東 京 都 新 宿 区 都 市 計 画 審 議 会 議 事 録

︵ 平 成 十 九 年 三 月 二 十 六 日 ︶

第一三三回新宿区都市計画審議会
開催年月日・平成十九年三月二十六日

○戸沼会長

どうもこんにちは︒

ただいまから一三三回の新宿区都市計画審議会を開会いたし
ます︒

まず︑事務局の方から人事異動に伴う新委員の御紹介がある

ということですので︑お願いいたします︒

出席した委員
戸沼幸市︑大崎秀夫︑千歳壽一︑中川義英︑野宮利雄︑新津隆

○藤牧都市計画課長

員に任命されましたのでここで御紹介させていただきます︒

眞委員が御就任されました︒よって︑同日付で︑当審議会の委

二十六日付で御退職なされまして︑後任といたしまして鹿森利

申し上げます︒新宿警察署長の柗木委員でございますが︑二月

それでは︑本日の審議会に先立ちまして︑新委員の御紹介を

都市計画課長です︒

次︑岡川榮司︑とよしま正雄︑沢田あゆみ︑おぐら利彦︑久保
合 介 ︑ か わ の 達 男 ︑ 鹿 森 利 眞 ︵ 代 理 ： 小 倉 交 通 課 長 ︶︑ 髙 田 茂

晃子︑喜多祟介

︵ 代 理 ： 野 中 防 災 係 長 ︶︑ 近 藤 惠 美 子 ︑ 金 山 さ か 江 ︑
欠席した委員
石川幹子︑丸田頼一︑泉

たしまして小倉交通課長様に御出席いただいております︒よろ

なお︑本日は︑公務のために御欠席ということで︑代理とい
議事日程

ありがとうございました︒では︑小倉交通課長さ

事務局です︒本日の日程と配付資料の御

は︑審議案件が一件︑報告事項が二件︑その他となってござい

の一番上にありますＡ四の議事日程表をごらんください︒本日

確認をお願いします︒初めに︑本日の日程でございます︒資料

○内藤都市計画主査

それでは︑きょうの日程と資料について︑事務局から︒

で︑お出になるのではないかというふうに思います︒

なお︑千歳委員と久保委員はまだ欠席の通知ございませんの

石川委員︑丸田委員︑泉委員︑それから喜多委員でございます︒

きょうの出席ですけれども︑欠席の御連絡がありましたのは

ん︑よろしくお願いします︒

○戸沼会長

以上でございます︒

しくお願いいたします︒
東京都市公園の変更について

日程第一
議案第二四一号

西新宿五丁目中央北地区のまちづくりについて

日程第二
報告事項一

神楽坂三・四・五丁目地区地区計画の策定につい
て

報告事項二

その他
議事のてんまつ
午後二時二分開会
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左とじ︑一︱二がＡ四でございますが︑一︱一から一︱三まで

ます︒資料につきましては︑資料の一︱一から一︱三までＡ三

どうもありがとうございました︒

進めていきたいというふうに思っております︒本当に皆さん︑

これをもとに新宿区ではまた今年度︑これから区案づくりを

ただいま御報告いただきましたように︑立派なも

が審議案件の資料でございます︒
○戸沼会長

のができましたので︑私ども委員の皆さんも熱心に議論してい

ほかに資料の二︑Ａ三左ホッチキスどめ︑それからＡ三︑一
枚で資料の三︑資料二及び資料三につきましては︑報告事項の

ただきました︒それから︑事務局︑橋口さん以下︑非常に熱心

日程第一
議案第二四一号

て﹂でございます︒

事務局です︒

日程第一︑議案第二四一号﹁東京都市計画公園の変更につい

○内藤都市計画主査

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

東京都市計画公園の変更について

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

計画公園の変更について︑議案を読んでください︒

それでは︑きょうの日程の第一で議案の二四一号︑東京都市

した︒ありがとうございました︒

にもう汗をかいてやっていただいたので︑どうも御苦労さまで

資料となってございます︒

それから︑審議に入る前に事務局から︑前回︑区

本日の資料は以上でございます︒おそろいでございましょう
か︒
以上です︒
○戸沼会長

まちづくり計画担当副参事です︒

長に答申しました都市マスタープランについて︑御報告がある
ので︒
○橋口副参事

審議に入る前に︑前回の都市計画審議会で答申をいただきま
した新宿区都市マスタープランにつきまして︑印刷ができ上が
りましたので︑皆様に御配付させていただきます︒あわせて一
言お礼を述べさせていただきたいと思います︒

藤牧都市計画課長より御説明いたします︒
○戸沼会長

都市マスタープランの改定に際しましては︑本審議会で︑事
前の報告も含めますと九回の審議会を開催させていただきまし

○藤牧都市計画課長

では︑お願いします︒

た︒それから︑都市マスタープランのための検討部会につきま

ちょっと説明の方をさせていただきたいと思います︒

合わせを六回以上行っております︒本当に皆さんの精力的な御

と今回は一体につくるということで︑基本構想審議会との打ち

の同意を得まして︑三月一日から二週間︑公告縦覧を行ってご

ていただいておりますが︑その後︑二月二十八日に東京都知事

既に本件は昨年の十二月十四日にこの審議会に御報告をさせ

それでは︑パワーポイントを使いながら

しても四回開催させていただきました︒また︑基本構想審議会

審議によりまして︑都市マスタープランが基本構想︑基本計画

ざいます︒

それでは︑まず都市計画変更の理由及び内容につきまして改

と一体のものとして︑ようやくこういう形でまとまったという
形になっております︒
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めて御説明いたします︒なお︑お手元に都市計画変更図書とい

区域がございます︒こちらの戸塚町公園を一度廃止いたしまし

計画図の時系列として並べたものでございます︒一番上が現

て︑そのうちの一部と宮田橋公園︑河川管理通路をつなげまし

このたびの変更は︑都市計画公園の名称︑位置︑区域︑面積

在の状況でございます︒神田川沿いに宮田橋公園と戸塚町公園

たしまして︑計画書︑理由書︑計画図をお配りしておりますの

の変更でございます︒それともう一つが︑それにかかわる都市

が東西に分かれてございます︒計画変更後は︑戸塚町公園の一

て︑総称して神田川河川公園とするものでございます︒

計画公園の廃止でございます︒一つ目は︑新宿二・二・二十五

部と河川管理通路と宮田橋公園を合わせて神田川河川公園とな

で︑後ほど御説明させていただきます︒

号宮田橋公園の名称を改め︑位置︑区域︑面積を変更するもの

ります︒また︑戸塚町公園の残りの部分は都市計画公園でなく

な り ︑︵ 仮 称 ︶ 戸 塚 地 域 セ ン タ ー が 建 設 さ れ る 予 定 で ご ざ い ま

でございます︒
宮田橋公園は︑高田馬場三丁目の神田川沿いにある街区公園
してございます︒宮田橋公園はこの後で申し上げます戸塚町公

の基本計画のこの方針ですね︒こういったものですとか︑次の

今回の変更につきましては︑ごらんのように新宿区のみどり

す︒

園の一部と既に都市計画河川区域として計画決定している未供

公園再整備方針︑ここに書いてあるようなものでございますが︑

でございまして︑高田馬場駅の北西約三百五十メートルに位置

用の河川管理通路を合わせ︑神田川河川公園と名称を変更いた

これらにのっとって変更するものでございます︒
ってございます︒

また︑あわせまして︑神田川河川公園構想などに基づいて行

します︒
現在の宮田橋公園の面積は︑約〇・一五ヘクタールとなって
ございますが︑変更後の計画面積は〇・三三ヘクタールになり

をいたしまして︑一部を先ほど申し上げた神田川河川公園の一

二つ目といたしまして︑新宿第十七号戸塚町公園を一度廃止

と挙げております︒今回の変更は分離している二つの公園を一

空間の活用と活性化︑公園空間の兼用化︑複合化を方針の一つ

備方針の中で︑点から線へ︑線から面へということで︑既存の

神田川河川公園の変更理由でございますけれども︑公園再整

部とするものでございます︒戸塚町公園は高田馬場二丁目にあ

連の親水公園と位置づけ︑点から線へ︑線から面へという公園

ます︒

る街区公園でございまして︑高田馬場駅の北約百メートルに位

の系列化を実現するものです︒

す︒

川河川公園として名称などの変更を行うというものでございま

ら整備される河川管理通路をあわせて区域の拡張を行い︑神田

そのために宮田橋公園に戸塚町公園の区域の一部と︑これか

置してございます︒平成十一年八月から東京都による神田川の
改修工事の作業基地として全体的に利用されているところでご
ざいます︒
スクリーンの計画図をごらんください︒宮田橋公園と戸塚町
公園の間に将来︑河川管理通路として整備される都市計画河川
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ことにより︑施設相互のみどりのネットワーク︑公園機能の充

を併設した戸塚地域センターを設置し︑その屋上を公園化する

につきましては︑環境学習機能を持つ神田川ふれあいセンター

ございまして︑ここに四点ほど掲げてございます︒戸塚町公園

変更理由につきましては︑ただいま申し上げたようなことで

あいセンターを建設し︑親水拠点としていく考えでおります︒

川について学ぶことができる︑仮称でございますが神田川ふれ

域センターの建設用地とします︒地域センターの中には︑神田

河川公園とします︒残り〇・〇五ヘクタールを︵仮称︶戸塚地

園面積〇・〇七ヘクタールのうち〇・〇二ヘクタールを神田川

戸塚町公園につきましては︑まず一度廃止をし︑都市計画公

壁面緑化や接道部緑化と組み合わせることで︑緑やオープンス

実がさらに図られることになることから︑区域の一部と神田川
御参考までに東京都建設局の河川部が実施しております神田

ペースを再生し︑公園としての機能を継承していく予定でござ

イメージ図のように戸塚地域センターには屋上の公園化を図り︑

川河川改修工事でございます︒現在は︑神高橋の上流︑西武鉄

います︒

河川公園を統合し︑廃止をするものでございます︒

道の高架の工事が進められており︑清水川橋まで事業決定をさ

十二月十四日に本審議会に御報告をさせていただきまして︑そ

最後に︑今までのスケジュールについて御説明いたします︒

次に︑宮田橋公園につきましては︑昭和五十一年十月七日に

の後︑東京都知事への協議を行い︑本年二月二十八日付で同意

れているところでございます︒
都市計画決定し︑昭和五十二年︑地域の方々の要望を受け︑公

を得ております︒三月一日から二週間の公告縦覧を行い︑本日︑

こちらの都市計画審議会に付議を行っているところでございま

園として開園しております︒公園面積は〇・一五ヘクタールで
ございます︒ごらんのものは現況の宮田橋公園でございます︒

す︒

パワーポイントによる説明は以上でございます︒

次に︑戸塚町公園でございますけれども︑昭和三十二年十二
月二十一日に都市計画決定を受けております︒供用面積は〇・

それでは︑お手元にお配りしております資料を簡単に御説明

まず︑資料の一︱一でございます︒大きく都市計画公園の変

をさせていただきます︒

〇六ヘクタールでございます︒なお︑平成十一年から現在に至
るまで︑東京都が施行している神田川整備事業の作業基地とし
て全面的に使用されており︑画面で見るように休園している状

