東 京 都 新 宿 区 都 市 計 画 審 議 会 議 事 録

︵ 平 成 二 十 年 三 月 二 十 一 日 ︶

第一三八回新宿区都市計画審議会
開催年月日・平成二十年三月二十一日
出席した委員
戸沼幸市︑石川幹子︑大崎秀夫︑千歳壽一︑中川義英︑酒井秀
夫︑長沼卓司︑金井修一︑吉住健一︑とよしま正雄︑近藤なつ
子︑小野きみ子︑根本二郎︑高松義典︵代理⁝佐藤交通課長︶︑
野原英司︵代理⁝小坂防災指導係長︶︑増田幸宏
欠席した委員

議事のてんまつ

どうもこんにちは︒

午後二時〇〇分開会
○戸沼会長

それでは︑ただいまから第一三八回の新宿区都市計画審議会
を開催いたします︒

まず︑審議会委員の変更がございましたようなので︑区から

都市計画課長でございます︒

委員の紹介をお願いいたします︒
○藤牧都市計画課長

それでは︑御紹介をいたします︒新宿署の署長であらせられ

ました鹿森委員が︑人事異動に伴いまして︑高松義典委員にか

わりました︒本日は高松委員御欠席でございますので︑代理の

方に御出席をいただいております︒

それでは︑議事を進めたいと思います︒

以上でございます︒
○戸沼会長

いて︵区決定︶

聞こえないと思いますので︑できるだけ大きい声でということ

私どもの委員会はマイクがございませんので︑ひょっとすると

きょうは傍聴の方が大勢お見えになっておられます︒それで︑

西新宿五丁目中央北地区第一種市街地

を︑よろしくお願いします︒

西新宿五丁目中央北地区地区計画につ

について︵区決定︶

百人町三・四丁目地区地区計画の変更

喜多祟介︑野宮利雄︑丸田頼一︑丸山成史
議事日程
審議案件

議案第二五〇号

議案第二四九号

日程第一
一
二
議案第二五一号

再開発事業について︵区決定︶

それでは︑本日の出欠の状況ですが︑欠席の御案内がござい

ました委員は︑野宮︑喜多︑丸山委員でございます︒また︑高

松委員の代理ということで︑佐藤交通課長に来ていただいたと

報告事項

都市再開発の方針︑住宅市街地の開発整備の方針及び防

日程第二
一

いうことです︒それから︑新宿消防署長の野原委員も公務のた
いうことでございます︒

め欠席で︑代理の小坂防災指導係長においでいただいていると

災街区整備方針の見直しと区原案について
その他・連絡事項
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それから︑本日の議事録の署名についてですが︑酒井委員に
お願いしたいと思います︒よろしいでしょうか︒

それでは︑本日の日程と資料につきまし

それでは︑本日の日程と資料について事務局から説明をお願
いいたします︒
○内藤都市計画主査
て御確認をお願いいたします︒
お手元の資料の一番上にＡ四︑一枚でございますが︑本日の
議事日程表を用意させていただいております︒
本日は︑日程第一︑審議案件として審議案件が二件︑それか
ら日程第二︑報告事項として報告案件を一件お願いしたいと考
えてございます︒
次に︑資料でございますが︑日程第一の議案二四九号及び議
案二五〇号及び議案二五一号並びに報告事項の資料につきまし
ては︑郵送にて送付させていただいてございます︒本日お持ち
でなければ事務局のほうで用意してございます︒
また︑本日机上に配付させていただいている資料ですが︑資

二

議案第二五〇号
議案第二五一号

について︵区決定︶

西新宿五丁目中央北地区地区計画につ

いて︵区決定︶

西新宿五丁目中央北地区第一種市街地

再開発事業について︵区決定︶

それでは︑きょうの審議案件に入りたいと思いま

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○戸沼会長

日程第一︑審議案件︵一︶議案第二四九

す︒では︑事務局から議題の紹介をお願いします︒
○内藤都市計画主査

号百人町三・四丁目地区地区計画の変更についてでございます︒

資料は︑既にお送りさせていただきました資料の一でござい

ます︒説明の内容につきましては︑正面スクリーンに映し出し

ますので︑あわせてごらんいただきたいと思います︒

折戸地区計画課長より御説明いたします︒電気を少し暗くさ
はい︑どうぞ︒

せていただきます︒
○戸沼会長

○折戸地区計画課長

それでは︑議案第二四九号百人町三・四

料の二︱三という議案二五〇号︑二五一号に関連する意見書の

丁目地区地区計画の変更につきまして︑パワーポイントを使い

改めまして︑本地区の位置から御説明させていただきます︒

の提出はございませんでした︒

の公告及び縦覧を行いました︒縦覧を行った案に対する意見書

づく手続を進めまして︑東京都の同意協議をとりました後に案

ただきました︒その後︑この案によりまして︑都市計画法に基

議会におきまして都市計画変更の案について御報告をさせてい

今回の地区計画変更につきましては︑前回一月の都市計画審

ながら御説明させていただきます︒

要旨というホチキスどめの資料でございます︒
一番下に前回一月十七日に行いました都市計画審議会の議事
録の写しを机上に配付させていただいております︒
資料の確認は以上ですが︑もしお送りいたしました資料等︑
なければ事務局で用意してございます︒いかがでしょうか︒
確認は以上でございます︒

百人町三・四丁目地区地区計画の変更

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
議案第二四九号

日程第一
一
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小滝橋通り︑北側を補助第七十四号線諏訪通りで囲まれた︑面

トルほどでございます︒西側を都市計画道路補助第七十三号線

宿線及び営団地下鉄東西線の高田馬場駅からそれぞれ四百メー

本地区でございますが︑ＪＲ大久保駅︑新大久保駅︑西武新

ます︒

分︑区画街路と中学校敷地では約三メートルの高低差がござい

の大谷石積み擁壁の上が中学校の敷地となっています︒この部

街路二号の状況でございます︒現在の幅員は十メートル︑右側

これは︑西戸山中学校の東側のところでございまして︑区画

次は︑西戸山中学校南側の区画街路二号のカーブの部分で︑

っております︒

の幅員は十メートル︑右側が中学校の校舎︑その先は校庭にな

次は︑中学校南側の区画街路二号の状況でございます︒現在

積にしまして約三十・六ヘクタールの区域でございます︒
続きまして︑地区計画を変更する理由について御説明いたし
ます︒資料の一の九ページに理由が書いてございます︒
本地区の一部は︑昭和四十七年に東京都の地域防災計画に定
めるところの広域避難場所に指定されてございます︒しかしな

や居住性︑居住環境の面からさまざまな課題を抱えておりまし

んでいる地域がございますことから︑避難場所としての安全性

一番目といたしまして︑区画街路二号のうち︑西戸山中学校

次に︑変更の概要について御説明いたします︒

以上が現況でございます︒

右側は西戸山公園となっております︒

た︒このようなことから︑広域避難場所としての機能強化を初

の敷地及び西戸山小学校の敷地の一部に接する部分の幅員を計

がら︑この広域避難場所に隣接いたしまして木造住宅が建ち並

めとし︑良好な居住環境の保全及び改善を図ることを目標とい

画幅員十二メートルから十メートルに変更するものです︒スク

二番目といたしまして︑区画街路の幅員を減じる部分に︑幅

たしまして︑平成二年一月に現在の地区計画が策定されたわけ
月がたちまして︑当時と比較いたしますと現在では都市計画道

十二メートルの空間を確保することを目的といたしまして︑幅

リーンで赤色の点線の矢印となっている部分でございます︒

路補助第七十四号線の街路整備でありますとか︑都営住宅の建

二メートルで壁面の位置の制限を定めるものです︒スクリーン

であります︒しかしながら︑この都市計画が決定されてから年

てかえ事業等が進んでまいりました︒また︑新宿西戸山中学校

あわせまして三番目に︑生徒の登下校時の安全を確保するこ

で水色に映っているところです︒

利用の状況にさまざまな変化が生じてきております︒このよう

とを目的といたしまして︑西戸山中学校の敷地の南側に幅員二

の新設なども予定されておりまして︑地区内の交通動線や土地
な地区を取り巻く状況の変化を踏まえまして︑災害時の防災機

メートルの歩道状空地一号を定めるものです︒

ものでございます︒この道路の現況はスクリーンでごらんいた

現況幅員で新たに地区施設の区画街路十二号として位置づける

四番目でございますが︑西戸山公園一号地南側の既設区道を

能強化及び地区内の避難路ネットワークの再構築を図ることを
目的といたしまして︑今回の変更をするものでございます︒
次に︑変更に係る場所の現況を簡単に写真で御説明いたしま
すので︑スクリーンをごらんください︒
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に皆さんから合意を得られているということでよろしいのでし
ょうか︒

