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千代田区都市計画マスタープラン改定素案 

公聴会及び意見交換会 議事概要 
 

１ 公述募集期間 

  令和 2 年 11 月５日（木）～11 月 18 日（水） 

 

２ プログラム 

開会、概要説明（改定スケジュール、改定素案の全体構成及び各章について／20 分）、意見交

換・質疑応答（50 分）、休憩（10 分）、公述（70 分）、閉会 

 ※かっこ内は予定時間。実際の時間は会場によって異なる。 

 ※公述は、公述を希望するものがいない場合は未実施。 

 ※事務局＝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、計画推進担当課長 

 

３ 会場別実績 
  

地域 開催日 参加者 意見交換数 公述人 

麹町・番町 １１月２６日 ７９人 １２件 ６人 

飯田橋・富士見 １１月３０日 ８人 ９件 ０人 

神保町 １１月２５日 １１人 １０件 ２人 

神田公園 １１月２７日 ２０人 ８件 ５人 

万世橋 １２月 ２日 ８人 ６件 ２人 

和泉橋 １２月 １日 １０人 ５件 １人 

大手町・丸の内・ 

有楽町・永田町 
１２月 ３日 ０人 ０件 ０人 

合計 － １３６人 ５０件 １６人 
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麹町・番町地域             （参加者 ７９人） 
■日時：令和２年 11 月 26 日（木） 18：30～21：10 

■会場：麹町中学校 １階合同教室 

 

１．概要説明  千代田区都市計画マスタープラン 改定素案 

 

２．意見交換・質疑応答（意見交換数：12 件）                      

 

〔Ａ〕 

○東京都の都市計画区域マスタープランにあわせての改定はよいこと。しかし、麹町・番町地域

に限っていえば、マスタープラン改定の必要がどこにあるのかわからない。 

  ⇒理念は変えていない。人口構造の変化を踏まえて、住環境と都心生活に着目して変えた。 

  ⇒子どもの数が増え、集合住宅の高経年化が進んでいる。集合住宅以外の建物の高経年の状況

についても、モザイク状に進んでいて難しくなっている。密集しているところは戦略的に機

能更新できるが、モザイク状だと個別建替えや共同化が難しい。地域の味を残しながら更新

やリノベーションをしていくのか、方向性を示していく必要がある。 

また、課題として首都直下地震や番町の谷筋などでのゲリラ豪雨への対応、多様なひとの活

動が増える中で身近な空間の必要性、歩いていけるところに外部の居場所が少ないことなど

が挙げられる。麹町・番町地域には内堀通り沿いに大きな空間があるが、二番町、四番町な

どは公園数、緑地率も低いことも、コロナの対策を踏まえると課題と考えている。このほか、

番町中央通り、プリンス通りなど、都市計画道路の見直しも課題である。このように、基本

的な街並みは現行のマスタープランを継承するが、様々な課題解決に施策の方向性を考えな

ければいけない部分がある。（事務局） 

〔Ａ〕 

○都市計画審議会の指摘が反映されていない気がする。エリア回遊軸における中層・中高層の縛

りの問題である。紙に落とし込んで参加者の意見を聞くことを要望する。 

  ⇒エリア回遊軸は中間のまとめから記載している。現行の都市計画マスタープラン、グランド

デザインには位置づけがないが、「緑豊かで街並みの美しい、憩いの歩行空間を整備する通

り」「商業施設の賑やかさとコミュニティを育むふれあいの歩行空間を整備する通り」が現

行の都市計画マスタープランで錯綜していたため、簡素化したものである（事務局）。 

 

〔Ｂ〕 

○第 4 章について、歩きやすいみちを広げる歩行者空間の充実が必要である。歩道が狭い。既に

ある道路の幅を広げるのは難しいが、新しく建てるひとには協力していただき、セットバック

してひとが歩ける空間をつくってまちを変えていただきたい。 

○小さな遊べる空間を増やすことも必要である。小さな子どもを連れて遠くに行くのは難しい。

小さな空間が近くにあって、親子でふれあえるつながりが生まれる場所が必要である。地域の

みんなで協力して子どもを育てていけるようなまちづくりを進めていけたらよい。 

  ⇒歩行者空間については改定素案で記載しているが、セットバックとなると、地権者含め協力
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が必要となる。地権者が受け入れられるのかなど、メリット、デメリットの調和を図りなが

ら考えていきたい。広場の使い方についても検討していく必要がある。身近な方々が使えな

くては意味がない。つくるだけでなく、使うことも視野に入れて考えていきたい。（事務局） 

 

〔Ｃ〕 

○市ヶ谷、飯田橋が拠点に位置づけられ、日本テレビ通りが区の計画で商業地域、賑わいのある

まちとされている。日本テレビ通りは番町界隈の真ん中を通っていて、交通量としては車が多

く通る。日本テレビ通りを賑やかにするのは、かえって住宅地の安全性を損ねる。市ヶ谷のほ

うに地域の拠点を移すなり、車社会でなく、歩行が十分できるように力点を置いたまちづくり

を進めてほしい。賑わいのある日本テレビ通りという点に抵抗がある。 

  ⇒今回位置づけた該当の通りのエリア回遊軸では、賑わいという表現は使っていない。市ヶ谷

も拠点として位置づけているが具体的な方向性は出していない。交通量についてのご指摘は

ごもっともと考える。今回のコロナ禍では、自動車の移動が先に回復したが、環境面・健康

面から考えて、自動車の移動ではなく歩行者の移動について考えていきたいと考えている。

（事務局） 

 

〔Ｄ〕 

○国土交通省の運用指針によると、市町村マスタープランは、住民と十分な話し合いをすること

が示されている。そのための構想を十分な住民の理解の上につくっていくこととされている。

しかし、改定素案の概要を見ると、上から降りてくる方針のように受け止められる。また、東

京都のマスタープランに即して定めることとなっているが、住民がどこにも出てこない。そう

いう認識なのか。 

  ⇒策定のプロセスについては、ご指摘のとおり、住民、様々な利害関係者のご意見を踏まえて

いくこととなっている。都市計画法の中で東京都の都市計画区域マスタープラン、区の基本

構想に即して定めることは法律で決まっており、整合性を確保していくこととなっている。

基本構想では都市計画マスタープランに示す詳細の内容までは定められない。また、東京都

の都市計画区域マスタープランも広域的な千代田区の位置づけを定めたものである。その中

で、基本的な都市の将来像は大きく変えずに改定していく。様々なデータを示して議論をし

てきたところだが、区民、利害関係者とのコミュニケーションが不足していたとすれば、ご

意見として受け止めて、もう一度改定プロセスの中でご意見を伺い、策定に取り組んでいき

たい。（事務局） 

 

〔Ｅ〕 

○千代田区のまちづくりでは、靖国通りが軸になるのではないか。第 4 章（神保町地域）では靖

国通り周辺のことが多く書かれているが、小川町などのスポーツ用品店のエリアなどについて、

何か方針があれば教えて欲しい。 

  ⇒都市計画マスタープラン改定の議論の入り口において、都市計画審議会や区議会で指摘があ

ったように、地域のまちづくり構想をオーソライズしていく中では、出張所単位の検討にな

らざるを得ない。しかし、現実のまちは、靖国通りや神田川、日本橋川などの軸が連携して

成り立っている。それぞれの出張所エリアで収まらないエリアを横断した地域については、
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改定素案 40ｐにおいて、戦略的にまちづくりを先導する地域として定めている。小川町か

ら九段下の靖国通り沿道の街並みをどうやって守っていくか、難しい課題だが、横軸の連携

をしていく必要があると認識している。それ以外にも神田警察通り（神田駅～神田錦町）、日

本テレビ通りや番町中央通りも番町地域の課題解決に向けて位置づけている。飯田橋は、駅

周辺と水道橋を視野に入れた地域を位置づけている。（戦略的先導地域の図を基に説明）（事

務局） 

 

〔Ｆ〕 

○機能更新に伴う環境性能の高い建築物や設備などの誘導について、容積率を緩和して新しい開

発を進めるという趣旨と理解している。マンションがどんどん建っていく状況だと、麹町小学

校、麹町中学校が手狭になり、学校のキャパシティが足りなくなることが予測される。そのあ

たりをどう考えているか。 

  ⇒麹町・番町地域については、集合住宅が早くから立地していたため、高経年の建物が多くな

っている。耐震性の問題があるものもあるし、環境性能を向上できるものもあると認識して

いる。生命にかかわるところについては、容積率を緩和しながら建替えていただくことが手

法として考えられる。また、教育や子育て支援、高齢者福祉という課題もある。そうしたと

ころをどう充実していくのか、様々な公共施設の利活用の中で解決していくものと考えてい

る。子育て支援の人数や高齢者支援が必要な人数のピークが読めないところもあるが、用途

転換が可能な形で公共施設整備を進めていくことが考えられる。そうした課題が大きいこと

については、今回、改めてご指摘として受け止め、区全体の課題としても考えたい。（事務

局） 

 

〔Ｇ〕 

○東京都の都市計画区域マスタープランと千代田区の都市計画マスタープランについて聞きた

い。千代田区の改定素案は落ち着いたまちづくりとして、賑わいよりも静けさを住民の目線で

記述している。東京都の都市計画区域マスタープランは、市ヶ谷駅周辺が池袋駅とともに位置

づけられており、千代田区とニュアンスの違いを感じている。千代田区の方針に賛成だが、東

京都への意見や協議は行っているのか。 

  ⇒ひととの交流、文化、イベント、観光交流、賑わいの考え方など、捉え方は様々である。一

概に池袋駅と同じような賑わいをつくるということではないと考えている。将来像を考える

ときも、地域で考え、話し合った中で共有していくことになる。住居系の複合市街地である

こと、落ち着いたたたずまいを継承することを踏まえながら考えていく。 

  ⇒東京都の都市計画区域マスタープランに位置づけられることによって、都の様々な都市計画

制度の活用ができることとなっている。市ヶ谷駅は多くのひとが利用するため、駅周辺のバ

リアフリー、基盤整備、滞留空間をつくることが求められるが、外濠周辺と調和した機能更

新が必要である。東京都が同じ位置づけで示す拠点が、そのまま同じまちになるというよう

には考えていない。東京都の拠点の意味合いを区として受け止めて、区の都市計画マスター

プランで「まちの魅力再生・創造拠点」として市ヶ谷駅を位置づけている。地上・地下の移

動がしやすく、まちの顔となるなど、改定素案に示すように、東京都の考え方を千代田区と

して解釈し、東京都の制度も活用しながら拠点としての機能を高めていくものであると考え
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ている。（事務局） 

 

〔Ｈ〕 

○幼稚園や小学校のキャパシティの問題がある。30 年以上前、千代田区では公共施設適正配置

計画で、廃校等が進んだ。六番町では近隣商業地域に変更し、高層化して資産価値が高めてい

く提案があった。よく考えると、これは住環境を破綻させることになると考えた。今から振り

返って、公共施設適正配置の考え方はどう評価されるか。 

  ⇒当時は、社会経済の動向の中で都心部の業務地化が急速に進み、夜間人口が３万人台にまで

減少する状況であった。急速な高齢化の中で、小学校を統廃合、必要な施設の整備を進めて

いた。学校経営を成り立たせるために区域外通学を受け入れる状況もあった。そのトレンド

を踏まえて、例えば淡路小があったところは統廃合して、市街地再開発事業で住宅誘導（ワ

テラス）を図った。とにかく当時の最大の眼目が住宅を増やし、都心居住を回復することで

あった。そういったことによりコミュニティを継続させてきた。いま振り返ると、教育の環

境について複合的な用途も含め、長期的な展望があり得たと思うが、当時はそこまでは思い

至らなかったのではないか。当時の状況では、財政面も含め、致し方なかったのかと考えて

いるが、反省すべき点もあると考えている。（事務局） 

 

〔Ｉ〕 

○スーパーなど日常的に使える店が少なく不便である。改定素案は、建物の低層部も便利にでき

る空間にしていく方針であると理解した。そうなったらよい。具体的に都市計画マスタープラ

ンを基にどのように進めていくのか教えて欲しい。 

  ⇒現行の都市計画マスタープランの中でも、生活利便施設の考え方がある。具体的に通りに何

が必要か、何を優先していくのか、地域の共有の中で検討していくことになる。そうした地

域課題を相談しながら、進めていく必要があると考えている。（事務局） 

  ⇒神田エリアでは定住人口の回復の中で、セットバックと住宅の条件をクリアして容積率を緩

和する地区計画を定めてきた。誘導する用途について、地域で合意しながらまちづくりを進

めていくことは考え方のひとつである。また、日本テレビ通りや麹町・番町地域の沿道型の

商業地域に係る駐車場付置義務の制度があり、一定以上の規模の建物は１階部分に駐車場の

入り口ができて、店舗の連続性がなくなってしまう。麹町・番町地域については、その緩和

ができないか検討している。そうした都市計画的な手法も検討しながら、今後、比較的規模

が大きな開発の中で事業者に頑張っていただいて、どういう店舗を呼び込むのか、地域と一

体となって、例えばチェーン店でなく、番町という土地柄にふさわしい商業機能の誘導につ

いて、話し合いながら具体化していくことが望ましい将来像と考える。（事務局） 

 

〔Ｊ〕 

○都市計画マスタープランの前提として、2040 年の人口見通しを教えて欲しい。 

  ⇒新型コロナウイルス発生前の推計だが、千代田区では今後 20 年間人口増加の傾向が続くと

見込まれている。８万人弱になると想定しているが、その後も人口増加傾向が続き、2065

年まで人口が増加していくと想定している。（事務局） 

  ⇒将来人口は、これまでのトレンドから推計したもので、地域別のミクロの推計ではない。業
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務系の事務所ビルがマンションに変わっていく傾向があったが、今後の都心のオフィス需要、

住宅需要がどうなるのかについては、現時点では減っていないものの、コロナの影響も含め

て見えていない。いずれにしても、極端に落ち込むことはないと考えている。（事務局） 

 

（意見交換・質疑応答は以上） 

 

（休憩 10 分間） 

 

３．公述（８名の申し出のうち、公正な観点で６名を選出） 

〔公述人１〕利害関係者 麹町・番町地域（学校法人） 

女子学院中高等学校の事務長をしている。 

番町・麹町地域には、住民の皆さま、商店街の皆さま、在勤者の皆さまがいる。忘れてはならな

いのは通学者、児童・生徒である。この地域に歴史を持つ小学校・中学校・高等学校が 10 ほどあ

る。児童・生徒数は 8,000 名にもなる。そのうち、中高生は 6,000 人ほどで、ほとんどが女子で

ある。文教地区としての地域形成を明治の黎明期より牽引してきており、主に旗本の方々、明治の

重鎮の方々の子女教育を担う地域であった。そういう学校が分散してあることが、良き住環境の形

成にも影響を与えていると思う。千代田区都市計画マスタープラン改定にあたり、中間のまとめ素

案をまとめるときに、文教地区としての教育環境を守ることについて、児童・生徒の安全の観点か

ら公述をした。また、女子学院、大妻、雙葉の３校の校長の連名で 10 月８日に千代田区長、都市

計画審議会会長に、先程の観点から要望書を提出している。今回はその要望書に沿って公述をした

いと思っている。 

一番目は、番町の地区計画に記載されているように、中高層の街並みから突出した超高層の建築

物を制限するなど、建築物の用途や形態、意匠を制限し、良好な住環境を維持・保全するという姿

勢を厳守していただきたいと思っている。番町の地区計画の高さ制限は 60ｍである。女子学院の

前にある日本テレビの新スタジオ棟は地区計画の制限で 60ｍとなっている。鉄塔は 100ｍである。

私はかなりの高さだと思っている。高経年で建築更新と言われており、規制緩和はいろいろあるが、

地区計画で 60ｍの高さまでは建てられる形になっている。それはよく考えられているのではない

かと思う。この 60ｍの制限を超える超高層ビルが建築可能となって、150ｍまではいかないにして

も、80ｍであっても跡地に高層ビルが建設されれば、想定だが、就業人口は 6,000 名を超えるの

ではないかと思っている。かつての日本テレビの社屋には 5,000 名ほどの就業者がいたが、2019

年 1 月 31 日のまちづくり協議会で区から出された容積緩和のシミュレーションでも、この数値を

超えるものであったと思っている。そのような就業人口の増大に伴う駅の乗降客の増大、電車内の

混雑の増大、ホームの混雑は、生徒の通学の安全に重大な危険を及ぼすことになる。私も経験して

いるが、東西線・東陽町駅では、明治生命ができて 2,000~3,000 名が増えたことで、かなり混雑

している。やはり、そういったことを避けたい。次に、これだけの就業人口があると、それを支え

る飲食はどうするのか。住宅地域に挟まれて日本テレビ通りがあるが、住宅地域へ浸食するかたち

で飲食店の出店が進むこととなる。日本テレビ通りの賑わいだけではなく、駅に向かって、飲食街

が広がるのではないか。赤坂・飯田橋には吸収する場所があるが、ここは駅に向かって住宅街とな

っている。そこに浸食していくのではないかということ、また夜遅くまで営業するということが、

教育環境、住環境に影響を及ぼすのではないかと思う。 
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二番目に、「ｃ エリア回遊軸」の日本テレビ通りについて、「建物の低層部を中心に・・・店舗の

