
千代田区都市計画マスタープラン改定案 

公聴会  議事概要 
 

万世橋出張所        （参加者 ７人） 
■日時：令和３年４月 21 日（水） 17：30～ 

■会場：万世橋出張所 サロンギャラリー 

 

１．概要説明  千代田区都市計画マスタープラン 改定案 

 

２．質疑応答            

 

3．口述                              （１名） 

〔公述人１〕利害関係者 その他 

広域秋葉原作戦会議という団体に所属している。申出人としては広域秋葉原作戦会議と

なるが、これがどういう立場なのかを最初にご説明する。2017 年より千代田区、台東区、

文京区の３区にまたがる東京文化資源区を盛り上げていこうと言う東京文化資源会議とい

う大きなプロジェクトがあり、その中の 1 つのプロジェクトが広域秋葉原作戦会議である。

これは産学連携プロジェクトで、地元のビジネスを営んでいる方や、あるいは地元の大学の

研究者の方、あるいは地元にお住まいの方が参加している。この広域秋葉原作戦では 3 年

以上にわたって秋葉原すなわち千代田区外神田及び神田神保町も含めた広いエリアを一体

的に広域秋葉原と捉え、そこの文化資源の発掘・活性化を行ってきた。この広域秋葉原と私

たちが定義しているエリアの大半は千代田区である点、そしてそのプロジェクトメンバー

の中に千代田区を対象にする事業者あるいは研究者を多数含む点において利害関係がある

と考える。以上の立場から都市計画マスタープラン改定案についてご意見申し上げる。 

 

まず改定案だが、これからのまちづくりの具体的な将来像を示すものとしてポジティブ

に受け止めた。しかし私たちがこれまで関心を寄せ議論してきて、そして調査・実践を行っ

てきた秋葉原とその周辺地域の観点からいくつか追加できると思いご意見申し上げる。 

まず、第一に、人を中心とした道路空間の再設計という点でご意見申し上げる。マスター

プランの中にもその観点は多分に含まれているが、例えば都市計画の主役となる人が歩く

目線で空間と質と機能を高めることが謳われている。確かに人を中心としたウォーカブル

なまちづくりは、都市空間の目指すべき姿の 1 つである。そこから踏み込んで万世橋地域

については、次の施策４点を検討していただきたい。１点目が首都高速道路 1 号上野線の

廃線及び遊歩道化などの活用方法の検討である。２点目が中央通りをフラッグシップとし

てトラムを軸としたトランジットモール化を図り、歴史的に意義深い歩行者天国の再開を

検討すること。３点目が昌平橋通りやジャンク通りなどの比較的交通量の少ないところは、

「ほこみち」対象として路上滞留ができる整備を検討するということ。４点目が路上パフォ



ーマンス行為などの部分的解禁など、当地域が本来有していた道路空間思想の新しい形の

再導入である。 

 

１点目の首都高速道路 1 号上野線の廃線、これは昭和通りにかかる高速道路であまり交

通量がないのにずっとかかっているものである。横の区の話で恐縮だが、中央区は同じく高

速道路を廃止してそこを公園にするということを都に提案している。千代田区も同様にあ

まり交通量のない高速道路であれば、そこをむしろ公園のように活用するなどの提案を都

にしても良いのではないか。 

２点目のトラムの話だが、トラムと言うのはニアリーイコールで路面電車である。過去に

この万世橋地区で路面電車が走っていたが、今世界中ではこの路面電車が人にやさしいま

ちづくりの観点から注目されている。なので、この万世橋地区においては、中央通りを軸に

このトラムとあるいはその他のモビリティを組み合わせたまちづくりをしてはどうか。 

３点目の昌平橋通りやジャンク通り、いわゆる外神田一丁目の地域だが、比較的交通量が

少ない道路で「ほこみち」と言う、今行われている歩行者利便増進道路制度を活用し路上滞

留すなわち道にベンチをたくさん置き、路上で飲食ができるまちづくりをしてはどうか。 

4 点目にそれとも関係する事だが、今中央通りでの歩行者天国は 2008 年の事件の影響を

受けて基本的にパフォーマンスは禁止だが、段階的にパフォーマンスを解禁しても良いの

ではないか。海外の歩行者天国、例えばブラジルのサンパウロでは、歩行者天国でパフォー

マンスや、出店がたくさんある。そういうことにすることで本来改定案で謳われている歩行

者にやさしいまちづくりというのが加速してくるのではないか。 

 

２点目は、インクルーシブな文化を許容する秋葉原で同じく万世橋地区の話である。皆さ

んご存知の通り秋葉原あるいはこの万世橋地区周辺は、サブカルチャーのメッカとして知

られている。実は、この街は元来他のまちに先駆けて今でよく言われているダイバーシティ

ー・アンド・インクルージョン、多様な人々を包摂する街として他の街に先駆けていた街で

ある。しかし近年は、法の隙間をついた業態の飲食店やサービス業の進出も見られる。その

秋葉原の多様性とその人々を包摂する文化を担保するためには、いわゆる「アン」といわれ

る都市計画における用語で「アン」というのがあるが、「アン」の市街地形態をしながらそ

こに地域コミュニティーがきちんと管理し脱法的業態への警鐘を発していく必要がある。

これは改定案で謳われている SDGs の理念を実現するものであると同時に秋葉原地域に積

層してきた生業の継承と発展にもつながる。どういうことかと言うと外神田三丁目の細街

路、路地裏あるいはたくさん小さな店があるが、こういったところに最近脱法業態なのでは

ないかという店が増えている。しかし、ここと言うのはもともと個々人のニッチな趣味・興

味関心の店がたくさん集積していたので、そこに新たな面白いお店ができるように、このご

ちゃごちゃした街並みを維持しながら地域の人々がきちんとここに関与することで、秋葉

原にこれまであった例えば電気街、電気パーツのお店あるいはサブカルチャーのお店のよ

うなものの継承をしっかりしていくべきである。 

 

