして、４ページ目から６ページ目にかけてということでございますが、こちらで

は、テーマ６、災害、防災に関するご意見多数寄せられているところでございます。対応の方向性とい

たしましては、災害に備えまして、今般の新型コロナ、また今後の感染症対策も踏まえまして、建物内

の残留、在宅避難の重要性が高まってきておりますので、耐震化というのは当然のことながら、エネル

ギーの自立化などを併せて促進していくということで記載をさせていただいているところでございます。 

 また、おめくりいただきまして８ページ目以降、麹町・番町地域につきましては、全体を通してなの

ですけれども、中層・中高層といった高さに関するご意見多く寄せられているところでございます。こ

ちらでは、維持するといった趣旨のご意見、または緩和を希望する、そういった趣旨のご意見、様々寄

せられているところではございますが、答申案の中では、将来像につきましては「中層・中高層の街並

み」を基本としていくということで記載をさせていただいているところでございます。 

 この街並みを基本といたしまして、地域課題を共通認識した上で課題解決をどう行っていくのか、ま

た住環境を守るためにどのようなまちづくりを進めていくのか、繰り返し恐縮でございますが、トータ

ルなデザイン、今回挙げさせていただいているトータルなデザインの考え方の下、地域にとってふさわ

しい多くの人の共感が得られる形で進めてまいれればと、そのような形で考えているところでございま

す。 
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 ちょっとおめくりいただきまして１６ページ目、１７ページ目のところでございます。 

 ほかのところでもあった部分ではございますが、こちらではコミュニティの課題につきましてご意見

を頂戴しているところでございます。コミュニティの力を強めていくこと、地域でまちを支えていくこ

とということにつきましては、大変重要な視点でございますので、区といたしましても、まちづくりだ

けではなくて、ソフト面での取組も含めて、行政として連携を取りながら推進してまいりたいと考えて

いるところでございます。 

 駆け足で恐縮ではございますが、資料２－２のご説明のほうに入らせていただければと思います。 

 こちらでは、公述で頂戴しました意見の概要、対応の方向性を整理させていただいてございます。こ

ちらもポイントを絞りましてご説明を申し上げさせていただきますと、おめくりいただいて２ページ目、

ナンバー８のところを見ていただければと思います。中段のところです。 

 新型コロナの対策といたしまして、歩道や車道を時間制で開放してはどうかということでご提案を賜

っているところでございます。対応の方向性といたしましては、まさに行政に何とかしてほしいという

ことかと思いますので、しっかりと受け止めていく必要があると。一方で、円滑な交通と安全性の確保

を前提とする必要がございますので、今後のまちづくりの参考とさせていただきながら重く受け止めて

推進してまいりたいと考えているところでございます。 

 続きまして、３ページ目の後半から７ページ目の前半にかけて、こちらも麹町・番町地域のほうから、

公示の際にも中層・中高層の記載に際しまして様々にご意見を頂戴しているところでございます。対応

の方向性といたしましては、先ほどと基本的には同様でございますけれども、中層・中高層の街並みを

基本としていくというところは共通の認識であると。その上で地域課題を解決するために、その枠を一

部越えたものを許容するかどうかについては、地域の中で検討を深めて共通の認識をつくって進めてい

くということとさせていただいているところでございます。 

 おめくりいただきまして１０ページ、ナンバー４８をご覧いただいてよろしいでしょうか。 

 こちらでは、大規模再開発によりまちを活性化させていきたいということでご意見を頂戴してござい

ます。全地域共通してということでございますけれども、対応の方向性といたしましては、こちらもト

ータルなデザインの考え方の下、多様な選択肢から地域にとってとふさわしい制度活用、手法を選択い

たしまして、多くの人が共感が得られるまちづくりの進め方、そのように進めていくこととさせていた

だいているところでございます。 

 また、おめくりいただきまして、１３ページ目、ナンバー６２のところでございます。 

 こちらは岩本町・和泉橋地区のところでございますが、現在「問屋街」というのが既にほとんど存在

しないと。もはや「下町」ではないと。江戸文化の伝統が含まれた地域、洗練されたシティライフを楽

しめる職住近接の都心の居住ゾーンといたしまして、新たなコミュニティの再生を図ることが必要とい

うことでご意見を頂戴しているところでございます。ここは本編にも記載させていただいているところ

ではございますが、江戸からのまちの成り立ち、「下町」として育まれた歴史・文化、今後も地域で共有

すべき重要な要素として認識するとともに、こうしたご意見の下、豊かな都心環境、コミュニティを創

造していくまちとして方針を定めているということでご説明をさせていただいているところでございま

す。 
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 続きまして、資料の２－３ご覧いただいてよろしいでしょうか。こちらは、公聴会のときの意見交換

ということで、その際頂戴をした意見、質疑の概要等を整理させていただいているところでございます。 

 １ページ目のナンバー５をご覧いただければと思います。「地域の共感が得られる」と。まちづくりと

いうことでしっかりと実施していきなさいということで意見を頂戴しているところでございます。この

ご意見、先ほど来ちょっとトータルなデザインということでご説明しているところではございますが、

第５章、地域共通の認識の場の在り方の検討を含めてということで記載しているところでございますが、

行政としてもしっかりやっていかなければならないと、取り組んでいかなければならないということで

認識をしながら改定後に進めていければと考えているところでございます。 

 続きまして、おめくりいただいて、３ページ目ご覧いただいてよろしいでしょうか。ナンバー１３と

１６をご覧いただければと思います。 

 こちらでは、自動運転バス、電気自動車化に伴う電気ステーション等の設置について意見を頂戴して

いるところでございます。技術革新の進展に合わせまして、交通ネットワークの確立について記載をし

ているところではございますけれども、健康面、防災面、環境面の側面もございますので、テーマを縦

割りに対応せず、テーマ間の連携を取りながら具体の施策も含めて推進していくということで認識をし

ているところでございます。 

 おめくりいただきまして、４ページ目以降、こちらは地域別の意見交換も様々に、具体のまちづくり

についてお話を頂戴しているところでございます。こちらは改めまして情報の可視化、メール化等も行

いながら、共通認識を持ちましてまちづくりを進めていければと考えているところでございます。 

 それでは駆け足で恐縮です。資料２－４、ご覧いただいてよろしいでしょうか。 

 資料２－４でございますが、区議会の委員会の中で頂戴したご意見、東京都の区域マスとの整合性の

対応につきまして整理をさせていただいてございます。これまでも千代田区議会の委員会のほうにも報

告しながら進めてまいったところではございますけれども、改定素案に対しまして改めてご意見を頂戴

してございますので、記載をさせていただいてございます。 

 ちょっと全体的にご説明をさせていただきますと、手に取った人に分かりやすい、利用していただけ

る際の工夫であったり、記載の仕方として何が課題なのかというところを端的に記載して対策・立案と

いったつくり込みの仕方にすることが重要ではないかとか、またそのほかＳＤＧｓなど、みんなで共有

していく目標をしっかりと記載していくべきなど、様々にご意見を頂戴しているところでございます。

これまでも委員の先生方からもご指摘を頂いているところではあるかと思いますが、ちょっと事務局と

して至らないところもある中、現段階において対応が取れる部分につきまして、変更、追加する方向で

対応の方向性を取らせていただいているところでございます。 

 それでは、続きまして資料の３、ご覧いただいてよろしいでしょうか。新旧対照表というところでご

準備させていただいてございます。 

 こちらは誤字であったり、記載の順序、表現等、内容の変わらないような修文は除かせていただいて

いるものでございます。資料の見方といたしまして、一番右の列の部分、指摘ということで、変更を加

えた根拠、内容となる事項を記載をさせていただいているところでございます。こちらは先ほどの資料

２－１から２－４ということで併せてご確認をいただければと思います。 
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 資料のご説明に入らせていただければと思いますが、まず全体を通しまして、新型コロナに関する記