連続性を確保」とあるが、これはどういう建物か。やはり「中高層の・・・」と明記すべきだと思

う。建物については、どのようにも理解される恐れがあるという気がしている。日本テレビ通りの

みならず、この街区に沿って、飲食店が住宅街を囲むようにできるようなことも起こり得るのでは

ないかと思っている。そして現地区計画でも、日本テレビ通り沿いについては、新たな建築は敷地

境界線から２ｍ以上あけるとなっている。現歩道とあわせて歩行空間が広がる。メリット・デメリ

ットあるが、そこで 60ｍを超える高さの建物を許容するようなことは避けていただきたいと思っ

ている。 

それから防災についてである。この地域は帰宅抑制地域といわれている。学校も 3 日間程度、待

機・備蓄を考えなさいといわれている。地域住民にとっての防災は小・中学校が基本となるが、私

立学校も校庭を開放するなど協力を要請されている。その様なかたちで対応していくが、超高層ビ

ルの公開空地では数千の就業者を抱えることになる。そういう広場をどうするのか。就業者でいっ

ぱいになるのではないか。単に防災のための広場を求めるのではなく、幅広く地域防災として考え

るべきではないか。 

三番目は、番町・麹町地域に通う 8,000 名の児童・生徒の登下校の安全である。これを盛り込む

ことを希望する。麹町駅・半蔵門駅・市ヶ谷駅周辺では、生徒に対して声かけ、痴漢行為が度々起

こっている。麹町警察署・安全生活課にお世話になっている。今、麹町駅では、麹町警察署に、学

生に対する不審者への注意書きを貼っていただいている。そういう情報が来るたびに、大妻の先生

たちは駅前に立って通学路を守るということをしている。就業人口増大・繁華街化がすぐに結びつ

くか分からないが、そうした犯罪の増加を招くものとして危惧している。文教地区としての安全と

いうことも、都市計画の中で、地域の方針を定める場合には把握していただきたい。 

将来的なことということで申し込み時にも書いたが、麹町・番町地域に再開発促進区を適用しな

いことを要望する。これを導き出すような、抜け道となるような形で都市計画マスタープランが計

画されてはならないと思っている。もしそれが適用されるとなると、せっかくの中高層の建物の高

さ制限、教育環境・住環境の維持・保全ということが骨抜きにされてしまうと思っている。いま、

企業は、利益至上主義ではなく、社会的責任として、環境保全、人権保護、地域の社会貢献などを

果たすべき企業活動が求められている。 

最初に指摘したが、駅の混雑との関係、教育環境や明日の将来を担う児童・生徒に重大な影響を

及ぼすことを、しっかり捉えていただきたいと思っている。私たちは校長名で要望書を出したが、

これは生徒の安心・安全を願う大勢の保護者の要望でもある。それを私たちが受け止めて要望書を

出した、ということである。よろしく受け止めていただくようお願いする。 

 

 

〔公述人２〕利害関係者 麹町・番町地域 

六番町に住んでいる。 

千代田区都市計画マスタープラン「改定素案」について、いろいろご説明いただいた。基本的

には、日本という国の中の東京、その中の千代田区という位置づけを意識して、区内のそれぞれ

の地域の特性をよく考慮してまちづくりを進めるという観点から策定されていると思われる。そ

の点では評価できると考える。審議を進められている学識経験者の先生方、委員の方に、まずは

敬意を表したいと思う。 
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いささか懸念しているのは、この 20 年くらいを振り返ると、いろいろな規制緩和の手法によっ

て、建築物の高層化が急速に進んだことである。東京都という高価な士地の高度利用が進むこと

自体は悪いことではないが、高層化を進めるかどうかは、それぞれの地域の特性により判断され

るべきである。ビジネス街やショッピング街など、いわゆるダウンタウン・繁華街の場合は相当

な高層化が望ましい面があるが、一方で、住宅や学校などが多い地域では、高層化がビル風など

環境の悪化をもたらす場合が多いことに留意しなければならないと思う。 

麹町・番町地域、飯田橋・富士見地域に関して、「市ヶ谷駅における交通結節拠点の強化」と

いう説明があったが、すぐ近くに五番町という住居地域が存在している。同じ「交通結節点」で

はあっても、渋谷、新宿、池袋などとは全く異なる発想で強化・開発を考えるべきである。日本

における繁華街中の繁華街である銀座において、銀座シックスが超高層の開発にならなかったの

は何故かを参考にするべきでないか。当初、地権者である松坂屋とデベロッパーの森ビルが超高

層ビルを建てる計画であったが、伝統的な銀座通りの雰囲気にあわないと銀座の皆さんが反対

し、今のような形になった。超高層ビルの開発にならなかったにも関わらず、銀座五丁目の街区

の地下を貫通する非常に長くて立派な地下鉄駅へのアクセス地下道ができている。 

また、番町中央通りの記述や「エリア回遊軸」のような新しい概念の導入など、私には繁華街

化を指向しているのではないかと思える文言が極めて気になる点である。エリア回遊軸では、私

の理解が間違っていなければ、中層・中高層の表現が外されている。なぜ外されているのか、時

間があったら追加説明をいただきたいと思う。超高層化がふさわしくないエリアでは、これを明

確に否定するために中層・中高層という文言を残すべきだと思う。今、日本テレビ通り沿いの再

開発計画が進行中であるが、超高層ビル建設を正当化する方々は、地下鉄駅入口のバリアフリー

化と広場を設けることを挙げている。住民の中にも若干そういう方がいる。しかし、そもそも地

下鉄駅へのアクセス確保は、新しいビルには必要不可欠なものではないか。銀座シックスの例は

如実にそれを物語っている。公共の利益という名のもとに個別地権者の利潤追求が認められるこ

とは不適切であるといわなければならないと思う。また、祭りのときの盆踊りの会場や避難場所

として使えるもっと広い広場が欲しいという意見も分かる。しかし、避難場所については地域内

の多くの学校を利用すればよい。これについては、先の公述人からもお話があった。超高層ビル

の真下の広場などは、ちゃんと建てられると思うが、ガラスの落下などもある。地震のときはむ

しろ不安感があるのではないか。また最近の天気予報では、近年の台風の強大化の結果、ビル風

の脅威も一段と増していると解説していた。超高層ビルの近くの広場で、赤ちゃんをストローラ

ーに乗せたお母さん方がリラックスできることはあまり期待できないのではないか。これから

は、住居地域、文教地区における建物の高さには、こうした観点からの規制が一層必要である。 

年に一度の祭りには、迂回路を明示して、日本テレビ通りの一部を交通止めにして使用するこ

とを考えたらどうか。銀座などは、毎週、歩行者天国を実施している。公共の交通を止めるわけ

で、おいそれとは許可が下りないと思う。こういうことこそ、是非、連合町会の全町会長が連署

して陳情していただくとよいのではないかと感じている。 

元来が住居地域・文教地区である番町地域に、超高層ビルを建てたり、繁華街のような賑わい

をつくろうということ自体、もちろん一定の生活を便利にする施設が必要であることには賛成だ

が、過度の賑わいをつくろうとすること自体に無理があるのではないかと思っている。 

ところで、日本テレビ通り沿いの番町の庭は、地域住民にとって非常に価値がある憩いの場に

なっている。いろいろなイベントも行われて非常に楽しい。これは今後も是非、存続する方向で
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検討していただければありがたいと思う。私は素人で詳しくは分からないが、現在の地区計画の

範囲の高さの建築でも、公開空地の設定などで、その程度の広さの広場は十分に存続可能だと理

解している。 

何人かの方々と一緒に、番町の街並みを守る会で運動しており、私も共同代表のひとりだが、

もとより、私たちは反企業的なグループではない。私自身、約 50 年間、民間の企業で働いていた

経験がある。企業として ROI（リターン・オン・インベストメント）を図る努力をすることは十

分理解できるし、当然、そうでなければならない。ただ、それには、自ずからいろいろな制約が

あった。法律を守ることはもちろんだが、社会的な規範、環境保全を考える企業としての社会的

責任というものが当然伴うものだと思う。先程も申したように、日本テレビの担当部門の方々が

一生懸命取り組んでいることは十分理解できるが、ぜひトップマネジメントレベルでこの問題を

ご検討いただくことをお願いして、公述を終わらせていただく。 

 

〔公述人３〕在住者 麹町・番町地域 

二番町に住んでいる。私自身は、千代田区の住民歴は結婚してからの 4 年しかない。その前は港

区、ヨーロッパに住んでいた。今回公述しようと思ったのは、せっかく番町地域が東京の都心には

珍しく超高層の建物がなく、空が高く、建物の高さが揃っている地域であるので、是非、それを今

後も残してほしいと思ったことがきっかけとなっている。 

千代田区の皆さまにつくっていただいたまちづくり方針には概ね賛成であるが、その中で、麹町・

番町地域に関して、番町の住宅街と文教地区としての静けさを守り、高さ制限を緩和しないことが、

私たちが住んでいる番町地域の価値をより高めると信じているので、3 点ほどお話しさせていただ

きたいと思う。 

麹町・番町地域の特性として、東京の他の地域と比べてみると、東京の中心部にあって、JR 線、

東京メトロ線が複数線通っていて交通の便もよい中で、皇居、外濠公園、北の丸公園などに囲まれ、

緑や水に恵まれているエリアだと思う。それを東京の他のエリアと同じような方向に変えてしまう

のは、千代田区内だけでなく、東京全体の多様性や価値を損なってしまう可能性があるのではない

かと思う。例えば、成熟した都市文化のある欧米の大都市だと、都心に超高層建築がなく、古くか

ら集合住宅がたくさん建ち並んでいる高級住宅地があると思う。例えばヨーロッパでいうと、ロン

ドンのチェルシーやメイフェア、パリのサンルイ島、ドイツのミュンヘン周辺のまち、アメリカで

も、ニューヨークのアッパーイーストサイドなど、超高層建築のない住宅地区として、とても高級

だとされている。先ほど女子学院の先生がお話しされたように、そういったまちには、もれなくよ

い学校があって、家族が好んで住むまちになっている。この番町地区は、東京において、こうした

欧米の都心型の高級住宅地に匹敵する住宅地として、今後発展できる可能性を秘めているのではな

いかと個人的には思っている。経済的合理性、商業性を重視して開発していくのではなく、あくま

でも、静けさとか、これまでも引き継いできた歴史的なものに重点を置く地域として位置づけるほ

うが、環境の希少性から、価値があるのではないかと思う。もし超高層住宅に住みたい方がいれば、

東京を見まわすと、たくさん他の区に選択肢があると思う。高いビルで働きたい方も千代田区の他

に選択肢があると思う。その中で、超高層建築のない中層・中高層の高さを守った街並みがあると

いうことが東京の多様性につながっていくのではないかと思っている。 

二番目は少し別の観点として、東京の中での位置づけについて申し上げたい。「日本テレビ通り

沿道まちづくり協議会」などで、日本テレビ側が現行の容積率や高さ制限の緩和を求めているとい
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う話があると公表情報で拝見した。日本テレビは、同業他社が赤坂や六本木で成功したように、超

高層化して賑わうまちをつくりたいのではないかと感じている。企業としての希望は非常によく分

かるが、番町地区のこれまでの歴史的背景を考慮すると、商業化や賑わい、超高層化はそぐわない

のではないか。赤坂や六本木と同じ方向に向かってしまっては、二度と取り返しのつかない価値の

棄損となるリスクがあると思っている。私自身、商業化が悪いとは思っていない。ただ、都市計画

としてプリンシプルベースで考えると、番町地域がこれまで歴史とともに維持してきた地域性を維

持する方が、まち全体の価値、ひいては千代田区としての価値がより高まると考えている。日本テ

レビは番町地域の賑わい化、超高層建築を考えているかも知れないが、賑わいを求めるのであれば、

汐留地区の方がより賑わいに適した場所ではないかと個人的には感じている。番町自体は、先ほど

も別の公述人のお話にもあったように、賑わいの場といっても、他者を入れて観光やイベントのた

めに賑わいをつくり出すのではなく、そこに住んでいる住民、働いているひとの交流を賑わいとし

て進めていくのがよいと考えている。 

ヒューマンスケールについて、超高層建築で万が一災害が起こったときに、皆さん、何階まで階

段をのぼりたい、逆に降りたいと思うでしょうか。私自身はせいぜい６階くらいまでで、10 階は

きついと思う。経済性よりも、人間が住んでいて居心地がよいまちづくりが番町の特性としてあっ

ていると思う。 

三番目の点であるが、先ほどの質問に関連するが、東京都の都市計画区域マスタープランの関係

で、東京都の上位プランに活力と賑わいの拠点という言葉が書かれている。より開発インセンティ

ブを与えるために、容積率の緩和、商業集積をしていこうという考え方だと思う。これは、先ほど

私の方から申し上げた番町の地域性とは全く相容れないコンセプトのように思う。千代田区の都市

計画マスタープランでは、東京都の都市計画区域マスタープランに書かれている賑わいという言葉

について、賑わいというのは、住んでいる住民間の穏やかな交流であると定義していただき、高さ

制限についても超高層建築を認めず、現状の高さ制限を維持していくことを明記していただくと、

千代田区としても方向性がより分かりやすい形で住民に伝わるのではないかと思っている。 

以上、3 点意見を述べさせていただいた。 

 

〔公述人４〕在住者 麹町・番町地域 

番町っ子クラブで、地域の皆さんと交流をもって、愛をもってともに育むことをテーマに活動を

している。活動の内容としては、地域の八百屋さんから野菜を買って、肉屋さんから肉を買って料

理教室をしたり、子どもたちの情操教育のために番町の庭に馬を連れてきて、動物とのふれあいタ

イムなどもしている。おかげさまで、地域の皆さまの力をお借りして、なんとか５回目のイベント

を開催することができた。この場を借りて、深く御礼申し上げる。 

千代田区都市計画マスタープラン改定素案について、住民として意見を申し上げる。麹町・番町

地域に関して、「落ち着いた住環境と業務空間が共存調和し、誰もが住み続けられるまち」「利便性

が高く、文化的な雰囲気の残る落ち着いた住居系複合市街地」という表現がある。総論的には賛成

させていただく。しかし、同地域に関する表現について、もう少し考えていただきたいというのが

私の意見である。 

私が生まれてから 27 年間、このまちではマンションがどんどん増え、住民が増えている。住宅

街としての様相が非常に強くなっている。これは、江戸時代に、江戸城を中心として屋敷町になっ

たことも一因かもしれない。しかし、このまちの住民は、民間企業や行政、大使館、学校と共存し
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て生活してきた。まちの中に、ブティックや宝石店、繁華街としての側面をもっていた時代もあっ