３点目はこの改定案には書かれていないが、とても改定案に強く関係する内容として外

神田一丁目再開発である。地域に大きなインパクト与える市街地再開発事業は地域住民や

関係者が対立・分断を生む。この周りに住んでいる方の中にもこの再開発がどうなるのだろ



うと心配している方もいる。この外神田一丁目の再開発事業は今後何十年にもわたりこの

エリアのランドマークとなるビルの建築も含む。多くの住民や関係者が計画に携われ、自分

たちの街を良くする再開発としてとらえられる仕組み作りを期待したい。このエリアの特

徴すなわち外神田一丁目の特徴を十分に反映しこの再開発される敷地とその周辺地域との

関係性を十分に考慮し分断を生み出さない開発を地域参加型の再開発事業として実現して

いただきたい。これがどうマスタープランの改定につながるというと、この再開発の方針と

なるような都市計画マスタープランとなるべきだと考える。 

 

今回の意見は、大きく３点あり、１点目は人を中心とした道路空間の再設計として、より

踏み込んだ提案を書いても良いのではないか。２点目はこのインクルーシブ、人々を巻き込

む文化を許容する秋葉原の特徴を生かしたまちづくりを改定案に盛り込んでいくべきなの

ではないか。3 点目は外神田一丁目の再開発についてその方針となるような都市計画マスタ

ープランであるべきだと言うことを意見として申し上げる。 

  



千代田区役所        （参加者 14人） 
■日時：令和 3 年 4 月 22 日（木） 17：30～ 

■会場：千代田区役所８階 第１・第２委員会室 

 

１．概要説明  千代田区都市計画マスタープラン 改定案 

 

２．質疑応答             

 

３．公述                              （３名） 

〔公述人１〕在住者 麹町・番町地域 

富士見町に 20 年、海外に 10 余年、三番町に在住して 20 年になる。企業人としては、

丸の内に 40 年、神田末広町に 7 年勤務した。千代田区大好き人間である。番町は上品

で、落ち着いて、住みやすいまちで、ここを終の棲家（ついのすみか）と思っていたとこ

ろ、日テレ通りに地区規制を超える超高層ビルが出現しかねないということ知り、番町の

価値を大きく棄損する大変な事態になると懸念していた。今般、まちづくりの方向性を規

定する都市計画マスタープラン改定の最終段階で、公聴会が開かれることを知り、千代田

区での長年の居住と勤務経験を踏まえたうえで、これからも住み続けたい番町を中心に意

見を述べさせて頂きたい。 

 

まず、第一に、都市マス改定案は全体として、千代田区があるべき姿として正しい方向

に描かれている。千代田区は、丸の内・大手町など世界に冠たるビジネスエリア、神田・

秋葉原などの書籍、サブカルチャーなど活気あふれる商業地域、そして、皇居のお膝元で

伝統と格式のある番町・麴町など、それぞれが、魅力あふれる個性的特徴を持つ地域が区

を形作っている。今回、改定案では、その各エリアの特性を生かしたまちづくりをすると

している。 

そして、至便な交通網を生かして、それぞれのエリアがつながり、互いにそれらの特性

を享受するとしている。番町からは、ショッピングなら有楽町でも銀座でも、あるいは新

宿でも、五つ星ホテルなら有楽町、赤坂、オフィスユースなら丸の内から八重洲まで、短

時間で便利に行くことができる。番町・麴町を、どこにでもある場所にすることはまった

く意味がない。そういった意味で、都市マスのコンセプトは非常に同意できる。 

番町・麴町は、緑と水辺と皇居と、そして文化があるエリアとして、各地の皆様に訪れ

て頂きたい。千鳥ヶ淵、北の丸・皇居東御苑、飯田橋から四谷に続く外濠沿いの土手公園

など、自然も多く、内濠通りを半蔵門から有楽町にかけて歩く景色は世界に誇れる。文化

はいうまでもなく、島崎藤村、与謝野鉄幹・晶子、或いは、藤田嗣治など数々多くの文化

人の足跡があり、学校も、雙葉、女子学院、大妻など公立・私立で学生たちが学ぶ、住環

境・文教環境が整った地域だが、こういったイメージを最大限に活用し、打ち出して、楽

しんでもらうようにすべきだ。住む人も訪れる人も、比較的意識の高い方々が多い、或い

は多くなって欲しい、との仮説に立ち、例えば自然食品とか、気軽に入れる和食或いはイ

タリア料理店、小さなしゃれたビストロ、或いは、発展途上国を支援するフリートレード



や、江戸・明治由来の文化を楽しむ場所など、番町を楽しめるエリアにしてはどうか。そ

して、それらを楽しむために、町内の道路は、自動車交通量を必要最低限に抑え、人が安

心して歩いて楽しめるようにし、建物は高さを抑えて、色や建材を統一し、番町って素敵

だな、来てみたいなと思わせるまちにすることを提案する。日本でも欧州でも人気のある

まちは、雰囲気が統一されている。 

 

都市マス案で、改善頂きたい点がある。第 4 章、地域別まちづくりの方針で、番町は、

「中層、中高層の住居系市街地、文教地区としての落ち着いた佇まいを生かし、美しい街

並みを創出する」とあり、非常に納得感があるが、一方で、地区別方針と軸別方針という

二本立てとすることにより、曖昧さが残り、軸別方針地域に例外を認めかねない懸念を感

じた。全体が地区別方針の適用範囲内であるとの明確な記述を求める。軸別方針で、グラ

ンドレベルを主体とするという記述があるが、これは、地上階部分のことで、建物高さは

地域別方針の範囲内ということであれば、そうと分かるように記述頂きたい。なかでも、

軸別方針中の、エリア回遊軸とは何なのか、意味合い、位置づけが分かりにくいので、も

っと明確化、あるいは、削除すべきである。例えば、番町中央通りは、先ほどの質疑の中

でもあったが、あたかも代官町通りから通じているように見えるが、実際は、千鳥ヶ淵緑

道から日テレ通りに通じる通りである。この通りは、基本的に住宅街で、住宅以外は、女

子学院、いきいきプラザ一番町と若干のオフィスビルと 2 件の食堂があるだけである。さ

らに第 3 章の P80 の図では、存在していない斜めの道が、番町中央通りから代官町通りに

通じている。そして、この通りを、「地区内主要道路」と位置付け、地区レベルの交通を

集約的に処理する道路としている。つまり、竹橋から、番町を突っ切って、麹町大通りま

で抜ける、主要道路を作るという意味になると思うが、番町のど真ん中を突っ切る自動車

道路をつくったら、自動車交通量が大幅に増加し、住民生活に大きな悪影響を及ぼす。自

動車をスムーズに通して経済に寄与するというのは、高度経済成長期の発想で時代遅れで

ある。いまはいかに人を優先するかという時代だ。番町中央通りの一つ南の、代官町通り

から半蔵門駅の横を通って日テレ通りに繋がる道には、商店も立ち並び、レストランも多

数ある。これと重複するような賑やかな通りをもうひとつ作るというのも無意味である。 

 

