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議事概要 

会議名称 令和２年度 第２回千代田区都市計画審議会 

日  時 令和２年９月 13 日（火）9：30～11:50 

場  所 区役所 8 階 区議会第１委員会室 

会議次第 

１．開会 

２．議題 

【報告案件】 

都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 18 条の２に規定する千代田区

の「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）の

改定について 

３． その他 

閉会 （午前 11 時 30 分 終了予定） 

 

＜議事概要＞ 

■本日の流れについて 

○ 千代田区都市計画マスタープラン『改定素案』（案）について参考資料２の論点のポイントをメイ

ンにご意見、ご議論賜りたい。 

○ 地域別まちづくり 

資料４ これまでのご指摘などに加え、７/30～8/29 に行ったオープンハウスにて聴取した意見を

参考に作成を行った。オープンハウスのご報告とともに作成した内容についてご意見を賜りたい。 

○ ウィズコロナ・アフターコロナの方向性について 

今後の都市のあり方が変わっていく中で、都市がどうあるべきか等を踏まえ、都市計画マスタープラン

ではどのように受け止めていくかをご議論させて頂きたい。 

 

■第4章 地域別まちづくりの方針について 

■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 

○ 資料７ 第 2 章「量から質」への転換と資料 6 中高層の記載について 

まちづくりの基本方針では住宅を「量から質」に転換する、あるいは、環境を保全する（P27）と

いう記載がある。国の示している「今後の新型コロナ危機を契機としたまちづくりの方向性」という中

で、東京一極集中是正が進みやすくなる可能性がある中、その内容に則って質の高い、量的拡大

でないまちづくりになると思ったが、地域別まちづくりを見てみると例えば、番町や神保町で中層という

言葉が全体的に中高層と記述されている。また、これまでの成果では再開発が進んだことが記述さ

れており、個別には量的拡大になっていると感じる。 

参考資料１ 
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資料２において区民の意見のなかには高層化に対する心配が出されているが、資料６（地域

別まちづくりの方針新旧対照表）を見るとオープンスペースを設けて再開発をしてほしいという企業

などの意見の方が多く抽出されているように感じる。第 1 種・第２種住居地域を統合し、中層・中

高層としてしまうのは不適切ではないか。これからの都市計画を考えていく際に、避難所など過密を

避けると収容しきれない問題がでてきている中で、さらに住民を増やすような政策をするのは都市計

画では適切ではないと思う。駅の過密も問題視されている。愛される環境のよい都市を目指すべき

ではないか。20 年後を目指すのであれば、京都のように車道を狭くして歩道を広くすることや、通過

交通を止める、首都高速道路を廃止するなど大胆な交通政策があったほうがいいのではないか。

（小枝委員） 

⇒第 1 種・第 2 種住居地域は、どちらも容積率は 400％となる。容積率の消化率については、

道路の幅員によっても基準が定められているため、第１種住居地域でも必ずしも中層になると

は限らないと考えている。また地区計画において、用途地域がまたがる部分が 2 か所あるが、そ

のなかでは用途地域の境界高さ制限を変えていない。中層を中高層として上げるというよりは、

エリアとして、中層・中高層として記載をしている。『改定素案』（案）の記載の仕方としては、

用途に誘導されるのではなく、エリアとしてシンプルに将来像を描くかたちがいいのではないかと思

い、お示ししている。（事務局） 

 

○ 資料７ 第１章、視点３（21p）について 

「加速する社会の変革を支えるまちづくり」にコロナについてのコメントを入れることはよかったと思う。

一方で、「社会の変革を支えていく」視点を入れていくと中でコロナや ICT は、ビジネスの立場から

考えてもスピード感をもって進めていくべきだと感じている。（山田委員） 

 