多く︑放置自転車も多数見られ︑余り利用されている公園とは

ともあり︑児童の利用はほとんど見られず︑またホームレスが

休園前の使われ方でございますが︑周辺が商業地域というこ

一五ヘクタールから〇・三三ヘクタールというふうに拡張する

目から高田馬場二丁目及び三丁目の地域に変更し︑面積も〇・

うことで︑ただいま御説明いたしましたように︑高田馬場三丁

まず神田川河川公園を︑宮田橋公園を次のように変更するとい

更についてと書かれているものを一枚おめくりいただきますと︑

言いがたいものでございました︒西側には西武鉄道の高い擁壁

ものでございます︒

態となっております︒

があり︑圧迫感︑閉塞感がございました︒
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都市計画の案の理由書でございます︒理由といたしまして︑

次のページでございます︒

内容でございます︒

ます︒宮田橋公園と戸塚町公園を河川管理通路でつなぐという

次に︑計画図の二枚目でございますが︑廃止される︑今回削

次に︑資料の一︱二でございます︒三月一日から二週間の公

みどりの基本計画に基づく内容︑それから新宿区公園再整備方

た神田川河川公園構想︑神田川再生構想において親水化を行っ

告縦覧を行いましたところ︑三十二名︑三十二通の意見書の提

除されるところが黄色で塗ってございます戸塚町公園でござい

ていくと︒このため︑点から線へ︑線から面へと公園の系列化

出がございました︒すべて賛成意見でございます︒なお︑賛成

針に基づく内容にのっとり︑宮田橋公園はゆとりと潤いのある

を図り︑分離している二つの公園を一連の親水公園と位置づけ

意見に併記された意見といたしまして︑新宿区がリーダーシッ

ます︒

ていくというものでございます︒

プをとり︑神田川河川構想を進めてほしい︑あるいは神田川河

良好な都市空間を形成する神田川の水環境の向上に資するとし

次のページをごらんください︒

川公園の早期実現に向け︑東京都やその他関係機関へ働きかけ

の景観を充実させてほしい︒また︑戸塚町公園に関するものと

を強化するよう要望する︑河川管理通路の桜並木をつなげ︑緑

三ページ目でございますが︑戸塚町公園は一度全部を廃止す
ることになります︒〇・〇七ヘクタールでございます︒
次のページでございますが︑この廃止の理由書ということで︑
二段目の段落でございます︒新宿区は基本構想の中で︑区民活

整備をし︑戸塚地域センターの建設に伴い︑区民が川や水に親

ページでございますが︑区道七十二号線の歩道部分をあわせて

いたしましては︑早稲田通りの整備に力を入れてほしい︒次の

動の拠点となる場として︑すべての特別出張所を地域センター

しまれる施設の整備や緑化の充実を期待する︒この地区の今後

上段の八割ぐらいは先ほどと同じ内容でございますが︑下から

にすると︒現在︑戸塚地域の地域センターだけが唯一未整備で

それでは︑お手元の資料で一︱三をごらんいただきたいと存

の公園整備の推進を要望するという内容でございました︒右側

そこで︑上記の考え方を尊重し︑環境学習機能を持つ地域セ

じます︒Ａ三横長のものでございますけれども︑左側に先ほど

ございまして︑地元住民から地域センターの早期設置が望まれ

ンターを設置し︑その屋上を条例に基づく公園とすることによ

パワーポイントで御説明をいたしました都市計画変更の流れで

の方に新宿区の見解を掲載してございます︒

り︑神田川︑地域センター︑公園といった施設相互によるみど

ございます︒二つの分離していた公園を河川管理通路でつない

ている状況でございます︒

りのネットワーク︑公園的機能の充実を図ることが︑神田川河

で︑戸塚町公園を廃止するという内容でございます︒
てございます︒

関連計画との関係性︑整合性につきまして︑右の欄に記載し

川公園と統合することをもって︑本都市計画公園を廃止するも
のでございます︒
次に︑Ａ三横長で神田川河川公園の計画図が示されてござい
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一部は戸塚地域センターが建設されるわけでございますが︑親

ていく予定で考えてございます︒戸塚町公園につきましては︑

して︑中段でございますが︑河川公園のところに桜並木を植え

うようなイメージで考えております︒河川改修工事に合わせま

してはこのようなワンド化したような公園に将来していくとい

た後のイメージ図を記載してございます︒宮田橋公園につきま

資料を一枚おめくりいただきまして︑この都市計画を変更し

川改修に合わせて︑こうしたようなネットワークでつなげてい

ます︒なお︑神田川沿いの河川公園につきましては︑今後︑河

はり公園らしい整備をしていきたいということは考えてござい

○藤牧都市計画課長

○戸沼会長

ょう︒

間︑言ってきているわけですけれども︑その辺はどうなんでし

かなという気がするんですけれども︑その辺は私は何度かこの

そうすると︑今後は例えばこの宮田橋公園から

河川管理通路ということではなくて︑や

はい︑どうぞ︒

水化を図る部分を残しながら水と緑に親しんでもらう計画内容

くようなことも今後予定しているところでございます︒
○かわの委員

と考えてございます︒
御説明は以上でございます︒

さらに上︑上部︑上流のところがありますよね︑河川化して︒

はい︑ありがとうございます︒それでは︑御質問︑

○戸沼会長

それも都市計画公園にするということではないわけでしょう︑

それはできないわけでしょう︒だから︑やっぱり都市計画公園

御意見がありましたらお願いします︒
よろしいですか︑何か御意見とか︑こうした方がいいとか︑

たあのイメージ図でもそうだけれども︑この宮田橋公園と今度

すけれども︑僕は例えば先ほどパワーポイントでパッと見てい

るという︑何か打ち出の小づちのような︑魔法のようなあれで

ルを廃止したら︑都市計画公園が〇・一五から〇・三三にふえ

○かわの委員

すれば︑そういうことを十分視野に入れた上でぜひやってほし

るとか︑何かそういうやっぱりせっかく都市計画公園にすると

るとか︑あるいはそこにベンチがちょっと例えば一つ︑二つあ

例えばちょっとした管理通路以外にポケット的なものを用意す

の部分がまだ用地が未買収なわけで︑そうするとやっぱり何か

やっぱり何かね︑例えば当然ここはかなりの部分が︑ほとんど

だとすれば︑単に管理通路がきれいだということだけじゃない

の戸塚町公園をつなげる︑この通常管理通路と言われているこ

いというふうに思いますけれども︑そこはどうでしょう︑もう

どうぞ︒

この部分を都市計画公園とするとすれば︑少なくともそれ以外

一度︒

かわのです︒何か戸塚公園の〇・〇七ヘクター

の部分と︑例えば神高橋から下の部分とは︑明らかにやっぱり

○藤牧都市計画課長

どのパワーポイントのイメージだと︑何となく桜並木で一緒と

計画公園だと︑そういうような整備をされないと︑例えば先ほ

すけれども︒その備考欄にこういうような施設を設けていきま

欄にですね︑ちょっとおわかりになるでしょうか︑これなんで

先ほどお示しした計画書の中に︑神田川河川公園のこの備考

都市計画課長です︒

何らかの形で違うような︑そういうやっぱりどこかここは都市

いうような感じなんです︒それだとちょっと何かそれでいいの
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能な限り公園らしい設備を置けるようにこの備考欄のところに

はトイレですけれども︑あと管理施設というようなことで︑可

共用施設として観測所のようなもの︑それから便益施設︑これ

ーゴラとかベンチ︑休養施設︑ベンチとか遊具施設︑あるいは

すというようなことが書いてございまして︑例えば修景施設パ

かもありまして︑桜の名所になってきていて桜が本当にきれい

神田川沿いでも西早稲田の方は︑例えば四月一日は桜祭りなん

初めて出されましたので︑間もなく桜のシーズンが来まして︑

○沢田委員

うぞ︒

○戸沼会長

おりますので︑そういう方向で今後考えていきたいというとこ

いたところでございますけれども︑そのような内容が盛られて

いと︑そういうようなことが都市マスタープランも答申いただ

あれば都市計画決定をして︑河川公園として整備をしていきた

なお︑宮田橋公園からの上流につきましても︑今後︑可能で

うことなんですが︑これは最終的に本当にこうなるにはどれく

くさんあるような感じで︑そこにも桜が植わっていく予定とい

の地図で見れば︑清水川橋から田島橋のあたりはまだ民家がた

すが︑たださっきかわの委員がおっしゃったように︑今の現況

ろになるんであれば︑それはそれですばらしいことだと思いま

なんですけれども︑ここもそういう形で名所になるようなとこ

この桜の木が植わっているイメージ図というのは

ありがとうございます︒ほかに御意見があればど

書いているところでございます︒

ろでございます︒

らいの時間がかかるような見通しでいるんでしょうか︒その辺

だから当分は︑もう最後に意見ですけれども︑

○かわの委員

だと思うんですが︑そういう方たちというのはどういう御意見

のところを︑そこで今︑まだ生活していらっしゃる方もいるん

なんか︑あるいは橋のところは切れちゃいますけれども︑それ

をなさっているのか教えていただければと思います︒

いずれにしてもこのつなぐ部分が途中ちょっと田島橋のところ
はもうしようがないわけで︑しかしその少なくともつなぐ細長

○藤牧都市計画課長

これからの問題ですけれども︑都市計画決定と直接関係はない

いうふうに言っておきますので︑もうちょっとやっぱりそこは︑

い︒単に桜並木をつなげるということだけでは不十分であると

ぜひ整備を少なくとも東京都も含めてきちんと働きかけてほし

あ︑さすが都市計画公園だと言われるような︑そういうふうに

しても早期実現に向けて要望してまいりたいというふうに考え

次計画化されていくというふうに聞いておりますが︑私どもと

なってございます︑清水川橋までですね︒それ以降は今後︑順

成二十二年度末︑失礼︒平成二十二年三月末までが事業期間と

事業中の区間︑清水川橋まで来てございますが︑事業期間は平

まず︑この神田川の河川改修でございますけれども︑現在︑

都市計画課長です︒

いところ︑四メートル幅のそこの部分についてはやっぱり︑あ

かもしれませんけれども︑しかし決定するに当たってはそうい

ているところでございます︒

十九日に行いましたけれども︑この辺の方々も来場されました︒

それから︑この辺の民家の方々にも説明会を昨年の十一月二

うことをぜひしっかりやってほしいというふうに言っておきま
す︒
以上です︒
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ざいますので︑水とみどりのネットワークづくりの一環として