一方、P128 では番町中央通りは歩行空間とするとの記述があり、記載箇所により混乱

している。もし、千鳥ヶ淵緑道から、歩いて楽しめる道を整備するのであれば、「地区内

主要道路」構想を廃して、車道には、バンプを置いたり、クランクにして、自動車の徐行

運転を強制し、歩道を拡幅して、オープンカフェなどを楽しめるようにすることを提案す

る。先日、麴町出張所で開かれた、オープンハウスで、東京都の道路計画でそういう風に

なっているからと聞いたが、現実が違うのに、計画に記述されると、その通りに実行され

てしまう危険性をはらむので訂正願いたい。 

番町地区で、現在直面する問題は、都市マス改定案の地区別方針の文脈にも拘わらず、

地区規制を緩和して超高層ビルを建てるという動きがあることだ。番町のど真ん中に超高

層ビルを建てるという発想自体が信じがたいが、現実に当該企業は近隣の土地買収を進

め、既に 2 ヘクタール近い土地を所有していると聞いており、その一方で、その広い土地

をどのように利用するか一切ディスクローズしないまま、周辺住民を混乱に陥れている。

万一、あんな場所に超高層ビルが出現したら、周辺住民の生活に大変な悪影響をもたら



す。例えば、昼間人口の増加により通勤時間帯の麴町駅、半蔵門駅などはラッシュとな

り、自動車交通量が大幅に増え、超高層ビル特有の強いビル風により、乳母車、老齢者の

歩行に危険が生じ、ヒートアイランド現象も深刻化し、大規模災害時の帰宅困難者の増加

により収拾がつかなくなることが懸念される。そもそも、非常に異質な建物の出現による

地域イメージの低下により番町地区の価値が棄損する。文教地区としてもおかしくなる。 

イベント時、或いは、災害時の避難場所との観点では、数多くの学校校庭もあり、自動

車を通行止めにし、日テレ通り全体を広場として使うという発想もある。いまから毎週歩

行者天国にして、練習してはどうか。バリアフリー化は、駅に近接してビルを建てる事業

者の当然の社会的義務であり、土地規制を緩和することには全くつながらない。バリアフ

リーでいえば、エレベーター等を思い浮かべるが、大規模災害時には停電してしまう。長

いスロープを利用するというデザインは簡単ではないが、もし実現できれば、それは番町

地区のアピールポイントになる。是非区も一緒に検討されてはいかがか。 

 

都市マス案で、追加してほしい要素は、「広い空」である。千代田区は 23 区内で唯一日

照権を担保しない区だと聞いている。これ以上、空を狭めないでほしい。超高層ビルの谷

間のコンクリートに囲まれた広場は、多少の緑を施しても、子供が遊び、人がくつろぐ場

にはなり得ない。番町地区は、皇居由来の緑と水辺と空の青が楽しめる、誰もが憧れる景

観を持つ。電線を地中化し、土地規制をうまく使って、極力広い空が残る方向にしていっ

て頂きたい。 

 

最後に、マスタープランを基本として、個々の地区で実際に建設を実行するにあたり、

住民の意見を十分に反映する仕組みづくりをお願いしたい。地区規制を超える超高層ビル

は、沿道地域のみならず、番町全体に影響する。超高層ビルではないとしても、2 ヘクタ

ール規模の開発となれば、非常に大きな影響を与える。いままで「日テレ通り沿線まちづ

くり協議会」という組織で話し合いがされているが、番町のすべての町会が入っていない

うえ、町会自体も、住民構成を反映していない。出席している町会役員も、個人資格で出

席とのことで、地権者、利害関係者も居ると聞く。番町全体の住民、関係者の意向を反映

する仕組みづくりをお願いしたい。町会は本来その地域をよくするために貢献する非常に

重要な組織であるが、いまは、その機能が低下しているとの印象である。住民構成を反映

しておらず、反映させる活動もされているか疑問だ。まちづくり協議にあたり、町会を組

織強化するか、或いは、その過渡期としては、協議会メンバーを公募して決めることを検

討されてはどうか。 

以上、まちづくりは、一度実行したら、元にもどらない。このアフターコロナの時代、

先を見据えたまちづくりがされるよう、よろしくお願い申し上げる。 

 

 

〔公述人 2〕利害関係者 神田公園地域 

私は、神田小川町三丁目10番地において再開発準備組合の理事長をしている。本日

は私たちが再開発で実現を考えている「賑わいづくり」について、意見を申し上げた

い。【ビデオ映像】 



まず、私どもの再開発事業については、去る４月６日に都市計画決定の公告を頂い

た。千代田区の皆様には大変なご苦労もおかけした。地元地権者で始めた再開発がや

っとー歩前進し、大変嬉しく思っている。 

さて、私たちの再開発事業は、「地域の魅力を生かした賑わいづくり」神保町の古

書店街、小川町のスポーツ店街、御茶ノ水の楽器店街など、地域の魅力を生み出す商

店街の「中心」の場所である。この街は、今、新型コロナの影響、また社会情勢の影

響で、かなり元気がなくなり、私は大きな危機感を感じている。 

そこで、私たちは再開発で整備される広場や、店舗スペースを活用して、再び元気

にする事を、ずっと考えてきた。街があっての再開発である。地域全体の魅力が高ま

り、輝き続ける事は、私たちの再開発が輝くために絶対に必要だ。ある人から「地域

の魅力こそ街の宝だ」という話を伺ったことがある。まさにその通りである。私たち

はこの宝は大切に守り、さらに、輝かせないといけない。私たちの再開発では、その

ために周辺の魅力的な店舗である、古書店、スポーツ店、楽器店などに広場や空間を

使って欲しい。この街には様々な人や企業があり、都市計画決定により、やっと現実

的な話を商店の方々と対話ができるようになった。魅力的な店舗の方々と、まちの魅

力について大いに語り合いたい。 

 