た。また、このまちから新たな産業が生まれてきた。それが情報通信産業である。この地域で IBM 

や SoftBank が生まれ、今日の情報通信産業を支える先駆者たちがおり、今でも、日本テレビや SAP

といった企業が息づいている。そのような背景をもちながら、「住居系」という表現で済ませてしま

うのは、私にとっては違和感がある。この地域は、今も多くの企業が息づいており、品川区や世田

谷区にあるような高級住宅街、港区のような繁華街に近接した住宅街とは違う。是非、麹町・番町

地域の表現を再考し、例えば「職住一体型」もしくは「多様性のあるまち」など、職住のどちらか

に重きが置かれることなく、様々な要素が含まれる表現を考案いただきたい。 

また「駅とまちをつなぎ、歩きやすいみちを広げる歩行環境の充実」に関して、より一層、力を

入れ取り組んでいただきたいと考える。私自身、半年前までは、大妻通りを通勤に使い、現在は、

番町文人通りを使って通勤している。歩道は整備されているが、通学の生徒の皆さんと必ずすれ違

う。生徒の皆さんは学校で指導されており、しっかり歩道を歩く。そうすると、前から歩いてくる

生徒さんの流れと遭遇し、通勤時間であっても、私自身は、一度立ち止まって、生徒の皆さんの通

学を優先する経験をして、歩きづらさを覚えた。これは大妻通りでは感じることがなかった。番町

文人通りを使うようになって非常に強く感じるようになった経験である。このような経験を日々し

ているので、今後は通行量を十分に受容できるだけの道幅の確保、それを実現するための都市計画

を策定いただきたい。 

以上、この２点が本改定素案を拝読し、強く感じた点である。 

都市計画マスタープランに関心をもち、このまちに長く暮らす皆さまのまちの歴史や地域のあり

方について、住民として考えさせられる機会が多くなった。時代とともに変容するまちの姿に、趣

を残すことはあっても、そのままの姿を保存することはできないし、時代とともに変化していくこ

とが肝要であると感じる。麹町・番町地域は誰かにとってのまちではなく、このまちで暮らし、働

き、学び、遊ぶすべての人々にとって、ボーダレス、ジェンダレス、エイジレスな多様性のあるま

ちであるべきである。多様な人々がいる中で、声が大きく活動的な方の意見が必ずしも正しいとは

限らない。一方、黙っているからといって地域の未来に無関心なわけではない。だからこそ、この

まちの未来は、様々なステークホルダーがともに考えていかなくてはならない。今後も引き続き、

千代田区の皆さまには麹町・番町地域の皆さま思いを汲み取った形で、都市計画マスタープランを

改定いただきたく、よろしくお願いする。公述は以上である。 

 

〔公述人５〕在住者 麹町・番町地域 

20 年以上、番町に住んでおり、現在は一番町で事務所を構えている。近所の方々もさることな

がら、仕事上でも地域の方々とふれあう機会が多く、多くの皆さんと交流させていただいてい

る。 

先ほど説明のあった千代田区都市計画マスタープラン改定素案は、現在の千代田区の課題を把

握し、その解決に向けて、また、今後の千代田区の先を見据えたものになっていると感じてい

る。是非、その内容が実現されることを期待している。その上で、このまちに長い間在住し、現

在も事業を行う者として、次の 3 点について区に対応していただきたいと考え、意見を述べさせ

ていただく。 

一つ目は「新しい時代に応じたまちの価値向上」、二つ目は「子どもたちが安心して遊べる

場、就業者が憩える場」、三つ目は「住民や就業者に対する利便性の向上」についてである。 
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まず一つ目は、新しい時代に応じたまちの価値向上を推進できるまちづくりをお願いしたい。

これまで、住宅付置義務制度により、人口増加という量的側面において、大きな成果を出してこ

られたと思う。しかし一方で、人口増加によって子育て世代、外国籍の方、障害がある方など、

様々な背景をもった人々が増え、まちに求める質も多様化し、今も変化し続けている。その多様

な変化に、これまでの都市計画マスタープランでは充分には対応できていなかったと感じてい

る。今回の都市計画マスタープラン改定の背景には大きな社会変化を展望し、まちづくりの目標

を定めていくことが必要とされており、改定される都市計画マスタープランには、新しい時代に

応じたまちの価値向上を実現するための重要な方針になることを期待している。現在、猛威を振

るっている新型コロナウィルスが、今までの経験からは想像できなかったほど、社会を混乱させ

ている。ウィズ・コロナといった新たな環境に対応できるまちづくりも必要と思っている。この

ような社会変化に柔軟に対応できるまちこそが、これからの社会に求められるものであり、その

ためには行政だけのアイデアではなく、民間を巻き込んだ空間づくりや、そのアイデアを紡ぎだ

していけるかがカギではないかと考えている。今回の改定素案の第 5 章「3 まちづくりの継続的

な改善・進化」にあるとおり、継続的なまちの価値向上につながる具体的な施策・事業を是非、

スピード感をもって実施していただきたいと思っている。 

二つ目は、子どもたちが安心して遊べる場、そして私たちのような就業者が憩える場づくりで

ある。先ほど述べたとおり、区全体として人口増加という量的な側面での課題は解決していると

思うが、麹町・番町地域には千代田区内の子どもたちの約 40％が住んでいると聞いているので、

今後のまちづくりを考える上で重要なことだと思う。しかし、麹町・番町地域では、子どもたち

が安心して遊べる場が少ないと感じている。東郷公園や番町の庭は、麹町・番町地域の数少ない

公共スペースで、子どもたちの遊び場でありながら、子どもをとおして、大人たちの交流の場に

もなっている。お母さま方が、お茶をしながら、子どもたちが遊んでいる様子を見ている風景を

目にする。現在の都市計画マスタープランでも、日本テレビ通りは、憩いや集いの広場を備えた

魅力あるまちづくりを進めると記されているが、残念ながら憩いや集いの広場が、番町の庭しか

ないのかと思う。商業施設も少なく、地域全体でも、以前よりも、個人的には元気がないのか

な、と思っている。また、同地域は住環境とあわせて業務空間とが調和しているまちである。就

業者にとっても、憩える空間があればよいと思っている。この地域では、昔から住民と企業が地

域に関心をもってコミュニティを形成することで、まちを支えてきた。今回の都市計画マスター

プラン改定素案では、多様なスタイルで住み、働き、憩える、居心地のよい場所と多世代のコミ

ュニティと記されている。是非とも、その将来像を実現していただき、子どもたちが安心して過

ごし、多様な人々が気持ちよく憩える場づくり、多世代の方々とコミュニティを形成できる施策

を実施していただきたいと思う。 

三つ目は、住民や就業者に対しての利便性の向上についてである。麹町・番町地域に居住・勤

務していて、多少、他の地域に比べると不便を感じている。本来、日本テレビ通り沿いは商業地

域として、後背地の住宅地を支えるスーパー等、生活利便機能や就業者のための憩いの商業施設

が集積しているべきとも感じている。日本テレビ通りは、麹町・番町地域の中心軸であり、ここ

に活気や利便性があれば、まちとしての魅力が更に増すと思ったりする。また、本来地域の中心

となるべき駅前も、あまり目立った感じがないようにも感じる。ひとが自然と集まりやすい駅前

を中心に生活利便施設を集約させて、まちの賑わいとともに、スーパーや生活利便機能があって

もよいと思う。今回の改正素案では、日本テレビ通りは「エリア回遊軸」に指定され、「駅周辺
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の建築・開発にあわせて、駅とまちの一体性を高める」「建物低層部を中心に周辺の住民や就業

者などの生活利便性を支える店舗の連続性を確保する」と記載されている。是非、これらを実現

する施策を実行して、麹町・番町地域を住民や就業者に対して生活利便性の高い地域にしていた

だきたいと思っている。 

以上で私の意見公述を終わる。 

 

〔公述人６〕在住者 麹町・番町地域 

様々な意見を聞かせていただき、大変勉強になった。六番町に現在居住している。 

六番町偶数番地に住む者として、また学校経営者として、並びに精神科医として児童の心身形

成に関わる者としても意見を述べる。私が居住している六番町偶数番地地区では、現在、「恵ま

れた街並みと教育環境を将来に」という趣旨で、まちづくりに関するルールの検討を行ってい

る。発起人となる住民によって、2017 年 7 月より活動をはじめ、住民アンケート、勉強会、千

代田区や関係企業への訪問、並びにその結果を住民に周知するためのレポート配布を現在も行っ

ている。こうした活動を踏まえて、今回の公述を行う。 

まず、こうした活動の転機の一つ目は、当地区に二つの高層マンションを建設されたことを機

に、高さ制限の規制が六番町奇数番地のみであることに多くの住民が初めて気づいたことであ

る。そして更に、2018 年 9 月、日本テレビ通りでの超高層ビルの計画が周知されたことをきっ

かけに、番町の街並みを守る会が発足したことが挙げられる。 

番町・麹町地域はご存知の通り、150 年の歴史をもつ番町小学校を基本として、教育機関が数

多く存在し、全国的にも優秀な、特徴的な文教地区である。このエリアは、非常に有名な文教地

区であると位置づけられている。今回の都市計画マスタープランにおいて、この地区の特色であ

る教育機関を重視したまちづくりが、具体的に提示されていないことは憂慮すべき問題であると

考えている。生活環境において、商業地域の賑わいによる、不特定多数のひとの流入は安全を脅

かすだけでなく、静かな環境や人間育成のための精神的安定をもたらす地域ネットワーク構築の

妨げになるものと考える。また高層ビルの谷間に位置する教育、居住地域の構想は、歴史的に受

け継がれてきた麹町・番町エリアの環境にとって、あまりにも悲壮な状況であり、多くの関係者

が違和感を禁じ得ない現状を生み出している。更に私の住んでいる六番町偶数番地においては、

改定素案の中の第 4 章地域別まちづくりの方針で、「中層・中高層の複合市街地として・・・」

という部分を非常に問題視している。中層と中高層は異なるものである。六番町偶数番地が奇数

番地と同様の住環境を望む場合、中高層の表記は不適切であると考える。改定素案では、第一

種・第二種住居地域の区別がなくなり、こうした性格が違う複数のエリアをひとくくりに論じ、

混合表記することで、都合のよい解釈を生む土壌をつくってしまう懸念がある。六番町偶数番地

の実情及び地権者・住民の将来への要望、現在の街並み、環境の保全、アンケート調査を踏ま

え、落ち着いた環境、雰囲気、安全という観点から六番町偶数番地のまちづくりを協議した結

果、本地区においては、明確な中層の表記を求めるものである。 

最後に、我々、六番町偶数番地のまちづくりに関する検討会だけでなく、番町の街並みを守る

会でも現在、この地区に関して多くの議論が行われている。守ってきた歴史の大きなまちであ

る。当然のことだと思う。利便性を追求するあまり、守ってきたもの、今まで大切にしてきたも

のを失うのは本当に一瞬である。失われてからでは本当に遅いと思う。そしてこの地域のまちづ

くりは、教育という人間の根幹をなすものに他ならない。だからこそ、もう少し時間をかけて、
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細やかに地域の特性を踏まえた計画の策定を是非ともお願いしたいと思う。この地域の教育は、

まちづくりにつながるものである。先程もお話にあったように、そこに息づく企業の精神、住民

の精神をくみ取っているから、この街並みができている。 

 

（終了） 
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飯田橋・富士見地域            （参加者 ８人） 
■日時：令和２年 11 月 30 日（月） 18：30～19：45 

■会場：富士見出張所 洋室 A・B  

 

１．概要説明  千代田区都市計画マスタープラン 改定素案 

 

２．質疑応答・意見交換 （意見交換数：9 件）                      

 

〔Ａ〕 

○第 3 章のテーマ４道路・交通体系について、区内では風ぐるまが運行されているが、茨城県で

は自動運転バスが運行されている。千代田区では、自動運転等については、どのような計画に

なっているか。 

⇒実用化に向けて、様々な課題があることはご理解いただいていると思う。お話しいただいた

とおり、茨城県境町では既に取り組んでいる。高速交通ネットワークにおけるトラックの自

動運転、新しい市街地における直線・回遊といったタイプは実用化が早いといわれているが、

千代田区のような既成市街地では難しい。区内でも、大手町・丸の内・有楽町のように、街

区が整備され、道路の幅員にゆとりがあって、道路交通量が少ない場所では、自動運転の社

会実験を進めている。また、虎ノ門から大手町では、自動運転タクシーの実証実験を行った

実績もある。風ぐるまについては、福祉的意味合いのある交通として位置づけてきた。地下

鉄が整備される中でも、障害者・子育て世代が社会参加するためには、上下の移動が課題に

なっている。飯田橋、神田周辺などの開発の中で、交通モードの充実が今後の課題と考える。

バスやシェアサイクル、電動キックボードなど、利用者にふさわしい新たな交通モードを検

討していく。（事務局） 

 

〔B〕 

○各地域のまちづくり協議会との連携がほとんど感じられない。協議会の検討とマスタープラン

との整合性が感じられない。そのあたりの連携はどのようになっているのか。理想と現実は違

うかもしれないが連携をしてほしい。 

  ⇒連携が不足しているというご指摘についてはご意見として受け止める。都市計画マスタープ

ラン改定にあたり、様々な勉強の場を設けて取り組んできた。各地域の協議会等の議論につ

いては、庁内の関係部署と連携を図り進めてきたが、より具体に地域の方に話を聴くべきと

いう点が不足していたと認識している。今後の進め方によるが、庁内連携だけでなく、より

一層、様々なご意見をいただく形で進めていきたい。（事務局） 

 

〔C〕 

○都市計画マスタープランの改定は、5 年ごとに基礎調査、見直しを図るという話があったが、

この２０年間に見直しをされたのか。 

  ⇒現行の都市計画マスタープランは、20 年間見直しはされていない。今回の改定にあたり、

見直しについて明記し、適宜実施していくこととしている。これまで、都市づくり白書とし
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て、この２０年間の動向や現況を整理し千代田区ホームページで公開している。改定素案に

おいても、それらのデータ更新を随時行い、新たな動向を見ながら、上位計画や施策の連携

などを踏まえて見直し検討をきちんと行っていくことを示している。（事務局） 

⇒5 年に 1 回、土地・建物現況調査、国勢調査等の大規模な調査が行われている。今後、様々

な調査データと連携しながら、更に補足調査などを行い、5 年に 1 回の見直しに取り組んで

いく。（事務局） 

⇒この 20 年間に、都市再生特別措置法のもと、都心の機能更新が進んだ。国家的プロジェク

トに千代田区の意向が含まれないと様々な課題が残るため、旧江戸城から育まれた水辺や緑

等の保全や低炭素化を推進していくものとして平成 15 年に「まちづくりのグランドデザイ

ン」を策定しながら、国主導のプロジェクトに対して、区としての考えを示してきた。（事務

局） 

〇改定素案に、国際ビジネス・文化交流拠点が位置づけられている。世界の都市としてインバウ

ンドの方もいる中で、都市計画マスタープランの中に、ユニバーサル、多様性という言葉はあ

るが、外国人の文化という視点があまりない。ビジネスの方、外交官の方などもいる。外国人

をどのように取り込むのかがあまり見えない。どのように考えているのか。 

⇒改定素案の第 3 章（テーマ５）や国際ビジネス・文化交流拠点の部分で記載をしている。特

に、大手町・丸の内・有楽町・永田町地域で意識して記載しており、サービスアパートメン

トなど、外国人が気軽に住める、暮らしができるよう環境について記載している。国際ビジ

ネス・文化交流拠点に位置づけられる中で、外国人の力は欠かせない。商業地域やそれぞれ

の事業者との連携も必要になると考えている。（事務局） 

⇒国際交流とダイバーシティについては、外国人ビジネスマンの環境（居住、医療や福祉等の

サービス）整備を都心で進めていこうという考えがあると思う。内なる国際化に向けて、ハ

ード・ソフト両面で、例えばサインのガイドラインの策定なども考えられる。区全体ではソ

フト的な施策にも取り組んでいく必要があると考えている。（事務局） 

 〇オリンピックの対応についてはどのようになっているのか。 

⇒オリンピックを受けてどのように変わるか、改定素案では大きくは記述してない。社会の変

化に対応するとしており、今回の新型コロナウィルスなど、様々な場面で変化に柔軟に対応

できるまちづくりをしていくと記載している。（事務局） 

⇒東京都ではサステナブル・リカバリーという言葉を使っている。持続可能性の観点から、回

復した際には都市の冗長性を意識していくとしている。都市計画マスタープランの改定やそ

の後のまちづくりを進める中で、持続的、冗長性、柔軟に対応し推進していきたいと考えて

いる。（事務局） 

 