ども︑将来的にはやはり同じ河川の右岸と左岸ということでご

○沢田委員

整備の方を検討してまいりたいと考えているところでございま

特に意見はございませんでした︒
程もはっきりしているんだけれども︑そこから田島橋から宮田
す︒

その清水川橋までは二十二年三月ということで日

橋のあたりまではまだ︑日程的にはまだわからないような状況

○戸沼会長

では︑全員ということで伺います︒

︹﹁ 異 議 な し ﹂ と 呼 ぶ 者 あ り ︺

それでは︑これで決めさせてもらってよろしいでしょうか︒

御意見が多かったと思いますけれども︑よろしいですか︒

特にないでしょうか︒それでは︑理事者の大体御要望に近い

ほかにどうぞ︑ありましたら言ってください︒

なわけですね︒そうすると︑宮田橋公園は今も公園であるわけ
ですから︑そこはそこで先に田島橋から清水川橋までの間がま
だ進まなくても先に整備しちゃうということなんですか︑それ
都市計画課長です︒

は全部一遍にやる予定になるんですか︒
○藤牧都市計画課長

○戸沼会長

ありがとうございました︒

宮田橋公園につきましても︑親水公園とするということでご
ざいますので︑河川の護岸の改修工事が進まないと︑一たんつ

それでは︑日程の第二の報告事項の一ですか︒
日程第二

西新宿五丁目中央北地区のまちづくりについて

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

くったはいいけれども︑もう一度つくり直さなきゃいけないと
いう関係になってしまいますので︑順次計画に事業認可される
ように︑私どもの方も働きかけていきたい︑早期実現に向けて

報告事項一

ほかにご意見がございましたら︒どうぞ︒

○内藤都市計画主査

働きかけていきたいと考えているところでございます︒
○戸沼会長

今後の話ということでちょっと教えていただきた

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

○中川委員

目中央北地区のまちづくりについてでございます︒

か︒管理区域の絵からすると︑それほど幅がない感じだなとい

岸の方も桜が植わっているので︑左岸の方も今後広げていくの

るんですが︑左岸側といいますか︑このイメージ図でいうと左

○鶴松地域整備課長

します︒

んください︒鶴松地域整備課長より御説明いたします︒お願い

お手元の資料の二︑Ａ三判でございますが︑資料の二をごら

事務局です︒報告事項の一︑西新宿五丁

いんですが︑今回は神田川の右岸側のこの公園化という話があ

うふうに思うんです︒左岸については何か動きがあるんでしょ

しくお願いします︒

提案がなされる予定となっておりますので︑事前にその概要を

でございます︒計画は今後︑当地区の準備組合から都市計画の

この案件は︑西新宿五丁目における市街地再開発事業の計画

地域整備課長の鶴松でございます︒よろ

うか︑まだなければないでいいんですけれども︑左岸について
都市計画課長です︒

の動きについてちょっとお聞きしたい︒
○藤牧都市計画課長

こちらは今のところこういった計画の予定はないんですけれ
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御報告いたします︒

ついて︑おおよその内容が示されているものでございます︒こ

それでは︑パワーポイントにより説明させていただきます︒

の資料も後ほどのパワーポイントの中で御説明してまいります︒

新宿五丁目中央北地区の市街地再開発事業の概要をまとめまし

まず︑位置図でございます︒この地域が本件の再開発の地域

本日は︑西新宿五丁目地区のまちづくりに関する現状と︑西
たパワーポイントをもちまして参考資料と併用し︑御説明させ

これは︑西新宿五丁目中央北地区市街地再開発事業の事業者

画提案の概要を記載したものでございます︒ごらんください︒

肩に書いてございます︒これが西新宿五丁目中央北地区都市計

まず︑お手元の参考資料でございます︒Ａ三横︑資料二と右

通り︑現在︑ここは六丁目になりますけれども再開発が行われ

お︑これが青梅街道でございます︒それから︑こちらが十二社

メートルから六百メートルの同じような位置にございます︒な

西新宿の駅︑それからこちらの大江戸線の五丁目駅︑ほぼ五百

直線距離になります︒それから︑丸ノ内線の中野坂上︑それと

でございます︒まずこちらの新宿駅から約千二百メートルほど

から︑現在想定しております事業計画について︑区に提出され

ている地域でございます︒

ていただきます︒

た資料でございます︒これにつきましては︑後ほどパワーポイ

今回の地区の範囲でございます︒西新宿五丁目中央北地区︑

これにつきましては︑現在のＡ地区とＢ地区という形になって

ントで御説明いたします︒
なお︑当地区は木造住宅が密集している地区でありまして︑

おります︒総合しまして二・三ヘクタール︒まずＡ地区︑ここ

のＡ地区の部分が一・五ヘクタール︑それからＢ地区が〇・八

区といたしましても︑昭和五十九年から木造住宅密集地区整備
促進事業により不燃化促進と道路拡幅などにより︑市街地の環

ヘクタールです︒

こちらのＡ地区でございますけれども︑ここを都市計画の中

境整備を進めてきた地区でございます︒この事業は一定の成果
があったということで︑現在は終了している状況になってござ
しかしながら︑木造住宅密集地域は依然として災害に弱いと

ことで︑この三つの都市計画によって事業を達成していこうと

とＡ地区を含めまして再開発等促進区を定める地区計画という

でまず都市再生特別地区と市街地再開発事業︑それからＢ地区

いう状況がございます︒今後のまちづくりは︑地区計画や市街

いうものでございます︒なお︑こちらのグリーンに塗っている

います︒

地再開発事業により市街地の改善を図ることとしております︒

ところは五丁目北地区ということで研究会が発足されて︑まち

づくりが検討されているところです︒

この都市計画提案は︑地区住民によるまちづくりとして進め
られてきた再開発事業ということもありまして︑区としても支

備組合が結成されておりまして︑再開発を主眼に置いて合意形

なお︑こちらのグリーンの中央南地区︒こちらについては準

次の︑二枚目のＡ三判の資料をごらんください︒これは西新

成に努め︑まちづくりを検討しているという状況になります︒

援していきたいと考えてございます︒
宿五丁目中央北地区の再開発事業におけるまちづくりの目標に
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域︑ここの再開発エリアはまず木造密集地域であるということ

地区の現状でございます︒このように木造が密集している地

これから御説明するのは︑西新宿五丁目中央北地区のまちづ

ませんがマンションとして一名のカウントをしてございます︒

しゃいますが一名の方がちょっと御事情でまだ同意されており

くりの目標でございます︒地域につきましてはこちらの地域に

でございます︒現状の写真でございます︒道の狭い︑けやき橋
通りでございます︒
は︑商業地域で容積率七百パーセント︑それからその他のこの

これはイラストで施設計画案をあらわしてございます︒緑にな

まず一つは︑木造密集地域の解消︑それから十二社の杜の創出︑

なります︒ここが神田川︑これが青梅街道︑十二社通りです︒

部分でございますけれども︑第二種住居地域で三百パーセント

っているところが十二社の杜です︒それに︑都市基盤の整備と

この周辺の用途地域でございます︒十二社通りに面する部分

でございます︒

されてまちづくりが始まり︑平成十三年に︑準備組合に移行し

まず平成四年にけやき橋地区のまちづくり有志会︑これが発足

を定める地区計画︑それから市街地再開発事業ということで予

ざいます︒まず︑都市再生特別地区︑それから再開発等促進区

なお︑今回の都市計画提案の概要︑これはあくまで予定でご

都心居住の推進という目標を掲げてございます︒

てございます︒これは北と中と南というところで準備組合が成

定してございます︒

この計画案が進められてきました経緯でございますけれども︑

立してございます︒

まちづくりの目標について︑具体的にあらわしてまいります

が︑スライドの字が小さいので︑先ほどのＡ三判の二枚目をご

それからこの後︑十五年に中央北地区︑それから中地区をあ
わせて北地区ということで一つにまとまりました︒残りは先ほ

らんいただきながら見ていただきたいと思います︒

ざいます︒

集地域の解消による防災性の向上というものを目標と掲げてご

まずこちらに書いてございますのは︑先ほどの現況の木造密

どの三つのうちの南地区でして︑グリーンの下のところになり
ます︒平成十八年九月には特定業務代行の選定を行ってござい
ます︒
権利者の状況でございます︒まず︑土地所有者︑区分所有者︑
それから準備組合に加入している数︑それから都市計画提案に

に線が書いてございますけれども︑これにつきましては︑明る

で︑まず今ここにありますこの広場状空地になります︒こちら

それから︑二番目としまして︑十二社の杜の創出ということ

同意している数がこういう数字になってございます︒一番下で

く快適な歩行者空間の整備ということを目標に掲げてございま

それから借地権者とに分けてございます︒それから︑権利者数︑

八十三名︑六十二名︑六十六名︑以上︑準備組合に加入してい

す︒
提供公園でございます︒

それから︑こちらは︑広場状空地と一体的にデザインされた

るのは約七十五パーセント︑都市計画提案に賛成している者は
約八十パーセント︒なお︑区分所有者は一名と考えております︒
マンションですけれども︑約三十三名の区分所有の方がいらっ
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それから︑建物の低層部分がここにございますが︑ここを屋
上緑化して︑緑を確保していこう︑緑の再生を行っていこうと