だきますが︑この真ん中︑奥に伸びる道路でございます︒
以上が変更の概要でございます︒

はい︑どうぞ︒

○折戸地区計画課長

○戸沼会長

わかりました︒

最後になりますが︑お手元の資料一︑東京都市計画地区計画
百人町三・四丁目地区地区計画の変更についてをごらんくださ

○近藤委員

はい︑どうぞ︒

ジ目が総括図で︑地区計画区域を示してございます︒三ページ

ように︑十七条の縦覧をしたときに意見書の提出はございませ

○折戸地区計画課長

そのように理解しております︒

い︒

○戸沼会長

が計画図︵一︶で︑地区施設の配置を示してございます︒四ペ

んでした︒前回十六条のときには︑意見書がございまして︑地

一ページが︑先ほども御説明しましたが位置図です︒二ペー

ージでございますが︑計画図︵二︶で壁面の位置の制限を示し

元の方からご意見がございましたので︑地元の方々とよく話し

意見書の提出︑今回は︑今私申しました

てございます︒五ページから七ページまでが計画書でございま

合った上︑今回の変更をして決定のお願いをしているというこ
理解しました︒

す︒変更箇所をアンダーラインで示してございます︒八ページ

○近藤委員

前回︑割合に詳しく報告いただいて︑改めて少し

とでございます︒
○戸沼会長

でございますが︑変更の概要を示してございます︒
説明は以上でございます︒よろしく御審議をお願いいたしま
す︒

詰めてきょうは採決ということですが︑よければ採決したいと

それでは︑ただいまの説明について御質問︑御意

では︑ありがとうございました︒

けれども︑計画が同じ案件ですので︑まとめて報告をいただく

区計画と市街地再開発事業の件案に関してそれぞれ別の件です

それでは︑次の議事に移りたいと思いますが︑次の案件で地

○戸沼会長

︹﹁はい﹂と呼ぶ者あり︺

○戸沼会長
一点よろしいですか︒

思いますが︑いかがでしょうか︒

○中川委員
はい︑どうぞ︒

見がございましたらどうぞお願いします︒何かございますか︒
○戸沼会長

建物の壁面の位置制限も今回新たに入れたという
はい︑どうぞ︒

○中川委員
ことですか︒
○戸沼会長

はい︑どうぞ︒

○内藤都市計画主査

ますので︑では︑事務局よろしくお願いします︒

と︒その後で質疑していただいて採決したいというふうに思い

○戸沼会長

先ほどの御説明で︑これを決定するということで︑

そのとおりでございます︒

○近藤委員

す︒議案第二五〇号西新宿五丁目中央北地区地区計画について

○折戸地区計画課長

住民の方等に縦覧したと思いますが︑そのときに改めて意見は

及び議案第二五一号西新宿五丁目中央北地区第一種市街地再開

日程第一︑審議案件の︵二︶でございま

なかったということで︑改めて再度確認ですけれども︑要する
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発事業についてでございます︒あわせて御説明をさせていただ

れを三十九通に︑反対の三十二通と書いてございますのを三十

本日︑机上配付させていただきましたものは︑資料二︱三︑

三通に訂正をお願いいたします︒

資料につきましては︑お送りいたしました資料の二に加えま

意見書の要旨︑新宿区の見解︑それと参考資料︑景観まちづく

きたいと存じます︒
して︑本日机上でお配りいたしました資料二︱三︑意見書の要

り審議会景観計画検討小委員会からの意見になります︒

今︑御紹介しました資料二︱二をお開きいただきたいと思い

げましたが︑それからの経緯を若干触れさせていただきます︒

説明に先立ちまして︑前回︑都市計画審議会に御報告差し上

よろしいでしょうか︒

最後に︑まちづくりマップを配らせていただいてございます︒

旨を用意させていただいています︒
なお︑説明の内容につきましては︑先ほど同様︑正面のスク
リーンに映し出しますので︑正面スクリーンをあわせてごらん
いただきたいと思います︒
では︑お願いします︒

鶴松地域整備課長より御説明いたします︒
○戸沼会長

ます︒平成十九年十月十二日︑区で説明会を行いました︒その

地域整備課長の鶴松でございます︒よろ

○鶴松地域整備課長

後に都市計画原案の公告を十月十二日︑縦覧を十月十五日から

十月二十九日まで︑意見書の受け付けは十月十五日から十一月

しくお願いいたします︒
最初に資料の確認をさせていただきます︒

五日まで︑意見書五通︑うち一通は地区外からの反対意見の意

都市計画法第十七条に基づく説明会につきましては︑平成十

百七十四名︒

の意見書三十九通︑賛成六通︑四百十八名︑反対三十三通︑二

見書の受け付けが十二月十四日から十二月二十七日まで︑備考

都市計画の案の公告が平成十九年十二月十三日︑縦覧及び意

おります︒

その後︑東京都知事同意を十九年十二月十三日にいただいて

見書でございます︒

まず︑資料の二︑これは既にお配りしたものでございます︒
議案第二五〇号地区計画案︑Ａ四判︑一ページから七ページで
ございます︒地区計画の概要︑Ａ三判︑一ページでございます︒
議案第二五一号市街地再開発事業案︑Ａ四判︑一ページから五
ページでございます︒市街地再開発事業の概要︑Ａ三判︑一ペ
ージでございます︒
次に︑資料二︱一︱①︑都市計画の案の理由書︑Ａ四判︑一
枚でございます︒次が二︱一︱②︑市街地再開発事業の案の理
由書︑Ａ四判︑一枚でございます︒それから︑資料の二︱二︑
の資料の二︱二につきまして訂正させていただきます︒大変申

てこの案件の報告をさせていただいており︑一月二十九日に景

その後︑平成二十年一月十七日︑都市計画審議会に対しまし

九年十二月十四日に行ってございます︒

しわけございません︒開いていただきまして備考の欄︑意見書

観まちづくり審議会︑景観計画検討小委員会で意見を聞いたと

都市計画の策定の経緯の概要︑Ａ四判︑一枚でございます︒こ

の数でございます︒三十八通と書いてございますけれども︑そ
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画案に関する意見書に対する区の見解の要旨と︑景観まちづく

さらに︑本日配付させていただきました資料により︑都市計

その後︑二月七日︑再開発計画概要に関する地元の地区の説

り審議会︑景観計画検討小委員会の意見について説明させてい

ころでございます︒
明会を行い︑本日︑区からのお声がけですけれども︑話し合い

この再開発事業が予定されている地区は︑木造住宅が密集し

ただきます︒

なお︑この話し合いの場におきましては︑特に合意等につい

ている地区でありまして︑区といたしましても昭和五十九年か

の場を設定させていただいております︒
ては至ってございません︒今後につきまして︑計画案等︑施設

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

う状況であります︒しかしながら︑木造住宅密集地域は依然と

計画案につきましての話し合いを今後とも持ち続けるというこ

続きまして︑説明に入らせていただきます︒

して災害に弱いという状況は残っており︑今後のまちづくりは

等により市街地の環境整備を進めてきた地区でございます︒こ

西新宿五丁目中央北地区における市街地再開発事業の計画で

地区計画や市街地再開発事業により市街地の改善を図ることと

とで︑建設的な話し合いを続けていただきたいということを確

あります︒この計画は︑昨年九月二十六日に当地区の住民の方

しております︒この都市計画案は︑地区の住民によるまちづく

の事業は一定の成果があったとして︑現在は終了しているとい

から都市計画の提案がなされ︑区におきまして地区計画と第一

りとして取り組んできた地区計画と再開発事業ということもあ

認しているところでございます︒

種市街地再開発事業の都市計画案を作成いたしたもので︑その

平成十九年十一月五日の第一三六回の新宿区都市計画審議会に

会におきまして計画の概要を報告させていただいております︒

平成十九年の三月二十六日の第一三三回の新宿区都市計画審議

本件について︑今までに報告させていただきました経過は︑

きました︒今回の都市計画審議会におきましては︑①施設建築

開発事業案の説明︑まちづくりの目標などを説明させていただ

緯︑都市計画原案作成の経緯︑地区計画案及び第一種市街地再

これまでの都市計画審議会におきましては︑まちづくりの経

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︒

り︑区として支援してまいりたいと考えております︒

おきましては都市計画原案を報告させていただいております︒

物の検討について︑②施設建築物の計画案の変遷︑③都市再生

概要を説明いたします︒

さらに︑平成二十年一月十七日の第一三七回の新宿区都市計画

への貢献︑④事業の流れ︑⑤同意状況を説明させていただきま

西新宿五丁目中央北地区のまちづくりの目標について確認を

審議会におきまして︑都市再生への貢献と施設建築物の計画内
本日は︑パワーポイントによりまして︑施設建築物の計画案

させていただきます︒一つ目といたしまして︑木造住宅密集市

す︒

の変遷︑都市再生への貢献内容︑市街地再開発事業の仕組み︑

街地の解消を行ってまいります︒二つ目としまして︑十二社の

容と意見書の要旨を報告し︑御議論いただいております︒

地区内権利者の同意状況について説明させていただきます︒
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杜の創出を行います︒三つ目としまして︑散歩道の創出と道路
整備を行ってまいります︒四つ目としまして︑公共公益施設の
整備を行ってまいります︒五つ目としまして︑住宅及び住環境
の整備を行っていきます︒これらを目標に掲げております︒
施設建築物の検討についてでございます︒基本構想におきま
して検討しました三つの案について御説明いたします︒

物で︑十二社通り沿いに計画することとなります︒

青色の部分が高層化の可能なエリアを示し︑十二社通りに接
したところでございます︒

これらの検討により︑緑地や空地を確保し︑基盤整備を行う

中で︑高層棟により再開発事業を実現していくものとしてまい
りました︒

す︒平成十五年当時に検討してまいりましたものでございます︒

これよりは︑施設建築物の計画案の変遷についてでございま

による計画案でございます︒本案は︑空地の確保が難しく︑中

左下を見ていただきますと︑この当時は高さ二百六十メートル︑

検討案一の鳥瞰図でございます︒高層建築物と中低層建築物
低層建築物による近隣への圧迫感がございます︒

次に平成十六年当時に検討してまいりましたものでございま

七十八階建てでございます︒

制上︑この敷地に建築できる限度を立体的にあらわした図と御

す︒左下同じく高さ二百二十メートル︑階数六十二階でござい

逆日影の鳥瞰図でございます︒逆日影と申しますと︑日影規
理解ください︒青い部分が高層建築物で北側の隣地沿いに計画

ます︒

案を作成するに当たり︑左の中ほどのＡ五地区がございます︒

左下の高さ二百メートル︑階数六十階でございます︒この計画

次は︑平成十九年八月の都市計画提案前のものでございます︒

することとなります︒
中低層建築物の配置がございますので︑青の部分が高層化の
可能なエリアを示したものでございます︒
検討案二の鳥瞰図でございます︒高層建築物二棟と中低層建