載を追記させていただいているところでございます。現時点で本日の時点でもなお収束されない状況を

踏まえまして、これまでも委員の皆様からご指摘のあったところではございますが、序章、そういった

背景のみならず、キーワードといたしまして全編にわたって可能な限り追記をさせていただいていると

ころでございます。 

 また、コラムにつきましても、先生方にちょっと監修ということでご協力をお願いさせていただいて

いるところでございます。改定までの間、情勢等踏まえながら作成してまいりたく考えているところで

ございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、そのほか変更箇所を幾つかご説明をさせていただきます。 

 この１ページ目の大きな升の一番上のところでございますが、こちらも委員の皆様より同様の趣旨を

頂いていたところではございますが、今回の新型コロナ危機から単に復興する、元に戻すと、回復させ

るというものではなくて、よりよい復興の仕方をしていきましょうと。今より経済面、環境面など、復

興を機会にいいものにしていきましょうということで記載をさせていただいているところでございます。

ちょっと東京都のほうはサステナブル・リカバリーという表現を使っているところでございますが、こ

こはちょっと括弧書きとさせていただきまして、日本語で、今回の蔓延からの持続可能な回復というこ

とで記載をさせていただいているところでございます。 

 次に、この下のところを見ていただければと思いますが、序章の２の真ん中のところですね。こちら

では、ちょっと予測しがたい災害であったり、２０年間の歩みに対する環境への問題意識を明確にする

ようにということでご意見等もございましたので、記載を強化させていただいているところでございま

す。 

 おめくりいただきまして、４ページ目開いていただいてよろしいでしょうか。４ページ目の一番上の

ところでございます。こちらは東京都の区域マスタープランとの整合性という意味で、ちょっと東京高

速道路の再生を含めたというところで追記をさせていただいているところでございます。 

 また、おめくりいただきまして、８ページ目、９ページ目、こちらでは特に災害がテーマということ

もございまして、先ほどの新型コロナ危機を踏まえた記載を多く追記をさせていただいているところで

ございます。 

 おめくりいただきまして、１１ページ目、下から二つ目のところでございます。第４章の麹町・番町

地域のところでございますが、こちらでは、老朽マンションが実際にある中で、災害時に備えた耐震化

等についてのご意見を踏まえまして、記載のとおり、防災性能であったり耐震化、エネルギーの効率

化・自立化といった記載の追加を行っているものでございます。 

 おめくりいただきまして、１３ページ目、下から三つ目の部分でございます。こちらは環境創造軸と

してご意見を賜る中で、既に親水性の記載等はあるのですけれども、大手町、神田エリアの結束点とい

たしまして、回遊性の向上、環境に配慮したまちづくりを進めるということで記載をさせていただいて

いるところでございます。 

 また、おめくりいただきまして、１４ページ目、一番下の神田駿河台一・三・四丁目の部分でござい

ます。こちらは御茶ノ水駅の改良工事の状況等踏まえまして、周辺地域でつながる安全で歩きやすい道
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をつくることを追記させていただいているところでございます。 

 また、ちょっとおめくりいただきまして、１８ページ目、最後のページご覧いただいてよろしいでし

ょうか。こちらでは、マネジメントの手法の確立ということで、そういった部分でございますけれども、

ご意見を頂く中で、エリマネの活動、課題といいますか、ちょっと追記をさせていただきまして、こち

らも改定後の宿題になる部分ということではございますけれども、一番下のところ「エリアマネジメン

ト推進ガイドライン」の策定に向けて検討していくということで記載、明記をさせていただいていると

ころでございます。 

 続きまして、資料４、答申案の（案）、こちらは冊子としてご用意をさせていただいているものでござ

います。基本的には改定素案のところから、先ほどの新旧対照表の部分を変更をかけていることとなり

ますので、説明自体は省略ということでお願いをいできればと思います。 

 最後に、参考資料４をご用意いただいてよろしいでしょうか。Ａ４、１枚のものとなってございます。

大変資料が多くて恐縮です。よろしいですか。すみません。 

 こちらは、直接都市マスに対してのご意見を聞いているものではございませんが、現在、改定作業を

進めておる中、２０歳未満のまちづくりに対するご意見を聞けておりませんでしたので、このたび、生

徒・学生を対象といたしまして企画として開催をしたものがございますので、ご紹介をさせていただけ

ればと思います。 

 タイトルは「ウィズコロナ・アフターコロナにおけるまちづくりを考えるアイデアソン」と称しまし

て、区内在住・在学の中学生から大学生を対象といたしまして、参加を募って実施してまいったもので

ございます。 

 １番、開催の背景・目的でございますけれども、こちらは新型コロナ危機によりまして、生徒・学生

におきましてもオンライン授業であったり、学校の行事の中止であったり、また友人との対面機会の減

少等、多くの生活変化を受けている状況があると。そうした中、まちづくりのアイデアをばくっと聴取

しましても、なかなかちょっと取りつきにくいというところもあろうかと思いますので、道路・公園・

水辺などの既存ストックの利活用につきまして、アイデア検討ということでこういった企画を開催した

ものでございます。 

 ２番、概要のところでございますが、こちらは先月２８日土曜日にオンライン形式、Ｚｏｏｍを使い

まして実施いたしまして、参加者につきましては中学生から大学生の８名、あと講師といたしまして法

政大学の杉崎先生にファシリテーターをお願いいたしまして開催をしてまいったところでございます。 

 ３番、検討テーマ及び主な意見というところでございますけれども、大きくテーマを三つ設定しまし

て、ルームを分けてといいますか、アイデア出しをお願いをしたという中で、１点目、スポーツ環境に

つきましては、道路、屋上を使ったスポーツの実施、公園や空き地、駐車場、道路、ビルの公開空地を

活用しまして運動会等実施できないだろうかと。また、そうしたところで実施することによりまして、

地域との関わりが生まれるんではないかというところのアイデアが出てきたというものでございます。 

 ２点目、公共空間・コミュニティについてでございますけれども、こちらはコロナ禍におきまして道

路空間ですね、地域の方と顔を合わせることができる貴重な空間だよねと。また、出会いの場という視

点から考えると、スタンプラリー等を用いまして、歩いて交流を促すことができないだろうかというこ
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とでご意見があったところでございます。 