いうことを図っていこうというものでございます︒

それから︑魅力ある永住型の都心居住の推進ということで︑

者ネットワークの整備と水とみどりの散歩道ということで︑こ

それからもう一方の公共施設整備につきましては︑まず歩行

ていく︒それによってにぎわいを創出していくという計画案で

創出していくということで︑低層部︑一階に商業施設を配置し

ここのところは十二社の杜︑それから十二社通りのにぎわいを

ここの一ブロックに住宅を主体としました建物を配置していく︒

ちらの部分からこちらの部分へ緑の線が書いてございますけれ

ございます︒

いう計画案になります︒

ども︑ここのところは︑壁面後退等によりこちらの神田川と連

淀橋会館がございます︒これは地域のコミュニティー会館にな

第二ブロックには︑地域コミュニティーの拠点として︑現在︑

ではこちらから下の部分︑再開発エリアのこの部分とこの部分

りますけれども︑それを再整備していこうという計画案になり

携した緑を︒こちらは淀橋児童遊園と連携した緑︒この計画案
を再開発で整備してまいりまして︑その後︑Ｂ地区の計画が具

ます︒

市再生の効果と貢献について検証してまいります︒

以上がまちづくりの目標でございます︒以降は事業による都

現化したときにこれを整備していこうという計画案でございま
す︒
それから︑今こちらにありますものは︑広域に配慮した地区

まず︑木造密集地域の解消と防災性の向上です︒現在は木造

密集地域ということで細街路や行きどまり道路になっておりま

内主要道路︑けやき通りでございますけれども︑道路の整備を
してまいります︒現在は︑こちらからこちらに抜ける通りとい

す︒これを再開発で︑建物につきましては不燃化率を百パーセ

それから避難空間を整備してまいります︒それから︑二つ目の

うことになってございますが︑これをこちらにつけかえまして
現在この道路はございませんが歩・車道を分離いたしまして

十二社の杜の創出︒現在は公園が少ないということでございま

ントへ向上させる︒それから︑道路︑空地の整備による避難路︑

道路を整備していこうということです︒ここの通りは歩道を設

すけれども︑この絵の中に示してございます公園については約

整備していく︒これは十二メートルの幅員を持っております︒

置し合計幅員十メートルの道路を整備していこうということで

五百二十㎡︑それから広場につきましては約百四十㎡︑ここに

地︑約千八百平方メートルを生み出していこうという再開発計

なります︒それと広場状の空地でございます︒この広場状の空

ございます︒
それから︑ここは多目的な機能を持つ広場として整備しこち
らの公園と中央の公開広場ということになります︒

これは先ほどの建物の下の千八百平米の広場をイメージした

画になってございます︒

化はもとより︑屋上緑化を︒それから︑道路は舗装を保水性の

写真になります︒それから︑歩行者ネットワークの整備と︑水

ヒートアイランド対策としまして︑地区全体での敷地内の緑
舗装にしていくということで︑ヒートアイランド現象の抑制と
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とみどりの散歩道の構想です︒現在は歩道がない道路になって

等︒この道路でございますけれども︑これだけの地域に対する

あと︑施設計画案については︑お手元の資料に書いてござい

貢献を行っていこうという案でございます︒

みどりの散歩道の構想︒幅員としましては︑十二メートル道路

ます︒一ブロックについてはこの規模で想定してございます︒

ございます︒それを歩道と歩道状空地を整備し︑それから水と
と十メートルの幅員を持った通り︒それに歩道状空地を道路沿

それから︑第二ブロック︑第五ブロックという想定でございま
す︒

いのところに確保するということでございます︒
ただいまのものをグラフにいたしますと︑まず現在は区域面

全体的イメージ図としてはこのような感じで︒現在計画しよ

うとしているのはこのビルでございます︒超高層ビル群の中の

積の中に公共施設というのは約十六パーセントほどございます︒
あとは宅地になってございます︒これが右側の従後になります

ポジションとしてこういったイメージでございます︒

提案を予定してございます︒それから︑十二月に都市計画決定

今後のスケジュールでございます︒十九年の六月︑都市計画

と︑三十七パーセントが公共施設ということになります︒さら
に広場状空地を二十六パーセントここに配置いたしますと︑約
六十三パーセントが公共ないし広場状空地となります︒

上の内容が︑先ほどの資料二︑Ａ三判に︑すべて網羅した説明

以上が︑パワーポイントによる内容の説明でございます︒以

の告示︑それから二十年一月に組合設立認可︑二十年度内に権

最後に事業による効果で︑魅力ある永住型都心居住の推進と

になってございます︒今回の報告の説明についてはこれで終わ

最後に︑ヒートアイランド対策でございますけれども︑敷地

いうことで︑食・住・遊の融合したまちづくり︑それから超高

らせていただきます︒

利変換認可と除却工事︑二十一年度に本体工事に着工し︑二十

層住宅による都心居住の推進︒それから地域コミュニティーの

御質問がありましたらどうぞ︑はい︑どうぞ︒

内の緑化︑それから屋上緑化︑それから道路の保水性の確保に

核として集会所がございますが︑これの再整備︒それと︑建物

○戸沼会長

今︑説明いただいた資料二の中で見ると︑第一ブ

四年度竣工ということで予定を立ててございます︒

の足元にございますスーパーマーケット等による商業施設の誘

○久保委員

ついて計画してございます︒

致ということで︑効果と貢献を今まで御説明してまいりました︒

ロック︑第二ブロック︑第五ブロックという三ブロックはわか

どういう目的を持つものなのかわかったら教えてください︒

これは︑建物の足元のイメージ図でございます︒
した再開発ビルを建てまして︑広場状公開空地を設けます︒集

○鶴松地域整備課長

りました︒第三ブロック︑第四ブロックというのは一体どこで︑

会所は再整備︒公園と広場の新設︑それからここについては事

中の公園ということで︑これは将来的には区に移管されるとこ

それから︑施設の配置でございます︒まず︑共同住宅を主と

務所ビルの再整備︒現在︑ここのところは小さい事務所がござ

ろでございます︒第三ブロックは緑の公園︑それから第四ブロ

地域整備課長です︒第三ブロックはこの

いますけれども︑それの再整備︒それから︑既存の道路の拡幅
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ックにつきましても広場ということで︑将来的には防災のため

○鶴松地域整備課長

に動きがあるんですか︒

Ｂ地区は︑今︑委員のお話のとおり東京電力でございます︒

地域整備課長です︒

の貯水槽等を配置できるような敷地になってございます︒それ
によって︑この再開発の貢献の一部ということで考えている用

第三ブロックについては︑今回説明されている範囲内に入って

○久保委員

○戸沼会長

○久保委員
第四ブロックは別のところだからわかるのですが︑

どうぞ︒

会長︒

接点でございますけれども︑ここに歩道状空地︑そういうもの

開発の動向を見てございます︒それと同時にこのちょうど周り︑

についても︑施設の今後の︑今後になりますけれども︑ここの

いりますけれども︑この道路をつくることによってこのＢ地区

でございます︒その中で︑こちらのＡ地区に道路をつくってま

このＢ地区も︑Ａ地区と一体のまちづくりが進んでいるところ

いるんだけれども︑きょう説明のところにはなっていないのだ

を今後計画して︑Ａ地区の整備が終わった後︑Ｂ地区の整備ま

途でございます︒

けれども︑そこら辺はどういうことですか︒今のあれ見たとこ

で展開していこうと︒将来的には実はこちらの方まで展開でき

Ｂ地区というのは地権者はたくさんいるの︑こ

ろ︑第一︑第二︑第五しか出てきていなかったんだけれども︑

○かわの委員

ればというような計画案でございます︒

地域整備課長です︒

第三ブロックは実際には出てこなかったですね︒
○鶴松地域整備課長

なっているの︒

れは東京電力だけでしょう︒だから︑じゃないの︑それはどう

いますけれども︑ここにありますこれが第三ブロックになりま

○戸沼会長

図を出させていただいてよろしいでしょうか︒この図でござ
す︒それから︑こちらが第四ブロック︒これが公園でこちらは

○鶴松地域整備課長

はい︑どうぞ︒

委員ご指摘のとおり東京電力でございま

はい︑どうぞ︒

広場です︒こちらは︑第一ブロックの中にあります広場緑地と

す︒
○戸沼会長

いうことでございます︒
わかりました︒

分でものをつくりますよというふうになっちゃったんじゃまず

○久保委員
○かわの委員

いなというふうに思うし︑その辺がやっぱり今言ったように︑

そうすると︑何か東京電力は︑自分の土地に自

っと出されたわけですけれども︑これがＡ地区︑Ｂ地区を一体

十メートルの幅員の道路と︑それから歩行者用の空間を整備す

○かわの委員

として二・三ヘクタールというふうなことも言われましたけれ

るというふうになってくれば︑当然その恩恵も受けるわけで︒

ほかにありましたらどうぞ︒どうぞ︒

ども︑Ｂ地区︑いわゆる東京電力だけれども︑そこは何か当然

Ｂ地区も何らかの形で︑どのようにその地域に貢献があるのか

○戸沼会長

今言ったように︑このＡ地区との融合というのか︑あるいは当

というのは︑やっぱりある面でいうと一体的に考えていかない

今はずっとＡ地区の計画というのか︑それがず

然連携もあると思うんですけれども︑Ｂ地区の方は何か具体的
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方から何もないということで︑報告すべきことがないというこ

んですけれども︑Ｂ地区については︑何もまだ東京電力さんの

のＡ地区だけの話だと何とも言いようがないなという気がする

を一体の地区計画にしているんじゃないかと思うんですね︒そ

と︒そのためにも多分二・三ヘクタールということでこの地区

今言ったように︑広がりの空地も当然こっちのＢ地区の方にも

ルだとすると︑やっぱり一体としてきちんとそういう︑例えば

ので︑いずれにしても東京電力の方も一体的に二・三ヘクター

余りにも偏り過ぎているんじゃないかなというふうに思います

けで︑中は全く︑もし自分たちで開発できるとすれば︑それは

しての二・三ヘクタールの考え方ということが︑ちょっと全体

作っていくべきだろうし︑その辺が出てこないと︑この全体と

地域整備課長です︒

となんですか︑その辺はいかがですか︒
○鶴松地域整備課長

ずきょうはそのぐらいまで︒

のこの制度が不明だなというふうに今思いますので︑とりあえ

ということでございます︒これは︑再開発等促進区を定める予

○戸沼会長

ここはＡ地区とＢ地区の一体地区計画での範囲を決めている
定でございますけれども︑まず西新宿五丁目の地区内で都市再

○鶴松地域整備課長

今︑委員のおっしゃっているようにこちらの整備につきまし

地域整備課長です︒

何か詳細ありますか︒

生緊急整備地域の指定があるエリアでＢ地区及びその他の地区
を含めまして︑まちづくりとして行動が行われています︒当然

ても︑当然公共貢献ということになってございます︒ただ︑今

とでございますけれども︑ここは後々開発されるということに

東京電力についてもこの中の再開発については同意していると
先ほどのこの神田川に沿ったこの敷地内︑それからこの淀橋公

なりますと︑当然のごとくその開発の中で地域貢献というもの

現在は地区計画という範囲で︑今の四メートルの通路というこ

園に沿った敷地沿いでございますけれども︑ここについて歩行

を検討していくということでは考えてございます︒

いうことでございます︒その中で︑地域の貢献といたしまして︑

者通路を四メートル提供して︑整備いたしていくという計画を

だ︑Ｂ地区とＡ地区を一体のものでやってしまうと︑逆にＢ地

ほかにどうぞ︒はい︑どうぞ︒

○かわの委員

区の権利者の床といいますか︑それが非常に広大になってしま

○戸沼会長

東京電力さんによいしょし過ぎるんじゃないかと思いますよ︒

って︑Ａ地区のここの人たちにとって逆に不利になるというよ

持ってございます︒将来的にこの地区のための地域貢献という

だって︑例えばここのＡ地区は︑これだけの一・五ヘクタール

うなことが結構あると思うんですが︑そのために地区をこう分

Ｂ地区についてもある程度話は進んでいると︒た

の中で広がりの空地をこれだけ提供して︑なおかつ公園と広場

けてしまうという︑そういうような権利返還等々のところでそ

○中川委員

を第三ブロック︑第四ブロックで出して︑それで第一ブロック

ういうような事柄もあったのかどうかというあたりをちょっと

ことを考えて︑一体的に考えているところでございます︒

の中でもこれだけ広がりの空地を出そうとしているのに︑四メ

教えてください︒

最後にしますけれども︑いや︑それでは余りに

ートルの歩行者通路と神田川の言ってみれば公園通路のそれだ
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○戸沼会長