これを再開発区域に取り込んでございます︒このような検討の

中で︑地区内の権利者によるもちろん検討を踏まえ︑行政協議

築物二棟による計画案でございます︒
配置計画でございます︒黄緑色の既存道路が計画後に主要生

都市再生への貢献について御説明いたします︒十二社の杜の

を重ねてまいりまして︑現計画案が作成されたものでございま

路や広場などの整備が困難となり︑あわせて中低層建築物によ

創出に伴います緑被面積の増加でございます︒青色の線で囲わ

活道路と接続できず︑従前の道路ネットワークが担保されてお

る近隣への圧迫があり︑二棟案では難しいと考えております︒

れた部分が西新宿五丁目地区で︑赤色の線で囲われた部分が当

す︒

検討案三の鳥瞰図でございます︒本計画案でございます︒計

再開発の区域でございます︒西新宿五丁目は約八千七百平方メ

りません︒また︑十分な公共空地を確保することができず︑道

画案につきましては︑今まで御説明してまいりましたとおりで

ートルから約一万七百五十平方メートルとなり︑約一・二三倍
となります︒

ございます︒
今の案の逆日影の鳥瞰図でございます︒青い部分が高層建築
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ざいます︒中央緑色が西新宿五丁目で︑現在の六・三七％が

側になります道路で車道が四・五メートル︑歩道は三・五メー

それぞれの道路の形態について御説明いたします︒まず︑北

す︒

七・八七％となり︑一・五ポイント増加いたします︒しかしな

トルから四メートルの歩道を設置しまして︑歩道状空地を四メ

十二社の杜の創出に伴います周辺地区との緑被率の比較でご

がら︑他の地区から見ますといまだ低い率でございます︒
います︒左側から当地区の緑の量の推移︑真ん中が西新宿五丁

メートルを車道︑歩道︑それから歩道状空地︑公開空地という

区画道路二号は︑現状が約六メートルでございます︒この六

ートル新しく新設していくものでございます︒

目全域の公園空地の推移︑右側が当地区の敷地面積に対する緑

ことで十二社の杜になりますけれども︑そのような形態に再生

十二社の杜の創出に伴います緑の量や公園面積の増加でござ

化面積の割合です︒まず︑現状が今︑二百二十平米から二千三

してまいります︒

これは現状のけやき橋通りでございます︒主要生活道路にな

百平米となります︒それから︑千七百平米が整備後四千百平米︑
一七％がおおむね三〇％という推移になります︒これは︑それ
本計画案の基盤整備の概要でございます︒これは当地区再開

メートルとすることによりまして︑歩行者の安全︑道路の交通

このけやき橋通りをつけかえまして︑車道︑歩道含めまして十

り︑幅員が四・二メートルから七・四メートルでございます︒

発事業のエリアの既存の道路でございます︒左下に車道︑それ

の渋滞の緩和︑それらを交通ネットワークとして形成していく

を倍率であらわしたものでございます︒

から歩道︑歩道状空地と色がつけてあります︒これからそれが
つの区画道路を回しまして交通ネットワークをめぐらせます︒

ます︒現在の公共施設は道路のみで区域面積の約一九％でござ

公共公益施設の整備の状況について若干触れさせていただき

計画案でございます︒

この上下の道路につきましては︑それぞれ上のほうの地区︑そ

います︒それを道路︑公園︑広場の整備により区域の約三八％

変化してまいります︒まず︑今回はこの密集地域の区域内に二

れから下︑南になりますけれども︑へ連続していくまちづくり

歩道状空地として区域の約二六％を整備してまいります︒今回

を公共施設として整備されてまいります︒さらに︑広場状空地︑

薄い茶色ですけれども︑道路に歩道を設置してまいります︒

の建物は︑最終的に三六％の残地に建設していくというもので

へつなげていく道路ネットワークになります︒
さらに︑歩道状空地を整備してまいります︒上の角が出ている

ございます︒

それでは︑第一種市街地再開発事業の流れを簡単に御説明い

ような二つの三角形の敷地がございます︒Ａの二とＡの五でご
ざいますけれども︑ここも歩道状空地を確保してまいります︒

流れ図でございます︒現在は左端にあります都市計画審議会

たします︒

つきましては広場︑公園でございます︒それからあと︑施設計

での審議をお願いしているところでございます︒審議いただき︑

グリーンに塗ってあるところが緑を創出する十二社の杜︑下に
画案の素案でございますけれども︑それを載せた図でございま
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都や区におきまして事業の成立性や権利者の同意状況を明らか

ます︒これは東京都の認可でございます︒これにつきましては︑

と推移してまいります︒まず︑組合設立認可︑事業認可となり

事業を進めることができると仮定いたしますと︑今後は右端へ

以上でパワーポイントによる説明は終わらせていただきます︒

でございます︒八十六分の六十九・四五権利となっております︒

でございます︒地区計画は約八〇％︑市街地再開発事業も同じ

私どもが把握している時期としましては三月十九日現在のもの

ざいます︒それから︑現在地区内の権利者の同意でございます︒

続きまして︑本日配付させていただきました資料の説明をさせ

にし︑審査︑認可を行います︒本計画は都市計画事業として確
実に達成できるものと考えてございます︒

く各種説明会を再開発組合が開催し︑近隣の皆様に説明責任を

そして︑施設建築物の建設へと進みます︒ここでは法令に基づ

けられる計画案とすることが重要であると考えてございます︒

権利者の皆様の生活再建を確実なものとし︑今後も長く住み続

しまして三十九通︑六百九十二名の意見書が提出されておりま

二月十四日から二週間︑公衆に縦覧いたしました︒意見といた

第一種市街地再開発事業に係る都市計画の案を︑平成十九年十

案第二五〇号及び議案第二五一号の東京都市計画地区計画及び

まず初めに資料二︱三でございます︒意見書の要旨です︒議

ていただきます︒

果たしてまいります︒右端になりますが︑事業の完了に伴いま

す︒その要旨は次のとおりでございます︒

次が︑権利変換計画認可となります︒これも東京都の認可で

して︑組合の解散認可や組合の清算行為が行われます︒このよ

十五名でございます︒議案第二五一号︑市街地再開発事業に対

議案第二五〇号︑地区計画に対する意見が三十七通︑四百四

たし︑都市計画事業として公共性のある事業として完成するも

する意見書が三十九通︑六百九十二名でございます︒

うな流れにおきまして︑透明性や公平性の確保や説明責任を果
のでございます︒これは︑事業計画の説明でございます︒左側

ンスのとれた事業計画といたします︒本件につきましては︑保

す︒右側が保留床の処分などで事業を賄う経費で︑相互にバラ

三番目︑四番目に地区計画︑市街地再開発という欄がございま

が同一の意見書として提出されておりますので︑表中の左から

この取りまとめにつきましては︑地区計画と市街地再開発事業

意見書の要旨︑︵一︶賛成の意見に関するものでございます︒

留床の処分まで責任を持って行う特定業務代行者を選定して事

す︒それぞれ該当するところに丸をつけたものでございます︒

が調査費から工事費︑事務費まで事業にかかる経費でございま

業を進めていくという計画でございます︒

十八名︑地区計画に関するもの四通︑百七十一名︑市街地再開

賛成の意見に関するものといたしまして︑全体で六通︑四百

都市計画提案の︑その提案時の地区内の権利者の同意が上に書

発事業に関するものが六通︑四百十八名でございます︒若干概

最後になりますが︑地区内の権利者の同意状況でございます︒
いてございます︒地区計画︑市街地再開発事業︑ともに同じ数

略で触れさせていただきます︒

まず︑一ページの整理番号二︑一通で二十二名の方たちから

字でございます︒約七三％︑八十六分の六十二・八八権利︑こ
れは共有区分︑共有権利を持っておられますので端数が出てご
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意見をいただきました︒意見書の要旨につきましては︑後段︑
歩道や広場を整備し︑高齢者にも安心なまちにしてくださいと

整理番号の七番︑六十階の超高層は反対です︒三十階以下で
検討してください︒

けることとしています︒また︑施設計画においてもバリアフリ

し歩道を新設するとともに︑敷地内にも歩道状空地や広場を設

これにつきましては︑本都市計画の案では︑区画道路を整備

沿いや広場に高木等を配置して風を和らげ︑あわせて緑豊かな

ます︒建築物を塔状にすることで周辺への日影に配慮し︑道路

らによりこの地域の防災性の向上と交通の円滑化等を図ってい

により︑道路︑公園︑広場等の公共的な空地を生み出し︑それ

区の見解でございます︒本都市計画の案は︑建築物の高層化

ー対応やくつろげる空間の整備が予定されています︒これらに

オープンスペースを確保することとしています︒したがって︑

いう意見でございます︒

より高齢者等にも安心できるまちが実現できるものと考えてお

影響への配慮等から︑本計画は妥当なものと考えております︒

防災性の向上︑道路・広場等の都市基盤の整備︑周辺への環境

二ページに移っていただきまして︑整理番号五になります︒

階数につきましては︑八番が同じような内容になってござい

ります︒
一通︑百二名の方でございます︒火災や地震に対する大きな不

次のページの三ページでございます︒整理番号九番︑一通︑

ます︒

番の一通︑二百四十六名の方でございます︒木造住宅が密集し

二百三十八名の意見でございます︒新宿区景観まちづくり条例

安を抱えていますという意見でございます︒それから︑次の六
ており︑地震や火災に大きな不安を抱えています︒早期の事業

が想定される木造住宅密集市街地となっています︒本都市計画

これにつきまして︑当地区及び周辺は︑災害時に甚大な被害

九年十二月策定の新宿区総合計画︑都市マスタープランの景観

いう新宿区景観基本計画を踏まえて計画しています︒また︑十

本都市計画の案は︑歩く人にやわらかな都心景観をつくると

を遵守した都市計画に変更してください︒

は︑道路等の都市基盤の整備改善︑耐火建築物の建設︑広場等

まちづくりの方針にも適合するよう計画しています︒具体の施

実現を望みます︒

のオープンスペースの創出等を内容としており︑この地域の防

設計画は︑これから事業計画の中で作成されるところですので︑

施設計画案については︑今後とも引き続き景観協議を行い︑良

災性の向上に寄与するものと考えております︒
これが賛成の意見でございます︒

次の整理番号十︑十一番でございます︒淀橋会館を区域に入

好な景観形成を図るよう誘導してまいります︒

す︒全体で三十三通︑二百七十四名の方から意見をいただきま

れるのは︑町会全員の同意が必要なのではないか︒区が公平な

︵二︶といたしまして︑反対の意見に関するものでございま
した︒地区計画に関するもの三十三通︑二百七十四名︑市街地

立場で調停してくださいという意見でございます︒

淀橋会館を区域に入れることによりまして︑周辺の交通やま

再開発事業に関するもの三十三通︑二百七十四名の方でござい
ます︒
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ィ活動の活性化が期待されます︒このようなことから︑淀橋会