 続きまして、学習環境については、外で勉強ができるところが区内いろいろなところにあるといいよ

ねということで、さらにはその際、天候等に左右されないような環境が欲しいよねということでご意見

がございました。 

 また、安全・安心、公共性の観点から、管理者、利用時間の設定といったルールもつくっていく必要

がありますよねと。 

 そのほか具体的には、公開空地など、屋根つきの空間として天候に左右されないような形で利用でき

ないかなどといった具体的なアイデアもあったところでございます。 

 こういった都市マスを描く２０年、まちの将来の２０年を考えますと、２０年後はこういった世代が

まちの中核を担うということもございますので、まちづくりの参考としながら、都心生活の質の向上、

ＱＯＬの向上を図ってまいれればと考えてございます。 

 本日は、ご報告、ご紹介ということで、この結果についてはご報告させていただいたところでござい

ます。 

 資料の説明は以上です。 

 

【印出井景観・都市計画課長】 

 はい。ということで、非常にボリューム感のある資料の説明を３０分程度でさせていただいたところ

です。これから各委員の皆さんにご指摘をいただくところですけれども、いろいろ視点があろうかと思

います。各先生方のいわゆる専門分野、そういう見方もあるでしょうし、あるいはそれぞれちりばめら

れている方針図の指摘ですとか、様々あるかと思いますので、今日はご意見を頂いてということで、１

月の都市計画審議会に向けて答申案としてさらにもう一段ブラッシュアップしていくということになり

ます。 

 冒頭申し上げましたとおり、ちょっと池邊部会長がご欠席なので、若干事前にご説明をさせていただ

いたときに、幾つか論点等についても伺っていますが、それは後ほど申し上げながら議論を深めていく

ということですけれども、ちょっと会議の運営上、最初にリモートでご参加いただいている小澤先生、

中村先生のほうからご意見をまず賜ればと思うのですけれども、小澤先生いかがでしょうか。 

 

【小澤副部会長】 

 いいですか。 

 

【印出井景観・都市計画課長】 

 はい、どうぞ。 

 

【小澤副部会長】 

 前にもご説明いただいたときにお話ししたんですけれども、都市計画マスタープランが現在の都市計

画行政、特に千代田区で行われる実務的に都市計画の未来広報であると思うのですが、それに具体的に
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どう役立ってきているのかという点について、やはりこれまでの目標も評価しながら、今回の都市計画

マスタープランが今後どう生かされていくのかという部分について、何か共通認識をみんなで持つ必要

があるのかなという気がしたので、前回もそういうお話をしたのですけれども、マスタープランができ

たからそれで終わったということではなくて、これが実際に実務に役立っていくというのが必要で、そ

れを見える形にだんだんしていくのが必要かなと思いますので、そういうご議論もこういう検討部会の

場では、一応皆さんの意見も聞いておいたほうがいいかなと思いました。 

 以上です。 

 

【印出井景観・都市計画課長】 

 はい。ありがとうございます。 

 今回の答申案の案の中にも、それぞれのテーマに対応して、例えば、水辺のまちづくりのガイドライ

ンを策定するとか、地域エネルギーデザインとまちづくりという形で示していくとか、あるいはエリア

マネジメントガイドラインを作成するみたいなことがそれぞれのテーマの中でちりばめられているとこ

ろでございます。その辺りをこのマスタープランの中ではアクションプラン、実施計画という形には落

とし込んでないですけれども、その辺をしっかり確認していく必要があるのかな。要は何か誰も否定で

きないようなことはまとめているのですけれども、具体的に何やるのという話なのかなと思います。今、

小澤委員から頂いたような具体的にこういうことをやるのかどうかも含めて、またほかの委員の方から

もご意見頂ければなと思います。 

 続きまして、中村先生はいかがでしょうか。中村英夫先生。 

 

【中村（英）委員】 

 はい。よろしいでしょうか。 

 

【印出井景観・都市計画課長】 

 はい。どうぞ。 

 

【中村（英）委員】 

 ちょっと最終段階になったところで恐縮する点もあるのですが、私、千代田区さんの中で、神田警察

通りという神田駅から東西に走る道路の沿道まちづくりに少し最近関わらせていただいておるのですけ

れども、例えば、資料４の３４ページに、区全体の骨格構造の絵があって、回遊軸とか、そういう議論

も最初の頃にさせていただいてきました。３４ページになります。 

 例えば、神田で行きますと、南の大丸有の丸の内の仲通りが南のほうに行くと日比谷のほうに行きま

すし、川を人道橋が今これから造られますけれども、それを渡って神田のほうにまたその軸が延びてく

るだろうみたいな議論があって、このような形で回遊軸、南から伸ばしていただいておるのですけれど

も、大手町の上のほうに神田警察通りという東西に走っている道路がございます。ここが私が今関わっ

ているエリアですが、実は、ここら辺で言うと、何年か前から沿道のまちづくりの考え方をやっている
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中で、神田駅側の少し賑わいのある職務ゾーンとか、ちょうどこれで言うと神田警察と書いた辺りが文

化とか交流とか、三つのゾーンに分けて考えているのですけれども、今年の春に、ちょうどこれで言う

と警察という辺りに、昔の電機大の跡地の開発が行われて、だんだん警察通りとしてはちょうど中間地

点に地域の核になるような開発が行われました。それで神田を中心にちょっと眺めてみますと、実は警

察から今度上に上がっていきますと、ちょうど私の学校がある神田駿河台の辺りの坂道になっていくの

ですけれども、この地図には載っておりませんが、ちょうどこの明大通りと本郷通りの間の、何という

のですか、お茶の水仲通りというのかな。 

 

【印出井景観・都市計画課長】 

 はい。仲通り。 

 

【中村（英）委員】 

 中間のちょうど靖国通りがぐにゃっと南に下がっていく真ん中にちょうど下りてくるところがあるの

ですけれども、ちょうどこの延長線上のところで新たな核ができたというのもございます。そういう意

味で言うと、ちょっとローカルな話で申し訳ないのですけれども、最初の頃は南から上がってくる軸で

眺めるとこの回遊軸はしっくりいっていたのですけれども、逆に北から眺めると御茶ノ水駅、そしてお

茶の水仲通り、そしてこの神田警察の辺り、旧電機大の辺りというこういう軸もあるのかなとちょっと

見えてまいりまして、ただ、それをどうこうしろというのは具体のアイデアはないのですけれども、ち

ょっと何か表現ぶりか何か検討できないかなと思った次第です。 

 これは全体の区の図になりますが、エリア別で言うと、１６０ページの神田公園の辺りの地域の図に

なるのですけれども、これですね。これのところの靖国通りというところと神田警察通りという、ちょ

うどこの真ん中辺りを結ぶ軸線がもっと北から下りてくるのですけれども、北から考えるとそういう軸

もあるかなという思いをちょっと最近よくしておりまして、何らか考えられないだろうかと感じてござ

います。 

 取りあえず１点、ご意見というか、申し上げました。 

 