はい︑どうぞ︒

しました中に︑反映しているものでございます︒

ですから︑具体的にどんな感じに︒

○千歳委員

私の説明がちょっと不十分でしたけれど

○鶴松地域整備課長
○橋口副参事

委員さんの方に今お持ちします︒

具体的には︑きょうお手元にお配りしました答

も︑今︑委員のおっしゃった権利返還等については大規模な施

申案の百八十二ページをごらんいただけますでしょうか︒今︑

はい︑どうぞ︒

設になりますので︑その辺の配慮もございました︒
○戸沼会長

それについて︑百八十二ページの土地利用という中で︑①と

しまして︑国際的な構造交流地点として風格のあるまちづくり

説明聞き落としたらごめんなさい︒十二社通り

はこの計画によってどうなるのか︑ちょっとお聞かせください︑

を推進しますという形が書いてございます︒そこの一つ目のと

○おぐら委員
Ａ案の形で︒
○鶴松地域整備課長

開発事業等により︑国際都市にふさわしい風格のあるまちづく

ころですね︒特定街区等の土地開発特区制度の活用や市街地再

現在︑十二社通りにつきましては︑建物

の壁面後退として四メートル下がりまして︑その中で緑を配置

りを進めますというのが書いてあります︒

それを具体的に見ていただきますのは︑百八十五ページに地

図をつけております︒その図を見ていただきますと︑ちょうど

左側のところに西新宿五丁目というのがありまして︑そこにち

ょうど橋が︑紫色の橋がかかっておりまして︑都心居住を推進

なるんだろうと思うんですが︑今日いただいたこの都市マスの

○千歳委員

○戸沼会長

これからいろいろもっとさらに変えていくことに

ほかにどうぞ︒

ますけれどもそういった部分︑それからあと神田川沿いの部分

京電力さんの部分が︑そのエリアの中に緑と紫の丸が入ってい

う︒その中で︑ちょうど先ほどのとがっている部分ですか︑東

道路幅については現状と同等でございま

はい︑どうぞ︒

道路幅自身は現状と変わりないということでい

した緑を創出する整備になります︒ここの部分になります︒
○おぐら委員
いんですか︒
○戸沼会長
○鶴松地域整備課長

答申ですけれども︑これとこの文言と具体的にどういう整合性

ですね︒水とみどりの散歩道ですとか︑あとこのエリアがちょ

する再開発によるまちづくりというのを入れております︒

を考えて︑当然いろんなこの新宿駅東地区の︑新宿駅周辺の計

うど神田川のところから中央公園を通ってずっと玉川上水の助

す︒

画の中での位置づけ︑これはどうだと︒せっかくこういうのが

水堀︑助水掘という掘りが昔流れていたんですね︒そういった

ですから︑このエリアを想定して︑そして再開発をしていこ

出ているわけですから︑これとの整合性はどんなふうに出たり

だきますと︑新宿駅周辺の土地アメニティーのところの③︑地

もし可能であれば︑その手前の百八十四ページの方を見ていた

エリアにもなっていますので︑そういった緑の整備ですとか︑
地域整備課長です︒

するものでしょうか︒
○鶴松地域整備課長

現在︑その答申の中でうたわれている内容を︑先ほど御説明
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その二つ目のポチになっていますけれども︑町の持つ豊かな歴

区の文化や歴史を伝える環境整備を推進しますということで︑

今ちょっと新宿区も景観というのを非常に重要に考えましょう

議会の後で都市計画審議会にもかけているんですね︒それで︑

そうすると︑景観について︑本当に高さについてどういうふ

よということで︑できれば新宿区も景観なんかになるようなア

地名の活用等も検討していきますというのを入れております︒

うに考えるかというのは一つの大きな︑ほかの地域は相当しっ

史︑文化資源を地区共有のものとして語り継いでいくため︑玉

ですから︑これはまだこれからの話になりますけれども︑緑

かりと高さについての判断を示しているんで︑この地域の高さ

クションがあるんですね︒

の整備ですとか︑そういったものもこの中に位置づけておりま

をどういうふうに︑何か判断の基準を持っていた方がいいよう

川上水や助水堀を忍ぶ流れの復活や通り名称等への昔の町名︑

す︒

景観があるんで︑そこと少し連動しながら議論をするというこ

な気がするんです︒できればどういう形でもいいんだけれども︑

○千歳委員

とを︑ちょっと手間だけれども︑これからこういう話題がいっ

以上になっております︒
それからその八十四ページの文化や歴史と︑こういったものも

ぱい出てきますから︑という感じがして︒これは僕の感想だか

そうしますと︑風格のある建物をつくっていくと︑

ここに付随させて書いていくと︑こういうことになるわけです

トルがいいか︑三百メートルがいいか︒地面は︑何かだけど全

いうのは大きな流れだと思うんですが︑ここで︑では二百メー

ら︒今︑報告伺ったことだけなんですが︑超高層時代に入ると
よろしいですか︒そのほかにどうぞ︒どうぞ︒

ね︒
○戸沼会長
地域整備課長です︒

然揺れる問題がどうするかとか︑結構チェックしておくべき課

○鶴松地域整備課長

委員おっしゃったとおりそのような整備ということで︑今は

今の会長の御指摘︑すごく重要なことだと思うん

ほかにどうぞ︒はい︑どうぞ︒

から︑答えは要りませんから︒

題があるなということを︑ちょっと私からこれはコメントです

ほかにどうぞ御意見︒では︑私からちょっと︑い

計画案でございます︒これが実現していくときにはそのように︒
○戸沼会長
いですか︒

○沢田委員

ですけれども︑この間のときに同じような民間提案ということ

理念の話は公園やなんかができるのはよくわかるんだけれど
も︑二百メートルの高さの超高層住宅という提案がついてきて

では︑モード学園の問題があったわけですね︒あそこは五十階

うだというのでは賛否両論あったということで︑ただ今回︑集

いるんですけれども︑これについていろいろちょっと議論して
というのが︑特区の高さの問題をどうするかというので︑私

合住宅を中心とした二百メートル︑地上六十階建てということ

建てだったと思うんですけれども︑それでもいろいろ景観上ど

どもでまだ議論していないんですけれども︑私は東京都の景観

では︑余り見たことない計画だなというか︑初めての計画で︑

おいた方がいいような気がするんですね︒

計画とこの間︑東京委に出したんですけれども︑それは景観審
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は多少議論があったように思うんですが︑特に住宅については︑

それで都市マスをやる前の区民会議の提言の中でも︑そこら辺

○折戸地区計画課長

は報告ということで︒何か︒

るんで︑それも少し事務局で工夫をしていただければ︒きょう

地区計画課長です︒

そういう超高層というのは人間の住まいとしてはどうなんだろ

東京であったら大変だったなというふうに改めてまたちょっと

なるとかというのも︑また最近地震がありましたから︑あれが

だから︑そこのところも含めて︑では地震が来たときにどう

の区の新しい景観施策についてということでございますが︑そ

会の進士会長から三十日に︑区長に︑答申します︒それとは別

をしていまして︑その答申ができまして︑景観まちづくり審議

お話を承りまして︑区長から区の景観まちづくり審議会に諮問

景観まちづくり審議会を所管している立場から︑今︑会長の

思っているところなんですけれども︑どこかでやっぱり議論を

れで東京都とのですね︒

うかというような議論もあったように思うんですね︒

する必要があるなと︒

方針ね︒
○折戸地区計画課長

○戸沼会長

にかかればそれで規制がかかるということはあるんですけれど

ておりますので︑今お話がありましたような問題につきまして

景観上の問題でいえば︑新宿の場合は絵画館の景観で︑そこ
も︑ここは全然そういうところ︑場所ではないわけですね︒だ

もこれから話し合っていくということでございますが︑今回こ

そうです︒東京都とのすり合わせも行っ

から︑この二百メートルというのが建っちゃうということなん

の物件につきましては︑まだ具体の形が提案されてございませ

高くなるというのは色とか何かいろいろ規制が出

てくるんですよ︒そういうのも含めて︑高さそのものについて

○戸沼会長

んので︑議論の俎上には上っておりません︒

でしょうけれども︑果たして住宅で六十階建てでというような

地域整備課長です︒

これから景観との絡みとか︒

ことが果たしていいのかどうかという︒
○戸沼会長
○鶴松地域整備課長

して︑一つには足元に広場を生んで︑その中で避難を確保する

が︒ただ︑高さはもちろんありますけれども︑また逆に高層化

きますので︑それまでに区の景観まちづくり審議会も当然絡み

○折戸地区計画課長

思って︒

の判断も含めて︑ちょっと専門家の御意見もいただきたいなと

という一つの考え方もあるかとは考えますけれども︑いずれに

ますので︑その中で今お話のような議論もしながら︑その議論

今のお話ですけれども︑この計画案の中で当然そういう問題

しましても高さについては︑今言われましたように︑かなり議

の結果をこの審議会に御報告しながら進めてまいりたいと考え

○戸沼会長

○戸沼会長

意見だけ言っておきますが︑先ほど百八十四ペー

はい︑どうぞ︒

てございます︒

かなり先にいろいろ審議︑まださらに続

論する余地というのはあるなと感じています︒
くるんで︑本当に景観を議論する場合には︑景観審議会や区が

○久保委員

都市計画の場合は割合に案件が単純化されて出て

持っているいろんな施策と整合していく方がいいような気がす
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それだけ一点起きます︒