事業の中で再生することにより︑地区内及び周辺のコミュニテ

改善に寄与するものとなっています︒また︑老朽化した会館を

ちづくりに配慮した区画道路の配置が可能となり︑この地域の

説明させていただきました︒

意見をいただいているところでございます︒大まかなところを

このほかに若干︑風の環境︑それから電波障害等についての御

以上︑紹介させていただいたものが主要なものになります︒

続きまして︑地区計画課長から説明差し上げます︒
○戸沼会長

館を区域に含めることは妥当であると考えます︒今後︑組合設
立認可手続時や権利変換計画認可時などの機会をとらえ︑財団

○折戸地区計画課長

はい︑どうぞ︒

法人淀橋会館と町会とが主体的な調整が図れるよう︑区として

二五一号の参考資料ということでペーパーが行っていると思い
ついて︒

ます︒表題のほうは︑西新宿五丁目中央北地区の施設計画案に

今︑お手元に都市計画審議会第二五〇号︑

も事業者などに働きかけてまいります︒
六ページをお開きください︒整理番号三十二番でございます︒
公金助成の是非を検証してくださいということでございます︒
ます︒最終段落になります︒公金助成に当たり︑区は適切に情

とでおつけいたしました︒先日の都市計画審議会の中でも︑景

景観まちづくり審議会景観計画小委員会からの意見というこ

最後に一緒についている資料でございます︒

報提供し︑説明責任を果たしてまいります︒また︑区や都の完

観について︑景観の専門的な意見を聞いたらどうかというお話

文章がちょっと長くなりますので︑最後の文章だけ読み上げ

了検査や内部監査︑国の完了検査や会計検査を受けながら︑公

理番号三十七︑三十八︑三十九ということでございます︒これ

次のページ︑七ページでございます︒最後でございます︒整

問題︑それから低層部のつくり方︑道路計画︑そのほかという

いていますが︑超高層のスカイラインの問題︑それから意匠の

内容につきましてでございますが︑細かくは後ろのほうにつ

がございまして︑景観の小委員会を開いたものでございます︒

は道路に関するものでございます︒区画道路三号は︑けやき橋

ことで︑たくさんの意見が出ました︒その中で︑総評といたし

正で透明性の高い執行をしてまいります︒

通りの現道拡幅で整備してくださいという意見でございます︒

西新宿の超高層ビルのスカイラインについては︑都庁第一本庁

まして全体のまとめを委員長がしたわけですけれども︑それは︑

りとの接続や十二社通りの交差点に留意し︑車両交通の円滑化

舎を中心に︑周辺の一般市街地へ向かって徐々に下がってくる

新たに設ける区画道路は︑周辺の交通状況を踏まえ︑相生通
と周辺のまちづくりを勘案して配置したものです︒また︑歩道

も楽しめるオープンスペースを確保しています︒このようなこ

道路が交差する中央に緑あふれる広場状空地を配置し︑来街者

例えば︑今︑地域整備課長が御説明いたしました周辺地域の防

いろんなもの︑高さや景観以外にもいろんな事情がございます︒

だし︑本計画案の可否を判断するためには︑景観︑高さ以外に

や歩道状空地を設け︑歩行者の安全な通行を確保するとともに︑ ラインが望ましいということについては望ましいだろうと︒た

とから︑区画道路の配置は適切なものと考えております︒

- 11 -

と比較いたしまして︑十分説明して努力してほしいというよう

ほど言いました逆日影の規制でありますとか︑さまざまな計画

はなくて︑この施設計画案を他の計画案と比較して︑例えば先

の計画がいいんだというのは︑この計画だけをもって示すので

ゃいけないということでございます︒これらの中で︑ただ︑こ

期にわたって努力を積み重ねてきたということも考慮されなき

災性の住環境の改善でありますとか︑地元の権利者の方々が長

○戸沼会長

うところをもう一度お聞かせいただきたいと思うんですが︒

たので︑その二つについては具体的に検討したのかどうかとい

ところまでは︑ちょっと最後︑今の説明では私︑わからなかっ

ども︑そこのところは結果︑どういう理由でどうだったという

話が本来きちんと検討されてしかるべきだと思ったんですけれ

も︑でもそれは地域の皆さん含めて︑どっちがいいのかという

ちゃうとどちらも同じということもあるかもしれませんけれど

はい︑どうぞ︒

な意見でまとめたということでございます︒

まず︑最初に御説明しました三つの案で

ございます︒これについては︑一般的に建築物を計画する際に

○鶴松地域整備課長

○戸沼会長

様々なシミュレーションを行います︒それを現在の準備組合の

私のほうからは以上でございます︒
明に対して御質問︑御意見がございましたらお願いいたします︒

中で地権者の方たちを交えながら作成したということでござい

説明は大体いいですか︒それでは︑ただいまの説

どうぞ︒
○近藤委員

れども︑これが下に広がってまいりますので︑実態的には広場︑

ます︒具体的には︑まず高層部から低層部の︑中低層部ですけ

最初に︑区のほうから初めて今回の建築の計画に

対して︑三十階の案のシミュレーションというのを見せていた

ないというところの部分の問題だとか︑空地についても︑確か

六十階だとこうできるけれども︑三十階だとこうできる︑でき

いうその結果のところが見えないというか︑具体的に道路は︑

ちんとどっちを比べてどうだということは調査されたのかなと

も︑圧迫感の問題︑空地の問題︑道路の問題︒本当にこれ︑き

いうことを幾つか理由として言われていたと思うんですけれど

保することはできないというようなことを総合的に検討したと

ながっていたわけですけれども︑今ある交通ネットワークを担

ために︑既存の道路が接続できない︒今までけやき橋通りにつ

のは不可能になってまいります︒そのために︑外周を回せない

周に道路を回してございます︒あの計画案では外周道路を回す

によって二つに分けてしまうということで︑実は本計画案は外

もう一つ︑道路のネットワークでございます︒真ん中の道路

緑︑この部分の敷地は少なくなってくるということは絵の中で

に六十階を建てるよりは三十階にとるほうが空地は狭くなるで

いうことで伺っております︒これについては︑そのような計画

だいたような気がするんですけれども︑そのシミュレーション

しょうけれども︑じゃ︑今と比べて甚だしく少なくなるのかと

案の中で︑その次にお示しした超高層︑高層案がございますけ

判断できるかなと思っております︒

いったら︑私はそうではないというふうに思うんですよ︒圧迫

れども︑それをさらに検討に入ったという段階における計画案

の中で︑三十階では良くないけれども︑六十階ではいいんだと

感の問題も︑三十階と六十階で言いますと︑もうそこまで建っ
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早く推進してほしいという声がこの間もちろんあるのは当然だ

ているわけですけれども︑それでもやっぱり地域の皆さんから

聞きするかというと︑もうきょう決定しようという段階になっ

らではそれが選べなかったと︒なぜそういうことをわざわざお

ね︒そういう方法も一方ではあるということとの関係で︑こち

くりかえられるということで提案をされてきているわけですよ

するけれども︑中の道路は基本的にないような計画案としてつ

がありまして︑あそこも基本的には地域の中︑外の道路は確立

○近藤委員

○戸沼会長
道路の面で言うと︑先日も成子地区の開発の問題

はい︑どうぞ︒

○折戸地区計画課長

見があればどうぞ︒

○戸沼会長

○折戸地区計画課長

ことですね︒

つくって︑そこで議論した結果がきょう配付されているという

○戸沼会長

ただきたいなというふうに思います︒

んですけれども︑もう一度この点については見解をお聞かせい

では︑先日行われた環境建設委員会でも述べさせていただいた

と︑まだそうではないという点では︑私はいかがかなという点

やっぱり明確に景観まちづくり審議会で議論されたのかという

と思うんですけれども︑それと相反するように︑六十階でこの

り︑前回ここで議論があったときに︑都市計画審議会として︑

ということでございます︒

二百メートルという計画そのものは本当にいいのかどうかと︑

景観の問題はどうなんだろうというお話があったときに︑景観

めていいのだろうかというのは︑やはり最後まで私たちも悩む

いうこともこれは否めない問題で︑果たしてこれをそのまま進

ざいますが︑そういう意見がございました︒そういうことがあ

めていくということだというようなことが議事録にも載ってご

まちづくり審議会の専門的な先生方の意見も参考にしながら決

今︑近藤委員のほうからお話あったとお

ちょっとその経過と︑もうちょっと踏み込んだ意

はい︑そうです︒

ただいまのあれは︑景観審議会の中で小委員会を

もう少し再検討してほしいという声がやっぱり粘り強くあると

ところなんですよね︒その悩むところの中で︑どうも消化し切

って︑小委員会を開きましていろいろ議論をいたしました︒

確かに景観でございますので︑もちろん高さの問題もありま

れない問題があるのではないかというふうに思ったので︑その
点についてお聞かせいただいたというところです︒

については︑そういう意味では可否を判断するという点でもこ

意見ということで︑やむを得ないのではないかというか︑高さ

り審議会ではなく︑その審議会の中にある検討小委員会からの

してもらいたいという声もありました︒そこで︑景観まちづく

つくったガイドライン等では︑都庁を中心に︑全体は都庁が一

だ︑景観については︑高さという点でいけば︑この間私どもが

観の一種ではありますので︑全然関係ないわけじゃないと︒た

くり方︑あるいは道路についてのつくり方︑もちろん高さも景

意匠でありますとか形態でありますとか︑あるいは低層部のつ

すけれども︑高さだけではなく︑いろんな問題がございました︒

のことも考えて議論するということで︑おかしいとは言い切れ

番高くて︑あとはだんだんなだらかになっていくということが

もう一点︑ここで景観まちづくり条例との関係でもぜひ変更

ないというか︑いう話になっているわけですけれども︑ただ︑
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しての御判断もあるだろうということで今回資料として提案し