さて、冒頭のビデオである。もう10年も前から、宇崎竜童さんと実際にやってみよ

う言われ、「ワクワクフェスタ」「キャンパスライブ」という地域の魅力発信イベン

トにトライアルしてきた。出演者は音楽、本、スボーツに関する方々。明治大学の学

生さんにも大勢協力して頂き、商店会を中心とした私たち地域関係者、再開発関係

者、そしてボランティアが協力して手作りでやっているイベントだ。イベントは２日

間である。１日目の「ワクワクフェスタ」は基本的に地域魅力を生かすための、出演

の方々もこの地区を愛する人たちで、皆さんボランティアの気持ちで出演して頂いて

いる。２日目の「キャンパスライブ」は学生の街でもあるところを生かし、地区の学

生さん中心に発表の場として企画した。一昨年の台風、昨年のコロナと２年連続で開

催できていないが、再開発後も続けられる地域の魅力に根差したイベントとして育て

てきた。敢えてお金をかけず、大掛かりな事もせず、小さくても私たち地域の者が自

ら手掛ける事が一番重要だ。そして回数を重ねることに、地域でも興味を持って応援

してくれる方、地域外でもボランティアで手伝ってくれる方が次々と現れる。地区の

人や街を愛する人が、地区のために広場をどう使うか考える事こそ、神保町、御茶ノ

水、小川町らしさを示すもので、私たちが目指す街づくり、それが地域の魅力発信に

なると確信している。 

この「ワクワクフェスタ」は、実は明治大学出身の宇崎竜童さんが言い出しっぺ、

始まりは10年前、私の洋食店の中で竜童さんのライブをするところから始まった。竜

童さんは御茶ノ水を、「街角から音楽が聞こえる街にしたい」、「御茶ノ水をニュー

オーリンズのような街にしたい」と御茶ノ水の楽器店の魅力を大切にすることをテー

マに考えている。私も音楽で魅力発信の拠点づくりをしたいとの思いを伝えたとこ

ろ、共感して頂き、「オレが広告塔になる」と、本当に宇崎さんには感謝しかない。 

昨年に始まった緊急事態宣言。街から人が消え、神保町も小川町も御茶ノ水も、大

変な事になった。報道では住宅地の商店街では人通りが増えた、という話も耳にする



が、残念ながら住民の多くない千代田区ではまさに閑古鳥が鳴く状況。大学も、オン

ライン授業で、学生街が消えた。やはり、神保町、小川町、御茶ノ水は街に魅せられ

た人々がやってくる、まち歩きをしながら新しい魅力を見つけ再びやってきてくれ

る、そういう街でなくてはならない。地域の「魅力」はまちの宝物である。 

 

今回の都市計画マスタープランには「回遊性」という言葉が多く見られる。私たち

の再開発は御茶ノ水駅、小川町駅、神保町駅から歩いてくる場所だ。それぞれの駅が

拠点となり、そこから人々が魅力的な地区を歩いて私たちの再開発地区に来て、また

違う場所に向かっていくという事。それが、私たちが実現したい事である。今回の千

代田区マスタープランの理念は私たちの再開発の理念と同じだ。この実現のために、

私たちもこれから努力する。千代田区には今まで以上に大胆な規制緩和や補助金等

の、大きなご支援をお願いしたい。私はまちづくりの具体化のために、引き続き区と

ともに魅力あふれる街の実現を目指して努力する、とお伝えして本日の私からの口述

とさせて頂く。 

 

 

〔公述人３〕在住者 麹町・番町地域 

私は、新住民であり、まだ住民としては 10 年程度だが、千代田区で長い間勤務していた。

もう定年して今は番町に住んでいるが、地域貢献というか少しは良いこともしたいという

ことで昨年の７月から千代田区都市計画審議会の委員になり、小川町の件もいろいろ議論

をさせていただいた。まだ 10 か月にしかならないが、10 か月のあいだ都市計画マスター

プランに若干に関わったのでその立場から都市計画マスタープランに賛成する立場で公述

する。 

 

まず、第一に都市計画マスタープランは膨大なエネルギーと時間をかけて都市計画の権

威である先生方や区議の方、民間の人間、20 名くらいが３年にわたり、かつここにいる千

代田区の環境まちづくり部の職員の方が１回あたり 15 名ぐらいは出ているが、その方々が

3 年にわたり相当のお金をつぎこんでやってきた。従って、第一のお願いとして区役所の職

員には、この都市計画マスタープランを区の人々に十分に周知し、このまちづくりに関わる

ということを促していただきたい。例えば、今日 10 名位しか出席者がいない。都市マスに

ついてあんまり詳しく知らない方々に訴えかけるつもりでいろいろ書いてきたが、ここに

来ている方は詳しい方ばかりで、もっと普段は子育てで忙しいお母さん方や介護のために

あまり外に出られない人、サラリーマンやそういう人たちにも深く浸透するようなぜひ工

夫をしていただいて、デベロッパーとかゼネコンに向けてのメッセージではなく、まさに区

民に対するメッセージである。大変だと思うがその尽力をお願いしたい。例えば、今日はオ

ンライン開催にしても良いのではないか。一方的に聞くだけでもいいので何らかの形で広

報に力を入れていただきたい。 

 

それから２番目だが、都市計画マスタープランの重要なポイントはいくつかあるが、都市

として国際的に魅力のあるまちにする、これが 1 つのメッセージである。もう一つが多様

性だ。したがって私は先述の小川町を活性化させたいと言う気持ちがよくわかる。それが達



成されることを希望する。一方で私どもが住んでいる番町や富士見は、このへんは学校がい

っぱいあって逆にあんまり賑わってはいけないところである。そういう意味では多様性を

大事にしていくことは、この都市マスの中に込められたメッセージだ。共存する。賑わいと

閑静なところはそれぞれ特徴を主張すればいい。 

 

それから 3 番目、今日 1 番言いたい事だが、計画をまとめるにあたって大変苦労がある。

まちづくりは例えばデベロッパーの立場それから大手とは言わないが中規模の地権者の立

場それから私のようにマンションを一室もっているだけの住むだけで精一杯の地権者、そ

れから学校関係者などがおり、利害がいろいろ対立してくる。その対立する関係者の利害を

調整するのがまさに区役所の役割で区役所は今後も中立の立場で利害を調整する機能を発

揮していただきたい。具体的には区役所には利害関係者に場を設定し、話し合いを促してい

くという機能を求めたい。それがまさに都市マスに書いてあることだ。これは確かに都市計

画審議会で決めたことかもしれないが、この原案は区の環境まちづくり部の職員が大変苦

労して作られた文章である。まさにこのことを実践するために私は区役所の方々の今後の

尽力をお願いしたい。そしてこういう利害関係者の場を設定し、デベロッパー及び町会長た

ち及び住民をよびかけ、学校関係者もみんな集まって場を設定し議論して、そこで区役所が

考えなければいけないのは中立の立場でやっていく。そして最終的には誰かが意思決定す

るわけだが、それはフォーマリーティーからすれば区長である。その意思決定者が判断する

基準がこの都市マスである。従って都市マスの改定案の成立に深く関係してきた環境まち

づくり部長をはじめ環境まちづくり部の職員がこのマスタープランに対して誇りと責任感

を持って今後の都市計画マスタープランの運用に当たっていただきたい。 

  