〔D〕 

○飯田橋駅がきれいになっていてびっくりした。市ヶ谷駅もきれいにして、番町も高層化して公

開空地をつくったほうがよいと考えている。 

〇改定素案の第 3 章（テーマ４）では、交通体系の快適な移動環境についての方針が示されてい

る。今後、急速に電気自動車化が進む。移動環境を整えるとあるが、電気ステーション等の設

置は考えているか。 

⇒東京都では、ハイブリッド車、PHV、ゼロエミッション・ビークル等を推進していくとして
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いる。例示をあげる際には、ご意見を参考にさせていただく。具体的な施策については、庁

内で連携をとって検討していく。また、駐車場整備の際には、一般的な駐車場だけでなく、

そのような設備が必要になってくると考えている。（事務局） 

⇒EV、HV、蓄電池の普及については、改定素案でも何か所か記載している。具体的に進める

にあたっては、インセンティブに見合った貢献をしていただく都市開発の手法として、都市

開発諸制度がある。制度を活用する際には、EV や PHV の充電施設整備は、推奨から義務化

になっていくと考えている。（事務局） 

⇒都市開発諸制度を活用する大規模な開発については、災害時の電力供給の自立性が求められ

る。EV や PHV の充電施設のほか、シェアリングシステムによる近隣への電力の供給も考え

られる。道路交通環境、低炭素化、防災観点から都市づくりと連携して普及させることは、

非常に大事な視点であると考えている。（事務局） 

〇電線類の地中化が東京都知事の公約だったと思う。かつて、住まいのマンションで請願を出し

たことがある。電線類の地中化が進んでいるものの、未だ完成していない。なぜこんなにも時

間がかかるのか。阪神・淡路大震災を経験しているが、震災時には電線が垂れ下がり非常に危

険である。非常に大事なことであり全域で電線類の地中化を進めていただきたい。 

  ⇒電線類の地中化については、都市計画マスタープラン改定素案の第３章（テーマ４）の中で

挙げている。災害時、また景観の要素等も含め、地中化という考え方は有用である。しかし、

電線類の地中化は、地域の合意に時間を要し、また、予算措置の問題もある。地域の課題と

して、開発の中で負担いただき進めていくことなどもあるが、通りによっては地域の合意が

整えば、ある程度進められると考えている。（事務局） 

 

〔E〕 

〇５年ほど前に Society5.0 という考え方でスマートシティの話があったと思う。都市計画マス

タープランでは触れられていない。なぜ採り上げないのか。飯田橋では 6 事業体が進行してい

るが、スマートシティについては市単位で実現している都市が国内にいくつもある。千代田区

全体は難しいかもしれないが、6 事業体の中であれば、飯田橋地域でもスマートシティ化の実

現が可能ではないか。6 事業体の連携がとれておらず、話が進んでいない。区で後押ししてい

ただけないか。 

⇒改定素案の序章（改定の背景、5ｐ）において「大きな社会変化を展望してまちづくりの目

標を定めるとしており、Society5.0 について採り上げている。スマートシティについては

全ての地域というわけではなく、概ね、大手町・丸の内・有楽町・永田町地域で先進的に

展開する方向で記載をしている。（事務局） 

⇒駅周辺開発については、連携を図っているものの、まだ課題があるということはご指摘の

とおりかと思う。それぞれの開発が相乗効果を発揮し、補完し、全体として最適を目指す

といった姿勢が重要であるが、開発の熟度、事業の合意形成を含め難しい部分もある。（事

務局） 

⇒改定素案の第 2 章（基本方針 2、30ｐ）で「都心の多種多様な活動が情報でつながり、最

適化と相乗効果で、都心生活を豊かにしていく」としている。スマートシティはエネルギ

ーが注目されるが、インフラの更新、交通のシェアリング、低炭素といったエネルギーマ

ネジメントを含めトータルで考えている。それに向けた環境整備についても並行して進め
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ていくべきと考えている。東京都が都市のデジタル化を急速に進めているため、それに対

応できるような取組みを検討していく。（事務局） 

 

（意見交換・質疑応答は以上） 

 

３．公述（0 名） 

 

（終了） 
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神保町地域               （参加者 １１人） 
■日時：令和２年 11 月 25 日（水） 18：30～20：10 

■会場：神保町出張所 洋室 A・B  

 

１．概要説明  千代田区都市計画マスタープラン 改定素案 

 

２．質疑応答・意見交換 （意見交換数：10 件）                     

 

〔Ａ〕 

○都市計画マスタープランは、何が上位計画となるか。 

⇒東京都が策定するものでは、今年度改定予定の「東京都市計画区域マスタープラン」、千代田

区が策定するものでは現行の「千代田区第 3 次基本構想」が上位計画となる。（事務局） 

○地球温暖化対策については、改定素案のどこに反映されているか。千代田区の 95%が事業者

であり、事業者が利用するエネルギーは膨大である。地球温暖化対策が必要といわれているが、

どこに反映されているかが分かりにくい。 

  ⇒改定素案では、第 3 章、特にテーマ７で記載している。都市計画マスタープランで大きな方

向性を示し、具体的な対応については個別計画で展開していく。取組みの連携に関して、分

かりにくい点については、ご指摘として受け止める。（事務局） 

⇒緑は脱炭素の観点では効果が薄いが、都市の中で重要な資源である。都心に集積する建物か

ら発生する CO2、輸送に関する CO2 については、個々の建物の低炭素化・脱炭素化に向けた

指導やインセンティブ、建物の機能更新の際の面的エネルギー利用の仕組み、義務化などの

方向感で検討していくことになる。エネルギー利用の融通の可能性、下水道のエネルギーの

活用など、地域エネルギーデザインの中で取組みを推進していく。（事務局） 

⇒改定素案の中では、地球温暖化対策に関してテーマ２（緑）、テーマ３（景観）、テーマ４（道

路交通）、テーマ７（環境）で示している。様々なテーマが横断的にかかわっている。今後、

連携等を可視化する中で分かりやすくなるよう考えたい。また、テーマごとでも理解いただ

けるよう工夫したい。（事務局） 

○あちこちで街路樹が切られている。しっかり整備すれば残せる。樹木や木陰が大事であり、な

くなってから、その大切さがわかる。都市計画マスタープランのどこに記載されているのか。

皇居の緑から、風の道によって都市の温暖化を防止することが書かれており、大きなテーマと

考えている。 

⇒街路樹のあり方について、緑陰の視点、歩いて楽しいまちづくりの視点などから、地域まち

づくりの中で、共感が得られるような場をプラットフォームとしてつくって、検討していき

たい。（事務局） 

   

〔B〕 

○日本橋川に架橋すると記載されている。どこに橋が架けられるのか。自分の住んでいる所の近

くなのか。 

  ⇒大手町と内神田の間、丸の内仲通りを北上して日本橋川にあたるところで人道橋を整備する
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ことが大手町側の開発で決まっている。神田側に受け地となる広場ができるため、人道橋を

整備することとなった。（事務局） 

 

〔C〕 

○公述書に書き込めなかったことを述べたい。バリアフリーについて、車椅子で買い物や食事な

ど、安心して移動できるまちづくりについてもっと書き込んで欲しい。今後のまちづくりにお

いて、車椅子で利用できるトイレの整備を誘導してほしい。オリンピック・パラリンピックも

あるので、民間の建物でも誘導できるようインセンティブ等の施策をとってもらいたい。令和

2 年度予算では、東京都・千代田区ともに、障害者対応のトイレの予算がない。補助の予算を

つけてもらいたい。 

⇒区としても重要課題と認識している。改定素案の中では、第 3 章（テーマ４・５）の中で連

携しながら対応していくことを示している。駐車場についても、障害者を対象とした必要性

について意見をいただいている。車椅子の環境整備の中でも、トイレの重要性や土地の高低

差への対応なども踏まえながら、書き込みを深めていけないか検討したい。（事務局） 

  ⇒トイレを含めて、「空間」と表現しているが、今後、表現を検討していきたい。トイレの位置

などの情報発信も含め、担当部署と連携して対応を検討していきたい。（事務局） 

 

〔D〕 

○神田淡路町に住み、神田神保町で子育てしてきた。ひとの顔を見えるコミュニティの濃いまち、

ひとのつながりと界隈としての個性が強いまちである。この個性を残せるようなバックアップ

と店を継ぐひとの住まいの確保を進めて欲しい。谷根千のように、血筋だけでない繋がりを活

用して個性や活気を取り戻してほしい。リノベーションなどに力を入れてほしい。コロナ禍で

もつながりあって、界隈を大切にしたまちになるとよい。清掃や植栽管理にも気を配って、よ

いまちになるように力を入れてほしい。 

  ⇒緑はつくるだけでなく、育てる、つなげていくことも大切と考えて取り組んでいきたい。（事

務局） 

  ⇒建築物は従来、機能更新していくことが前提で、高度成長の中で加速してきた。リノベーシ

ョンについても限界はあるが、リノベーションだからできるまちの個性を醸成し、次の時代

に残す価値を打ち出していくことが大切と考える。リノベーションと再開発は対立するもの

ではなく、時間軸でつながり、共生できるものである。リノベーションの発想も、多くのデ

ベロッパーの中でも共有できていると考えている。建築・開発の手続きのワンストップ化な

ども含めて、区としても多くの課題があると認識している。（事務局） 

 

〔E〕 

○ドライミストの機械の性能、効果はどうなのか。街路樹の方が効果的である。また、公開空地

という名称の子どもが遊べない空地をつくっても意味がない。そのための高層建築は区民のた

めになっていない。 

  ⇒ドライミストについては様々な形態があり、スポットで機能するもの、街路樹と連携してエ

リアで考えるものがある。酷暑対策としては、歩いて通る時の暑さを避ける適応策という趣

旨がある。効果について意見があることは受け止めたい。（事務局） 
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 ⇒公開空地や公園でも制約があることについて、安全、快適性、多様なひとの使い方をどうマ

ネジメントしていくかが重要である。今後、常時活用できる機能やマネジメントの中で、遊

べる場所として行けるような運営を考えていく必要がある。（事務局） 

〇神保町の雑多な雰囲気が大切である。連続性というが、高さの高いビルが連続する開発を進め

ることは疑問である。コロナ禍で、人口増であるこの時代、定住人口回復を主眼とした時期に

定められた上位計画に基づいた都市計画マスタープランでよいのか。一度、現状をよく見て、

考え直すべきである。 

 ⇒20～30 年のスパンでは、世論調査では、多くの方が「まちがよくなっている」といってい

る。景観、街並みなど、いずれもよいという回答が増えて、悪いという回答が減っている。

短いスパンでは開発の不利益を感じるが、長いスパンで考えると、緑の増加、空間の創出な

どの評価がある。神保町に限らず千代田区全体で、長期的に定量的な声を聞くと、まちとし

てはよくなっているのではないかと思う。（事務局） 

⇒住宅については、量から質への転換を今回の改定素案で明記している。高さだけを目的とし

たまちづくりを進めていくことは、今後のあり方としては望ましくないと考えており、地域

課題について、みんなで共有して進めていくことを明記している。広場についても、公開空

地ができるだけでは意味がなく、地域の課題を見据えたうえでまちづくりを深めていければ

よいと考えている。（事務局） 

 

〔A〕 

○他の区との連携はどうなっているのか。住民としては区界を越えて生活している。 

  ⇒千代田区の骨格構造を描くうえで、他区の動向も踏まえて検討している。具体のプロジェク

トで連携がとれるように、引き続き、他区との連携を図っていきたい。（事務局） 

 〇もっとオープンな形、多様な方法で（ズーム等）意見交換の場をつくってほしい。我々の意見

を言う場がない。 

⇒今後、新たな研究を通じて、進めていきたい。共通の土台で意見交換ができる場、まちづく

りを協議する場、マスタープランの改定の意見交換をする場、新たなコミュニティと連携し

た場のつくり方など、これまでの経験を踏まえて、今後のプラットフォームのあり方を考え

ていくということをマスタープランに位置づけた。そういった宿題をいただいていると認識

している。（事務局） 

（意見交換・質疑応答は以上） 

（休憩 10 分間） 

 

３．公述                                   （２名） 

〔公述人１〕在住者 神保町地域（古書店経営） 

神保町で明治半ばから古書店を営んでいる。住まいは猿楽町である。ここ 20 年間くらい、地元

の商店会長をしている。 

昭和 59 年に千代田区が制定した「教育と文化のまち千代田区宣言」に寄り添って神保町地域は

発展してきたと自負している。明治 10 年ごろから、神保町には、今日に続く日本を代表する大学

が数多く創設され、それに伴って、古書店、書店、出版社、印刷製本業が生まれてきた。区民のア

ンケートでも、神保町地区の魅力を「文化」「芸術」と答えたひとが千代田区の中で一番多く、本当
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にうれしく思っている。加えて神保町地区は、古くから家業として小売業や飲食店を続けている店

が数多くあり、それが神保町の魅力であり、地域のコミュニティの核にもなっている。しかしなが

ら、このまちのたたずまいを継承していくためにはいくつかの課題がある。 

一つは、店舗が老朽化していることである。建物の敷地が 15~30 坪くらいのお店が多く、単独

で建て替えることが困難なことである。今、建物の耐震化が急務とされている中、従前の店舗を継

承して建替えをすると共同建替えを選択せざるを得ない。大規模な再開発では、国や都、千代田区

からの支援があるが、敷地が 200~300 坪くらいの共同建替えでは、従前の店舗を持つことはなか

なか難しいのが現状である。是非、中小の共同建替えの際に、従前からの店舗を残すことができる

まちづくりを進めていただきたいと思っている。例えば、従前からの店舗は、家賃設定を相場より

安くしても、全体として事業性・採算性を担保できる中型の共同建替えを誘導していってほしい。 

二番目は駐車場附置についてである。神保町には地下鉄が 3 線入っており、個人的にも車を運転

する必要がなくなってきた。加えて、宅配便の普及で、荷物をお客様のところへ店の車を使って届

けることがほとんどなくなった。一方、大きな開発で生み出された駐車場は、利用者が少なく、空

いていると聞いている。また、駐車場の出入り口は 1 階の店舗の連続した街並みを途切れさせてし

まう。地域の駐車場需給を調査する必要があると思うが、是非、駐車場附置義務を緩和するよう、

千代田区から働きかけてほしい。以上、神保町地区の魅力を継承しつつ、まちを更に発展させてい

く方策について提案をさせていただいた。 

 