無の町がつくられるんだなという感想をたった今持ちました︒

うのは杜に名前がつくだけで︑十二社というイメージは全く皆

端緒にしてこの地区が開発されていくと︑どうやら十二社とい

地名の活用等の検討をしていきますと︒きょう説明されたのを

玉川上水や助水堀を忍ぶ流れの復活や通り名称等への昔の町名︑

歴史︑文化資源を地区共有のものとして語り継いでいくため︑

ジの都市マスを読まれましたけれども︑町の持っている豊かな

ございますが御報告いたします︒

たいということのきょうは御報告でございまして︑途中経過で

てきましたので︑地区計画という形に都市計画決定をしていき

たいと考えております︒かなり話し合いを重ね地元とまとまっ

いがまとまりましたので︑これを地区計画として策定していき

づくりが行われるところでございます︒地元の皆様との話し合

最終回がありましたけれども︑かなり話題が多い古くからまち

存じだと思いますし︑今︑テレビドラマでも﹁拝啓父上様﹂の

それでは︑パワーポイントで説明いたします︒

それは答えというよりも御感想で承って︒はい︑

○戸沼会長

これが最初なんですけれども︑平成九年度の第一回新宿景観

元にお配りいたしました都市マスタープランの答申の中では︑

ざいますけれども︑今︑都市マスタープランですね︒今︑お手

神楽坂三・四・五丁目でございます︒今︑先ほどからお話がご

新宿区内での神楽坂の位置でございますが︑この赤いところ︑

それでは︑始めさせていただきます︒

地と石畳が神楽坂の特徴というふうになっております︒

まちづくり賞受賞当時の神楽坂四丁目の写真でございます︒路

ありがとうございます︒
それでは︑これについての報告︑これでひとまず終えて︑ま
た随時丁寧に説明をお願いしたいと︒
それでは︑報告事項の二つ目ですね︑神楽坂︒

神楽坂三・四・五丁目地区地区計画の策定につ

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
日程第二
報告事項二
いて
○内藤都市計画主査

まちづくりを進めるということや︑特に神楽坂周辺地区は風情

まして︑まちづくり方針の中でも神楽坂地区の風情を活かした

坂と水︑歴史を綴る粋な町箪笥という箪笥地区の中に入ってい

神楽坂三・四・五丁目地区地区計画の策定についてでございま

のある路地や坂など文化的︑歴史的な資源を生かしながら︑地

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

す︒お手元のＡ三︑一枚︑資料三をごらんください︒説明につ

区の防災に考慮し︑良好な町並みを保全︑誘導していきますと

事務局です︒報告事項の二でございます︒

きましては︑折戸地区計画課長より行います︒

いうような大方針も描かれていますので︑このような大方針の

資料三と書いてありますが︑神楽坂三・

○折戸地区計画課長

次をお願いします︒

もとにまちづくりを行っていくということでございます︒

資料として︑これからパワーポイントで説明をしたいと思いま

現在のこの地区の都市計画でございますが︑商業地域で建ぺ

四・五丁目地区の地区計画の策定についてというＡ三の裏表の
す︒きょうの説明の趣旨でございますが︑神楽坂地区は皆様御
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す︒日影規制はございません︒点線のところにつきましては︑

対高さ制限は五十メートルの高度地区というふうになっていま

い率が八十︑容積率五百︑防火地域︒昨年施行いたしました絶

なっていたりして︑路地のたたずまいということでは︑神楽坂

地でございまして︑神楽坂らしさ︑この先に行きますと階段に

いまして︑結構ここも観光客なんかがひっきりなしに訪れる路

これはいわゆる料亭和可菜がございますところの路地でござ

次︑お願いします︒

らしさの一つというふうに思います︒

神楽坂通りでございます︒
これは神楽坂通りの町並みでございまして︑これは神楽坂通
りを撮ったものでございます︒

整備事業なども行って︑舗装の美装化でありますとか︑それか

これも神楽坂通りなんですけれども︑今︑区では街並み環境

づくり憲章の内容を見てみますと︑五つぐらいございまして︑

ちづくり憲章をつくるというようなことがございました︒まち

ございまして︑平成六年当時でございますが︑町の人たちがま

神楽坂におけるまちづくりの経緯というのはかなり古いんで

ら街路灯なども商店街の皆様と協力しながら形のよいもの︑デ

坂と石畳の道を中心に︑歩く人に優しい町でありますとか︑神

次をお願いします︒

ザインのよいものにしながらまちづくりを行っているという地

楽坂の歴史や伝統を背景に︑文化の薫り高い町でありますとか︑

安心して買い物ができる潤いのある商店街の町でありますとか︑

区でございます︒
これも街並み環境整備事業の中で平成十一年︑それから平成

り協定を定め︑未来の神楽坂をつくっていくというようなまち

住む人が暮らしやすくやわらかな町でありますとか︑まちづく

る皆様方とか町を訪れる皆様方に対する見やすい案内板を整備

づくり憲章がございます︒

十二年と︑こうした案内標識なども整備をして︑かなり観光す
したというところでございます︒

事業︑平成九年から十年間ということで︑もうそろそろ終わり

それから︑平成九年になりますと︑先ほどの街並み環境整備

具体的な路地のたたずまいでございますが︑これは奧が特に

に近づいておりますが︑十年間︑街並み環境整備事業でいろん

次をお願いします︒
見えますのは理科大学の森戸記念館の前の道でございまして︑

なものを整備してまいりました︒平成九年の九月でございます

ました︒これは今回の地区計画の内容にもなっておりますが︑

右側に見えるのがこれが鳥茶屋だと思います︒あとは石畳の舗
次をお願いします︒

商店街としての統一性でありますとか︑町としての一体感みた

が︑神楽坂沿道一から五丁目地区のまちづくり協定が締結され

これがいわゆるかくれんぼ横丁です︒先日︑三月十九日です

いなところを︑あるいは高さみたいなものを︑紳士協定という

装が神楽坂らしさを演出しているようなところだと思います︒

か︑火災がございました︒ちょうどこの路地の右側を入ったと

形で締結してみたということでございます︒

平成十六年になりますと︑神楽坂のまちづくり興隆会︑地元

ころですが︑そこのところが火災に遭ってしまいました︒すぐ
右側の奧のところが火災の現場になっています︒
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いろまちづくりを話し合っていく受け皿になるものもできまし

んかも合わせまして︑神楽坂のまちづくり興隆会という︑いろ

の有志︑町会や自治会や商店街︑それからまちづくりＮＰＯな

の特徴にもなっているということでございます︒

いうのが︑要するに小さな敷地が多いなというのがこの神楽坂

敷地は五パーセント程度でありまして︑小規模な敷地が多いと

れから高さは十四メートル以下にしようとか︑一階は店舗にし

も提携されまして︑中心から三メートルを後退しようとか︑そ

平成十七年になりますと︑本多横丁の小粋な横丁づくり協定

層は三・二パーセントとなっておりまして︑圧倒的に低層が多

三階以下のものが七割を超えまして︑四から六階は三割弱︑高

に至っては一棟しか建っておりませんし︑大体多いのは低層︑

すが︑そんなに高いものは建っておりません︒例えば九階建て

建物の階数でございますが︑これを見てもおわかりと思いま

ようというような︑これも紳士協定でござますが︑そうした小

いというのが︒低層が多いというのは敷地が小さいということ

た︒

いきな本多横丁の協定が締結されております︒

で︑道が狭いということも関係しているんでございますが︑そ

うした中で︑非常に低層の建物が多いことが特徴でございます︒

こうしたことを背景にいたしまして︑平成十八年には地区計
画に関する説明会を二回行いました︒直近では三月十八日に︑

それから︑建物の構造でございますが︑先ほども防火地域が

でありますが︑やはり木造の建物もかなり残っているというこ

率は一応半分︑五十・三パーセントになっています︒防火地域

指定されていることから︑六割は木造でございますが︑不燃化

この都市計画審議会にかける地区計画︵案︶の懇談会を︑三月
十八日に津久戸小学校で行ったところでございます︒
それでは︑具体的に神楽坂三・四・五丁目の現況について少
し見ていきたいと思います︒

ましてはなかなか難しいんですけれども︑建てかえるときには︑

とが言えるんではないかと思います︒これは小さいものにつき

ますが︑ここでは神楽坂らしさということで︑宿泊遊興施設の

耐火建築物となることで︑町の安全性も高まるんじゃないかと

まず︑土地利用でございますが︑土地・建物の状況でござい
割合が非常に多いということで︑これは神楽坂の特徴としてで

いうふうに考えております︒

道路の状況でございますが︑大きなところを見ていただきま

もあります料亭などの名残であります︒現在でも料亭として営
業している建物は七棟ございます︒一カ所はこの前の火事で焼

ところで十七・四五パーセントも道路率があるのかということ

すと︑区域の面積︑そこに二・五一ヘクタールとなっています

次︑お願いします︒

なんですが︑これは神楽坂通りと軽子坂通りが入っております

けてしまいましたが︑六棟が現在も営業しているということに

敷地の規模でございますが︑これを見てもおわかりになりま

とこの率になりますが︑そこの軽子坂と神楽坂の大きな二つの

が︑道路率が十七・四五パーセントとなっていまして︑こんな

すように︑非常に敷地規模が小さいということで︑百平米未満

通りを除きますと︑約半分の十・三二パーセントというふうに

なっております︒

の敷地が半分を超えております︒三百平米以上︑非常に大きな
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なってしまいます︒

は神楽坂の三丁目︑四丁目︑五丁目地区に地区計画をかけてい

築基準法の四十二条二項道路でございますが︑狭いところは二

つ い て お 話 し し て い ま す が ︑﹁ 伝 統 と 現 代 が ふ れ あ う 粋 な ま ち

これは地区計画の目標でございますが︑先ほどから神楽坂に

くという趣旨でございます︒

項道路になっていると︒それ以下のところも建築基準法等に基

神楽坂﹂ということで︑神楽坂界隈には交通の利便性がよく︑

それから︑非常に二項道路が多くて︑右側の赤いところは建

づかない狭い通路︑路地などもたくさんあるというのが特徴で

神楽坂通りは古くからの商店街で栄え︑その背後には住宅地や

章を定め︑また街並み環境整備事業など各種事業を活用いたし

気を生かしたまちづくりを進めるため︑地元ではまちづくり憲

このような状況を背景にいたしまして︑これらの景観や雰囲

出し︑かつての面影を残す貴重な景観ともなっております︒

らも独特な雰囲気があり︑神楽坂の特色あるイメージをつくり

や後背地の住宅地︑料亭街など石畳の路地は︑都心にありなが

昔ながらの路地が残っています︒この神楽坂通り沿いの商店街

ございます︒
それでは︑具体的に神楽坂三・四・五丁目地区の地区計画の
内容について御説明いたします︒
位置でございますが︑これは神楽坂の一から六までずっとあ
りますから︑これは理科大も含んでかなり大きなところでござ
いますが︑これは街並み︑一番外側の赤い枠は街並み環境整備
事業が行われている約十四・六ヘクタールでございます︒
今回は︑黄色とブルーになりました神楽坂の五丁目︑それか