○ 資料 8 第 2 章 

「オフィス・住宅の量で成長する都市から歴史・文化も含め質・個性で価値を創出し発展する

都市」というのは、千代田区にぴったりのことではないか。「ワークフロムホーム」ということで在宅勤務、

テレワークがものすごい勢いで定着しようとしており、コロナが収束しても３割程はそのようになる。オ

フィスを貸す側大きなダメージとなるが、借りている側は相当なコスト削減になるといことで、大企業

を中心に本腰をいれていこうとしている。    

賑わいという点でみると、我々はネットを通じて、ネット飲みなど色々なものを安全にみることがで

きることを知った。商業施設がこれから先も同じような形態であり続けるかについては疑問に思う。 

これらを踏まえてこの難しい時期に改定する都市計画マスタープランについてはもっと書き込んで

もよいのではないか。例えばコロナの中で学んだこと。「ワークフロムホーム」やネットでの賑わい学んで

しまった我々は、こういった観点で都市計画マスタープランを見直していくべきではないか、ということ

を示したらいいのではないか。（山田委員） 



 3 

 

○ 9/11 改定検討部会と今回 10/13 都計審での第 4 章の違いについて 

参考資料１ 議事録と資料４を見る限り、ほとんど内容が変わっていないと思う。例えば麹町・

番町地域で、地区別方針（P123）と軸別方針（P125）が追記されており、その下に説明書

きが追加されているだけのように思うが、違いはそれだけか。（中原委員） 

⇒麹町・番町地域については、指摘の部分のみの変更となる。飯田橋・富士見地域では、環境

創造軸について記述を追加・変更している。（事務局） 

⇒資料６ P13。一番右の欄に記載されている◇で始まる文章を新たに追加している。その他

東京都の周辺区との連携した取組みについても先生方よりご意見を頂戴しており、大きな視

点で捉える必要があると判断し、資料７ 第 3 章の行政の取組み（58ｐ）に記載をさせて

頂いている。 

例えば、第３章では方針図は全てのテーマにないことのご指摘を頂いていたが、全て作成する

のではなく、テーマ①⑤については個別住宅や建物、身近なコミュニティや道路がメインとなるた

め、方針図は記載していない。テーマ⑦は面的エネルギーの展開などのため新規に作成を行っ

た。（事務局） 

 

○ 第 4 章 地域ごとの土地利用のメリハリについて 

改定検討部会は学識の先生方が専門的な議論を行い、具体的に都市計画マスタープランに

落とし込んで頂くという目的で理解をしており、傍聴していてなるほどと思ったことがある。参考資料

１ 議事録２P に千代田区全体で同じ方針ではなく、地域別に超高層を想定する場所とそうで

ない場所のメリハリがある。千代田区としての考えをきちんと示すよう指摘されている。これが１か月

の間にどう落とし込まれているのかを伺いたい。例えば、「豊かな都心生活」や「住環境を守り、育て

る」という言葉は大事な言葉だが、美しい言葉の羅列になってしまっている。部会の中で、委員が

千代田区でもメリハリがあり、どのように地域で表現するのか、数値で示すべきとの指摘があった。今

回『改定素案』（案）として反映されていないのか。美しい言葉の羅列だけでは意味がないのでは

ないか。つながるというのが一体何か。例えば交通について 10 分かかるところが５分になるというこ

となのか、ただつながるだけではまち平坦化してしまう。先生方が千代田区の特性を活かして魅力

のあるまちにしていこうとおしゃっている中で、つながったり、平坦化、高さを揃えることをしてしまうと魅

力がなくなってしまうのではないか。メリハリについてどのように意見を反映したのか、今一度伺いたい。

（中原委員） 

⇒委員のご指摘について、ひとつは、広域的な千代田区にけるメリハリの話になると思う。今回だ

けではなく前回の都市計画マスタープランでも、大手町・丸の内・有楽町地域や秋葉原といっ

た拠点性の高いところと、麹町・番町地域などは、既にメリハリのある位置づけはされている。基

本的にはビジョンとして継承していき、ミクロに展開した時、各地域の中にも拠点的なところ、そ
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うでないところなどがあり、ブレイクダウンした議論がある。9 月の改定検討部会終了後に、各委