麴町中学校         （参加者 44人） 
■日時：令和３年４月 23 日（金） 17：30～ 

■会場：麴町中学校 合同教室 

 

１．概要説明  千代田区都市計画マスタープラン 改定案                 

 

２．質疑応答                                  

 

３．公述                              （4 名）  
〔公述人1〕在住者 麹町・番町地域 

私は、千代田区生まれ、麹町、番町に育ち、六番町在住である。私たちの住む麹

町・番町地域は、1981年、昭和56年以前に建設された旧耐震基準の集合住宅が43%

と区内で最も高い割合を示している。旧耐震基準は、震度５程度の地震を受けても、

倒壊はしないが建物が損傷を受けている可能性が大いにあるもので、震度５強より大

きい地震に対して定めはない。５年前の熊本地震では、地域によって震度６弱、６強

あるいは震度７で全壊や半壊の被害を受けた分譲マンションは熊本市で200棟以上に

も上り、熊本市が、被害を受けたマンションにおいて行ったアンケート調査では、旧

耐震の集合住宅の半数近くが全壊や半壊の被害を受けていて、新耐震に比べて割合が

大きくなっているとの報道があった。このような事実から、今回策定される「都市計

画マスタープランの麹町・番町地域のまちづくりの方針」の中でも、継承と進化の方

向性として「高経年の分譲マンション・集合住宅が増加し、居住者の高齢化も進む中

で適正な建物管理やリノベーション、個別建替え、再開発など、周辺の街並みとの調

和やまちの課題解決を考慮した適切な手法を選択し、建物の価値やまちの安全を維持

していく事が重要」と記載された。今回、都市計画マスタープランの改定は地域意見

を取り入れ、非常によくできたものだと感じているが、今後の麹町・番町地域の住宅

の質の向上と高経年集合住宅の機能更新・適正管理を実現していただくために、意見

を述べさせていただく。 

 

１つ目は、「道路の整備」である。建築基準法では、前面道路の幅員によって計画

できる建物の大きさが決められており、少なくとも前面道路の幅員が10mなければ、

麹町・番町エリアの指定された容積率400%すら利用できないと聞いている。この点

がマンション建て替えを難しくしている要因の１つだ。防災の面も含めて、番町中央

通りの都市計画道路の拡幅整備はもちろんのこと、番町学園通りや番町文人通りとい

った東西道路をしっかりと拡幅整備していだきたい。高経年マンションの建て替えと

連動して、順次、道路が拡幅できるような都市計画をつくってはどうか。拡幅した道

路は、自動車のためのものではなく、電線地中化や緑豊かな街路樹を植え、舗装を石

張りにするなどして、質の高い歩行者のための道とすれば、番町らしい新しいまちな

みに作り替わっていく。マンションが新しくなるだけでなく、まちの環境も美しく、

質の高い空間に変わることで番町地域の資産価値やブランドはさらに向上する。 



 

２つ目は、「容積率の緩和制度などを活用した建替えの積極的誘導」である。集合

住宅を建て替える時に、「東京都マンション建替え法容積率許可制度」などの容積緩

和制度がある。これらの制度を積極的に活用し、分譲マンション所有者の建替えに対

する経済条件を緩やかにすることで、高経年の旧耐振基準集合住宅の建て替えを誘導

してほしい。また、そのような制度を活用した建替えにあたっては、斜線制限や高さ

制限もネックになる。容積緩和と現状の地区計画の高さ制限がそぐわないことは、以

前の公述でも意見してきた通りだ。住み続けていくために必要であれば現状の地区計

画を変更することがあってもよい。立て替えに対しては容積を緩和し、既存建築物の

解体については補助金の枠を広げることにより、区分保有者の経済条件をやさしく

し、逆に大きな建物ができ、世帯数が増えれば、住民増加と固定資産税などの増収が

見込める。 

 

３つ目は、「健康と生活環境の改善への配慮」である。旧耐震基準の高経年集合住

宅とはいえ、集合住宅自体は鉄筋コンクリートでつくられており、頑丈で地震など心

配ないという方もいる。しかしこの耐震基準は躯体強度だけのことで、ライフライン

のインフラ、上下水道管、電線の強度、耐久性は対象外だ。一般的に、これら上下水

道管、電線の耐用年数は日本工業規格(JIS規格)では最長20年となっている。そのため

躯体にダメージがなく、水道管の亀裂や電線のショートが発生した場合の補償はな

い。さらに躯体の構造上、簡単に修理や取り換えができないようになっている。しか

しながら、最近の建築は躯体耐振強度向上、制震、免振だけでなく、バリアフリー、

断熱性、環境性能など、住み心地に対する技術は年々進歩している。お風呂に入ると

きの急激な温度差によって生まれるヒートショックで、お風呂で亡くなる高齢者は交

通事故の２倍ともいわれている。今の最新の設備では、冬のお風呂はまったく寒くな

い。温度のバリアフリーも重要である。 

また、環境問題が顕在化し、持続可能な社会を目指す中で、建築資材や省エネルギ

ー化、環境性能の技術も年々進化している。構造が頑丈で、断熱性・気密性が高けれ

ば、当然耐久性は高くなり、冷暖房にかかる費用も抑えられる。ランニングコストの

面からもメリットを受けることができる。容積率の緩和、斜線制限や高さの緩和を受

けて、このような最新鋭のマンションに建て替えると、住む人、暮らす人にとって住

み続けられるだけではなく、健康面や環境面でのメリットは大きい。また、道路など

が更新され、足元の緑が多くなるとまち自体も明るく、質の高い空間ができ、働く人

にとってもメリットがある。 

容積や高さを緩和することで、車が多くなるとか風が強くなるとか、周辺環境に悪

い影響を及ぼすという意見がある事は知っている。しかし、そのような悪い影響をで

きるだけなくすために、デベロッパーなどが建築する前に様々なシミュレーションや

評価を行い、建物の配置、細部の形状や植栽などで対策を施し、行政が確認すること

も知っている。何も対策せずにほったらかしではない。心配よりも得られることが大

きい。 

 