まして︑地区特性を置いたまちづくりを進めてきました︒

そ れ で あ り ま す の で ︑ 今 回 地 区 計 画 の 目 標 も ︑﹁ 伝 統 と 現 代

ら神楽坂三丁目︑四丁目の〇・六ヘクタールのところと︑それ
から三丁目︑四丁目の二・五ヘクタールが対象でございます︒

た町︑商業と住宅が共存した町︑楽しく散策できる町を目指し︑

がふれあう粋なまち神楽坂﹂を目標とし︑伝統と情緒に彩られ

計画として策定していけばよろしいんでしょうけれども︑なか

将来にわたって路地独特の雰囲気を残し︑防災にも配慮しなが

本来でありましたら︑街並み環境整備事業の地区全体を地区
なかこれだけの大きな地区にはいろんな問題がありまして︑な

ら︑にぎわいと活気のある商店街と後背の住宅地の共存を図り︑

具体の方針でございますが︑伝統的な路地が残る神楽坂通り

かなか全体がまとまって地区計画を進めていくには︑やはり全

こまねいていても時間ばかりたってしまうというようなことが

沿道の地区と︑それぞれの特性を踏まえまして︑ふさわしい土

ヒューマンスケールに合ったまちづくりを目指すということを

ございますので︑とりあえず地元の盛り上がりのある三丁目︑

地利用を誘導し︑調和のある街並みと魅力的な市街地の形成を

体の地権者の三分の二以上の合意が必要でございますので︑そ

四丁目︑あるいはそれに隣接している五丁目で地区計画を策定

図るということでございまして︑地区を四つに分けました︒一

地区計画の目標にしたいと考えております︒

をし︑さらにこの後︑地区の皆様方の御賛同を得て︑全体の方

つは神楽坂通りの沿道ということで︑神楽坂通りの沿道に集積

れだけをとっていくというのはなかなか難しい︒そうして手を

に広げていきたいと︑考えております︒その第一弾として今回
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として神楽坂地域にふさわしい街並みを誘導していく︒

たります軽子坂沿道につきましても︑神楽坂通りに準じた地区

した店舗を維持していくということ︒それから︑その裏手に当

それから︑ガソリンスタンドを含む危険物の貯蔵または処理

それから︑倉庫業を営む倉庫というのも禁止いたします︒

それから︑場外馬券場︑車券場等は禁止いたします︒

建築してはならないというような用途規制を設けたいと考えて

施設も禁止するということで︑このようなものにつきましては︑

積した店舗などを生かしながら︑店舗と住宅が調和した複合市

おります︒

それからあと︑本多横丁のところでございますが︑沿道に集
街地を形成していく︒
現在でも残る路地空間を活用いたしまして︑路地にふさわしい

て︑神楽坂通り︑軽子坂沿道の建築物の最高の高さを三十一メ

次は具体的に高さの制限でございますが︑一番といたしまし

次をお願いします︒

魅力ある店舗と住宅が共存する中低層の市街地を形成していく

ートルといたします︒一以外の区域の建築物の最高高さは二十

それから︑残りの伝統的な路地地区という名前にしましたが︑

ということでございます︒

これはこれまでも町のまちづくり協定の中でも似たようなこ

一メートルとするということでございます︒

ございますが︑お手元にＡ三資料の裏側に地区計画区域︑約

とがございますが︑現在の都市計画法の規制や用途容積等から

これは具体的に一から四のところはどこなのかということで
三・一ヘクタールという図面が載っていますが︑そこにその区

考えて︑三十一メートル及び二十一メートルという数字を出し

それから︑高さの制限の二つ目︑今は絶対高さの制限でござ

次をお願いします︒

てまいりました︒

域の大体の概要をこの四つの概要︑神楽坂通り︑軽子坂沿道︑
本多横丁沿道︑それから伝統的路地地区という表示にいたしま
した︒
次は︑具体的な整備計画の内容について見ていきたいという

ざいますが︑ソープランドでありますとか︑個室マッサージ︑

ではこの風営法の二条の六項とは具体的に何かということでご

業等の風営法二条六項は禁止するということでございますが︑

業等ということで︑中は料亭とかございますので︑この風俗営

地区内に建築してはならない建物用途といたしまして︑風俗営

まず︑用途の制限を設けたいというふうに考えております︒

いませんので︑都市計画法でございますので︑このような絶対

かないという趣旨でございますが︑これは建築基準法ではござ

ては︑いわゆるこれは道路後退したときの道路斜線の緩和が効

ます︒本多横丁の沿道は除くんですけれども︑それ以外につい

ただし︑本多横丁を幅員の最大の前面道路とする建築物は除き

界線までの水平距離に一・五を乗じて得たもの以下にします︒

ということで︑建築物の各部分の高さを前面道路の反対側の境

いましたが︑二つ目は壁面︑外壁面のそろった町並みをつくる

のぞき部屋︑ラブホテル︑などのそうしたものは規制するとい

高さ制限の変形ということで︑このブルーのところの範囲に建

ふうに考えます︒

うことでございます︒料亭については規制はいたしません︒
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かなりのスケール感といたしましてはヒューマンスケールを演

めの斜線の制限でかなり空が広く見えるはずでございますので︑

とであれば建物がそろうということでございますし︑斜線の斜

っても緩和がございませんので︑この範囲内に建てるというこ

物を建ててくださいということでございます︒こうすれば下が

画の決定に向けて進めてまいりたいと考えております︒

や都市計画審議会の皆様方からの御意見を伺いながら︑都市計

はまだあくまで予定でございますので︑こうした住民の皆様方

都市計画審議会で決定していければと考えておりますが︑これ

周知の手続も行っていきたい︒六月には十七条の縦覧︑七月の

る十六条の公告縦覧を行いたい︒その前には住民の説明会など

それでは︑御質問がありましたらどうぞ︒はい︑

説明は以上でございます︒よろしくお願いいたします︒

出していくということにもつながっていくんじゃないかという
ふうに考えてございます︒

○戸沼会長
○久保委員

次︑お願いします︒
つきましては︑周辺の環境や都市景観に配慮したものとすると

路地地区とあって︑最初の黒丸に︑現在でも残る路地空間の活

どうぞ︒

いうことでございます︒これは先ほども議論がございましたが︑

用というふうに出ていますけれども︑例えばどういうことを言

形態・意匠についてですが︑建築物の形態・意匠︑色彩等に

現在︑景観まちづくり審議会の方で新しい景観計画につきまし

っているのか教えていただけますか︒

資料三と書いてある一番下に算用数字四の伝統的

て検討し︑区長に答申をする予定でございます︒東京都も景観

○折戸地区計画課長

うした中ではもっと細かいことを︑例えば具体の色や形につき

政団体になるために今努力しているところでございますが︑そ

として指導していきたいと︑そういう趣旨でございます︒

慮しながら︑デザインとかそうしたものも全体に調和したもの

ますので︑例えば建てかえが起こるときにはそうしたことに配

今でも黒塀でありますとか石畳とかあり

条例を四月から施行いたしますし︑区といたしましても景観行

まして︑これからオール区全体として︑特に神楽坂としてもこ

○久保委員

ついては街並み配慮というような表現でございますが︑このよ

の地区の特有の路地景観の継承でありますとか︑屋上設置物に

っておりませんので︑抽象的でございますが︑このような三つ

それで︑今回の地区計画ではそこまでそういうことがまだ整

完全にアウトですよ︒それほど新宿区では赤城下町とこの地区

た︒それで︑わずか二十分から三十分の間に五軒のうちがもう

ているという電話があって︑僕は五分でここの家に飛んでいっ

よね︑全国に放映された火事︒向こうから煙が︑神楽坂から出

のためにあえて言いますけれども︑十九日︑この地区なんです

会長︑最後に意見を言いますけれども︑そのこと

うしたことを検討してまいります︒

うな意匠・形態の制限を行っていきたいというふうに考えてご

所ですよ︒まず道路が二・五メートル前後の道しかないのがこ

は火事が出たら大体生き残れない人が必ず出るくらいひどい場

最後に︑今後のスケジュールでございますが︑本日の都市計

の路地︒それで︑全部木造︒そして階段がある︒路地は突き当

ざいます︒
画審議会に御報告をいたしまして︑この後︑五月ごろにいわゆ
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つということがこの目標に入っているだけで︑方針の中には景