御意見を添えて︑あとは都市計画審議会のほうで︑都市計画と

断をするということで︑都市計画審議会のほうにはこのような

すけれども︑ただ︑それだけが景観ではないので︑総合的な判

望ましいということについては理解し︑その意見はあったんで

画審議会なので︑都市計画にかかわる議案についての意見なり

○戸沼会長

見ということでつくってきたということでございます︒

ないかと考えて小委員会として見解を今回︑小委員会からの意

ざいましたので︑今回の意見を述べるにふさわしい委員会では

きた経過がございますので︑その小委員会がそういう役割でご

○近藤委員

○戸沼会長
全体の審議会へかけないで︑とりあえずというと

はい︒

殊に例えば景観について︑私どもの判断をするときの参考にと

に︑ほかの箇所と関係のある議案が非常に多くなってきたんで︑

採決をするということですが︑最近いろいろ出てくる議案の中

私からちょっとコメントしますと︑我々は都市計

たということでございます︒

ころの経過についてもう一度聞かせていただきたいというのも

いうことで︑景観審議会に改めて聞いてもらうということなど

も非常に結構なことではないかと︒今まで何でも︑委員会とい

あわせて御質問したんですけれども︒
はい︑どうぞ︒

うのは縦割りですので︑そういう意味で聞いていただいたとい

○戸沼会長
○折戸地区計画課長

うのは非常に結構ですが︑それを参考にしてあくまでも私ども

正式な景観まちづくり審議会を開くため

には︑広報を刷ったり︑会長その他の都合とかいろいろあるん

るという段取りだと思うんで︑そのことには非常に結構だと思

に与えられた議案について︑いろんな参考にしながら判定をす

参考にする意見としては︑景観まちづくり審議会に参加する専

います︒その結果をどう読むかというのは私どもの考えによる

ですけれども︑一番大きかったのは︑都市計画審議会のほうで
門家の︑学識経験者の意見を主に聞きたいというように解釈い

ほかにどうぞ︑御意見なり御質問がありましたら︒はい︒

と思いますが︑そういうことですね︒

景観審議会の中の学経の先生方を集めて小委員会

たしまして︑小委員会を開いたということでございます︒
○戸沼会長

を策定しておりました中で︑毎回︑全体の計画をどんどんやれ

のために小委員会をつくったのではなくて︑これまで景観計画

○折戸地区計画課長

うことで︑多分この委員会の中でも意見が分かれたんだと思う

だらかに下げていくべきではないかという御意見もあったとい

のときに︑いろんな意見が出たと︒要するに︑都庁を中心にな

会というのはそもそも傍聴できる委員会なのか︒最初の御説明

今のところ︑もう一回だけ︒これは︑この小委員

ばいいんですけれども︑なかなかできないので︑先生方︑学識

んです︑いろんな意見が出たというふうに︒ですから︑ただこ

○近藤委員

経験の先生方の小委員会をつくりまして︑そこで議論をして︑

れは全体をおまとめいただいていますので︑残念ながらそこま

をつくったということですね︒

それに本委員会で提案をする︑それでまた異論が出てきたら︑

で読み込めないというふうに私は思うんですね︒ですから︑そ

はい︒この小委員会は︑この西五中央北

専門の委員会でやる︑そのような形で景観計画素案をつくって
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たいと思います︒

こは︑そういう意見があったかどうかだけ採決を含めて確認し

ことで︑緑地の︑緑の話がほとんどだったと思うんですけれど

で︑当該市街地再開発事業がいわゆる公共に対する貢献という

が目的でございまして︑もちろんつくりましたこの景観まちづ

議論をするためにふさわしい資料なり意見なりを提供すること

でここに報告するようなのではなくて︑この都市計画審議会が

○折戸地区計画課長

かり議論をしていただいて︑緑地の質とかそういうものに関し

会というものが新宿区におありになるんでしたら︑そこでしっ

それで︑本来はそういったものも景観審議あるいは緑化審議

イントからわからなかったので︑少しお聞きしたいと思います︒

のような御検討をなさったのかというのが︑ちょっとパワーポ

も︑それで私は緑地の専門家なものですから︑緑地に関してど

くりの素案の中でも一般的になっていた高さの問題でいけば︑

てしっかりとした提言をしていただかなければいけないと思い

はい︑どうぞ︒

都庁を中心にしたラインがということが書いてありますので︑

ます︒非常にバランスが悪いと思います︒つまり︑建築に関し

○戸沼会長

そういうことができれば望ましいという意見は確かにございま

ては︑これだけシミュレーションをやっていらっしゃるのに︑

この小委員会は︑何か決議をして︑それ

した︒
○戸沼会長

とに関して︑単なる緑被率だけでは不十分だと思います︒

緑地に関してどのような緑地をここにもたらせるのかというこ

一般的に今︑高さの問題についてはかなり議論が

分かれるところだと思うんですね︒で︑このごろ住宅で非常に

に大ざっぱな議論で来ているとは思うんですが︑その辺はいろ

の場合は都庁︑二百四十ですか︑それよりも低いという︑非常

かなか判定しにくいとは思うんですが︑ただ︑ここの都市計画

う状況と︑それと同時に︑高いのはいいかどうかというのはな

いものができると︒防災についてもかなりチェックできるとい

根拠は出しにくいと︒防災やそういう構造技術的にはかなり高

ことで︑なかなか何メートルがいいかという学術的︑科学的な

とかそういったものをみんな足した数字なのか何なのかと︒そ

おおむねそれが何平米なのか︑つまり公園一号とか︑広場一号

のが全部そうですよと言われても︑それはちょっと困ります︒

それに関しては資料が必要だと思います︒この緑で塗っている

おうとしているのか︑まずそれを教えてください︒少なくとも

比べてみましても明示してございませんので︑何を︑どこを言

つくられる森なのかということが︑議案二五一号︑二五〇号を

う形で何度も示してあるんですが︑どこなのか︒どれが新しく

それで︑私が一番お伺いしたいのは︑ここに十二社の杜とい

んな御意見があるところだと思いますね︒これを拝見すると︑

れがちょっと︑一番大事な数字が出ていないので︑これとこれ

高いのが︑殊に都心部のほうでやはりこの辺で出てくるという

景観審のほうではそこに踏み込んだ回答にはなっていませんね︒

とこれによって何平米︑で︑緑被としてはどのぐらいのものが

それともう一つ︑森の内容です︒私は本来ですとこういう質

十二社の杜になるかという︑そこをちょっと教えてください︒

まあ︑ひとまず議論が幾つかあったということかもしれません︒
それでは︒ただいまのパワーポイントの説明の中

ほかにどうぞ︒はい︒
○石川委員
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ますので︑大きな木が極端に少ない︒上は緑に見えますけれど

そういう形で土がちょっとだけあれば済むような形になってい

大きな木が植わっていないんですね︒要するに土が︑芝生とか

地下にいろんな施設が入っているということで︑もうほとんど

とでＰＲをしているんですが︑実際に行ってみますと︑恐らく

がございます︑あそこも非常にいい緑地を生み出したというこ

問はしないのですが︑最近新しくできました東京ミッドタウン

地区︑それからＡ五地区というのが左にあります︒それから︑

それから︑木造密集地域の街路の取りつけで︑上のほうにＡ二

区というのがございます︒ここが一番大きな街区になります︒

けますと中央部︑道路に︑上と下が道路に囲まれた中のＡ一地

と︑まず︑Ａ一地区というのが真ん中で︑この街区を大きく分

○鶴松地域整備課長

○戸沼会長

この三点について教えてください︒

下にＡ四地区︑それからＡ三地区という五地区によって構成さ

パワーポイントの図で御説明いたします

はい︑どうぞ︒

も︑とても森とは言えないんです︒
それで︑こちらの︑ここのプロジェクトの場合は森をつくる

まず︑今御質問の十二社の杜ですけれども︑今︑矢印のあり

れてまいります︒

か︒この広場状空地の下というのはどれだけ土があって︑確実

ますそこの部分に約千八百平方メートルほどをつくろうと考え

というふうにおっしゃっておりますから︑本当に森ができるの
に森ができるという保証があるのかどうか︑それについて教え

樹を杜ということで大きくうたい上げておりますので︑高木を

地盤面のところに植樹をするということでございます︒その植

てございます︒ここについては施設建築物はございませんので︑

地域整備課長です︒

はい︑どうぞ︒

ていただきたいと思います︒
○戸沼会長
○鶴松地域整備課長

たのかわからないのですが︑地区計画で決めたとしてもそのよ

まらなかったということで︑私はどのような規制緩和が行われ

広場状空地という制限がかかっているんで︑建築がなかなか決

の何か美術館が建っているんです︒それで︑安藤さん自身も︑

それから︑やはりミッドタウンで広場状空地の中に安藤さん

がわからないんです︒

の矢印と言うんですが︑どこがその千八百平米なのかというの

○石川委員

いこうと考えてございます︒

ますので︑若干その配置については今後詳細設計の中で決めて

ったときの避難場所にも︑活用していこうという広場でござい

植栽する︒ただし︑高木を密集させてしまいますと︑災害があ

うな規制緩和が行われたら︑大変︑ここはあくまで森をつくる

○鶴松地域整備課長

すみません︑まだ質問が終わっていないので︒

というふうにおっしゃっていますので︑そういう歯どめという

○石川委員

○石川委員

ものをやはりしっかり明言していただかないととても心配であ

緑なので︑パワーポイントでこういうふうに言われましてもよ

くわからないんですけれども︑そういうことを聞いているんで

それは表示はなさらないんですか︑図面︒みんな

今︑ここで囲ったその部分になります︒

すみません︑お話の途中ですが︑パワーポイント

るというふうに思います︒
以上︑この杜の区域と面積︑それから質︑将来における担保︑
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すから︑この広場状空地の一号できちんとその地面まで担保さ