最後に、すばらしい都市計画マスタープランが出来上がった。このマスタープラン



の実現に向けて、高齢化していく居住者の健康、暮らしやすさのためにも、建替えを

実現できる具体的施策をお願いしたいと述べ、意見陳述を終わりにしたい。 

 

 

〔公述人 2〕在住者 麹町・番町地域 

千代田区平河町の住民である。一区民の立場から意見を述べさせていただく。 

まず初めに、長年、千代田区では定住人口の回復が重要な課題だったが、それが達成され、

これからは高質な居住環境の充実に重きを置くという方針は評価できる。  

 

２番目に、これからは多様なライフスタイル・ワークスタイルで建物が利用される視点が

加えられたのは評価ができる。昨年からの新型コロナの流行で感染拡大を防ぐために仕事、

外出等が制約されようになった。自宅での勤務を可能とする新しいワークスタイルである

在宅勤務、テレワークが注目を浴びている。今ではトライアル的に導入する企業も増え、災

害時における交通機関などの混乱や新型コロナウィルスなどの感染症のパンデミックを避

ける方法としても注目が集まっている。行政は３密にならないように床面積が今以上に必

要になるという考えもあるようだが、確かにソーシャルディスタンスはとる必要があるが、

本社機能の地方分散、すべての機能を都心部に集中させる必要はないと言う考え方が主流

を占めているので、今以上の床面積が必要だと言う考え方は中高層・超高層建物のだぶつき

を招きかねず、再考が必要である。 

 

次に中高層の基準について。中層、高層、超高層と言う言葉は、高さが数字で明確に定義

されているわけではない。そこで中高層の基準について、例えば 7 つの地域区分のうち、

麹町・番町地域を見ても中高層の住居系の複合都市としてなっているが、果たして中高層と

はどのくらいの高さを指すのか。千代田区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に

係る条例によると建築物の高さが 20 メートルを超えとなっているので中高層は 20 メート

ル以上。建築基準法第 20 条第 1 号では、高さが 60 メートルを超える建築物に対してそれ

以下のものと異なる構造の基準を認定しているので高さ 60 メートル以上の建築物が超高

層と定義するのが妥当と考える。また消防法８条の 2 では、高さ 31 メートルを超す建物を

高層建築物と呼んでいる。さらに千代田区自身が 2020 年、去年 7 月にまとめた千代田区

都市づくり白書では、建物階数を低層１～３階、中層 4～7 階、高層 8～15 階、超高層 16

階以上に分けて統計をとっている。これを参考に目安となる基準を作っていただきたい。そ

うすると麹町・番町地域はすでに高層・超高層ビルの街並みとなり、中高層の住居系複合市

街地にするためには高すぎる高さを減築しなければならないことになる。オープンハウス

にて区の職員の方にこの中高層の基準について尋ねたところ、地域によって中高層の考え

方が違うため今のところは定義することは考えていないと伺った。例えば、高さ 120 メー

トルの建物を建てようという計画があって地域で反対する区民がいて、100 メートルしか

建てられなかったらその分利活用ができなくなると言う説明だったが、高さと言うのは近

隣区民にとってみれば高ければ高いほど負担になるので区民の立場も公平に尊重していた

だき、建築側に立つばかりと言うことはしないでいただきたいとお願い申し上げる。 

 



４番目、剥離風被害の出ない街並みを作る。剥離風をご存知か。剥離風とは建物に当たっ

た風が向きを変えた建物の角部を過ぎて建物から剥がれて流れ去る風のことである。この

風はその周辺の風よりも風速が大きいため、ビル風の主要因となっている。特に高層建物の

前面に低層建物がある場合は、逆流も強くなり 2 つの建物が近接している場合には、それ

ぞれの建物からの剥離風が重ねあわさった風になる。ふもとの民家及び商店街がひどい風

の被害にあうことのないようにしていただきたい。 

 

5 番目に 2050 年 CO2 実質ゼロの街並みを作る。前区長そして、現区長もこの考え方を

引き継がれている。マスタープラン改定案にも脱炭素社会への転換が謳われている。賛成で

ある。しかし、東京駅駅前の常盤橋プロジェクト、現在進行しているプロジェクトだが、高

さ 390 メートルと言う巨大開発について開発前と開発後の CO2 排出量はどのようになっ

ているのか。3 月 31 日、都議会予算特別委員会において原田委員への質問に対し、年間

17,900 トンから 45,000 トンへ 2.5 倍になると東京都の技監が答弁をしていた。驚いた。

CO2 排出削減技術は進歩すれどもビルの高さが高くなれば CO2 排出量は増えていくので

はないか。脱炭素社会への転換のための具体策が緊急に必要ではないか。 

 

６番目、再開発および高層建物によるインフラの整備。千代田区では積極的な定住人口増

加政策はとらなくても 8000 人が転入し、7000 人が転出する。年間約 1000 人の人口増加

が想定できる。これに伴い教育・福祉のインフラが不足になった。麹町小学校の教室が足り

なくなるため夏から麹町区民館和室を教室に改修する工事が始まる。来年度以降の 35 人学

級では、５学校９教室が不足になる。行政の方は、私に大丈夫、大丈夫と言うが、決して大

丈夫ではない状態だ。再開発とインフラ整備を一体と考えインフラ整備が追いついている

計画だけ許可したらいかがか。 

 

７番目、公共施設は区民共有の財産であり、施設整備計画を進めるにあたっては、住民の

意見を聞いて住民の合意を得た上で進める。住民の合意が得られない場合は立ち止まって

考えることが重要である。例えば現在進行中の四番町公共施設建替え計画だが、最初は２棟

をそれぞれ建て替える予定で四番町アパートは大規模修繕をやり、これで何十年も住める

との説明があった途端、２棟同時に解体して、１棟建てに計画が変更になった。住民の合意

を得られていない。また仮住宅として建設されている旧麹町保健所跡地の建物についても

形ばかりの協議会なるものを作って、今までの経過を全く知らない方が会員として集めら

れて、建物の高さは周辺区民のリスクになるから不必要な階高は削って欲しいとの区民の

意見も利活用をとの会長の一言で抹殺された。次に番町地区の日本テレビ建替え計画であ

るが、日本テレビが本社跡地に計画した超高層開発について近隣３校連名で昨年、文教地区

番町に超高層ビルが建てられるようになるマスタープラン改定はしないでほしいと言う要

望書を区に提出したとのことだ。また現在計画中の外神田一丁目の再開発計画、区有地を提

供して清掃事務所などの公共施設を民間の開発に委ねると言うものだが、近隣区民から疑

問の声も出ていると聞いている。近隣に意見を形だけを求めると言うことではなくて、きち

んと聞いて受け止め合意形成ができた上で計画を進めることを行政に求める。 

 