すけれども︑それは尊敬するけれども︑一言︑防災に配慮しつ

かできるものじゃない︒これよくやったなと感心しているんで

ができたというのはすばらしいことなんですけれども︑なかな

ども︑住宅地にしても商業地にしても︑地区計画の内容が合意

ところが︑この地区計画︑僕はそばだからわかっているけれ

ことによって︑こんな広い路地なんかできるわけないんですか

い限り︑この町は救われないだろうと︒路地景観を大事にする

って︑そこでホースさえ持っていけば消火ができるようにしな

だから︑この消火栓をあの路地のところに︑至るところにつく

ども︑よくわかったと︒あそこにポンプが入れるわけがないん

ですけれども︑ただ区長も助役も翌日︑朝早く来てくれたけれ

んですよ︒ああいう場所ですから︑消防を責めたって無理なん

いってから︑近くの少し入れるところまで車を入れて︑それか

観だとかそういうようなことだけに頭が行っていても︑この地

ら︑そのことをよく考えていただきたいということを申し上げ

たりがいっぱいある︒本当にここで火事が出たら逃げるって︑

区で一番大切な防災を観点としたまちづくりが一つも考えられ

て︒

ら消防ポンプをどんどん入れていかなきゃあの場所へ行けない

ていないんですよ︒これはもう絶対に考えないと︑十九日の火

○戸沼会長

命なくさない方が不思議なくらいの場所なんです︒

事のことを考えたら一番大事なことですよ︒その点についてお

ですか︒

ちょっともし何かいいアドバイスがあればいかが

聞かせ願いたいんですけれども︒

そうですね︑一応署長代行

ということで一般には言えないんですけれども︑消防としては

○野中防災係長︵高田委員代理︶

とおりだと思いまして︑今︑路地につきまして最低でも建築基

そういったここだけには限らないで︑当然狭い地域というのは

委員もおっしゃっていること︑もうその

準法で四メートルというのがございまして︑そうした最低のこ

東京︑至るところにありますから︑そういうことを考えまして︑

○折戸地区計画課長

とはやっていくこと︒それから︑消防と連携しながら︑どうい

消防資機材のいろいろな改良とか検討しておりまして︑狭い通

るいは今言ったように消火栓をなかなかとれないようなときに

うふうな形がいいのかということについても︑もう少し研究し
○久保委員

ついてはスタンドパイプといいまして︑直接消火栓からホース

路が多いような地域については小型のポンプ車を置くとか︑あ

る前に一言言わせていただきたい︒この地区は百メートルぐら

を確保する︑いろいろな検討はしております︒

ていきたいと思います︒

いのところに牛込消防署があるんです︒もっと短いかもしれま

○戸沼会長

今の点でございますけれども︑私も火事の翌日︑朝一番では

都市計画部長です︒

と︑余りにも遅いと︑僕はわかるんです︒目の前なんだけれど

行けなかったんですが視察しまして︑ごらんになった方がいら

もう一点だけすみません︒その消防の方が言われ

せん︒しかし︑マスコミも取り上げたし︑近所の人も言うけれ

○平山都市計画部長

また︑いろいろ︒ほかにどうぞ︒

ども︑目の前に消防署があるのに︑消防署が来たのが何なんだ
も︑あそこへ行くには大変なんですよ︑消防署︒外濠まで出て
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に火災ということで焼けてしまったんですけれども︑何らかの

計画課長が今も御説明申したとおり説明会をやったその次の日

忘れたわけではありませんので︑たまたま十八日に先ほど地区

いませんが︑何らかの形でやっぱり防災における︑当然私ども

まして︑私どもとしましても︑先ほど久保委員の御意見でござ

五軒といいますか︑六軒といいますか︑類焼したわけでござい

画区域の整備計画区域の﹁区﹂とちょうど書いてあるところの

このきょうの資料三の裏のところを見ていだきますと︑裏の計

割れて︑恐らくそこが延焼して類焼して屋根まで抜けてという︒

分というのは防火戸が入っていませんで︑開口部からガラスが

けれども︑特に木造で防火構造にもなっていない︒延焼した部

っしゃれば︑私と同じような感想をお持ちだろうと思うのです

は消防署とも調整しながら進めてまいりたいと思います︒どう

ったことも含めて︑地元あるいは内部で広く調整をし︑あるい

○折戸地区計画課長

○戸沼会長

なと︑あるいは進めてほしいなというふうに思います︒

ぜひそういうことも含めて︑防災上からも考えてやってほしい

けじゃない何かのそういうモデルでもあるような気がするんで︑

が到達できるみたいな︑消防自動車が入ればいいということだ

同時に︑防災のやっぱりそういう道路を広げることだけで防災

ろにも︑まちづくりの景観だとか︑あるいはそういうところと

ができるかと︑ある面では新宿区のモデルケースみたいなとこ

やっぱりここは本当に細い道で︑なおかつ防災上どういうこと

ちゃうんじゃないかというぐらいになるんで︑そういう面では

重要な御指摘だと思いますので︑そうい

重要な御指摘です︒

形で私どもとしても防火消火活動をどうこれからしていくのか︑

もありがとうございます︒

ほかに何か御意見等がありましたら︒

都市計画課長です︒

りますので︑よろしくお願いいたします︒

まして︑いつものとおりホームページに公開したいと考えてお

本日の議事録でございますが︑個人情報に当たる部分を除き

○藤牧都市計画課長

きょうはその他の何か連絡事項とかありましたらどうぞ︒

ろしく進めていただきたいと思います︒

では︑これは新しいチャレンジの一つだと思いますので︑よ

○戸沼会長

スペースを確保するのか︑あるいは消火栓をどう確保していく
のか︑あるいはまたソフトの関係ですね︒私どもとして︑そう
いう火災の例えば防火戸だけ入れただけでも大分延焼が食いと
められるんじゃないかということも考えておりますので︑その
辺のことも注意しながら︑留意しながら進めていきたいと思っ
て︑特に神楽坂地域だけではなくて︑赤城下も同じような状態
ですので︑そういうことも留意しながら進めていきたいなと思
はい︑どうぞ︒

っている次第でございます︒よろしくお願いいたします︒
○戸沼会長

のように四月に区議会議員の選挙がございまして︑選挙後に改

次に︑次回の都市計画審議会でございますけれども︑ご案内

しましたけれども︑防災ということからすれば︑基本的にはも

めてこの審議会の区議会選出議員を選出していただくことにな

ここは私もマスタープランのときも何回か話も

う道路はみんな四メートルにするということなんだけれども︑

っているところでございます︒

○かわの委員

それこそここを全部四メートル道路にしたらみんな道路になっ

- 25 -

いますので︑特段の案件がなければ︑七月の上旬に新たな委員

れました区民の皆さん方を︑また新たに選出すること等々ござ

しの六月三十日が任期となってございます︒公募によって選ば

ども︑せっかく住民の皆さんからいただいた意見をもとにつく

○沢田委員

○戸沼会長

今回︑都市マスタープランもできたわけですけれ

それでは︑沢田委員︑お願いします︒

ます︒ありがとうございました︒

取り組んで︑またこれから目的新たに頑張っていきたいと思い

の皆様の御任命をさせていただいて︑その上で開催いたしたい

られたものなので︑今後引き続きこれがどのように実行されて

また︑この審議会の委員の皆様の任期につきましては︑こと

と考えております︒

今︑課長から区を代表してごあいさつがありまし

礼を申し上げる次第でございます︒ありがとうございました︒

指導賜りまして本当にありがとうございました︒ここで厚く御

案件につきまして︑皆様方におかれましては熱心に御審議︑御

会におきまして都市マスタープラン等々︑非常に多くの重要な

して︑非常に自分自身も勉強になりました︒それと︑今回︑区

会と︑それから基本構想の審議会と両方に入らせていただきま

○おぐら委員

○戸沼会長

ので︑今後も頑張れるようにしたいと思います︒

いくかというところまで見ていきたいなという思いでおります

○戸沼会長

民の皆さんの声を聞くということで︑本当に周りの方がどうい

なお︑今まで大変お忙しい中︑二年間にわたりまして本審議

た︒私からもお礼申し上げたいと思います︒今回のメンバーで

うふうに区を見ているのか︑どういうふうに思っているのかと

ようでございますので︑せっかく仲よくなったんで頑張ってい

議会の先生方は選挙という︑当面の大きなテストですね︑ある

ために頑張っていきたいと思っております︒よろしくお願いい

と思っております︒今度の試験にまた合格して︑ぜひまた区の

いうのも大変わかりまして︑非常に入れていただいてよかった

いろいろありがとうございます︒私はこの審議

では︑おぐら委員︑お願いします︒

の審議はきょうでひとまず終わりということでございます︒区

ただきたいというふうに思います︒
っかくですから︑とよしま委員から一言ずつ御感想なり︑御注

○久保委員

○戸沼会長

この審議会ほど思い入れを感じた審議会はありま

それでは︑久保委員︑お願いします︒

たします︒ありがとうございました︒

文なり言っていただければありがたいと思いますがいかがです

せん︒本当にありがとうございました︒僕も一夜漬けで一生懸

それから︑公募の方もおかわりになるということなんで︑せ

か︒

参加させていただき︑これ以上の喜びはございません︒またし

歴史に残る都市計画︑都市マスタープランの審議に一員として

○とよしま委員

うに思いますけれども︑これからもまたぜひ一緒に御協力でき

○かわの委員

○戸沼会長

命勉強して︑合格するために頑張ります︒

ありがとうございます︒おかげさまで本当に

っかりと原点に立ち返るべく︑区民のお役に立ちたいと︑お役

ればと思って一生懸命頑張りますので︑どうぞまたこれからも

きょうも含めて随分しゃべり過ぎたなというふ

それでは︑かわの委員︑お願いします︒

に立てるようにどうかしっかりとこの選挙戦もございますので
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新宿区に生まれて今までずっと住んでいるんです

頑張ってください︒それでは︑近藤委員︑お願い

よろしくお願いします︒
○戸沼会長
します︒
○近藤委員
けれども︑今回この審議会に参加させていただいて︑新宿の将

うに区が今まで敷居が非常に高く感じておりましたんですが︑

やはり区民も交えてこのような話をさせていただけるような機

会が持てるんであったんだな︑区役所はというふうにして︑本
当に心から感じております︒

どうぞ今後とも新宿が発展をしますように︑どうぞよろしく
お願いいたします︒

午後三時五十一分閉会

では︑頑張ってください︒

たいと思います︒

それでは︑きょうはどうもありがとうございました︒終わり

があると思いますので︑試験がないから︒

ありがとうございました︒こちらの方はまた機会

来を一生懸命考える機会を得られて︑すごく勉強になったと思
金山委員︑お願いします︒

○戸沼会長

○戸沼会長
ちょっと私︑申しおくれてしまったのですけれど

っています︒ありがとうございます︒
○金山委員

も︑先ほどの防災・防火地域の話が赤城下さんと神楽坂さんの
方面の話が出ていたんですけれども︑そちらに限らず︑やはり
新宿区の地域においては︑どこの地域でも今のことを今後考え
ていただけるような状態になりますでしょうか︑これは再確認
これは部長に言ってもらうか︒

の意味でちょっとお伺いしたいのですが︑大丈夫ですか︒
○戸沼会長

御指摘のとおりです︒

非常に私も消防団員として︑今︑町で動かしてい

○平山都市計画部長
○金山委員

ただいておるんですけれども︑先日の十九日の火災においては
メールが入りまして︑やはり神楽坂で非常に大きな火災が起き
ているので︑やはり町の中でも気をつけるようにというような︑
そういうようなメールをいただきまして︑本当に火事の怖さと
いうものをまざまざと心に刻んでおります︒
それと︑最後になりますが︑私も先ほどこちらの委員がおっ
しゃったように︑やはりこちらの審議会に参加させていただき
まして︑やはり私も新宿区の区民として生まれて︑四谷の地で
育っては今までおるんですけれども︑非常にやはりこういうふ
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