【印出井景観・都市計画課長】 

 はい。ありがとうございます。 

 今のご指摘、大丈夫ですか。 

 

【前田計画推進担当課長】 

 私のほうから幾つかちょっと確認をさせていただければと思います。 

 今、ちょうどこの資料４の４０ページ目のところでございますが、戦略的先導地域というところの右

下のところでは、今回この神田警察通り沿道のところで東西南北の回遊性を向上させるというところを

一つ触れて、ここに対しても様々ご意見がありましたので、追記をしているところでございます。 

 あと、今、中村先生から頂いたところですが、ページで言うと１７２ページ目ですか、ちょっとほか
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の図でもいいのですけれども、ちょうど通りとしては神保町地域、そして万世橋地域ですかね、この中

間に位置するのかなということで、例えば１７２ページ目で見ていただきますと、一番左のところにお

茶の水仲通りと、ここの部分のことをおっしゃっていただいたのかなというところでよろしいですかね。

ここのお茶の水仲通りから北から南に下りてきてという南北の軸というところかと思います。 

 

【中村（英）委員】 

 そうです。 

 

【前田計画推進担当課長】 

 まず、このお茶の水仲通りのところですが、確かに意見聴取の中でもそういったエリアとして回遊軸

としての位置づけというご意見等頂戴しているところではございまして、実は御茶ノ水駅、全面改良の

状況であったり、こうした拠点としての位置づけがあると。さらには靖国通りまでの通りの考え方、ま

た神田小川町のスポーツ店街であったり神保町の書店街との連携、さらにはこの通りの部分におきます

大学等の機能更新の状況と、そういった熟度であったり、緑の連担性の考え方からしましても、今ちょ

っとお伺いした形ですと、この南北に下りる靖国までの下りる軸というのは一定程度軸として記載する

こともいいのかなと、すみません、事務局として感じているところでございます。 

 あと、その先のちょうど新しい開発が行われたところになりますと、先ほどの１６０ページ目の図の

ところになるかと思うのですが、まだそこまで軸としては通ってはないのかなというところもちょっと

見受けられまして、今、軸までの位置づけには至ってないのですけれども、この靖国から南側について

は防災的な話とかも今後あるかと思いますので、今、ご意見として伺ったところを確認させていただい

て、どこまで軸としての記載が可能かどうか、あるいは進捗を見ていくような感じでの対応を取らせて

いただくのかどうかというところを整理させていただければと思いますが、いかがでしょうか。 

 

【中村（英）委員】 

 はい。ありがとうございます。 

 おっしゃるように靖国通りで今はどんつきになっているのです。ちょっと横にずれて大学のエリアに

下りていくとなっておりますので、なかなかきちっとした表現は難しいかもしれません。ただ、おっし

ゃっていただいたように、北側の通りが今、今というか、道路自体も緑と歩道空間を広くし、そして今

いろいろと関わっておりますので、という中で、北側の交流軸になっておりますし、あと、電機大の辺

りがちょうどさっきも申し上げた東西のゾーンの三つの中の真ん中になっておるのですが、ちょうど真

ん中のゾーンのへそというのか、ちょうど真ん中の核になるようなエリアになるので、軸という考え方

もありますし、一方で、この神田公園地域の中の均一の中で、何らか三つのゾーンのそれぞれの何か核

といいましょうか、ちょうど踏まえた方向で考えていくみたいな記述ぶりが少し入ってもいいのかなと

思います。ちょっと今具体のアイデアは浮かんでおらないのですけれども、事務局のほうでもう一回見

ていただけないだろうかなというのがご意見になります。 
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【印出井景観・都市計画課長】 

 はい。ありがとうございます。 

 明確な街路レベルの軸としての位置づけという観点と、あと拠点としての今後の、何ですかね、成熟

というのですか、いわゆる人の集積があり、それから周辺からのオープンスペースが活用があり、それ

がどのように成長していくかということも見据えながら、もう一つ我々も開発に当たっては、災害時の

防災拠点という機能を強く求めた経緯があると。だとすれば、そこに向かう何か人の流れというのもし

っかりイメージしていく必要があるかなと思いますので、ご指摘を踏まえて少し位置づけ等検討させて

いただきます。 

 ありがとうございました。 

 

【中村（英）委員】 

 はい。すみません。ありがとうございます。 

 

【印出井景観・都市計画課長】 

 そういうことで、それでは、リモート参加のお二人の委員から意見を頂きましたので、この後、リア

ル参加の先生方からコメントを頂ければと思うのですが、どなたからでも結構ですけれども、ちょっと

なかなか全体を通じて見切れてない部分もあると思うので、専門分野を中心に。 

 もし今すぐなければ、先に今日ご欠席の福井先生から頂いているご意見があるので、紹介させていた

だきますけれども、よろしいでしょうか。 

 

【前田計画推進担当課長】 

 はい。ありがとうございます。 

 福井先生のほうからご意見賜ってございまして、こちらは、今回、新たな日常ということで、そうい

った対応と、そういったことが記述自体は各所にされていると、追加されたということであるのですけ

れども、そういったところ、個別地域での対応だけではなくて、全体を通してオープンスペースの質的

向上であったり、拠点的空間の整備、それらのネットワーク化をはっきりとした言葉で語っていただく

と分かりやすくなるのではないかということでご意見を賜っています。 

 具体的に申し上げますと、２章のテーマ２、「緑と水辺がつなぐ良質な空間をつくり活かすまちづくり」

の部分で、緑や水辺の連続性の確保が課題として取り上げられているというところではあるけれども、

こちらに緑や水辺に付随する歩行者が通行できるスペースの連続性確保の方向性を明示していただける

とよいのではないかということで意見を賜ってございます。そうすることで日本橋川、神田川沿いのガ

イドラインの件、この文脈で位置づけすると全体の一貫性も増してくるのではないだろうかというとこ

ろでご意見を賜っています。 

 さらには、それが環境創造軸であったり、都市機能連携軸、エリア回遊軸、そういった軸とどのよう

に関連するのかについても分かりやすく示すことでよりよいものができるのではないかということでご

意見を頂戴しているところでございます。 
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 ちょっとご紹介とさせていただいて、私どものほうでもこれらの頂いたご意見踏まえまして、ちょっ

と修正対応のほうをさせていただければと考えているところでございます。 

 