 

〔公述人 3〕在住者 麹町・番町地域 

麹町四丁目に住んでいるが、二番町町会の町会長を仰せつかっている。 

この度の千代田区都市マスタープランは大変バランスよく構成されている。その一方

で、二番町の日テレ跡地に超高層ビルができることに反対している人がいるようだ

が、反対する理由が不明確で理解しかねているのが現状である。超高層ビルができる

と、膨陶しい、目障りだ、番町の環境にそぐわない、迷惑だという意見は聞いたこと

があるが、抽象的で感情的な表現であり、反対する理由して今一歩具体性に欠ける。

超高層ビルが出来た場合、具体的に不都合な点として、ビル風が起こるとか交通渋滞

を引き起こすとか下水道がつまるとか聞いたことがある。しかし、東京には100棟以

上の超高層ビルが存在するが、これらのことが原因で生活ができないとか仕事になら

ないとか、社会問題になったという話は聞いたことはない。台風の時が心配だという

話を聞いたことがあるが、台風の時は通常出歩かない。歴史ある番町の町並みに超高

層ビルは相応しくい、環境が損なわれる、教育環境が悪化する、現行の60m以下であ

るべきだという意見をきいたことがある。超高層ビルができると環境が損なわれると

いうよりはむしろ、環境が変わるということだが、私が昭和32年に二番町へ引っ越し

てきたとき、今から60年以上前になるが、当時は木造2階建てが主流だった。その

後、街はどんどん変わり、４階建てや６階建てのビルやマンションができ、最近では

15階建てのマンションも出来ている。 

また、JR飯田橋駅は白百合学園、暁星中高等学校、九段中高、法政大学など多くの

学校の最寄り駅になっている。 JR飯田橋駅の近くにサクラテラスという約150mの超

高層ビルができたが、これによって教育環境が悪化したという話は聞いたことがな

い。変革なくして成長なしと言われるように、街は破壊と再生を繰り返して良くなっ

ていく。変革がなければ、街も人も文化も成長しない。現状維持が続けば、どんどん

町は陳腐化してしまう。 

 

千代田区は日本の経済の中心であり、日本のことを考えて千代田区の街づくりの在

り方を考えるべきだ。地域エゴと言えば言い過ぎかもしれないが、自分たちを中心に

据えて街づくりを考えるのではなく、日本全体、東京全体を総合的に俯瞰して街づく

りの在り方を考えるべきだ。都市計画は住み、働き、学ぶ人のためのものである。都

市計画は住民のためばかりでなく、企業にも一定の権利はある。二番町の日テレ跡地

の再開発に当たっては、バリアフリー化と歩道の拡幅と広場の設置の３点を要望した

い。 

バリアフリー化については、二番町の住民や通勤・通学者は長年、地下鉄有楽町線

麹町駅の番町口の階段に苦しめられている。69段、９mの高低差があり、特に高齢者

や身障者にとっては深刻な問題だ。麹町２丁目にPMO半蔵門ビルができ、ここには追

い越し機能付きのエスカレーターがあり、また併設する階段とエレベーターが２台あ

り、これによって地下鉄半蔵門線半蔵門駅とのアクセスが格段に良くなった。二番町

の日テレ跡地再開発に当たっては、是非このようなバリアフリー化を実現していただ

きたい。現行の法規制のままでは、6番出口にエレベーターが１基しか設置できず、こ



れでは焼け石に水、ヘのツッパリにもならない。 

歩道の拡幅もお願いしたい。現在の日テレ通りは幅員が14m、片側だけで言うと、

車道が５m、歩道が２mである。総合設計制度で建築した場合、歩道は２m広がり、

４mになるが、これでは足りない。麹町大通りの歩道は、狭いところで８m、広いと

ころでは10m以上ある。是非このような歩道にしていただきたいと考え、現在のよう

な貧弱な街路樹ではなくケヤキのような大木で、緑豊かで高齢者や身障者が安心して

通行できる歩道にして欲しい。 

また、普段は子供たちが伸び伸び遊べ、いざという時は防災拠点になる広場も設置

して欲しい。番町地域には多くの学校があるので、広場は不要との意見を聞いたこと

があるが、私が知る限り、番町小学校と麹町小中学校は災害が起こった場合、地域住

民の20%を想定した避難所になっており、帰宅困難者は想定していない。これらの要

望を踏まえ日本テレビさんに再開発計画案を作ってもらい、今から約３年前、平成31

年１月と２月に町会員を対象にした勉強会を開催した。その結果、これらの要望を実

現すると建築面積がどんどん狭くなってしまうので、その分、上へ延びることにな

り、現行の高さ制限を超えてしまう。それでも、多くの方が一定の規制緩和は必要と

いう意思を表明された。やはり、公共の福祉の方が高さ制限より優先する。 

また、再開発に当たっては、出来たらショッピングセンターの誘致もお願いした

い。四谷のURの超高層再開発ビルにはスーパーマーケットが誘致され、番町や麹町か

らも買い物に行っている。番町地域には生鮮３品や日用品を扱う店が少ないので、出

来たら、地下にショッピングセンターの誘致をお願いしたい。 

まちづくりで重要なことは、再開発手法や制度の議論ではなく、地域の要望を実現

するために開発業者との連携や、行政の支援が大切だ。日本テレビさんにも実現する

ための様々な方法を検討いただき行政とともに実現にむけて頑張っていただきたい。 

 

 

〔公述人4〕利害関係者 その他 

番町地域の生活者の立場から意見を述べさせていただく。まず改定案は基本的には非常

によくまとまっている。日本と言う国の中の東京。そして、その中の千代田区、千代田区の

中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。今までの都市マスもそういった視点でまとめられていたが、今回の改定はさらに明確