員にヒアリングを実施し、資料も提出させて頂いており、一定程度委員の先生方のご理解をい

ただいたうえで、今回の資料となっている。委員からの発言の中でも、メリハリを明快に整理しき

れない部分もあるので、継続的に、拠点的な機能と保全継承する街並みを具体的に、明らか

にしてほしいという趣旨で、ご意見をいただいている認識している。（事務局） 

⇒9 月の部会の結果を踏まえた言葉の変更は指摘した部分だけという認識でいいか。（中原委

員） 

⇒地域別の変更は先ほどご説明させて頂いた通りで、その他事項についても反映をさせて頂いて

いる。（事務局） 

 

○ 資料 10 意見聴取などの日程について 

11/5 の広報紙でお知らせするとあるが、具体的な日程は決まっていないのか。（三浦委員） 

⇒具体的な日程については内部調整中である。内容としては、骨格となるところを記載して広く

募集をしていきたいと考えている。公聴会についても日程調整中のため、しばらくお時間頂戴し

たい。期間は 11/5 から 3 週間程周知の期間をとり、7 地域で開催を予定している。（事務

局） 

○ 資料７ 第３章テーマ２から第４章への落とし込みについて 

「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」との記載がある。これからのまちづくりの

課題（P53）の中で、空地や緑は増えているが、特に秋葉原や神田エリアでは緑視率が低くなっ

ていることから緑を増やしていこうという目標が記されている。神田・秋葉原のエリアで空地としての

緑を増やしていく視点が感じられない。麹町はもともとの緑があるからか、それを活かして、といった部

分は多く見られる。緑が少ない秋葉原、神田エリアについては意識的に目標に落とし込むべきでは

ないか。（岩佐委員） 

⇒オープンハウスとしても意見はでなかったか。（岸井会長） 

⇒オープンハウスでも神田地域においては緑が少ないという意見は共通で頂いている。意見として

受け止めて記載方法などを検討していきたい（事務局） 

 

○ 資料６ 地域別まちづくりの新旧対照表の文言について 

よくできている内容だが、語尾について、「誘導します」「創出します」となっており、100％実施する

と受け止められる。千代田区は様々なエリアで特色を持っている。中層・中高層の住居系複合市

街地について、大手町・丸の内・有楽町地域であればいいかもしれないが、地域の主な意見を見

てみると、文教地区として番町を守ってほしいという意見もあり、例えば神保町など地域の特色を

活かすまちづくりを行っていかなければならない。今後 20 年間、これに沿ったまちづくりが進められて

いくことを考えると、中高層という文言についても、どこにどのくらいのビルが建っても良いのか、というこ
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とをはっきりさせておかないと、エリアによって特色が違うので、メリハリのないように感じてしまう。先ほ

ど綺麗な言葉とあったが、そこをうまく避けてしまった表現になっている印象を受ける。もっとオープンハ

ウスの意見を具体的に取り入れた表現にしていったほうがいいのではないか。（細木委員） 

⇒都市計画マスタープランは広く千代田区全体、周辺区を含めた都市の将来像となっている。

地域別のまとまり、さらには町丁目単位の将来像について記載している。都市計画として様々

なボリュームや高さを直接決めるのではなく、将来像をお示ししながら、具体的には将来像に向

かって地域のメリハリを実現するためにどう都市計画を運用していくか、という議論につなげていく

ことになる。幅のある表現になるかもしれないが、このビジョンの中で、地域の参画を得てメリハリ

を実現していこうと考えている。そうしたことがわかるような記載の仕方を心がけていきたい。（事

務局） 

 

○ 資料６ 新旧対照表 A 地区別方針と B 軸別方針の違いについて 

地区別方針には「中層・中高層の」といった現行計画と同じような書き出しがそのまま記載されてい

る。今回、方針素案（案）には「文教地区としての」という実態をきちんと反映しており、この文言

の修正は良いと思う。ただ、地区別方針では「中層・中高層の住居系の複合市街地として」明確

に書かれているが、軸別方針にはそういった具体的に明記がされていないが、例外なのか。（中原

委員） 

⇒地区別方針はエリアごとの方針をお示ししているため、全地域において「中層・中高層の住居

系複合市街地」等といった記載をしている。軸別方針はグラウンドレベルの方針となっており、

歩行者目線での方針であることから、全地域を通して建物の高さには言及していない。（事

務局） 

⇒ご説明頂いた内容について最終的な『改定素案』では一般の人でもわかるような記載になると

いう前提の理解で良いか。（中原委員） 

⇒そのような意味で今回追記をしたが、追加内容がわかりづらいということであれば検討させて頂

きたい。（事務局） 

 