〔公述人２〕在住者 飯田橋・富士見地域 

富士見二丁目に住んでいる。飯田橋 ・富士見地域の日程では都合が悪いため、今日ここで公述さ

せていただく。 

富士見地区はここ 20 年で新たな高層マンションが建ち、1,000 世帯以上が増えて人口が 1.5 倍

になっている。子どもと子育て世代は２倍、高齢者も 1.5 倍に増えた。社会人や学生など、昼間人

口も大変多く、飯田橋駅を利用する客は増加している。子どもたちが増えたと実感するのは、昨年

まで行われていた富士見二丁目町会のお祭りやクリスマス会などである。今年はコロナの影響で全

部中止だが、大勢の子どもたちがいて、本当に賑やかで、こんなにも子どもたちがいるのかと驚く

ほどである。高層マンションが増えて、これが若い世代が増えたまちの活性化であると実感してい

るところである。今後 20 年は、再開発計画により、更に、昼も夜も、住民も勤務するひとも増え

ていくことと思う。富士見地区の住民として、ＪＲの西口・東口の周辺の再開発計画について、こ

の地域らしい特徴ある発展を望んでいるところである。本日、この再開発に関する駅前の混雑等に

関しても、後程、公述させていただく。 

まず JR 飯田橋駅西口と東口の開発である。ここ 20 年で高層ビル 3 棟が建った。ビルの周辺で

は、テラスなどを設けており、大変なひとの賑わいがある。小さな子どもたちが走り回ったり、大

人たちもゆっくりと陽だまりでおしゃべりやランチタイムのお弁当を楽しんだりと、なんとなく、

休まる空間があった。今後、早稲田通りを挟んで飯田橋側で予定されている開発の際にも、同じ様

にファミリー層や多世代のひとたちが集う、憩いの空間が必須だろうと考えている。ビルに囲まれ

た殺風景な景色ではなく、この地域で既に建っている３棟の間になるので、中低層のちょっと落ち

着きのある建物があって、圧迫感のない街並みになるとよいと思っている。 

この周辺に関して改善を求めたい大きな問題点がある。JR 西口や地下鉄からの乗降客によって、

駅前から交番の交差点がものすごく混んでいる。信号待ちで大変賑わって混んでいる。駅からほん
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の 30~50ｍの範囲だが、朝夕の通勤通学の時間帯の混雑は大変酷く、ぶつかり合いながらすれ違

っている。現在のコロナ禍で、密を避ける方法を全くとりようがない状況である。そして、今朝の

ように雨が降る日は傘をさしてぶつかり合う。駅から降りてきて、勤務先、大学、小中学校、奥の

学校、病院、勤務先に来る方と、JR や地下鉄を利用して、駅に入っていく住民が本当にぶつかる。

主に通勤通学の時間帯だが、混雑を緩和するひとの流れが出来ないか提案させていただきたい。先

程申し上げたように、駅から 30~50ｍの範囲が混み合う。交番の前で塊となる。駅舎側にひとが

多いが、反対の市ヶ谷側にはひとがいない。そこのアンバランスがすごいストレスである。解決策

のひとつとして、交番前の交差点がもっと駅よりになればよい。横断歩道をもっと駅よりに寄せ、

交差点をもっと広くする、信号の手前の歩道と車道の間の欄干を短くして、場を広くすると混雑を

緩和できるのではないかと思う。横断歩道の目安としては、牛込橋と書かれた燈篭のようなものの

辺りまで下げれば、ものすごく広い空間ができて、混雑が相当緩和できると思っている。そうすれ

ば、通勤通学のひとたちが、朝夕と大変に楽に駅に向かって電車に乗ったり、地下鉄に乗ったりす

ると思う。今後、早稲田通りを挟んでマンションなどが建ち、人口が増えていく。再開発の場合も、

駅の混雑の問題解決になっていくのではないかと思う。 

そして東口である。富士見地区と飯田橋地区にかけて、今後 20 年で、相当大きな再開発計画が

あると予想している。今、JR のホームが市ヶ谷寄りに 200ｍ動いたが、東口のホームの上やいい

だべえの壁のあたりがあまり綺麗ではない。それについては、今後、JR と富士見地区・飯田橋地区

が共同で飯田橋の顔になるような一体感のある再開発がなされると期待しているところである。大

きな事業であるので、20 年くらいの時間がかかると思うが、その後は飯田橋がガラッと変わった

よい状況になるのではないかと思う。富士見地区や飯田橋地区には、大きな大学やデジタルインフ

ラ関係の最先端企業がたくさんあるので、地元の最先端の企業・大学と協力を図って、近未来の店

舗やオフィスを構えていただき、また人々の憩いの場も一緒につくっていただきたいと思っている。

今現在、東口の出口からガード下をくぐって、九段方面に向かう方、アイガーデンに向かう方など、

大変な混雑である。西口よりも、もっと大変である。ガード下では傘もさせないくらいである。す

れ違う方が本当に皆さん苦労して、地下鉄に乗り込んだりしている。そこは JR と共同で、東口の

ホームからエレベーターやエスカレーターで地下の東西線の乗り場あたりまでずっと降りられる

ようにして、地下空間をもっと広く、再開発の時に地下街ができるように幅を広げていただく。そ

うすれば、大変よい空間ができて、すごく自慢できる飯田橋地区ができると思っている。費用はい

くらかかるのか、設計上どうか、あまり詳しくもなく何も知りもしないで理想だけを述べているが、

そういう風にできたら、本当に飯田橋がこの地域の顔になると思っている。 

また、富士見二丁目地区にはホームページがあり、そこでは東京大神宮がトップを飾っている。

大神宮通りが整備され、間もなく電柱が地中化される。目白通りと早稲田通りを結び、東京大神宮

への参道の様な案内のある道をつくっていただきたい。近くで迷っている方がいる。そういうこと

がもっと分かりやすい地域にしていただきたい。そして、飯田橋をまっすぐ行けば靖国神社である。

西参道としてもう少し整備して、イメージアップにつなげていただくと、もっと、よいまちづくり

ができると思う。商店街のみなさんも、若者のニーズにあったイベントや店づくりなどができてく

るのではないかと思う。よろしくお願いしたい。 

 

（終了） 
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神田公園地域              （参加者 ２０人） 
■日時：令和２年 11 月 27 日（金） 18：30～20：30 

■会場：神田公園出張所 洋室 A  

 

１．概要説明  千代田区都市計画マスタープラン 改定素案 

 

２．質疑応答・意見交換（意見交換数：8 件）                      

 

〔Ａ〕 

○このプランを知ったのは最近である。千代田区では 2018 年度から検討しているとのことだが、

アナウンスはどのようにしていたか。千代田区のホームページでは気が付かず、意見をいう機

会を見逃していた。もう少し周知ができなかったのか。 

  ⇒千代田区ホームページ、広報紙、マンション連絡会、町会等を通じて周知してきた。町内の

掲示板、フェイスブックなども活用している。今後も周知を拡充していきたい。（事務局） 

  ⇒SNS での周知はありがたい。〔Ａ〕 

 

〔B〕 

○大規模な再開発のプロジェクトに携わっている。地域合意というのはどのくらいのレベルで必

要なのか。 

  ⇒合意形成の進め方については、どういった形がよいのか検討している段階である。改定素案

では、地域合意のあり方についてもきちんと考えていくことを定めている。従来の協議会の

ような会議体も含め、これまでの考え方、今後の地域合意に必要なこと、開発後の事後評価

の必要性も踏まえながら、地域で共通認識が得られたかを考えられるように検討していきた

い。（事務局） 

  ⇒まちづくりにはいくつかの段階がある。まず、ガイドラインなど、まちづくりの方向性につ

いての合意形成から積み上げていく段階がある。続いて、それを具体化するために都市計画

の手法として再開発や地区計画の変更などの合意形成の段階がある。開発区域や地権者の数

にもよる。制度活用については、公共性と差し迫る課題、大方の地域合意のバランスを行政

としても考えていく必要がある。その前段として、まちづくりの大きな方向性について、地

域のみなさんの共感があることによって、途中で立ち止まっても再スタートが切れる。そう

いう方向性については、しっかりとプラットフォームをつくりながら、大きい方向性を共有

して具体的な手法を活用していく。神田駅西口の再開発についても、一気にできるのか、エ

リアに区分していくのか、今後の適切なアプローチの仕方を検討する必要がある。ブロック

ごとの合意形成を積み上げる考え方もある。行政としてもそのあり方を考えていきたい。（事

務局） 

 

〔C〕 

○エリアの回遊で戦略的に賑わいをつくっていく考え方や歩行空間の整備は大賛成である。自転

車の利用が増え、コロナ対策になるものとして一部地域でキックボードの実証実験が行われて
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いるなど、移動のスタイルが多様化すると考えられる。それに適した相応のインフラ整備、ル

ールづくりが必要である。幅員が狭い道路が多く、信号のない十字路もあるなど、路上駐車し

ている車も含めて、安全・快適性、利便性の担保が課題となる。回遊の軸になるような通りに

ついては、専用の自転車レーンを設けることや、電線類の地中化などが有効である。 

  ⇒回遊性、自転車について、密にならないような交通モードとして重要性を認識している。コ

ロナの感染拡大の中で、自動車の方が交通量の回復が早かった一方、環境面・健康面から考

えると、今後は、自転車やキックボードなど別の交通モードへの転換も重要になってくると

考えている。（事務局） 

〇容積率の緩和、地区計画、まちの機能更新はよいが、小規模敷地のマンションで転売が繰り返

され、駐車場付置義務の縛りなどもあって、路面の賑わいが消え、駐車場になってしまうこと

もある。新しい住民の愛着、帰属意識が育つように、エリアマネジメント活動や町会などの担

い手、まちのファンが増えることが重要である。悪循環にならないような地区計画、駐車場付

置義務の見直しを行うべきである。 

⇒駐車場について、建物低層部の賑わいの連続性を損なってしまうのは事実である。この対策

として内神田一丁目周辺地区では、都市再生緊急整備地域内であることから国の制度に基づ

いて、エリア内で需要が満たされていれば隔地に飛ばして駐車場を整備したり、最初から駐

車場をつくらなくてよいようにしたりするなどの制度活用を、４月から試行的に運用してい

る。他の地区への展開は行政としても考えていかなければならないと認識している。駐車場

をつくった後のマネジメントの課題も残っており、研究しながら対応を考えていきたい。（事

務局） 

⇒神田エリアは敷地が狭く、道路の面積率は高い。行政、区議会の中で、大街区化は大手町化

と捉えられて、合意形成が難しい局面もあるが、そういった手法を活用しながら、快適な歩

行空間をどう創出していくか。また、歩行者専用的な空間、物流のロジスティックも大切で

ある。地域で住んでいるひと、地権者、事業者が話し合う場所が必要である。行政、デベロ

ッパー主導で大街区化してしまうと、都市計画段階での合意形成が難しくなる。地域の積み

上げで考えて、まち全体を考えたまちの機能更新につなげていけたら、大手町化ではない神

田らしい大街区化が具体化できると考えている。（事務局） 

 

〔D〕 

○駿河台下の三角地域では建物の老朽化が著しい。東日本大震災の際も大きく揺れた。その後、

耐震化、防災対策を含めて、建替えを研究してきている。賛成の割合の問題が最後に出る。

100％合意はなかなか難しい問題である。千代田区はそれぞれ特徴のあるまちである。神保町

の古本屋など、事業継承のための方法を考える必要がある。 

〇来訪客の立場で困るのは自転車の駐輪の問題である。大規模な商業施設が立地すれば状況はひ

どくなる。地下駐輪場など、個人ではできないものを公共の力で実験的に何ヶ所かつくるよう

な取組みが必要である。いつでも自転車で来ても訪れやすいまちにするべきである。 

〇トイレの問題もあり、高齢者は探すのが大変である。トイレをどこの店でも利用できるような

協定を区で率先して店舗に働きかけるべきである。そういうインフラの導き方をしてほしい。

切実にお願いしたい。 

  ⇒自転車について、コミュニティサイクルの環境も含めて様々な検討をしていきたいと考えて
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いる。トイレについては、ご指摘のとおり、障害者も含め、トイレがないとまち歩きを安心

して楽しめない。まちに来れない。どこが使えるかの情報発信も含めてサインのあり方、情

報提供のためのアプリの利用などのアプローチも考えていくことが必要と考えている。オリ

ンピックでの取組み事例も参考にしながら、開発の中で地域課題としての解決も含めて研究

していきたい。（事務局） 

 

〔E〕 

○老朽化している建物、トイレ、緑の創出などの課題がある中、それに伴いビルを高くする必要

も出てくる。地域で話し合うことはよいと思うが、第 4 章の地域別のまちづくりの方針につい

て、麹町・番町地域で高い建物を建てないで欲しいという意見がある。地域合意の範囲をどの

ように考えればよいか。 

  ⇒都市計画マスタープランの第 2 章で示す将来像の実現については、区全域で共有し目指すも

のとなる。一方、第 4 章において地域別に細分化した将来像や方針も定めており、それぞれ

建物の高さの考え方も異なる。そのため、地域全体の課題に関するものか、地域の課題に関

するものかで合意の範囲は変わってくる。課題解決に関しては、改定素案でも示しているよ

うに、高層化等を目的として再開発を行うものではなく、地域課題への貢献を含めて地域で

合意していく方向で考えていきたい。地域で課題を解決していくために建物の高さを許容で

きるのであれば、インセンティブとして容積率の緩和をする手法も行政として考えていく。

それぞれの地域のまちづくりの中で考え、地区計画との整合性とあわせて考えていくことと

なる。（事務局） 

（意見交換・質疑応答は以上） 

 

（休憩 10 分間） 

 

３．公述                                   （５名） 

〔公述人１〕在住者 神田公園地域 

主に神田錦町三丁目の都市計画マスタープランについての意見を述べさせていただく。 

昭和 37 年に錦町に生まれ、約 60 年、このまちに住んでいる。家業である出版業（武蔵野書院）

を継いで、今年で創業 101 年目になる。現在、錦町三丁目町会の町会長を務めている。 

昭和 37 年当時、我々の町会は 770 世帯のひとが住んで、そこで働いていた。古くから神田錦町

は本のまちで、印刷所や製本業、用紙店、大手書店の取次がいっぱいあった。そこの社員さんたち

が錦町で社員寮に入り、家族ごとに暮らしていた。まちは本当に活気があり、町会だけで小学校の

校庭を借り切って運動会ができるほどひとがいた。また、大手広告代理店の博報堂や大修館書店な

どの大きな会社もあったので、その営業マンのひとたちに打ち合わせなどで地域の飲食店をよく使

っていただいて、周りの飲食店も潤っていた。 

現在は住民が大幅に減ってしまった。先程、千代田区の全体では人口は回復しているというお話

だったが、神田錦町は残念ながら、その実感が今のところない。住民が住むことができなくなった

り、店を畳んだり、持ちビルを売ってまちを去ってしまうことがかなりあった。そのために、とこ

ろどころに空きビルや空き地が点在してきて、防犯上も衛生上も、最近は少し危ないと思う時があ

る。正直いって、今の錦町は、夜は真っ暗になってしまい、私の感覚からすると、怖い感じがする。
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町会所有の錦三児童公園があるが、一部のマナーのあまりよくないサラリーマンの方などを中心と