図面と︑わからないんですよ︑どんなふうに位置するのか︒で

結局︑都市計画のこちらの二五〇号の紫色の図面とこちらの

ました一時避難場所に活用してまいりますので︑そういう空地

ではなく︑高木を植栽いたしまして︑なおまた先ほどお話しし

はございますけれども︑この千八百平方メートルの中に︑低木

具体の計画案の中で計画していこうと考えております︒概略で

中で︑どのような樹木を配置していくかということについては︑

れた森の区域がどこかというのが︑情報としてわからないとい

を設けながら広場状空地一号ということで十二社の杜として位

す︒

うことを伺っているんです︒

置づけてございます︒

それから︑そのほかにその下にＡ四地区というのがございま

今︑ここにございます絵では︑実際に千

八百平方メートルといいますのが︑都市計画図書にございます

す︒これは六ページの都市計画図書の公園一号でございます︒

○鶴松地域整備課長
六ページをごらんになっていただけますでしょうか︒これは地

位置づけてまいります︒この公園一号につきましては︑面積は

の連続的な緑の配置ということで設置している公園一号として

区は再開発事業を検討しているところでございますがそちらと

ここについても樹木を配置してまいります︒今後︑その下の地

議案の何号⁝⁝

区計画におけます広場状空地⁝⁝
○石川委員
議案の二五〇号でございます︒

何ページでしょうか︒

○鶴松地域整備課長
○石川委員

約五百二十平方メートルでございます︒その右側にありますＡ

三地区は広場でございます︒面積は︑約百五十平方メートルで

地区計画の六ページをお開き願えますか︒

そこに︑広場状空地という︑広場状空地一号と書いてございま

ございます︒このＡ四地区とＡ三地区は︑将来的にはここを区

○鶴松地域整備課長

す︒若干︑この絵はちょっと違っておりますけれども︑この都

ところです︒あとは道路沿いの︑歩道上の街路樹の整備という

へ帰属し︑区において管理をしていくということで考えている

○石川委員

ようなことをこの中で計画し︑この都市計画の中で担保してい

市計画図書にあります⁝⁝
同じ場所を言っているんですけれども︑こちらの紫色のところ

るということでございます︒

○鶴松地域整備課長

な理解になるわけですね︒

平米のところだけだと︒広場状空地のところを示すというふう

これとこれを見ていて︑これとこれで同じことを︑

とこの緑の絵と︑どういうふうな形なのかというのが情報とし

○石川委員

ございますけれども︑この紫の部分が都市計画に定める広場状

○鶴松地域整備課長

そうすると︑十二社の杜というのは︑この千八百

てわからないのでということを言っているんだけですけれども︒

空地一号としているところでございます︒ここの広さを︑約千

○石川委員

この都市計画図書にあります六ページで

八百平方メートルということで地区計画の中で地区施設に位置

かのところは地下に施設が入ってくるわけですね︑上の︑何か︒

杜と言うにはささやかですね︒で︑その緑の︑ほ

はい︒

づけています︒また︑これにつきましては︑今後の詳細設計の
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会長︑すみません︒

千八百平米以外のところ︒
○鶴松地域整備課長

ざいます︒選定している大手ディベロッパーから含めた三者に

よって特定業務代行を選任いたしまして︑もう既に選任はされ

から今回のこの杜の位置づけといたしまして︑これは今後の具

の屋上緑化になっております︒施設建築物の左側千八百︑それ

○鶴松地域整備課長

産︑株式会社フジタです︒

○鶴松地域整備課長

○戸沼会長

を推進していこうということで考えてございます︒

ているところでございます︒その三者の協力を得て︑この事業

体的な施設計画案で︑今後の再開発事業として進めていくに当

○戸沼会長

はい︑どうぞ︒

たり詳細な計画を詰めますけれども︑Ａの五地区がございます︒

○鶴松地域整備課長

○戸沼会長

ここにある事務所のところに神田川がございます︒神田川のと

でございますがこれは私どもも検討しなければいけないものと

今︑矢印でやっているところは︑低層部

ころに︑四メートルの幅で︑歩行者通路ということで都市計画

考えてございます︒

超高層住宅のあり方ということの御質問

高さが症候群として何かあるんじゃないかという︒

特定業務代行者は︑三菱地所︑藤和不動

もう一つの︒

の中で担保し︑水と緑という連携を今後の詳細設計の中で図っ

大きなものといたしまして︑やはり立体化されますので︑コミ

超高層住宅のまず居住環境の問題がございます︒それから︑

結構です︑はい︒

ュニティの構成︑その近隣の町会の方たちのコミュニティの形

ていきたいということでございます︒
○石川委員
では︑ライトをつけてください︒

成というのが大きく挙げられてくるかなと思っております︒

○戸沼会長

ほかにどうぞ︑質問がありましたら︒はい︑どうぞ︒

特に︑居住環境につきましては︑超高層の今回の建物の計画

案では︑制震構造を入れて長周期地震動に対して共振すること

この参加組合員︑予定されているようですけれど

も︑大体どんな方を予定されているのか︑差し支えなかったら

を防いでいこうというような構造で︑これは詳細の今後の計画

○千歳委員

教えていただけないかなというのが一つと︒
いうと︑超高層住宅症候群なんていうなのを聞くようですけれ

の超高層の建物︑中に︑皆さんがくつろげる︑それから十二社

それから︑コミュニティの形成ということでございます︒こ

になってまいります︒

ども︑それに対する対策は当然いろいろお考えになっていると

の杜︑そういうところが自由に使える︒また︑ここには淀橋会

それからもう一つ︑この二百メートルという超高層の住宅と

思うんですが︑その辺のところをお聞かせいただければと思い

館という集会施設がございます︒こういうものを再生しながら

この中で今後とも地区の皆様がコミュニティを持てるようなこ

ます︒
はい︑どうぞ︒

とに︑再開発の施設計画案としては取り組んでいきたいという

○戸沼会長

○鶴松地域整備課長

ことで考えておるところでございます︒

一般的には再開発事業は参加組合員なん

ですけれども︑当地区の場合には特定業務代行者を選定してご
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○吉住委員

○戸沼会長
私のほうからは︑議会に陳情が二つ︑大きく分け

いいですか︒ほかにどうぞ︒

でございますが事業の中で再生をして︑それで長く御利用いた

○鶴松地域整備課長

○戸沼会長

はい︑どうぞ︒

て出ていたんですが︑一つは高さについてでございまして︑こ

だけるようにということでございます︒

今の御質問の再開発事業︑私ども携わる所管課といたしまし

ただいまの淀橋会館︑コミュニティ施設

れについては既にほかの委員からも話がございましたし︑専門
の先生方からもいろいろ景観の面やら何やらお話しいただいて

明の中で︑コミュニティ活動の活性化ということでお話しいた

ていいのかどうかという意見書だったんですが︑今ちょうど説

れまして︑この中で整理番号の七番︑いわゆる共有財産を入れ

ですが︑この意見書に対する区の見解という資料がきょう配ら

それで︑本来都市計画の話をしますのでどうかなとは思うん

するという立場においては︑私どもも努めてまいりたいと考え

合になってしまうようなことがあるならば︑そういう場を設定

いをしていただきそういう中で︑お話し合いできないような場

ます︒そういうものについては︑地区の方たちがまたお話し合

もは積極的に進めてまいりたいと︒ただ︑権利の関係もござい

お話し合いがなされなければならないところについては︑私ど

て︑今後も御意見を聞かなければならないと︑住民の方たちの

だきましたが︑どちらかというと意見とお答えのほうが対応し

ております︒

いますので︑余り触れないでおきます︒

ていないんじゃないかという印象を持っております︒事の是非

○戸沼会長
○吉住委員

はい︑どうぞ︒

について意見が出ていますが︑これは立派な施設になるからい
いんですという回答になっているのかなという印象を持ってお

ういう成り立ちがあって︑どういう歴史を経過してきたかとい

わかりました︒それで︑淀橋会館というものがど

ります︒

者等に働きをかけていくということは︑これ︑私どもに配られ

をとらえていろんな話し合いの調整をするよう区としても事業

のほうの答えの部分では︑今後設立の手続等々いろいろな機会

同じ回答ですんで同じような印象を持ったんですが︑その後段

す︒その前段は今の七番と同じ質問というか意見が出ていて︑

立場で調停をしてもらえないでしょうかという話が出ておりま

十一のところで︑いろいろ抱えている諸課題については公平な

されるように御尽力をいただけるようお願いだけ申し上げまし

長期にわたって町会の皆さんが従前どおり集える場所として残

その辺が今後も永続的にと言うと言い過ぎかもしれませんが︑

税の支払い等々の課題も残されてくるだろうと思いますので︑

費ですとか︑だんだん年々上がっていくでしょうし︑固定資産

ですので︑再開発の組合に参加したことによって︑そこの管理

に言及いたしませんが︑これまで町会の方々が使ってきた施設

等々のことについてはうかがい知ることはできませんので︑特

うことは︑住んでいる人間じゃありませんし︑ましてや権利

た資料には入っているんですが︑こういう立場で積極的にやっ

て終了いたします︒

ただ︑その後でまた別な方だと思うんですが︑整理番号の十︑

ていただけるということをお約束していただけるでしょうか︒
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○戸沼会長