○ 資料８ 序章の論点について 

「ウィズアフターコロナの面でも都市の国際競争力強化の観点～」という文言について、国や東京

都も言っていることだが、今回コロナが示したのは、色々な国との連帯の必要性を求めているのであ

って改めて国際競争力の強化を問うことに違和感がある。日本だけがコロナを防げたらいいというわ

けではない。ウィズアフターコロナの面でも方向性が変わらないという観点の説明を再度お願いした

い。（木村委員） 

⇒資料８は先生方や有識者、国交省などのヒアリング結果を踏まえた上で意見をまとめたもの。

区の都市計画担当としては方向性については共通認識を持っているが、今回の都市計画マス
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タープランの議論の中で意見をいただかないということではないと思っている。都市の存在意義や

人材、知識の交流など、都市は引き続きなくてはならないと理解している。それぞれの都市が

個性をどう出していくか。ウィズコロナ・アフターコロナの中でそれぞれの都市のベースとしての安全

安心ということについても評価され、切磋琢磨していくという点で捉えて頂きたい。（事務局） 

 

○ エリア回遊軸について① 

前回の都市計画審議会では内神田一丁目の地区計画が審議されたが、大手町と神田エリアの

間に日本橋川があり、そこを人道橋や水辺空間を整備することでエリアを回遊できるようにする、と

いうイメージは理解できる。エリア回遊軸はエリアをつなぐという意味なのか、特定のエリアを整備する

ことなのか、ご説明頂きたい。（木村委員） 

⇒資料７ P33。基本的にはまちと駅、個性ある界隈、拠点をつなぐ道路とその沿道を基本とし

て、日常に移動や地域を越えた回遊を楽しむ環境を充実させる骨格軸となっている。現行の

都市計画マスタープラン（15ｐ）の「水とみどりの潤いゾーン」「表通りゾーン」に歩行者空間

の方針の記載があるが、これを引継ぎながら環境創造軸、都市機能連携軸などが描かれてい

る。また、「緑と水辺の整備方針図」（P30）に緑とオレンジの線で歩行者空間が示されてい

る。現行の都市計画マスタープランでは方針ごとに記載をしているが、今回は全体として都市

骨格軸の中で歩行者空間を描き、地域別にも展開している。（事務局） 

 

○ エリア回遊軸について② 

安全で快適な歩行者空間の整備を否定する人はいないと思うが、その方法としてのセットバック

は私有財産にかかわることから、両面性を持っていることを留意してほしい。まちづくりの将来像での

住民のなかでの様々な意見がある中で、都市計画マスタープランの方向性を一つ示してしまうこと

はどうかという思いもある。地域で熟して固まっていない問題について、都市計画マスタープランで特

定の考えを行政が示すということが果たしてよいのか。どうしても定まらない場合、最低でも現状維

持とするのが本来の示し方なのではないか。例えば市ヶ谷駅周辺のまちのあり方や日テレ通り沿道

でも意見が分かれている。そのあたりの扱い方は住民が納得するような内容となるように行政として

も慎重に案づくりに対応していくべきではないか。（木村委員） 

⇒ご指摘の通りと思う。都市計画マスタープランで示すビジョンと、それをどうやって地域に変換して

いくかについては、地域別にまちづくりの構想を考えるテーブルあり、それを具体的に都市計画

決定してく際には地区計画を見直すテーブルがある。東京都市計画のなかで、千代田区とし

てどのような方向性で将来像を描くのかということについては、一定程度の将来像は、みなさま

の協力を得て都市計画マスタープランで共有していくことが都市計画法でも定められているとこ

ろであり、議論を積み上げていくところだと思う。改定までの間に地域の方との対話などの手続

きを踏まえて決めていく。さらにもう少し進んだ議論は地域まちづくりで展開していくという理解を
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している。（事務局） 