した喫煙所になってしまっており、今はもう二度目の立ち入り禁止、封鎖をしている状況である。

近々、これは一旦解除する方向で話は進んでいる。私たちが子どものころから使っている公園で、

こういうことは子どものころはなかった。町内の人間をみんなが知っていたので、お互いが抑止効

果になって、まちを汚したりするのをどこの誰がやったかすぐ分かる。そういうコミュニケーショ

ンがあった。 

私が子どものころのようなまちに戻すことはもはや現実的ではないが、それだからこそ、今の時

代にあった方法で、地元の企業の皆さんと協力しながら、まちに新しい空気を吹き込んでいくこと

がとても大事ではないかと思っている。先程、児童公園が喫煙所になってしまっているという話を

したが、それも敵対するのではなく、近隣の企業のひとたちとのコミュニケーションをとれるよう

なことをすることが必要である。昨年、一昨年と、地元の企業のご協力と町会が一緒になって、ち

よだプラットフォームスクウェアを中心に「神田錦町ご縁日」を開催した。そうしたところ、近隣

の会社のひとたちが多数参加してくれて、綱引きなどで本当に大いに盛り上がった。 

現在、まちは 4 つの道路で区切られてしまっている状況で、お互いの往き来がなかなかしづらい

形になっている。これを大街区化して、広場をつくったり、神田警察通り沿いに地域の活性化の核

となるオープンスペースの整備、多様な都市機能の導入、昼間・夜間人口の増加、地域の賑いの増

加、歩行者ネットワークの形成、神田警察通りを中心とした回遊性の強化、神田から大手町をつな

ぐ人道橋あるいは水辺の歩行者空間の整備ということを進められたら、ハード面でもソフト面でも、

まちをまた活性化できるのではないかと思っている。 

また、この錦町にとても貢献しているプラットフォームサービスという会社がある。こちらは、

起業家、事業を起こす方の事業を軌道に乗せることを後押しするサービスで、かなり多くの実績を

上げている。大街区化にあわせて、活動しやすいスペースを充実させることによって、起業のまち

神田錦町という特徴をつくれるように、そして、まちのブランドイメージアップにつなげられたら

よいと思う。 

この地域には、錦城学園、正則学園という都心の高校が二つある。この間のご縁日に参加してい

ただき、ブラスバンドなど、いろいろ協力していただいて、かなりの盛り上がりを見せた。こうい

う高校も、私たちの都心の町会に参加していただくと、更にコミュニケーションの場が広がるので

はないかと思う。 

まちを大街区化するプランについては、既に準備組合が設立されて、住民の意見を反映させなが

ら、現在、まちづくりについて様々な検討がなされている。私たち錦町の住民は、この取組みを反

映したプロジェクトが 1 日も早く実現することを願って止まない。 

最後にひとつだけ強調しておきたいことがある。この一帯のプランは、決して再開発事業の商業

ベースありきのものではなく、現在、まちで暮らす私たち錦町の人間、あるいは錦町一丁目町会、

神田錦町二丁目町会、錦町三丁目第一町会の町会長も、このプランを支持している。 

どうか、千代田区としても、これらの事業の推進を積極的にお助けいただきたい。 

 

〔公述人２〕区内事業所 神田公園地域 

神田小川町三丁目から来た。「カロリー」という洋食店を経営している。 

本日、私どものまちで進めているまちづくりについて、千代田区に是非思いをお伝えしたいと思

い、この会場に来た。 
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私たちのまちでは、もう 12 年も前に再開発の話が浮上し、地域の皆さまが主体となり、一生懸

命勉強をして準備組合を立ち上げ、検討を続けてきた。私はその理事長を務めさせていただいてい

る。私たちが再開発という形でまちづくりを進めたいと思ったのには、大きく二つの理由がある。 

一つ目は、安心・安全なまちづくりである。私たちのまちは老朽化した建物が多く、また、大変

密集して建物がある場所である。大きな地震、大きな台風など自然災害が起きた時、本当に大丈夫

かと心配を抱えながら生活し、商売しているひとがほとんどである。個々での建替えを検討したひ

とも大勢いるが、土地の形が変形だったり、小さな土地で建替えができない、権利関係が複雑であ

ったり、様々な問題を抱えており、加えて、建替えにはお金の問題がついて回るため、考えあぐね

た結果、自分で建替えるのは無理だと断念せざるを得ないのが実情である。東日本大震災のような

大きな地震が東京を襲ったら、また、昨年の台風 19 号のような台風が直撃したら、という不安は

尽きない。 

また、再開発について勉強を進める中、靖国通りと明大通りという地区に接する 2 つの大きな道

路が緊急輸送道路であることを知った。大地震が起こったときなど、拠点病院となる駿河台の多く

の病院に向かう道路の入り口が、私たちの地区だった。それを知ってから、私の心配も自分の事で

はなく、広く東京全域、ひいては千代田区民に関わる問題ではないかと考えるようになった。私た

ちの地区が原因で、御茶ノ水の病院に続く道路を封鎖してしまうようなことは絶対に避けたい。私

たちの建物が倒壊して道路を封鎖することになれば、自助も協助も公助も成り立たない。私たちの

まちにとっては、安心・安全の実現は、必要不可欠なものだと思っている。 

二つ目は、賑わいのあるまちづくりである。私たちのまちは神保町の古書店街、小川町のスポー

ツ店街、そして御茶ノ水の楽器店街と、3 つの特徴的な商店街の中心にある。また、ここは日本有

数の大学のまち、学生街でもある。かつては大変な賑わいを見せていた。社会情勢の変化の中、ど

んどんと賑わいが減っているのが現状である。今回のコロナ渦では、更にひどい状態になっている。

このままでは、魅力あふれるこのまちが駄目になってしまう。なんとか魅力を活かしながら、賑わ

いを取り戻せないか。私たちの再開発で、私たちのまちから地元地域にひとが流れていく、そうい

う拠点をつくろう。地域の魅力を広く伝えるためには、単に建物を建てるだけでなく、できた後の

事も考えよう。私たちは、商店会を中心にした地元主導のイベント「わくわくフェスタ・キャンパ

スライフ」を５年前から始めている。ここ小川町、御茶ノ水を大切に思うひと、このまちで学生時

代を過ごした方々が集い、まちの魅力を発信できるイベントになっている。昨年の台風、また今年

のコロナと 2 年連続で開催できなかったが、地域の方とこの地に思いをもつ方々と一緒になってま

ちの魅力を発信するイベントとなるよう努力を続けている。 

再開発の検討が長引く中、コロナが発生した。私の店を含めて地域の飲食店は壊滅的なダメージ

を受けている。飲食店だけでなく、お客様が激減した古書店、スポーツ店、楽器店も大変な苦労を

現在している。私の知るお店も、何店舗か閉店した。店のスタッフが職を失っているのも目にして

いる。テナントに貸している部分もあるが、家賃を下げて欲しいという要望があり、コロナ禍でお

互い様なので家賃を下げた。建物が古く、修繕を必要とするところが数多くあるが、お店の売上減、

テナント家賃を下げざるを得ない状況で、修繕すら難しい状況が現在である。このままでは、土地

を売って出て行かないといけないというような不安の声も地区の地権者から聞こえるようになっ

た。 

そんな私たちの再開発は、千代田区の意向もあって、やっと一歩前に前進する様相をみせてきた。

これからも事業実現に向けて、まだまだ、たくさんの課題があるが、引き続きまちづくりの実現に
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向けて、千代田区に大きなご協力とご支援をお願いして、私の意見とさせていただく。 

 

〔公述人３〕在住者 神田公園地域 

曾祖父の代からずっと、神田錦町三丁目で暮らしている。喫茶プぺという喫茶店を営んでおり、

本年 50 周年を迎えた。 

長い年月の中で、住むひとも働くひとも減少するなど、環境の変化が激しく、厳しい状況が続い

ているが、何といってもこのコロナ禍で更に拍車がかかり、古くからの商店、会社等が消えていき、

もはや個人の努力で改善できる状況ではなくなったと思っている。今後の神田錦町の未来を危惧し

ている。また、私は地元神田錦町三丁目の町会で青年部に属している。町会員は減少する一方で、

町会活動の次世代の育成ができない状況である。 

一つ目のお願いとして、将来の地域の担い手となるファミリー層を増やす施策を急いでいただき

たい。私には 8 歳と 3 歳の子どもがいる。私はこの神田錦町で子どもを育てていきたい。神田錦

町を故郷になる地域にしていきたい。 

二つ目のお願いとして、神田錦町には多くのひとが集まれる公園が少ないので、解消をお願いし

たいと思っている。子どもたちが元気に遊べ、伝統の神田祭の際に神酒所を構えることができれば、

多くのひとが参加でき、賑わいを取り戻すことができる。また様々な行事を計画し、町会活動を充

実させることによって、地域コミュニティを広げていくことができる。加えて、ハザードマップを

見たところ、神田錦町は浸水想定区域を免れており、また、地盤も盤石である。防災拠点として最

適な立地であること分かった。公園が整備されれば避難所としての活用も可能だと思っている。 

今回の改定素案では、神田錦町が戦略的先導地域に指定された。「新たな賑わいや交流を育む拠

点性の向上や周辺環境との調和など、次世代の都心生活を豊かにする魅力・価値を創造するまちづ

くりを牽引していく地域」となることが求められている。この全てを担える地域こそ神田錦町であ

ると信じ、多くの人々の期待に応えたランドマークを生み出せるようなまちづくりを、推進してい

ただきたいと節にお願い申し上げる。 

 

〔公述人４〕利害関係者 神田公園地域 

神田駅西口地区まちづくり市街地再開発準備組合で代表理事を務めている。私は内神田に昭和

24 年からずっと住み続けている。 

神田駅西口地区のまちづくりに関して、大きく 4 点公述させていただく。 

まず第一点目である。神田駅を高度機能創造・連携拠点に位置づけたまちづくりを進めていただ

きたいと考える。これは昨年も公述させていただいた内容だが、神田駅周辺においても、改定素案

に記載された「駅・まち・みち一体の次世代交通」の整備を推進することによって、由緒ある神田

をウィズ・アフターコロナと呼ばれる時代につなげ、平日に神田に通うサラリーマンだけでなく、

休日に多くの方が訪れ、活気あるまちとして長く繁栄できる仕組みが重要と考えている。そこで、

次に掲げるまちづくりを推進させるため、神田駅を高度機能創造・連携拠点にしていただき、2040

年の新しい神田にふさわしいまちづくりを進めていただきたいと考える。 

①将来にわたり神田で暮らし、また来訪いただく方々の安全・安心を高める神田駅の災害対応力

と一時的にひととモノを滞留させる拠点づくり。 

②ひとの歩行や自転車が優先され、歩いて楽しい街並みが形成された拠点づくり。 

これにより、女性や子ども、高齢者も神田の飲食店街等へ立ち寄りやすく、賑わいを増進させる
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と考える。 

③今後の技術革新と連動した移動・交通形式に対応できる交通結節機能が整備され、順次改良で

きる拠点づくり。 

④由緒ある神田エリアも再開発されたエリアも、ともに高水準で効率的な環境・エネルギー技術

などのサービスが享受できる拠点づくり。 

このようにして、神田駅を高度機能創造・連携拠点に位置づけていただくことを希望する。 

大きく二点目として、神田警察通り全般を緊急輸送道路に位置づけ、神田駅周辺の防災性が向上

するまちづくりを進めていただきたいと考える。神田警察通り沿道は、警察所、出張所、小学校な

どの公共施設が数多く建っており、被災時の早期復旧は重要な課題となる。そこで、千代田区で整

備中の神田警察通りについて、警察署から本郷通りまででなく、中央通りまでの区間を緊急輸送道

路としていただき、沿道の耐震化を促進し、安全・安心なまちづくりを推進していただきたいと考

える。これを機に、内神田三丁目をはじめとした建物倒壊改善エリアなどを解消し、1 日約 14 万

人が乗車する神田駅周辺の強靭なまちづくりを推進していただきたいと考える。 

大きく三点目は、大手町から竜閑さくら橋を経て神田駅周辺へとつながる歩行者の回遊動線の魅

力を向上させていただきたいと考える。現行の都市計画マスタープランでは、竜閑さくら橋から内

神田中央通りを経て神田警察通りに抜けるルートと竜閑さくら橋から神田駅・多町大通りを経て神

田警察通りに抜けるルートの２本のルートが「緑豊かで街並みの美しい、憩いの歩行空間を整備す

る通り」となっている。しかし改定素案からは、こうした記述が削除されている。改定素案に記載

された大手町から神田一帯の歩いて楽しいネットワークの形成を図るためにも、都市計画マスター

プラン改定後も現行と同様に位置づけ、賑わいの向上を促すまちづくりを推進していただきたいと

考える。  

大きく四点目として、最後に戦略的先導地域におけるまちづくり推進の実現に向けた仕組みづく

りの検討についてお願いがある。改定素案に記載の「都市・まち・エリアのトータルなデザイン」

として、どの制度でまちづくりを進めるのか、①～③に記載の事案に対して、神田周辺の戦略的先

導地域という点も踏まえて、区のご協力をいただきたいと考える。 

①神田駅前の交通結節拠点形成、あるいは小さな敷地に事務所や店舗が立地するエリアの千代田

区型地区計画のあり方について。 

内神田二丁目は、他の千代田区型地区計画の区域より、狭く小さな敷地に住宅以外の建物が建っ

ている。この地区での建替えは、壁面を後退させる必要性があるうえ、住宅以外の建替えには容積

率の割増しができず、個別建替えやエレベーターの設置ができない。古い中高層建物での改修は事

業性も悪くなり、技術的にも困難である。こうして、長く神田で生業を営まれた方が建替えをあき

らめて不動産業に変わり、それも上手くいかないと青空駐車場や空室となり、計画地周辺地域の賑

わいが徐々に減衰した。更に悪いのは地区計画が指定されていない内神田三丁目で、用途規制が緩

すぎて風俗店が多数参入し、女性や学生、子どもたちが近寄りづらく、休日の神田からひとはいな

くなり、地域コミュニティも減衰した。以上のことを踏まえて、ウィズ・アフターコロナの社会変

化に対応できるように、千代田区型地区計画区域内では、一定の敷地再編や集約化、加えて賑わい

を促進する機能の導入に対して、一定のインセンティブを与える仕組みの導入を希望する。 

②機能更新にあわせて生み出す緑地や広場の創出、または環境・エネルギー対策、あるいは防災

性の向上に関する施策について。 

これらの施策推進のため、一定の敷地や路地の再編による共同化等の仕組みづくりをお願いした
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いと考える。例えば、味のある路地や景観は活かすべきと思うが、そうでないものについては、上

記のような施設や屋外通路に振り替えるようにご協力をいただきたいと思う。 

③若者が神田駅周辺に定着し、グローバル教育などの面で魅力を発信できる仕組みづくりについ

て。 

当組合の組合員でもある神田外語グループは、外語教育や生涯学習を神田で提供いただいている。

これらを円滑に活かしていただきたいと思う。つまり、彼らが神田にまた戻ってくるように仕組み

を考えていただきたい。 

よろしくご協力いただくことを切にお願いする。 

 