はい︑ありがとうございます︒

かけるんだったらその地権者以外の方の意見も聞かないと︑

りするのも︑映像を見ていかないと納得がいかない︒私は初め︑

刻々と皆さんの意見を入れてでしょうね︑設計が変わってきた

いえ︑関連というか︑まあ⁝⁝︒

高層二棟︑中低層を二棟という案がいいのかなと思っていまし

何か追加ありますか︒関連の御質問ですか︒何か︒
○小野委員
では︑今の答えてその後︑お伺いしましょう︒

たけれども︑今見ましたら︑やっぱりあれだと地域を分断して

○戸沼会長
いいですか︒

外側の人が通り抜けが非常に不便になるんだなというのが見て

わかりましたし︑それで︑高いのを一本にすると︑緑地という

はい︒

○戸沼会長

か森がふえる︒それも単なる屋上緑化式の形式的な緑地じゃな

○鶴松地域整備課長
については区も何らかの形でコントロールするということです

くて︑きちっとした樹木をやるということもそれでわかってく

とにかく話し合いの場をこれからも持つと︒そこ

ね︒
はい︑どうぞ︒

るような場をこれからもつくっていただきたい︒それで︑幾つ

それで今おっしゃったような賛成派も反対派も同等に話し合え

るわけなんで︑そういうことを繰り返しみんなに説明しながら︑

○戸沼会長

配られて︑いろいろ図がございました︒石川先生

はい︒

○小野委員

かの企業の名前が今出てまいりましたけれども︑大体再開発と

○鶴松地域整備課長

がおっしゃったとおりに︑本当にこの図面だけで見たのと︑さ

いうと︑代理人みたいな人が全部駆け回ってまとめますが︑そ

うじゃなくて︑じかに地域の方々が話し合えるような形で今後

っきそちらで見たのとでは大違いです︒それで︑計画のために
何度か地権者の集会があったということも先ほどから聞いてい

○戸沼会長

一つだけ質問で︑あと意見が︑意見のようになっ

ほかにどうぞ︑御意見ございましたらどうぞ︒は

終わります︒

く同じ考えです︒

高さについては︑先ほど吉住委員がおっしゃったのと私も全

も進めていっていただきたいと思います︒

御説明のときには︑この都市計画図書と

はい︑どうぞ︒

るんですが︑そのときには今の映像を見せたわけですね︒
○戸沼会長
○鶴松地域整備課長

同時に︑先ほどのスライドをあわせて御提示したところでござ
います︒

い︑どうぞ︒

それで︑地権者以外の方にも呼びかけてあの図で

○小野委員

○根本委員

ていますから︑意見を申し上げたいと思いますが︒

説明なさったんですか︒
はい︑どうぞ︒

あと︑意見も︑はい︒

○戸沼会長

○戸沼会長

一つは︑さっきの地権者の同意率ですけれども︑

そのとおりでございます︒

○根本委員

○鶴松地域整備課長
○小野委員

八〇％ということですよね︒同意していない二〇％というのは

やっぱり地権者とその周辺で︑あそこの開発に影

響を受ける皆さんと落差があると思うんですね︒だから︑呼び
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はい︑どうぞ︒

どういう事情で同意していないんですか︒

させていただきできる限り同意を高めていただいて︑事業を達

意率を上げていただく︒行政協議の中でもそれは常に言い続け

れはあくまでモデルでございます︒その中で︑なかなか御納得

どうなされるかというのを提示していくわけですけれども︑そ

における同意については︑ある一定のモデルによる権利変換が

○鶴松地域整備課長

計画決定がされた後にはもっと確定してくるわけですから︑努

か難しい話なんでしょうけれども︑同意率を高める努力を都市

○根本委員

○戸沼会長

わかりました︒ぜひ︑一〇〇％というのはなかな

はい︑どうぞ︒

成していただきたいということで考えております︒

○戸沼会長

いただけないというようなこともございます︒またここに住む

力していただきたいというふうに思います︒

大きく分けますと︑まずこの再開発事業

方と︑それから代替地を求められる方というのが当然ございま

のような代替地ということが定まらないのでというようなこと

それは権利者の方たちのそれぞれの権利の状態になります︒そ

けていただきたいということではお話をするわけですけれども︑

ての陳情も出されたということで︑大変︑委員長もいらっしゃ

さの問題とか︑それから共有財産の問題についての是正につい

情も出され︑それから近隣の方々からは︑今言われたような高

うに︑今度の議会には主として地権者の皆さん方から推進の陳

それで︑同じように︑吉住さんも小野さんもお話しされたよ

もございます︒また︑この再開発に対して反対をする︑意見は

いますけれども︑議会としても︑なかなかこの問題について苦

す︒ただ︑私どもとしてはできるだけこの再開発の中で住み続

どういう意見というのを表明するわけじゃないんですけれども︑

○戸沼会長

その八〇％の同意というのは︑高いと言えば高い

はい︑続けてどうぞ︒

そういう問題を区がきちんと抱えてというか︑今までずっと一

をはっきりさせるということになるわけですけれども︑しかし

しんでいる︒結果的には継続して審議していこうということに

○根本委員

緒に仲よくやってきた町内の皆さんが二つに分かれるというの

そういう方たちがいらっしゃるというのは若干内容としてはあ

んですが︑今の話で言うとちょっと気になるんだけれども︑都

は︑これはもう不幸なことだといいましょうか︑これからもず

なっているわけですね︒ですからやっぱり︑ここできょう態度

市計画決定して︑権利変換率が示されたところで同意しますよ

っとこの問題を通じていろんなことがあっても︑もう一回まち

るということでございます︒

という余地の人はどのぐらいで︑どうしても嫌だというのは何

は努力していただきたいというふうに思うんですよ︒

を一緒になってつくりあげていくというふうになるように︑区

はい︑どうぞ︒

人かいるんですか︒あるいは面積は︒
○戸沼会長

きょうも︑さっきの話だと︑午前中に両方の方々をおいでい

ただいてお話をされたということですけれども︑もう少しその

具体的に今の段階で何名の方がどういう

状況でというのはちょっと把握してございません︒ただ︑今八

中身について︑どういうような話し合いの中で確認ができたと

○鶴松地域整備課長

〇％ございますが今後の事業を進めていく上では︑私どもは同
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うことなのということのところについてひとつお聞きしたい︒

ころがあれば確認ができた︑あるいは今後どうしていこうとい

いうようなこと︑そういう命をかけたような形でまちづくりに

てしまっている︑それから初期の方々はもう亡くなっていると

画案等もお示ししていくわけでございます︒その中で︑地区の

ましてもこの再開発事業は今後の事業の中でいろんな具体の計

いうことでございます︒特に結論といたしまして︑今後につき

いうことでお集まりいただきまして︑そこで意見を交換したと

ざいますので︑賛成者の方と︑それから御意見をお持ちの方と

定させていただきました︒まず︑区で設定したのは初めてでご

○鶴松地域整備課長

丁寧な説明がありましたから︑きょう採決ということに賛成し

から︑この前報告で一回延ばしましたからね︒そして︑きょう

に思うんですよ︒ですから︑私は︑きょう議案になっています

緒にまちをつくっていくということの姿勢が必要だというふう

か話し合いが進まないならば︑一緒に出ていって議論して︑一

のほうが泥をかぶってといいましょうか︑当事者同士でなかな

よくあるわけですよね︒ですから︑そういうときにやっぱり区

本当に今まで仲よかった人たちが対立するということなんかも

なっているわけですね︒そして︑残念なことにその過程では︑

中でお話し合いをしていただくということが︑今後の住み続け

ますけれども︑ぜひ区のほうはそういうことでこれからも積極

はい︑どうぞ︒

られるまちづくりを私ども求めていく中では重要なことと考え

的にそういう調整に入っていただきたいということを意見とし

○戸沼会長

ております︒そのようなことを観点としまして︑今後もお話し

て申し上げます︒

本日のお話し合いの場は︑区において設

合いを続けていくというようなことに至ってございます︒

○とよしま委員

ほかにどうぞ意見がありましたら︒どうぞ︒

たけれども︑これにつきましては区といたしましても︑地元の

よりますと︑関係する住民の方々双方の話し合いが︑場が持た

○戸沼会長

方たちの淀橋会館運営ということでございますので︑そういう

れたということでもありますので︑今後しっかりと継続してじ

あとは︑若干その淀橋会館の内容についてのお話もありまし

ことも継続的にお話し合いをしていただきたいと︒それによっ

っくりと話し合いができるように︑区としても最大限の努力を

今︑るる質疑もありましたし︑きょう報告に

て︑より皆さんで立ち上げるまちという形にしていきたいと思

しっかりと取り組んでいただきたい︑このことだけを申し上げ

ほかにどうぞ︒はい︑どうぞ︒

っていますので︑その辺については私ども事業を担当する者と

○戸沼会長

ておきたい︒

はい︑どうぞ︒

して努力してまいります︒
○戸沼会長

もう二点ばかり質問したいんですが︒

先ほどありました淀橋会館のことですが︑私たちがこの間お

○近藤委員

もう発言しましたから︑同じことを何度も何度も言いませんけ

伺いをしていたその地域に入れるという理由は︑連続した開発

大体こういう再開発は︑これ︑一月のときも私︑

れども︑十五年︑二十年という単位で皆さんご苦労されてきて

を地区計画を立ててやっていくという中で︑淀橋会館だけを抜

○根本委員

いる︒だから︑当時五十代の方々がもう七十代︑八十代になっ
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から︑ここは単純に市街地再開発という地域ではなくて︑都市