 

○ オープンハウスの意見について 

住民の意見が分かれている将来像や東京都の区域マスと住民の思いが分かれる場面があると

思うが、そのあたりをどう描写していくかという点が大事である。住民の間に対立・しこりをつくってしま

うと都市計画マスタープランの役割を果たせなくなるため、描写の仕方や工夫について伺いたい。

（木村委員） 

⇒東京都の都市計画区域マスタープランとの関係については、都市は千代田区だけではなく、

23 区における地域の果たす役割は認識していく必要がある。世論調査等の中で利便性、快

適性、安全性などが千代田区に住む大きな理由である。東京都市計画の中での中心的な

存在の都市、100 万人都市の顔を持つ、6 万人都市としての生活環境とメガロポリスとして

の環境は対立するものではなく、調和するという観点を持ち、お互いに尊重しなければならな

い。ういう認識で事務局として検討を進めている。（事務局） 

 

○ 「ゆとりのある」という記載について 

先ほどから綺麗な言葉という表現あったが、ゆとりという表現も同じである。その時代によってゆと

りというものも変わってくるので、誰の何にとってのものかを明確にすべきではないか。今までは広さが

ほしいということが量につながり、欲求になっていたが、今の時代ではコロナの影響などもあり密度感

が重要で、広さではなく個々の間の距離感とれることだったりする。ゆとりという言葉も抽象的で、評

価軸や価値観など人によって違う。具体的にこういうゆとり、あるいはゆとりを獲得するための方策な

ど示しておいた方が目指すべきものが共有しやすいのではないか。「量から質へ」と言われたときにそ

れぞれのイメージする質が違うので、共有しやすい目標を選択肢として並べても良いのではないか。 

「つなげる」についても何となにをつなげるのか、均質化してしまうのはどうかと指摘させていただい

たが、同じように賑わいも気になる。賑わいというのは今までは人を集めることを最大目標としていた

が、観光客などの外から来る人の賑わいもあれば、地域のひとたちの賑わいもある。まちづくりのエン

ジンとしての地域のリーダーのつながり、何かのための賑わいといった色々な仕掛けを発見したほうが

良いのではないか。何の賑わいを求めるのかを、決めつけるのではなく、目標を掲げるきっかけとなる

ものを具体的にエリアごとに示したほうが良いのではないか。それぞれのエリアで賑わいの解釈は違っ

てくることが仕掛けるきっかけにもなる。曖昧な言葉で終わっているのでピンとこない。緑の創出もい

いことだと思うが、誰がメンテナンスするのか。サービスする人される人だけでなく、増やしてどうやって

維持し続けるかを考えるべき。使い続ける仕組みまでを考えて、今、こういう問題があってこういう選

択肢がありつつあるということを提示したほうが、住民も働く人も問題意識が持ちやすくなるのではな

いか。（木島委員） 

⇒都市計画マスタープランの表現の抽象度について、何をこの都市計画マスタープランで表現して
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いきたいのか、という部分にも関わってくると思うので、他に提案などがあれば頂きたい。（岸井

会長） 

 