〔公述人５〕在住者 神田公園地域 

昭和 34 年に鍛冶町で生まれて育った。学生時代は神奈川に移って、それから戻ってきた。今は

賃貸マンションに住んでいる。 

帰ってきたら、地域コミュニティに入れない、連絡がこない、法被を回してもらえないというこ

とが起こっている。まずはこの辺も、行政、地域のコミュニティの方々にお願いだが、マンション

の住民であっても協力したいひとはたくさんいる。このことは認識をお願いしたい。 

まず、駐車場の問題があると思っている。私の母は要介護２であるが、マンションの自宅介護で

私が面倒を見ている状況である。シルバーカーを押さないと自立歩行できない。家の中でも、外に

出てもシルバーカーを使う。しかし、多町近辺など、外に出ると段差でひとりでは歩けない。中央

通りの須田町のあたりでは、歩道の形を変えていただくことができて、非常に便利になった。母も

コンビニエンスストアや薬局に行けるようになっている。その他の場所は、年をとると、なかなか

シルバーカーでは登れない。同じマンションに車いすの方もいるが、車いすを自力で上げられない

状況にあって、よく手伝うようにしている。 

医師、看護師、ヘルパー、薬剤師といった方たちが部屋に医療機械を持ってきていただいたりす

る。その場合、みなさん近所であっても車で来る。ヘルパーやデイサービスに行くにも車で来る。

そういったとき、特に往診、薬剤師の服薬指導などに関しては、パーキングメーターに車を停めな

いと家まで来れない。たとえそれが 20 分であろうが 30 分であろうが、駐車禁止で取り締まられ

てしまう。今、パーキングメーターが少なくなってきているが、何とか考えてスペースを確保して

いただきたい。 

私が小さい頃の今川橋の辺りは、商店街の屋根のアーケードがあって懐かしく思っている。コロ

ナが始まった頃は、お弁当を販売する飲食店がすごく増えた。母も私も買いにいっていたが、いつ

からか外で売るのをやめた。それは警察に外で売るなと怒られたからである。ランチタイムの間だ

け認めればよい。時間制といったことを提案したい。店内で売るよりも、外で売った方がよほど三

密にならない。 

今はこういう時代なので、いろんなご意見を拝聴したが、ネットの活用が大事だと思っている。

母も 87 歳で要介護２だが、ipad を使っている。今はもう、年齢に関わらずパソコンができて、携

帯ができてということが当たり前になってきている。まずはフリーWI-FI を設置し、アクセスする

と千代田区のトピックスが流れて、誰もが情報をゲットできるような提案を是非させていただきた

い。 

また、あいさつしないひとが多すぎて個人的に悲しい思いをしている。私はエレベーターに乗っ

ても、近所の方にご挨拶する方だが、こんにちはといっても、あいさつが返ってこない。近所のお
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花屋さんのご主人だ、お豆腐屋のご主人だ、とあいさつするが返ってこない。これは根本的な問題

だと思っている。あいさつのできるまちづくりのためには、最初の公述人がおっしゃっていたよう

にイベントが大事だと思う。近所の方とふれあって、知りあって、あいさつできるようにしていく

まちづくりをご提案したい。 

行政の皆さんにこういう機会をつくっていただいて御礼申し上げる。区議会、議員さんたちも委

員会等で発言いただいていると思う。大いに議論していただいて、私の小さい頃の神田に戻れるよ

うに、古い神田がよいわけではないが、新しい時代に即した調和のとれたまちづくりを希望してい

るところである。 

（終了）  
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万世橋地域                （参加者 ８人） 
■日時：令和２年 12 月 2 日（水） 18：30～20：30 

■会場：万世橋出張所 洋室 

 

１．概要説明  千代田区都市計画マスタープラン 改定素案 

 

２．質疑応答・意見交換（意見交換数：6 件）                       

 

〔Ａ〕 

○都市計画マスタープランに記載されている、『住宅の「量から質へ」』とは、具体的にはどうい

う意味か。 

  ⇒現行の都市計画マスタープランは定住人口回復を目指すものとなっており、市街地再開発事

業や地区計画の中で容積率緩和の分の住宅床を増やすなど様々な施策を講じた結果、住宅の

量的な目標を達成することができた。今回は住宅の広さや戸数等を増やすことから、住みや

すさ、生活のしやすさ等の住環境を重視するようにしたということである。平成 26 年度の

住宅基本計画の中でも、量から質への転換の方向性を示している。また、東京都の都市計画

区域マスタープランの中でも、量から質への方向転換について方向性が示されている。具体

的な住環境については、地区計画などでの対応も考えられる。改定素案の中では、主に第 3

章テーマ１で示しているが、第 4 章（地域別まちづくりの方針）のなかでも、量から質への

転換について記載している。（事務局） 

⇒質とは何かという事だが、住宅の一人当たり、世帯当たりの広さを充実させることから、都

市計画的な手法や建替え時の支援など、様々な施策を組み合わせて質の向上を図って行こう

ということである。これからの急速な高齢化を考えると高齢者に対応した住まいも必要とな

ってくる。また、この地域の特性として、多くの外国人が一時的、中期的に住んでおり、こ

うしたひとに向けた住環境整備も重要だと考えている。さらに、脱炭素社会を目指す中、住

宅の環境性能の向上を進めていくことも必要だと考えている。（事務局） 

 

〔B〕 

○都市計画審議会の中でもずっと指摘されていることだが、「地域の共感を得られる～」という

キーワードが多く残されていて感謝するとともに、しっかり実施して欲しいと思っている。地

域の共感を得るということは大変なことだと実感している。 

○まちづくりには多様なステークホルダーがいるが、大きく分けて新旧の住民、企業も事業者側

と働き場としての企業、学生など様々な立場のひとがいる。今後、個別案件について千代田区

はどんな立ち位置となるのか。 

  ⇒千代田区の体制としては、計画策定を担当する景観・都市計画課のほか、具体の地域のプロ

ジェクトを担当する部門があり、連携して取り組んでいきたいと考えている。ご指摘のとお

りステークホルダーや意見は多様である。地域に入って話し合いの場をつくり、話を伺い、

共通認識をとっていくように努力をさせていただく。その中で、地域合意に基づいて進めて

いくものもあれば、一定度議論が進んだうえで、行政として判断することも出てくる。（事務
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局） 

 

〔C〕 

○外神田 1 丁目で水辺空間の開発を進めていくということだが、最近、治安が悪くなっているの

を実感している。暗くて怖い。治安面で配慮をお願いしたい。度々、夜帰る時に声をかけられ

た。 

  ⇒まちは安全・安心が基盤となって様々な機能が成り立つものである。改善に向けては、行政

としても取り組んで行きたい。（事務局） 

⇒外神田 3 丁目、５丁目については、コロナ禍の中で人口も減り、事業所も減っている状況に

ある。諸外国に比べて、極端なスラム化が無いことが東京の強みだが、今後のコロナ禍でど

うなっていくのかを見据えて市街地の機能更新を考える必要がある。秋葉原の路地やカオス

な雰囲気のよさを守りながら、安全・安心で、家族連れが訪れることができるように、都市

計画マスタープランについて検討をしていきたい。（事務局） 

〔D〕 

○超高層ビルは災害に弱いと言われ始めている。災害時対応において安全・安心は重要である。

運営面でも地元負担が増加することが懸念される。路地のよさや街並みも含めて考えると、高

さが高ければ良いというものではない。地域の方としっかり話し合っていただきたい。 

  ⇒まちづくりを進める上で、高層化を目的として進める開発はないと認識している。地域課題

の解決や、地域貢献という考え方に基づいて、地域で受け入れてもらうことを条件として

様々な制度活用を行っている。その中で、広場、緑、災害時の電力確保のための拠点確保な

ど、防災についても地域課題として捉え、共通の場で議論していただいてうえで、開発の中

で認められるのであれば、制度活用により実現されていくものと考える。（事務局） 

 

〔A〕 

○かつて住宅の量・数を増やさなければ、千代田区がなくなってしまう状況があった。ここへき

て千代田区が消えることはなさそうだが、昔からいるひと、伝統的な千代田の住まい方を守っ

てこれなかった。下町の標準の住まい方（間口 2～３間、１階商売、２階住居）で建物を更新

していく知恵がなかった。障害になっているのは建築法規、東京都の安全条例などではないか。

やむを得ず共同化せざるを得なかった。結果として、家賃が高騰し特定層しか住めなくなって

きている。国の方針に対して、地域の伝統的な住まい方があるのだから、行政は、これを守る

ために議論していただきたい。そのことを都市計画マスタープランに記載して欲しい。 

  ⇒ご意見として承った。（事務局） 

（意見交換・質疑応答は以上） 

 

（休憩 10 分間） 
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３．公述                                   （２名） 

〔公述人１〕在住者 万世橋地域 

外神田二丁目に住み、職場も大丸有エリアで、ずっと千代田区にいる。都市計画マスタープラ

ンのことは知らなかった。区のホームページにあがっていた資料は全部読んだ。 

具体的には、意見として地区別まちづくり方針（万世橋地域）の外神田一丁目、二丁目につい

てお話し申し上げたいということで、事前にお送りした。 

まず、外神田一・三・四丁目についてである。このエリアは秋葉原駅の近くだと思う。私は今

回の中では若いと思うが、祖父の代からずっとこのエリアに住んでおり、昔からの千代田区の話

を聞いていて思ったことがあったので、外神田一・三・四丁目について、お話しさせていただ

く。 

次世代のアート・カルチャーや先進技術を利用したまちづくりということが地区計画でふれら

れていた。それだけでなく、秋葉原エリアは、戦後の焼け野原、闇市から始まって電気街として

頑張ってきたと思う。最近は、新しいアニメやメイドさんといったカルチャーもすごく発達して

きたと考えている。その一方で、電気街のまちとして頑張ってきた小さな店のひとが、特にコロ

ナ禍でつぶれていっているように感じる。私は電気街とは関係ないが、知り合いなどで、お店を

たたむ話をすごくよく耳にしている。このエリアを再開発してもよいと思うが、それにあたっ

て、新旧の文化を融合させたまちづくりにしていただきたいと思うのがひとつである。具体的に

言うと、この辺のエリアが再開発されると思うが、先日説明会に出て、いろいろと思うところが

あった。地区計画がちゃんとしていたら、もう少し皆が幸せを感じられるのではないかと感じ

た。その説明会のときに、新しい再開発によって、地権者や今やっているお店のひとがすごく不

安を感じているような気がした。外神田一丁目もまちを新しくしていくことは分かるが、もとも

との住民や昔から商売をやってきた人間たちが守られない計画のように感じて、今ここにいる。 

続いて、外神田二丁目についてである。このエリアについては、今まで皆さんが、まちの意見

としてお話ししてくださった内容を区のホームページで拝見した。あまり住宅についてはふれら

れていなかったと思い、意見を述べさせていただく。外神田二丁目については、古い商業ビルな

どが現状結構ある。一方で、新しいマンションや比較的新しい戸建てが混在しているエリアだと

思っている。今回の千代田区都市計画マスタープラン改定素案（地区別方針）における、「中層・

中高層の複合市街地として、神田明神を象徴的な・・・」という文章について、私は戸建てに住

んでいるが、守られない、商業の再開発のエリアになっていくといわれているような気がした。

もう少し、もともと住んでいるひとたちに配慮した文章を一文入れていただけないかと思った。

地区計画は、不動産会社やデベロッパーがマンションを建てたり、再開発をするときに結構見た

りすると思う。一般のひとはよく知らない。そうなったときに、地区計画までが住民をないがし

ろにするような文言では不安である。他のエリアであれば、地区計画や区の方針で住民が守られ

ていると感じると思う。千代田区の地区計画に関しては、先程、住宅の量より質と説明があった

が、個人的には質より量と感じてしまっている。日々生活していて、常に周りにマンションが建

っていって、商業エリアだから陽が当たらなくても我慢しろといわれる。もともと外神田二丁目

はそういうことができるエリアにはなっているが、仮に本当に量より質と思っているのならば、

こちら側に不利になるような計画にならないよう、もう少し考慮していただきたいと思った。 

もともと千代田区に住んでいるというと、他のひとたちから、千代田区って住む場所があるん

だ、ひとが住んでいるんだといわれるが、それが全てを表していると思っている。現状、住みた
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いと思えるまちではないと思う。もちろん、ひとが増えることはよいことで、マンションが建っ

たり、住民が増えたりしなければ区がやっていけないということも分かるが、もともと住んでい

るひとたちが住めなくなるのはちょっと違うと個人的には思う。具体的にどうすればよいか、一

個人でどうにかできないことだと思うが、地区別方針などに区として言えないことかもしれない

が、もう少し配慮していただけないかということを切に願う。 

個人的には、家も会社も稼業も千代田区にあるので、ずっと千代田区に住んでいかなければな

らない。新しい再開発、マンション建設があったときに、最後の拠り所として一文入っていた

ら、もう少し違うと思う。例えば、外神田二丁目は神田明神のお膝元で、そこに高い建物をどん

どん建てるのは違うと思っている。神社の周辺であれば、それに配慮した、昔ながらの街並みを

大事にしていったらよいと思う一方で、古い建物もある。実際、そういう古い建物が売りに出て

いることも知っている。何件かまとめて高い建物が建てられると思ったときに、プランをそのま

ま進められてしまうと、現状でも陽が当たらないのに、窓も開けられなくなる。つまり引っ越せ

ということなのかと感じる。 

以上です。 

 

〔公述人２〕利害関係者 万世橋地域 

外神田一丁目の再開発準備組合で理事を務めている。地権者の立場としては、社名は変わって

いるが、元東芝系の不動産会社で、この辺りで中規模ビルを 3 棟運営している事業者である。事

業者ではあるが、うち 1 棟、2 棟は、もともとお住まいの複数名の地権者との共同ビルである。

折にふれて、昔からお住まいの街並み、あるいは地域の交流の話も伺っている。準備組合で、地

権者の方々からご意見を伺っており、先程、共感が大事という話をいただいたが、再開発やまち

づくりを考えていくにあたっては、非常に重要であると、皆さんと重みは違うかもしれないが十

分認識をしている次第である。今回、公聴会で意見を述べさせていただくのは、外神田のまちづ

くりを進めていただきたいという立場である。 

今回、千代田区都市計画マスタープラン改定素案を改めて拝見した。皇居、江戸城を抱いて、

永田町をはじめとする政治、丸の内・大手町をはじめとする経済、この地域の文化、お住まいな

ど、全てを内包している日本の首都・東京の代表たる千代田区である。このマスタープランを見

て、まさに、首都の再開発・まちづくりは、こういうイメージ・形で進めていくのだろうという

思いを新たにした次第である。 

特に共感したのは、本日の資料の５ｐのところである。理念「歴史に育まれた豊かな都心環境

を次世代に継承し、世界の人に愛されるまち、千代田」「つながる都心」、その下の「歴史・文化

～あらゆる情報でつがなる」、については、準備組合の勉強会などでもこういうことを考えていた

が、それを具現化して書いていただいたと思っている。 

先程の説明にもあったが、この秋葉原地区は、東芝グループとして長く商売をしてきて、お世

話になってきたまちである。今、電気街、サブカルチャーを目的に、外国人が東京で立ち寄りた

いまちの４～５番目には必ず入ってくる。現状はコロナで来るひとが少なくなっているが、これ

が終わった暁には必ず戻ってくる。インバウンドを誘致して活性化させていく国策にもあってい

ると思っている。その一方で、反動かもしれないが、準備組合の勉強会でも治安を指摘する方が

ものすごく多くいる。マスコミなどでは、歌舞伎町よりも最近は不安ではないかという話も出て

くる。ここはなんとかしなければならない。 
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自分自身は、古い町並みが好きで、プライベートで遊びに行く。サラリーマンなので、一杯飲

みに行くのに雑然としたところが好きである。その一方で、中央通りや国道 17 号を抱えているの

で、耐震性の問題、緊急輸送道路として機能するのかという問題がある。プライベートの話にな

るが、1995 年に神戸にいて災害を間近に見ているので、あの事態がここで同じように起きると大

変なことになると思っている。 

先程も申し上げたが、いろいろな文化が融合した風情、カオス、混沌とした感じがよいという

こともよく分かる。「つながる都心」というところが自分の中で響いたと申し上げたのは、このま

ちのよさをみんなで強調しながら残す形で、治安や耐震、もろもろの課題を整理していく。判で

押したようなまちづくりではなくて、このまちだからこそのまちづくりをしていく。今のように

味が出てくるのには時間がかかるかもしれないが、先輩からもらったものを我々の世代が次世代

につないでいくことが、ひとつの役割ではないかと思っている。 

資料にも出ていたが、神田川の水辺について、確かに水辺を眺められるおしゃれな BAR などは

あるが、せっかくの水の空間が活かされていない。水質の問題等もあって、ここに親水空間をつ

くってどうなのかという話もあるが、この間の説明会では水質改善の努力をしていただいている

とも伺っている。親水空間をつくったり、水辺に親しめるような開発や整備をしたりすることに

よって、そこを利用される方々の意識も変わり、より水質もきれいになっていくのではないか。

いままでの秋葉原の持つコンテンツの一つに新たな魅力として加えられると、４番手、５番手の

まちからもっと上位になって、外国人の方、我々日本に住んでいる人間が訪れたい秋葉原になる

のではないかと思っている。 

私どもも、３つのビルを持っているが、そういうところでも価値が上がって、前を向いて進ん

でいけるような再開発を進めていただきたい。 

以上が私の意見である。 

 