になっている。特に麹町・番町地域の一番町・三番町それぞれの一部と二・四・五・六番町

について中層・中高層の住居系の複合市街地、この場合の中層・中高層と言うのは超高層を

60 メートル以上と規定してのことだと理解しているが、評価できる。これをまとめた学識

経験者、区議、区民からなる都計審の委員各位及び区当局のご担当のみなさまに敬意を表し

たい。 

 

しかしながらこの 20 年を振り返ると、先述では高層化を非常に評価していたが、日本経

済全体が経済成長を最優先の考え方で運営されてきたためだが、様々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でいる。東京都という高価かつ希少な都市の高度利用

が進むこと自体は決して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はないか。ビジネス街やショッピング街のいわゆるダウン



タウン、繁華街の場合には相当な高層化が望ましい点がある。しかし住宅や学校などが多い

地域では高層化が、ビル風はたしたことないという話が今あったが、環境の悪化をもたらす

場合が非常に多い。特に近年、地球温暖化の影響か日本を襲う台風が極端に強大化している。

先述では台風のときには屋内に入っていると言う話もあった。それは確かにそうである。し

かし、台風だけではなく強い風の時のビル風の影響と言うのは決して無視できるようなも

のではない。 

 

今回まとめられた都市マスはまちづくりの憲法とでも言うべき立派な案だ。今後の課題

は様々な都市計画の手法を用いて提出されると予想される個別案件の審査において、都市

計画審議会及び行政によってこの憲法に則った公正妥当な判断が出されることであろう。

先程来話題に出ているが、たまたま現在番町地域では日テレ通り沿道のまちづくりについ

ての協議会が設置され協議が行われている。これを 1 つの事例として考えてみたい。地元

の町会長の皆さんで組織されている連合町会から本社ビルの建て替えを計画している日テ

レさんに 3 つの要望が出されている。すなわち地下鉄のバリアフリー化、お祭りあるいは

災害時の避難場所として利用できる広場の確保、さらに歩道の拡幅である。日テレさんはこ

れを受けて非常に前向きに対応しようとしていることは住民のひとりとしてありがたい。

しかしながら、この 3 つの要望が妥当なのかどうか番町としてふさわしいかどうかはよく

検討する必要がある。そもそもこの要望が出されるにあたっては、私の知る限りでは一般住

民の意見を町会で聞くと言うプロセスがほとんどなかったのはないか。少なくとも六番町

では一度集まりがあり、集まった方のほとんどが超高層ビルには反対だと言う意見を述べ

ていた。 

また、バリアフリー化はぜひ必要であろう。これはただ住民だけのことではなくて、ビル

設置者自身にとっても必要不可欠なものではないか。これに関しては、私は銀座シックスの

事例をいささか勉強したのだが、銀座シックスは当初は超高層を予定していた。ところがこ

れが銀座の雰囲気に合わないと言う地元の皆様の声によって周りの建物の高さに合わせる

ことになった。あの銀座の街並みを崩したくないということである。ですから何でもかんで

も建物の高さを高くすれば良いと言うことにはつながらない。中央区もはじめは高さでイ

ンセンティブを与えるというつもりだったそうだが、区道の付け替えとか他の面で地権者

の採算に考慮すると言うことになったそうだ。それにもかかわらず 4 丁目の交差点から 6

丁目まで 5 丁目の街区の地下を貫通した立派な地下道ができている。ですから銀座シック

スにとって銀座の地下鉄の駅からのダイレクトアクセスを確保すると言う事は非常に必要

なことだった。どこの地下鉄の出口に新しいビルを建てられる会社・事業者もバリアフリー

のものを作ると言うものは絶対に必要なものだと認識している。先述で半蔵門駅のことが

話に出たが、まさにあの小さなビルでもその小さな設備をつけている。 

それから広場はよく考えてみるとあまり必要性がないのではないか。区域内に公立私立

の学校がたくさんあっていざと言うときには校庭、体育館、講堂などそういうものをどう利

用するかと言うものを区が中心になって住民とともに体制づくりをすればよい。お祭りな

どはそうしょっちゅう行われるものではない。むしろ前回もここで申し上げた。銀座の歩行

者天国にならって日テレ通りの交通を止めて賑やかに行ってはいかがか。年１回とは言わ

ず例えば毎月第 3 土日とか、番町フェスティバルのようなものをやればまちも賑やかにな

り、マンションに住まいの方々も出てきてお互いの顔見知りの機会が多くなって町会も活



性化するのではないか。銀座はご承知の通り毎週やっているので、月 1 回か２回位なら問

題なくできる。もちろん警察の許可が必要である。こういう時こそぜひ関連町会長の皆さん

の連盟で要望書をお出しになっていただくとよい。この公式の場でこのアイデアを発表し

たのは、前回の公聴会、この場で私が申し上げたのが初めてだと思うが、昨日の区役所にお

ける公聴会で他の方からそういう考えが発表されていた。私は別に著作権や特許権を主張

するつもりもないので、ご賛同いただける方はあちこちでぜひご賢伝、ご風潮いただきたい。

歩道も 10 メートル必要とは、繁華街の大きい通りではないので日テレ通りはそこまで必要

はないのではないか。今は確かに狭いが、通常必要なセットバックその他で拡幅できれば多

分それで充分だろう。過度の繁華街化をもし狙うのであれば、住居地域、文教地域にとって

ふさわしくない考え方である。 

それより問題なのは今の歩道である。車の出入り口のところが、ずらっと車道からずっと

スロープになっていて歩いていくと体が傾きそうになるところがあちこちにある。これは

早くなんとか整備していただきたい。車が歩道に乗り上げる所の本当の並木の幅くらいス

ロープをつければ車の出入りには十分なはずである。それからもう一つ歩道の狭さを補う

ためにはビルの 1 階全面をポルチコ方式にすれば歩行者にとって雨の場合何か傘をささず

に歩け、麹町大通りにはたくさん出てきた。日テレさんのところはポルチコになると歩行者

にとっても非常に便利になるのではないか。 

 

日テレさんも 1 つの株式会社であり、なるべく採算の良いビル建設をやっていただきた

い。ただそれは、ぜひ番町地域の住居地区、住居地域、文教地区としての環境を守りながら

と言う事を前提に取り組んでいただきたいとお願いしている。日テレさんは社会貢献意識

の強い企業であるから、その点は言わずもがなこの機会に改めてお願いしたい。 

 