○ 資料７ 第 5 章について 

現行都市計画マスタープランでは「まちづくりの実現に向けて」ということで冊子が終わるという雰

囲気があるが、『改定素案』（案）ではこれで終わってしまうのかという印象を受ける。（三友委

員） 

⇒第５章をもう少し豊かにしたらどうかということかと思うが、他の先生のご意見はどうか。（岸井

会長） 

○ まちづくりのスタンスの転換について 

今回の都市計画マスタープランではスタンスの転換をしたと思っている。その転換が具体的な表

現レベルではスッキリしていない状態になっている。千代田区は再開発を大々的に行ってきて良い

空間ができたが、それだけでは良くない。場所によっても違うが、歴史性を持った場所、地元が大事

にしてきた場所は、大規模な再開発で歴史的つながりを断絶させることは得策ではないのではない

か。そういうものを上手に後世につなげる意味で、つながるというテーマは非常に良いと思う。これま

での再開発一辺倒でない方向に切り替わったというニュアンスが全体にあったと思う。都市計画マス

タープランが 20年を見て10年間変わらないという意味で、これに拘束されてしまうと、役所は色々

な動きができない。含みを持たせる表現が入ってきているのが良くないのではないか。転換したことを

スッキリ最後まで貫徹させるべき。10 年の間に状況が変化して都市計画マスタープランを変更しな

ければならない時がくると思うが、その際にどういう形で対応するか、という対応の考え方や方法を第

5 章に書いておくべきでないか。そういった整理をしておけば、前の章についてもすっきりとし貫徹した

書き方がでできるのではないか。（柳沢委員） 

 

○ 第 5 章について 

第 5 章の最後については、いま書けないことについて、この先少し検討することを書いても良いの

ではないか。大手町・丸の内・有楽町地域で空地をつくることは都市計画上、豊かな空地をつくる、

人にとって居心地の良い空間をつくるという意味で成功してきた。個別敷地が狭い内神田のような

ところでは、大街区化はそぐわない。オープンハウスの意見をみると、建物が低くて空地があって、緑

があって、という意見がある。それをどこでも望もうとすると、郊外ならばできるが千代田区でそれを行

おうとするには新しい仕組みを考えなければならない。セットバックなどの方法を使うとどうしても敷地

が狭くなったり、高層化しなければならない。今回の都市計画マスタープラン改定の期間で明確に

するのが難しいのであれば、課題をまとめて書いておいて、新しいしくみを追加で検討していく、という

内容でしか対応できないのではないか。（村木委員） 
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○ 資料１ 住民からのアンケートについて 

麹町・番町地域の意見が圧倒的に多いというのは、特に日本テレビ通りを中心とした開発につ

いて関心が高いという認識をしてほしい。意見の有効性について留意したい。P４以降に意見を分

析されており、区役所として良い仕事をしているのではないかと思う。20 歳未満がゼロ、区民４割

ということから、区内の中高生や大学２年生までの意見はゼロなのではないか。不動産業者・設

計事業者、大きな地権者は基本的に再開発に賛成、推進していこうとしている人たちが圧倒的に

多いのではないか。なぜ在勤者がなぜこんなに多いのか。この分析が住民の希望なのか、在勤者

の希望なのか、学校（学生）の意見を聞いたのかということを伺いたい。オープンハウスで意見を

求めるのは非常にいいことだと思うが、いい加減な意見やきちんとした意見もある。どのような属性が

どういった意見を言ったのか、今後分析してほしい。改定検討部会と審議会の委員の間で、意見

交換ツールで濃密な意見交換をすることを提案する。（中原委員） 

⇒今後の意見分析について事務局は対応可能か。（岸井会長） 

⇒ご指摘の通り、大学 2 年生未満の方の意見は頂けていないと認識している。今後行う公聴

会・意見交換会ではクロス分析ができるよう対応してご提出できればと思う。（事務局） 

⇒２つ目のご提案については皆さんのご意見を伺わなければいけないと思いますので、すぐに答え

はでないかと思う。（岸井会長） 

 

○ 資料６ オープンハウスの意見について 

今回の都市計画マスタープランはオール千代田で考えるものだが、関心の薄い地域もあり、濃

淡があるのではないか。この対策はどのように行うのか。都市計画マスタープランは麹町・番町地域

だけのためのものではない。区役所も千代田区全体のものと認識したうえで作成してるのかどうかを

伺いたい。（嶋崎委員） 

⇒事務局としてもその認識で改定検討を進めてきた。現実として、具体的なプロジェクトと都市計

画マスタープランの関わりの中で意見の濃淡が出てきている。一方で各地域、今後、5 年 10

年のまちづくりを考える中で大きな課題があり、またウィズコロナ・アフターコロナの中で不動産経

営や生活環境の維持・向上といった切迫した問題を抱えていると感じる。そういった各地域の

今後の都市計画の運用も含めた都づくり・まちづくりに対して要望や意見を喚起するような提

案の仕方や、この次にどうしていくのか、というスケジュール感や方向感を示しながら今後検討し

ていき、検討した後も推進していきたいと考えている。（事務局） 

 