（終了） 
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和泉橋地域               （参加者 １０人） 
■日時：令和２年 12 月 1 日（火） 18：30～20：15 

■会場：ちよだパークサイドプラザ 会議室 A・B 

 

１．概要説明  千代田区都市計画マスタープラン 改定素案 

 

２．質疑応答・意見交換（意見交換数：5 件）                       

 

〔Ａ〕 

○東神田町会は中央区馬喰町に隣接している。区の道路行政の違いが如実にわかる。清洲橋通り

は区道であり、生活道路である。問題は区道の充実だと思う。清州橋は上野から葛西にまで通

じる道路である。中央区が再整備を行って一方通行にし、車道を狭く、歩道を広くしてカラー

舗装を行った。また植栽も整備した。千代田区はそのままで、歩道は狭く傾斜も急である。植

栽(銀杏)も鬱陶しい状況になっている。自転車が歩道を走ることもあって非常に危険な状況で

もある。中央区がうらやましい。靖国通り等の国道は国に任せ、区道を充実してほしい。大門

通りは 5 か町にまたがっていたため、先に改修していただいた。このコロナ禍の機会に整備を

行ってほしい。町会の住人から不平不満も寄せられる。計画はあると聞いているが、いつ頃整

備をしていただけるのか。和泉町から馬喰町を一度歩いていただき、然るべき対応をとってい

ただきたい。 

  ⇒都市計画マスタープランでは、街並みの形成、安全で歩きやすい歩行空間、緑の潤いが感じ

られる空間の確保に努めるとしている。清州橋通りについてはオープンハウスでもご意見い

ただいた。沿道の立地を活かしながら日常生活を豊かにしていくこととしている。（事務局） 

⇒千代田区では、昨年度、道路整備方針を策定している。方針では総合的に判断して順次進め

ていくとしているが、関係部署に報告をさせていただく。（事務局） 

○かつて千代田区は、人口 3 万人台となり、建蔽率、容積率の改定によりマンションが建ちやす

くなった。当初はファミリーマンション誘致という話だったが、その後は、ワンルームマンシ

ョンが増える一方で、町会の加入率は低くなっている。区はどのような行政指導をもって町会

と関わりを持つようにして頂けるのか。次世代育成資金の申請には町会長の記名捺印が必要で

あり、町会未加入者も私のところに来る。区の行政と地域の人間関係に齟齬がある。規制がか

からないため、マンションが増えている。中央区の小舟町・大伝馬町・堀留町等のムーブメン

トがここまできている。職住接近で住みやすい地域だが、マンションができてもフォローする

条例がおざなりになっている。住民のためにお金を拠出して防犯等の広報も行っている。現在

の町会役員は高齢化が進んでおり、後継者がなく先行きが心配である。区はどのように考えて

いるか。ワンルームマンションが林立すると、初めは管理が行き届くが、徐々に建物の老朽化、

管理状況の悪化、スラム化といった流れがある。東神田はワンルームマンションが多い。安易

に人口を増やすことを考えており、仏作って魂が入っていない状態にあると考える。 

  ⇒問題意識は我々も共有している。当時のまちづくりでは、学校の統廃合や市街地再開発事業

を絡めて住宅を考えた。和泉橋地域については地区計画を策定し、容積率を緩和して、最重

要課題であった住宅を誘導した。そのあたりのフォローができていなかった。人口増により
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目的を達成できているという認識があったかもしれない。（事務局） 

⇒一昨年、中央区も住宅誘導の地区計画を見直したと聞いている。千代田区においても、地域

と検討を行い地区計画の見直しの議論を進めていく必要があると認識している。かつてのニ

ューヨークも、公園や河川敷にひとが集まる場・仕掛けをつくって、スラム化からまちの様

相を変えてきた。我々も地域の方が交流する場と仕掛けを検討していく必要がある。具体的

な都市計画につながるよう検討していきたい。（事務局） 

○神田錦町の界隈は武家地等だったこともあり、敷地が広く再開発がしやすい。歴史に重きを置

いてといっているが、神田鍛冶町や神田橋本町など、この地域の方が江戸の歴史は古い。本来

の江戸の初期の頃からある町場である。町場は町人の住まいのため一区画は小さいため、再開

発はしにくいかもしれないが、地域別まちづくりの方針を見ても、和泉橋地域が 6 番目になっ

ているのが釈然としない。昔から江戸は神田と決まっている。千代田区と名乗る以上、神田を

大事にしてほしい。 

  ⇒地域の掲載順については、構成上、行政順としている。現在進めているまちづくり事業（神

田外語学院周辺、外神田、飯田橋駅周辺等）については、神田を中心にまちが動いているよ

うに、地域まちづくりの担当は神田に力を入れているところである。駅東側の東神田方面は

地区計画の見直しを契機に課題解決に向け取り組んでいきたい。（事務局） 

⇒建物については、環境性能も向上もしないといけない。災害危険度の観点から見ると、地震

については千代田区全域が比較的安全な状況にある。ただ、面的には機能更新されていても、

街区レベルでは旧耐震の建物も存在する。首都直下型の地震が発生した場合、木造密集住宅

地域は面的に被害があり、復興といった面では比較的計画が立てやすい。しかし、神田のよ

うに旧耐震の建物が混在する地域では、その後のまちづくりが進まない可能性がある。事前

に地区計画の策定や見直しによって、復興をイメージしたまちづくりも考えていく必要があ

ると考える。（事務局） 

 

〔B〕 

○我々の町会も中央区に隣接している。町会域内に JR 神田駅のほか商店街が４つある。3 年程

前から、千代田区の環境まちづくり部の協力を得て、鍛冶町 2 丁目まちづくりを考える会がス

タートしている。中央区と神田を比べると今川橋あたりは景観等がかなり異なる。町会は

13,000 坪あるが、その中で検討する地区計画に旧今川中学校が含まれていない。区域に入れ

るようにしていただきたい。地区計画のメリットは分かりかねるが、とある大手不動産会社の

住民に対してのやり方が横暴である。それに歯止めをかける地区計画が必要である。そのよう

な業者のために、ひとがどんどん離れて、歯抜けの状態になりかねない。ご協力いただきたい。 

  ⇒地区計画は、地区の将来像を共有し、具体に定めていくものである。地区計画は、地権者の

方々等と合意形成を図った上で定めるもので、具体的な制限内容を決めていくことになる。

都市計画マスタープランの将来像の実現にあたり、地域の中で機運が高まっていけば、区と

しても協力は惜しまない。（事務局） 

⇒デベロッパーにも様々な会社がある。一定程度の低未利用の土地があるところでは、地域の

課題をそこで解決してほしいと考えている。様々な都市計画やまちづくりと連携しながら、

地域の課題を解決し、魅力を創出することを検討して欲しいと考えている。神田駅から神田

錦町方面のまちづくりが活発であるが、駅東についても、広域的にまちづくりの構想を再確
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認し、都市計画マスタープラン策定後に地区計画についても取り組んでいく必要があると認

識している。千代田区は地区計画をもって、まちづくりを進めてきた経緯がある。広域的な

まちのあり方について共通認識、共通理解の得られるものを整理していく必要があると考え

る。（事務局） 

 

〔C〕 

○都市計画マスタープランは幅が広すぎる。この都市計画マスタープランが区民にどんなメリッ

トをもたらすのかが具体に分からない。20 年後まちがどのように変わるのか、今後、具体に見

えるものをお願いしたい。地区計画については、その地区の将来を考え、規制するのか緩和す

るのか、先々の地域を見据えた計画をつくる必要があると思う。 

⇒今回の都市計画マスタープランでは、住宅の量の確保から質へと考え方を大きく転換してい

る。最重要課題として、今までは量としてきたが、質に転換し、より生活がしやすい環境を

構築するといったビジョンを描いた。千代田区は交通の便、教育等、かなり高い水準にある。

更に高めるために皆さんと考えていきたい。当地区では、緑被率がかなり低い傾向にある。

様々な要素を地域で共有し、地域課題を解決してければと考える。（事務局） 

⇒地区計画については、規制と緩和をどのように取り入れていくかの検討が非常に重要である。

和泉橋地域は、早期に地区計画を定めた地区もあり、その弊害で機能更新が進めづらいとい

った声も聞かれている。地域の共通理解が得られれば、地区計画の見直しも考えられる。地

域の中で、そうした考え方を共有しながら、まちの将来像に向けて取り組むものと考えてい

る。（事務局） 

 

（意見交換・質疑応答は以上） 

 

（休憩 10 分間） 

 

３．公述                                   （１名） 

〔公述人１〕在住者 和泉橋地域 

岩本町一丁目に住んでいる。会社は(株)渡東である。もともとは須田町で繊維業を営み、オリン

ピックの時に岩本町一丁目に移ってきて、今は貸しビル業を主に行っている。千代田区の観光協会

の理事も仰せつかっており、神田明神の方では宮鍵講という講にも入れていただいている。ベタで

ガチで神田の方で活動させていただいている者である。 

今回、こういった形で、千代田区都市計画マスタープランの改定素案ということでお話をいただ

いて、先ほど意見交換会でお話があったように、岩本町地区、和泉橋地区が不当に低いイメージと

なっていると感じる。昔、私が若い頃には、岩本町の方は千代田区のチベットだと九段のほうのひ

とから馬鹿にされていた。神保町のほうのひとからは、昭和通りを渡るとお前のところは神田では

ないといわれていじめられていた。そういったところがだいぶ今、状況が変わってきた、というこ

とを皆さんにお知らせしていきたいと思っている。 

私は、不動産協会で、役員は引退したが、平成 27 年度の千代田区の第３次住宅基本計画の審議

委員を務めさせていただき、また、居住者支援協議会の方でも委員を務めさせていただいた。 
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（スライド）平成 27 年度 千代田区の第３次住宅基本計画 4-4（２）地域別の将来像 和泉橋地域  

千代田区第 3 次住宅基本計画で、こういった形で和泉橋地域が出ていた。地域に根差したという

ところで下線部を注目していただきたい。「新たな産業構造への転換を進め、都市居住が促進され

た活気と人情豊かなまちを目指します。」そして、「人々が気軽にふれあえるような、人情あふれる

空間づくりを進めます。」という形で基本計画も策定されたが、皆さんこれを見ていただいて、多

分、漠然としていて何のことかよくわからないというのが実際のところだと思う。私も実際これを

見て、一体どういう地域なのかよく分からない。皆さんどう感じられたか。 

 

（スライド）千代田区都市計画マスタープランの改定について【中間のまとめ】 地域別まちづくりの目標と方針 和泉橋地域 

今回、説明いただいた都市計画マスタープランの中間まとめについては、だいぶ具体的に話が踏

み込んできている。ディテールの部分もかなり現実に近づいてきているという気がする。 

 

（スライド）変容していく岩本町地域 

しかしながら、細かい実際の東神田や岩本町一丁目は中央区に近接しているということで、非常

に今、変化が激しい地域になっている。和泉橋地域はファミリー層が 3 倍以上に増えている。現況

としては、事務所・会社が減っている中で、人口、居住者のファミリー層が徐々に増えているのが

実態である。変容していく岩本町地域ということで、高齢化、相続等によって住民が減少している。

我々の地域でも、３人程の町会員の方がビルを売っていなくなってしまった。このまま続いていく

と、コミュニティが存続しなくなる可能性もでてくるのではないかという気がする。そして再開発

による高層マンションの増加については、詳しく説明していきたい。先程は出てきていなかったが、

老朽化ビルが売却されて、簡易宿泊所が増加していく中で、外国人の旅行者は今いなくなっている

が、以前は騒音・ごみ問題、治安の悪化が非常に顕著に我々の地域では見られていた。特に東神田

にもホテル等ができて、そういった外国人の問題があったのではないかと思っている。 

 

（スライド）アルファグランデ千桜タワー／ウェリスタワー千代田岩本町付近の販売価格 

岩本町地区は都心再開発のトライアングル 

岩本町一～三丁目を見た状況だが、ウェリスタワーというのが、私どもの会社の前にあるＮＴＴ

都市開発がつくったマンションである。アルファグランデが東松下町につくられた再開発マンショ

ンである。アルファグランデ千桜タワーは、千桜小学校跡に 70 年定借でつくられたマンションで

ある。総戸数 276 戸である。交通のところに注目していただきたい。岩本町 1 分、秋葉原 5 分と

非常に交通至便な地域になっている。ウェリスタワーは、中央区との区境にある。建設されるとき

に、町会では 120 戸のマンションの住民を引き入れることはできないということで私が交渉した。

NTT 都市開発に災害時用のトイレ 200 個を地下につけることで地域では許容しようということに

なり、マンションの建設をしていただいてきた。 

マンションの価格帯は 1 億円くらいで、高価なファミリーマンションの地域になってきている。

岩本町の価格だが、だいたい４千万～１億 4900 万と、つくった時より今の方が値段が高い。なぜ

かというと、ここから歩いて日本橋まで行ける。歩いて６分くらいで映画館に行ける。歩いて映画

館に行けるところはここしかないので、値段が高くなっている。岩本町地区というのは、和泉橋地

区もそうだが、都心の再開発のトライアングルであると言える。先程見ていただいたように、圧倒

的な交通至便性、秋葉原まで徒歩圏内で行けて丸の内再開発にも近接性がある。また、日本橋の映



42 

画館にも行ける。非常に交通至便な都心の再開発の中心ともいえる地域になっている。神田、岩本

町、日本橋、大手町が非常に近接した地域になっている。大手町では常盤橋プロジェクトが進んで

いる。390ｍのあべのハルカスをしのぐ一番高い再開発のビルができる。そこまで徒歩 10 分圏内

で行けるのが我々の地域である。 

 

（スライド）岩本町地区 コンセプト 

岩本町地区のコンセプトを考えてみると、日本橋から大手町で「新しい下町の居住の魅力」「問屋

街」と書いてあるが、はっきりいってもう問屋街というのはほとんど存在していない。そして、マ

ンションの地域からも明らかなように、もはや下町ではないということがいえるのではないかと私

は思っている。 

岩本町地区のコンセプトだが、修復された常磐橋、神田明神、柳森神社などの江戸文化の伝統が

含まれた地域である。その中で、都心の再開発トライアングルの中心、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である。新しいファミリー層、高所得の単身者という方たち

の居住を促進することによって、新たなコミュニティの再生を図る。そして、高所得の単身層とフ

ァミリー層に、地域のコミュニティに参加していただく。そういった形でコミュニティを再生しな

がらまちづくりを進めていっていただけないかと思っている。私は現会長の次の世代だが、後ろの

世代を見ると、新たに後輩が来るかといったら全くいない。続いてこない。私の後ろに誰もいない。

本当にコミュニティが崩壊してしまう。 

これは修復が終わった常盤橋公園の常磐橋である。先程の親水性のところだが、和泉橋の防災船

着場というのがあり、こちらで観光事業を今行っている。ファミリーバザール、さくらクルーズ等

が行われている。以上、諸先輩方がいる中で、早足で説明させていただいた。 

（終了） 
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大手町・丸の内・有楽町・永田町地域    （参加者 ０人） 
■日時：令和２年 12 月 3 日（木） 18：30～19：00 

※19 時時点で参加者がいなかったため閉会。 

■会場：日比谷図書文化館 スタジオプラス 

 

（終了） 

 