【印出井景観・都市計画課長】 

 はい。今日ご欠席の福井先生から事前に頂いておりました意見をご紹介さしあげました。 

 それでは、先ほどちょっと冒頭申し上げました、池邊先生のほうから、毎回、部会で中村政人委員と

エレベーターが一緒になると、なかなか難しい、指摘しても反映されないのですよねというちょっとご

発言があって、池邊先生は非常に共感をしているところですけれども、私も文化とか芸術とかアートと

かという観点からこのマスタープランというのを少し今回様々書き込むことについてはいろいろ進めて

きたつもりではあるのですけれども、改めて少し全体を通じて、もう一回ちょっとワーディングの観点

から見てみましたら、文化という言葉は非常にあちこちで使われていまして１９２か所、歴史が１２４、

景観が９０という形で、ここから芸術となるとぐっと少なくなって２２、クリエイティブとなると２０、

さらにアートとなると１５というデータが出て、私も改めて確認したら、要は具体的に何をする方向感

というのが示されていないのかなというのをちょっと今回全体を通じて感じています。この辺は後ほど

中村政人委員から頂ければと思うのですけれども、そう思ってそういうデータを踏まえて見返してみる

と、例えばテーマ別まちづくりのテーマの２、いわゆる水辺と緑ということで、５３からのテーマだっ

たり、あるいはテーマの３、景観の面だったりというところで、確かに具体的な取組の方向感、テーマ

の２はオープンスペースからまちづくりを考えるというところですけれども、例えば５６とか５７とい

うところにはアートという言葉がなかったのです。だからこういうところの中での取組だったり、ある

いは景観のところでも、改めてそういうデータから見てみると、歴史性とか、要は既存のものを守って

いく、風格的なものは守っていくという観点からはあったのですけれども、何か新しい取組とかという

ことについてはちょっと今改めて見るとないのかなと思って、その辺りも含めて池邊先生のほうから、

ぜひ中村政人委員からも、何か姿勢として文化ということに対して大事にしているのだよということは

ちりばめたのですけれども、具体的に何をどう展開するのかということについてご指摘いただいたらど

うかみたいな話があったので、いかがでしょうか。 

 

【中村（政）委員】 

 そうですね。今、文化という言葉が１００以上あって、芸術という言葉とまたアートという言葉とク

リエイティブという言葉と、それぞれ多分概念上この中で使い分けていると思うのですけれども、まず、

それを千代田区のこの場所でこのものがまた今の中で文化という言葉の何を示しているのか、ではアー

トという言葉の何を示しているのかという、具体的イメージが見ていると見えてこないのです。千代田

区さんがまず管理運営している文化施設はどこにあるのですかと。まずどこにあるのですか。千代田区

が管理運営している施設。３３３１は指定管理ではないので民間と連携ですよね。といったときに、区

民からしても、この僕らが住んでいるエリアの中のこの場所は区が運営している文化施設、または芸術

に関する取組が享受できる施設というところがちょっと具体性が見えないのです。多分、千代田区立の

美術館があるとか、ないですけれども、ほかの区にはあるわけなので、区民の人たちが集まって何か活
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動できるような場所、それもありますよね、いろいろ指定管理でやっているところとか。そういうとこ

ろも含めて、区が行っていることと民間が行っていることと、何かその辺の線引きがすごく曖昧なので

す。なので、一つは文化という言葉を使っているときに、文化施設、場所なのか、その場所が空間的な

活動をそこで区民ができるところなのか、石碑のような何か歴史的なものなのか、領域がまたがるとこ

ろがあるとは思うのですが、やはりそこがどこかに欲しいですよね。つまり、将来、今はこうだけれど

も、これだけの文化芸術施設が今後こういう目的で増えてきますよとか、このエリアにはこういう特殊

な空間、特殊な都市の構造だからこそクリエイティブなこういう場所が今後必要ですという具体性がど

こかに欲しいなと。そこはどうですか。 

 

【印出井景観・都市計画課長】 

 ありがとうございます。 

 先ほど私のほうでお話ししたのもかなりイメージとしては近しいところがあります。一つは、いわゆ

る縦割り行政の中で恐縮ですけれども、文化部門が考えていく官民の例えば施設とか、あるいは事業と

かの役割分担とエリア的にどこにプロットするのかが一つあって、文化芸術プランの中で様々に議論を

されていて、それも非常に難しい、アートスクエアといいながら、実は３３３１でニアリーイコールだ

けれども、何ですか、概念的に切り分けていたりして、非常に難しいような状況になっているところで

す。こういった文化施設をどうプロットするかという議論というのは、なかなか都市計画、まちづくり

と、いわゆる公共施設の適正配置という役所の中の二つの意思決定の中で難しい部分があって、そこに

ついては、では都市計画部門が決めるのかみたいな話にもならないものですから、ちょっと大きな宿題

としながら重要な指摘ということで受け止めさせていただいて、あともう一つは、やはり文化の意味合

い、例えば神保町であれば、多分商業文化、神保町の小川町とか、商業文化とか産業の集積とかが文化

になっているとかという、いろいろな切り口があって、大丸有であればアートとビジネスみたいな話と

か、パブリックアートみたいな話があって、そういったもののエリア的なちょっと整理みたいなものも

したり、あるいはどうアートとして展開して文化的なまちにしていくのかみたいなところというのは、

ちょっと正直言って我々うまく整理できないところがあるので、できれば中村政人委員のほうに、ちょ

っとそういう補助線みたいなコラムとして寄稿していただけたらと思っているところなのですが……。 

 

【中村（政）委員】 

 ええ、そこですか。 

 

【印出井景観・都市計画課長】 

 そこは、ただ、もし我々のほうではさっき言ったように、ちょっといろいろなエリアにちりばめてあ

るのです。神保町だったらこんな感じですよね。文化、アートとしての展開、やはり秋葉原、万世橋、

和泉橋エリアだったらこうで、神田古町の辺りだったらこうで、丸の内はと。それから永田町とかとい

うエリアの特性に応じた展開感はイメージはしているところですし、では、それがどういう効果を持っ

てくるのか。丸の内だったら多分アートが都市観光の重要な要素かもしれない。神保町であればもう少
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し違う、インバウンドではなくて、それこそ東京の国内の人たちがとか、何かそういうエリア感みたい

なものを整理できるのかなと思っておりますけれども。 

 

【中村（政）委員】 

 そうですね。例えば神保町の古書店街というのは、当然ですけれども、それはもう誰しもがそこにた

たずむと、本の集積の密度そのもので文化を感じますよね。でも、その神保町が抱えている課題が、例

えばそれがこのマスタープランの中に、将来あそこが消えていく可能性も含めて、どういう課題を抱え

ていて、あの文化を残すためには何が必要なのかというところは見えてきにくいのですよね。書いてあ

るのかもしれないのですけれども、見にくくて、例えば大手町大丸有のエリアでも、最近ＳＤＧｓとい

うことをかなりイベントでも強調しているものが出てきていて、そのこと自体はとてもいい方向だなと

思うのですね。ただ、そこで、ではその大手町大丸有がどんどん拡大して神田のほうまでやってきて、

その流れがそのまま来たときに、では大手町大丸有の文化というものと神田が形成してきている文化の

関係をそのまま高層化していくビルの中に捉えてしまっていいのかということも当然ありますよね。ち

ょうど僕は小川町に住んでいるので、それをすごく感じるのですよ。高層化した中で結局建てる前は低

層部は文化をつくるといっていても、結局やらないことが非常に多くて、それがこのマスタープランの

中にどう前ぶりというのですか、評価していくのか、こういうことをやろうという考え方は見えるので

すが、どうも実際取り組んだ結果をどのように評価していくかという部分の指針がちょっと欠けている

のではないか。なので、文化はどんどん言葉ではつくれるのですけれども、実際にそれをつくっていく

というのは丁寧に蓄積していかないと基層文化というのは基層をなさないのです。壊したらもう終わり

なので。なので、その辺のところがいつもちょっとこの会議の中ではいつも感じるところです。 

 