○ 飯田橋・富士見地域住民の意見について 

飯田町・富士見地域の意見は少ないが、決して関心が低いというわけではない。この地域は再

開発について長年議論を行ってきており、ある程度結論がでた地域である。自分たちの地域に関

心があるが、８割がた方向性が出ているという認識なので、そういうことも含めて意見の分析をして
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ほしい。 

また、この先検討する項目として、ウィズコロナ・アフターコロナをどうするかという議論があったが、

将来的には Sciety5.0 や IT、AI を使う、介護や物流などが変わってくるということになるが、知識

がない中で今、判断するということはなかなかできない。そういったことを今後どうやって検討していくの

かということを含めて検討してほしい。（河合委員） 

⇒第 5 章で検討する事項かと思うので、これからの対応をどうするのかも含めて検討頂きたい。

（岸井会長） 

⇒今回の都市計画マスタープランは白書から始まっている。地域の分析をしっかり行い、地域の方

にしっかりお伝えし、考えて頂くというものとして意味のあるものになる。大きな方向性について共

有できればみんなが同じ方向を向いて議論することができる。議論が分かれる部分もあると思う

が、議論をする場を提供することも都市計画マスタープランの一つの役割ではないか。全て結

論が出ないところは引き続き検討していくと良い。（岸井会長） 

 

○ 和泉橋地域について 

和泉橋地域はビルを経営しながらやっていくなかで、スタートの時は容積分で事業が成り立つが、

建替えの際には同様のインセンティブがないと事業計画が成り立たない。単なる開発やインセンティ

ブで継続するのではなく、新たな方法を検討していくことが課題として残っていく。今結論が出なくて

も課題として抽出していくことが必要である。（はやお委員） 

 

○ 広域的な位置づけ、効率性と感性の問題の整理について 

内神田の南部地区について明確にして頂きたい。広域的にみると国家戦略特区に入っている。

千代田区だけのものではなく、国や都の広域的な地域的価値もある。効率性と感性の問題をどう

着地させていくのか、という整理が必要ではないか。根拠法、計画、区域指定のなかで総合的に

判断したのか根拠になるものを明らかにしたらどうか。（はやお委員） 

 

○ 第 4 章 麹町・番町地域における第 1 種・第 2 種住居地域の記述の統合について 

資料６のやはり第 1 種・第 2 種住居地域の記述の統合については違和感がある。広域的な

網掛けがあって統合することは一つの考え方としてあるのかどうか答えていただきたい。建築基準法

で整理されている中で、第１種・第２種住居地域の記述を統合するのは違和感がある。地域で

ナイーブになっている中で配慮としては微妙である。色々な憶測が出ないように中立的な立場で表

現していくのが大切ではないか。（はやお委員） 

⇒第１種・第２種の部分についてはっそういった憶測を呼ぶことは認識をしたい。本来は都市計

画マスタープランが先にあって用途地域が決まるのだが、現状、用途地域から将来像がある書

きぶりになってしまっている。本来の姿である都市計画マスタープランの将来像があって地域地
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区を指定することの原則に沿って、今回、簡素化し、整理をしている。また広域的な範囲の

中での個別根拠についてはご指摘踏まえて今後検討していきたい。（事務局） 

 

■個別意見について 

○ 10／20（火）を目途にご意見を頂戴したい。改定素案（案）に反映し、岸井会長にお諮りし

て意見聴取、公聴会の案としていきたい。（事務局） 

 

（各委員了承） 

 

 

■次回  

○ 12／1（火）午前 9：30 から開催予定 

 

 

以上 