【印出井景観・都市計画課長】 

 ちょっと今いろいろご意見頂いたり、我々のほうも検討経緯を披歴したりしているところで、ゼロか

ら何か書いてくださいという形ではなくて、こんなふうにまとめたらいいですかねというのを……。 

 

【中村（政）委員】 

 難しい。 

 

【印出井景観・都市計画課長】 

 ちょっとご相談させていただければと思います。 

 

【中村（政）委員】 

 はい。 

 

【印出井景観・都市計画課長】 

 やはり千代田区における文化、古いもの、今動いているもの、新しいものというものの中、それから
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非常に個性が豊かな界隈の中でそれぞれ展開するものというところについては、しっかりまちづくりの

中でも整理する必要があるのかなと思っています。それが強みだろうなと思います。 

 では、ちょっと、今、文化的な話になってきたので、多分、伊藤先生とかもこれにつながるようなご

意見がおありかなと思いますので、いかがでしょうか。 

 

【伊藤委員】 

 はい。２ページですけれども、最初のところです。赤文字で加えていただいている新型コロナ感染症

蔓延からの持続可能な回復を目指して改定するものですと書いてあるのですが、何というか、持続可能

な回復ということはもちろんあるのですが、それ以上に、今回感染症のショックによって起こってきた

ことというのは、多分価値観の変化ではないかと思っていまして、その価値観の変化というのも、急に

今まで思いもよらなかった価値観の変化が起こったというよりは、実はその前からくすぶっていたりと

か、萌芽が感じられていたものが、何か１０年進んだとか、そういうものに近いと思うのですが、単に

感染症があったからそこからどう回復していくかということではなくて、やはりもう時代が急に進んで

価値観が変わったということを示すべきではないかなと思いました。 

 

【印出井景観・都市計画課長】 

 なるほど。 

 

【伊藤委員】 

 先ほど福井先生がおっしゃっていたこととも近いかもしれないのですが、それには具体的には多分い

ろいろとあって、一つは福井先生がおっしゃっていたように、オープンスペース、街路とか水辺とか空

地をどう考えていくのかということですし、それから最初のほうにも何度か申し上げたのですけれども、

床を積むだけの価値からは脱出したほうがいいのではないかということをみんな思っていたけれどもな

かなかそうならないというときに、オフィスはどうあるべきなのかとかいう議論が急に大きくなってき

たということもあって、その床を積むだけの価値から脱出するということは、結局まちの個性というも

のをどう考えるかということにも結びつくと思うのですけれども、それをどこまで書くかはちょっと難

しいところはあると思いますが、やはり何かもう新しい時代のマスタープランだということを改定の背

景として書かれたほうがいいのではないかと思いました。 

 住宅については、量から質と書かれているのですが、本当はもっといろいろな側面で量から質という

のが表れてくるのであろうなと思っていて、まず最初のところにちょっと単なる回復だけではなくて、

これによってもう新しい価値観が生まれつつあるということを本当は書いていただけるといいなと思い

ます。それに対応してそれぞれの、特にオープンスペースの話であるとか、それからまちの個性の話で

あるとか、もちろん文化もそうですけれども、そういうところに少し明示的に反映させていただけると

ありがたいです。 

 というのが一つ、あとは細かいことですが、事前にもちょっと申し上げたのですけれども、１２８ペ

ージのエリア回遊軸というのがあって、ちょっとここだけ、軸別方針というのは、グランドレベルを主
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体とするまちづくりの方針を示していますけれども、その１２８ページだけ、沿道は中高層階に住宅を

誘導していきますとかいう、何か機能誘導の話が入っているのが若干違和感があるので、ちょっとご検

討ください。 

 

【印出井景観・都市計画課長】 

 はい。ありがとうございます。 

 ちょっと特別用途地域。あと……。 

 

【前田計画推進担当課長】 

 まず価値観のところからですけれども、まさに私どもが記載しているところからではここがご説明を

伴わないというところもあるかと思いますので、記載ぶりについては検討させていただきたいと思いま

す。実際、価値観ということで、先ほどの量から質のところもかなりありますし、さらには地域別のと

ころ、あとは時間の考え方とか、そういう広く捉まえますといろいろ見ていくところがあるのかなと思

いますので、ちょっと点検作業も含めて実施させていただければと思います。 

 あと１２８ページ目のところの、先ほどの中高層階のところでございますが、こちらは特別用途地区

といたしまして、中高層階住居専用地区というのが指定されている地域であったということで、現行の

都市マスの中でもそれが記載されていまして、それを引用してきているということではあるのですけれ

ども、伊藤委員のおっしゃるとおり、改めて歩行者空間、グランドレベルという視点からすると、わざ

わざそこに中高層階の記載が必要なのかと言われると、多分そうではなくてという話かと思いますので、

ちょっとここは記載をしないような方向で進めさせていただければと思います。実際、千代田区内、中

高層階住居専用地区、ほかにも神田地域にもあるのですけれども、こういった通りの地点の位置づけが

ないこともあって、直接的に記載をしているものではないというのもありますので、全体的に見まして

も区全体で捉まえましても記載はなくてもいいのかなというところかと思いますので、削除する方向で

訂正をさせていただければと思います。 

 ありがとうございます。 

 

【印出井景観・都市計画課長】 

 はい。ありがとうございます。 

 冒頭のサステナブル・リカバリーについては、いろいろ事前に我々のほうでも議論をさせていただい

たところです。説明の中では、いわゆる戻るのではなくて、価値観のそういう対応をして、新たなエポ

ックを切り開くみたいなイメージもあるのですけれども、そこまで大上段に書いてできるのかよと言わ

れるという、ちょっと心配もあったものですからこういう書き方にしていますけれども、サステナブ

ル・リカバリーというのは、そういういわゆる東日本大震災のときに言われた創造的復興みたいな意味

合いも入っているのだなと思っております。 

 それでは、少し文化から流れて展開してきたので、三友先生、いかがでしょうか。 
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【三友委員】 

 今、第５章の後ろについている用語解説を拝見していまして、これは第５章の後ろにつくという理解

でよろしいですか。 

 

【印出井景観・都市計画課長】 

 はい。 

 

【三友委員】 

 用語解説は、最初の「あ」から拝見すると用語解説になっていると思うのですが、途中の「ち」では、

千代田区の制度ばかりが並んでいます。全体を通して見ると、純粋な用語を解説している部分とそうで

はない部分があるように見受けられます。 

 ここは区民の方もご覧になられるわけですよね。 

 

【前田計画推進担当課長】 

 はい。 

 

【三友委員】 

区民の方が用語解説のページをお読みになられたときに、用語を解説した部分と、千代田区さんの制

度等を記載した部分が混在していて、少しわかりづらいように思います。また、先ほど中村政人委員が

おっしゃったような「文化」の内容が用語解説にあまり入っていないとなると、その部分を軽視してい

るようにも感じてしまうかもしれません。 

次に冒頭の目次を拝見しています。目次に用語解説が入っていないようですので、入れていただいた

方が宜しいのではないかと思います。また、目次に資料編とあり、整理作業中となっていますが、どの

ような内容になるのか、お教えいただけますか。 

 

【前田計画推進担当課長】 

 ２点ご意見頂戴しまして、ありがとうございます。 

 まず１点目の用語解説、おっしゃるとおり、単純にといいますか、あいうえお順で記載してきている

というものでございます。これだけちょっとボリュームも出てきて、さらにより視点を加えてという形

で追記していきますと、それこそ見づらくなるというのもおっしゃるとおりかと思いますので、ちょっ

とカテゴリー的なものを全体に作るとかというのも工夫させていただいた上で、一度検討してみたいな

と思ってございます。 

 資料編については、整理作業中というのが、基本的にこれまで皆様のご協力によって都市づくり白書

をまとめてまいりましたので、それを資料編としてうまく編集をかけながら連携を取っていきたいとい

う意味合いで別冊ということで下に書いているところでございます。なので、今現状この都市マスと、

あとは随時更新をかけていく都市づくり白書ということで、データ編ということで連動させていただけ
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ればと思いますので、そこの見せ方についても工夫をしていきたいなと考えてございますので、検討さ

せていただければと思います。 

 

【三友委員】 

 はい。分かりました。ありがとうございます。 

 

【印出井景観・都市計画課長】 

 今の資料編、いわゆる都市づくり白書についても、今般のマスタープランの改定に合わせて何か冊子

として作成するというのは一つあると思うのですけれども、一方で、様々な調査がちょっと時間をずら

して重要な調査がありますので、それについては随時、例えば平成３０年国勢調査が明らかになってく

るとか、そういう形で何年に一回という形ではなくて、継続的に直していくようなスタイルではいよう

かなと思っております。 

 

【三友委員】 

 はい。 

 

【印出井景観・都市計画課長】 

 はい。ありがとうございました。 

 それで、先ほど伊藤先生から頂いたように、いわゆる新型コロナ感染症の影響を踏まえた価値観の変

化、いわゆる人間中心という方向感みたいなものが一方であるのですけれども、もう一方で、非常に

様々ご意見頂いたり、世の中から指摘を受けているのが、防災、災害対策の在り方の中で、単純に基本、

耐震とか耐火・防火、水害対策ではなくて、ソーシャルディスタンスを取るとか、感染症予防の観点も

踏まえてみたいなところが非常に大きな課題になってくるのかなと思います。その辺りのことも含めて、

村上先生からコメントを頂ければと思うのですが。 

 

【村上委員】 

 ちょっとコロナとの関係性というのは直接的なところは後にさせていただいて、今回、私が関連する

ところで、第３章のテーマ６、今、テーマ６とテーマ７の辺りですが、これは今回ご意見頂いている過

程で結構コジェネレーションシステムをかなり追記されているかと思うのですが、その際に、例えば１

０４ページ、１０５ページで、やはり単にエネルギーの高効率利用というよりも、やはりエネルギー自

立という観点で災害時も含めてということでコジェネレーションシステムの普及が進んでいるかと思い

ますので、例えば１０４ページにもコジェネレーションシステムの普及というのが追記されているので

すが、単にエネルギーの効率的利用というだけではなくて、やはりエネルギーの自立にもつながるとい

うことで、必ずエネルギーの高効率利用とエネルギー自立というのは併記したほうがコジェネレーショ

ンを強調する上では適当な表現かなということで、それは最初の２０ページにもコジェネレーションが

追記されているのですが、ここでもやはりエネルギーの高効率と自立化というのを何か併記したほうが
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誤解なく読み取れるのかなと思っておりました。 

 その関係で、関連するところですみません、１０６ページですが、方針の２の一番下の星印で、拠点

における複数の連担した開発、規模の大きい開発に際してはというところで、ＺＥＢの推進というのが

あるのですが、やはりこういった連担する開発、規模の大きい開発においては、脱炭素を進めるで、こ

こに一番下のＺＥＢの後にエネルギーの面的利用というのも入れていただけると、特に千代田区は一番

そういったのが進んでいますので、いいのかなと思いました。 

 それに関連して、今回、挿絵が非常になかなかいい絵が入っているなと思いながら見ておりまして、

１０３ページですが、テーマ７の挿絵の部分で、この上のところで都心の快適性、脱炭素と来ています

ので、恐らく脱炭素にはもうエネルギーの高効率利用ですとか、あと再生可能エネルギーの利用とか、

いろいろなものが含まれるかと思いますので、このエネルギー利用ところは、今回コジェネレーション

等が入ったり在宅避難等もあるので、エネルギー自立とか何かでもいいのかなと思いました。 

 あと関連するところで、防災の部分でテーマの６で、９３ページ以降ですが、これは今回挿絵で「自

助・協助・公助」というのが出てきておりまして、それで文章であえて意図的に使い分けているのであ

れば少し解説があってもいい。多分９３ページの右上の「ひと・まち・コミュニティがつながる」の部

分で、一番下ですか、災害時の企業や住民などの協助のコミュニティというのは協力の「協」を使われ

ていて、同じように９７ページ、赤字の部分を見たりしますと、「協助」、共同体制の「共」だと思うの

ですが、協力の、共助体制のところをあえてもし協力の「協」を使うのであれば、何かその辺の意図が

あったほうがいいのかなと。挿絵にしっかり「協助」と書かれていますので、ちょっとその辺挿絵との

一貫性というのが思ったのと。 

 あと細かいのですけれども、９３ページの「歴史・文化がつながる」の二つ目で、やはり災害時の生

活の継続性です。これは在宅避難もある。その次にマンションや中小の事務所建築物とありますので、

生活と業務の継続性というか、業務も入れたほうが適当かなと思いながら見ていました。 

 あとは、これはテーマの２、５３ページ、この挿絵も非常にすてきですが、ここは緑と水辺をつなぐ

というところで、結構人目線の心地いい空間づくりとか、そういうのがあるいはヒートアイランドもあ

るのですが、やはり絵で見ても鳥がいたり昆虫がいたりということで、何か生態系の保全ではないです

が、その辺が結構まちづくりで生態系の話がいろいろなところで最近は出てきているかと思いますので、

ぜひ緑と水辺をつなぐというところで、人間社会のそういう生態系に関して何かコメントがあっても、

結構大手町でも大手町の森とか、結構生態系の保全をコンセプトにしたまちづくりも行われていますの

で、何か生態系というキーワードがあってもいいのかなと思いながらちょっと見ていたのですけれども、

生態系というキーワードがありませんでした。何かその辺テーマの意味では入ってもいいのかなと思い

ながら見ていました。 

 ちょっとすみません。ＣＯＶＩＤとあまり関係ないのですが、ちょっと気づいたところで思いました。 

 

【前田計画推進担当課長】 

 はい。種々頂きましてありがとうございます。 

 幾つか先ほどの１０３ページ目の自立という表現を使ったりというところは、表現等頂きながら私ど
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ものほうでもその辺再考とかさせていただきながら、またご確認のほうも含めてご協力を賜れればと思

います。ありがとうございます。 

 ちょっと一番冒頭に頂きましたテーマ間の連携のところ、１１１ページ目であるとか１０２ページ目

であるとか、このところでもそれぞれのテーマごとの連携ということで記載があるのですが、確かにエ

ネルギーのところ、コジェネのところが入ったのであればというところもあるかと思いますので、この

辺りでの連携の記載も含めて検討させていただければと思います。 

 あと、協助の図ですけれども、すみません、これ私どものほうでも確認していて、ちょっと修正が追

いついてなくて大変恐縮です。協力の「協」を私ども千代田区のほうでもよく活用させていただいてい

るので、基本は協力の「協」で統一をさせていただくような形で進めさせていただければと思います。 

 あと、生物多様性のところ、ちょっと触れていたかとは思うのですが、緑のところでちょっとという

ところがありましたので、改めて確認のほうをさせていただければと思います。 

 

【印出井景観・都市計画課長】 

 今、ご指摘いただいた協働組合の「協」については、やはり千代田区としての独自の使い方、企業の

力というところも大きくあるので使っているのですけれども、ただ、ちょっとなかなか一般に普及して

ない部分もあるので、ちょっと我々もまちづくり全般として使ったときに悩ましいところではあるので

すけれども、千代田区の災害対策基本条例の中では、あえて国とは違う協力「協」と。そこの中には、

やはり千代田区の地域特性を踏まえた企業とか団体とか学校とか、そういう主体も含めてということで

おりますので、その辺はちょっとその辺りの確認も含めて整合性を取っていきたいと思います。 

 ありがとうございました。 

 一応今日ご出席いただいております先生、それから、あと事前に頂いた福井先生のほうからのご意見

はご紹介させていただいたところでございます。全体を通じて何かコメントございましたら、中村英夫

先生、小澤先生いかがでしょうか。中村先生いかがでしょうか。 

 

【中村（英）委員】 

 はい。すみません。特にございません。 

 

【印出井景観・都市計画課長】 

 分かりました。小澤先生はいかがでしょうか。 

 

【小澤副部会長】 

 結構です。 

 

【印出井景観・都市計画課長】 

 はい。ありがとうございます。 

 では、その他の先生方で、何かもう一回他の委員の方のご意見も頂いてということは、よろしいでし
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ょうか。 

 それでは、幾つかご指摘いただいて、修正をしようとするものもございます。それから、ちょっとも

う一段検討させていただいて、例えば文化の点とか、それについてはもう一段検討させていただいて、

全体を通じて若干軌道修正する、軌道修正というか、追加するものもあるかなと思います。それから、

三友先生から頂きましたように、最後の様々な用語集についても、議会などでは、やはり何ですか、割

といろいろ網羅的に記載されていて理解が深まるという点も頂いたのですが、やはりちょっと整理の仕

方が確かに千代田区とくると千代田区の下にいっぱいぶら下がっていますから、その辺りの整理の仕方

をどうしようかなとか、あるいは今日議論になった言葉の定義みたいなものも含めて検討できればと思

います。 

 それから、幾つか各委員の皆さんには、ちょっとこの本文で言い尽くせないようなところ、それから

都市づくりの中で少し動いているようなところ、それから千代田区の地域特性を踏まえて今後さらに明

確化していくところも含めて、我々としては若干ちょっと飛び道具な形でコラムみたいな形で理解を深

めていきたいと思っています。ゼロからという形ではなくて、たたき台を用意させていただいてご確認

をするような形でご協力を賜っていますので、そちらのほうもぜひよろしくお願いをしたいと思います。 

 ということで、このマスタープラン検討部会については、スケジュール的には今回で部会については

最後ということになって、今日頂いたご意見を反映させて、池邊先生からご確認をいただいて、１月の

親会である都市計画審議会のほうにご報告をさせていただくということでございます。１月ご議論いた

だいて軌道修正若干あった場合には、それも踏まえて２月８日に都市計画審議会として答申ということ

になります。この会も議事録を作るので私も明確には言えないのですけれども、その間に１月末に区長

選挙がありまして、その辺の情勢も踏まえて、やはり基本的には、例えば大きく区政運営の方針が変わ

るという状況があった場合は、その確認をして、我々としては、千代田区のまちの特性とか新型コロナ

の影響とかを踏まえて淡々と積み上げてきたつもりではいるのですけれども、そういう要素もあるかな

と思いますので、場合によってはもう一度少し何回か新たな方針の下での差分みたいなところのご議論

をいただくことがあるかと思いますけれども、一旦スケジュール感の中ではこれが最後ということでお

願いをしたいと思います。 

 この後、個別に様々お尋ねすることがあるかと思いますけれども、よろしくお願いします。 

 

【中村（政）委員】 

 あと一つだけ。せっかく語意集があって、読んでいったときに、論文の手法でもそうですけれども、

最初から出てきたときにこの単語は後ろに載っているよという米印で１とか２とか、注をつけていった

りする考え方がありますよね。あれがあると随分語意集が生きてくるのではないかと。 

 あと写真のクレジットが、これはインターネット上で公開していくものになるわけですよね。そうし

た場合は写真のクレジットは引っかかる場合があるので、これは誰が撮影したのか、どこから持ってき

たのかというのはシビアなところはシビアになるという、なので、これはやはり千代田区さんのものな

ので、どこかから勝手に拝借してきているものにもし張り付けているとすると、そこはトラブルになり

ますので、そこを注意したほうがいいと思います。 
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【前田計画推進担当課長】 

 はい。ありがとうございます。分かりました。 

 

【中村（政）委員】 

 ちょっと細かいですけれども。 

 

【印出井景観・都市計画課長】 

 どうもありがとうございました。 

 ということで、今日はこちらのほうで閉めさせていただきたいと思います。リモートの先生方もどう

もありがとうございました。失礼いたします。ありがとうございました。これで終了します。 

 

≪発言記録作成：環境まちづくり部景観・都市計画課≫ 

 