たのかということをまず一点お伺いしたいということと︑それ

というふうに思うんですね︒それは︑そもそも理由じゃなかっ

意見に対する区の御意見には︑そこの点は全く付されていない

だったんですけれども︑この最終的になったところで出てきた

くわけにはいかないということでの地域決定なんだというお話

入れていくということも当然のごとく考えていますし︑木造住

同じように︑このような地域の連続性を持った開発の中で取り

います︒それについてはいまだ変わったことではございません︒

た開発の中に取り込んでいくという︑私御説明をしたときござ

○鶴松地域整備課長

ということを︒今まで説明してきたのと⁝⁝

○近藤委員

だから︑それは主な理由じゃないのかどうなのか

再生の緊急整備地域となっているということで︑これまでの開

宅密集地域の解消ということも考えているところでございます︒

対して︑しこりができる限り解消される方向で話し合いの努力

○近藤委員

○小野委員

なぜ入れなきゃいけないのかというところで︑理

いいの︒すれ違っているよね︑答えが︒

要するに委員の御質問は︑連続性の持っ

発に比べて大変スピードがアップしているんじゃないかと︒だ

がされるということも一点あってもいいのではないかなという

由がちょっと違うのではないかなと思ったものですから︒

それから⁝⁝

ふうに思っているのですが︑その点で今までの開発とこれと違

○鶴松地域整備課長

から︑本来もっとこれだけの意見が分かれているという物件に

いが期間的にあるのか︑正式に区に出されてから八月に準備組

この意見書の整理番号十︑十一でお答え⁝⁝

いうのは決して長い時間ではないというふうに私は思うんです

○鶴松地域整備課長

○近藤委員

こちらの意見書のところでございますね︒

合から提出されて約半年ですよね︒そういう意味では︑半年と
けれども︑これだけの開発で︒これまでは三年とかかかってき

ちづくりに配慮した区画道路の配置が可能になりますと︑入れ

同じ回答をしているんですか︒

たんじゃないかなという点からも違いがあるんであれば︑そこ

ることでですね︒これによりまして︑現在の北側で開発が計画

はい︒ここのところで︑周辺の交通やま

を教えてください︒

ここの再開発︑要するにまちづくりでございますけれども︑

淀橋会館の地域に︑この区域に入れるという問題でございます︒

○鶴松地域整備課長

ろでございます︒

画道路の配置ということで︑ちょっとここではお答えしたとこ

以前御説明したところでございます︒これを書き方として︑区

ことがこの地域を入れることによって効果があるということを

道路の配置等によって連続した開発が行われていきますという

されているところ︑それから南側の開発のところに︑この区画

まず木造住宅密集地域の解消をするというのがございます︒そ

いいですか︒もう一回︒

はい︑どうぞ︒

のほか︑地域貢献を含めて再開発は組み立てられているわけで

○戸沼会長

計画の期間の問題です︒

○戸沼会長

すけれども︑その中でまず︑今木造の二階建てになっているか

○近藤委員

二点についてお答えいたします︒まず︑

と思いますので⁝⁝
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は︑都市計画審議会に対しまして報告をさせていただいて︑原

事業の計画となったのは五年前のことかと思います︒この計画

○鶴松地域整備課長

はい︑どうぞ︒

○戸沼会長

○近藤委員

ほかに御意見ありましたらどうぞ︑御質問でも︒

はい︑わかりました︒

○鶴松地域整備課長

そうです︒どうもすみません︒

案を作成したときに報告させていただきまして︑それから一月

○石川委員

経過を踏んでいるところについては︑本計画案についても同じ

長い経緯がございます︒大体一般的に十五年から二十年という

ただ︑まちづくりといたしましては︑その前の経緯というのは

報告では︑そのような期間で行われておると考えております︒

ふうにつくっていくかって大変大事です︒で︑きょう私が御質

ばいけないわけですね︒その意味でこの十二社の杜をどういう

最終的には非常にいい︑すばらしい環境がそこに実現しなけれ

はりこれだけご苦労なさって進めていらしたわけで︑要するに

先ほど︑十二社の杜について御質問いたしまして︑それでや

計画の期間でございますが︑今の再開発

に御報告させていただいて︑今回御審議いただくという中では

ます︒

ような長い年月において計画が作成されているということでご

問申し上げたわけですが︑やはりもう少し正確な情報をきちん

先ほど質問だったので︑意見を言わせていただき

半年間でございますけれども︑一般的には再開発の都市計画の

ざいます︒

はなくて︑入れなければならないというふうに淀橋会館のこと

空地すべて含めまして︑この一・五ヘクタールですかにおける

けでは杜になりません︒従いまして︑この公園と広場と歩道状

と出してください︒地区計画でその細々と定められております

については聞いていたので︑入れなければ計画そのものが成立

要するに全体でどういう杜をつくるのかと︒それぞれの要する

はい︒いいですか︒

しないということの前提で︑じゃ︑皆さんはどう対応すればい

に役割ですね︑公園があったり︑広場状空地があったり︑広場

○戸沼会長

いのか︑区はどういうふうにかかわらなければいけないのかと

があったりするわけですけれども︑種別はまあ仕方がない︑い

けれども︑千八百平米だけが十二社の杜︑広場状空地︑これだ

いうことをこの間いろいろ考えてきたんですよね︒でも︑今み

ろいろ寄せ集めになるわけですけれども︑十二社の杜というの

会長︑すみません︒私は効果の問題を聞いたので

たいに効果があるという程度のことであれば︑最初から入れな

はどういうものなのかということをやはりきちんと現段階でで

○近藤委員

いで議論していけばよかったというふうに思ってしまうじゃな

構いませんから出していただきたい︒

と︑これを同じ緑で表示するというのはやはり問題だと思いま

この図で︑いわゆる屋上緑化の色と︑それから地面がある緑

いですか︒そこの大前提があるわけですよね︒そこをいま一度
確認をしたと︒
もう少し詳しくと︒

す︒同じになっていますから︒ですから︑そこはやはりごまか

○鶴松地域整備課長
○近藤委員

さないで︑やはりそれは一つの限界なわけですが︑きちっと正

いや︑詳しくじゃなくて︑ねばならないで言うこ

とでいいんですねということを確認したんです︒
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くためのしっかりとした話し合いの場︑それを区が主導でつく

しく表示をしてお願いしたいと︒そして︑この森をつくってい

きたいと思います︒では︑賛成の方︒

種市街地再開発事業について︑これも賛否︑挙手をしていただ

では︑次︑続きまして二五一号西新宿五丁目中央北地区第一

では︑ありがとうございました︒賛成多数︒

では︑報告事項が一件⁝⁝︑はい︒

○戸沼会長

︹賛成者挙手︺

っていただきたいと︒そのことによって︑ばらばらになってい
る住んでいらした方︑それから周辺の地権者ではない方︑いろ
んな方がそういう森をつくるということの中で一つにもう一度
なっていくという︑そういう契機になると思います︒

ですね︑これに関しましてきちんと区のほうで責任を持ってや

ステム︑それとミッドタウンのようにならないように︑担保性

て︑しっかりとした十二社の杜の基本構想︑それから進めるシ

○戸沼会長

○近藤委員

○戸沼会長

点だけ︒

はい︑すみません︒私は今の二つの議案に対して

あ︑そうですね︒

意見表明をしていませんでしたので︒

はい︒

会長︑すみません︒今の決定についてちょっと一

っていただきたいというのが私の見解です︒

○近藤委員

○近藤委員

○戸沼会長

反対というか︑賛成できないという態度を示させていただきま

これに関しましては︑意見といいますか︑要望といたしまし

からいえば十数年︑今やっと機運が盛り上がったというチャン

したけれども︑地権者の住民の方でこれまで努力されてきたの

ますし︑とにかくこの案についての採決をいただきたいと思い

きちんと︒場合によっては附帯意見としてつけてもいいと思い

思います︒ただ︑御意見が︑心配事が幾つか出たんで︑それは

反対の方の意見がまさに真っ二つに割れて出てきているという

しては︑やはり各委員からも言われたように︑今議会も賛成︑

の地権者だけではなく周辺に大きな影響を及ぼすというものと

もよく理解をしています︒ただ︑やっぱりこういう計画は︑そ

ほかにどうぞ︒よろしいですか︒きょうは︑前座

スで︑きょうは前の御報告も受けて採決をしたいというふうに

ますが︑よろしいでしょうか︒
○戸沼会長

す︒そういう意味で今回︑枠が︑かごが決められたということ

本来は議論が尽くされるべきだったというふうに思っておりま

ことで︑もう一定のやっぱり︑この都市計画決定がされる前に

区計画の仮に全体的なことと︑もう一つは市街地再開発事業に

ではありますけれども︑その決められたというその前提にもう

︹﹁はい﹂と呼ぶ者あり︺

ついてという二つに分かれていますが︑議案の二五〇号西新宿

少し努力が必要だったというふうに思っています︒あと︑そう

では︑議案が二つに分かれていまして︑一つは地

五丁目中央北地区計画について︑これで賛成の方︑挙手をお願

いう意味で同意できなかったということが最大の問題です︒

というところに対して︑超高層の住宅というのはやはりいかが

やはりこれまでも何度も言いましたけれども︑私は人が住む

いしたいと思います︒
では︑ありがとうございました︒賛成多数︒

︹賛成者挙手︺
○戸沼会長
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正できるような対応もぜひしていただきたいというふうに思っ

てきますので︑そのときに︑もし間違ったなと思ったときは修

議会でも御研究いただきたいと思いますし︑これからも多々出

ので︑ぜひ引き続きこういった課題についてはこの都市計画審

ことになってもいけないなというふうに思うところもあります

そこを踏み込んで対応していかないと︑後に禍根を残すような

意味でも︑今研究するだけではなくて︑やっぱりもうちょっと

があるかのように聞いていますけれども︑やっぱりそういった

リスなどでは︑六階以上の住宅は建ててはいけないという法律

なものかというふうに思っている︑その意見はあります︒イギ

備方針の見直し︑区の原案について御説明をいたします︒資料

都市再開発方針︑住宅市街地の開発整備の方針及び防災街区整

○藤牧都市計画課長

○戸沼会長

す︒

課長︑住宅課長︑地域整備課長より順次御説明したいと思いま

す︒その後︑各方針につきまして︑担当しております地区計画

の指定状況につきまして︑藤牧都市計画課長より報告いたしま

の三でございます︒説明につきましては︑各方針の概要と現在

区原案についてでございます︒資料はお送りいたしました資料

住宅市街地の開発整備の方針及び防災街区整備方針の見直しと

三の冊子をお出しいただきたく存じます︒一枚表紙をおめくり

都市計画課長でございます︒それでは︑

はい︑どうぞ︒

ています︒よろしくお願いします︒
ありがとうございます︒

いただきまして︑一ページをごらんください︒ここでは三方針

○戸沼会長

ただいま御決定いただきましたけれども︑最小限度の心配事

とは何か︑見直し︑区原案の概要︑それから都市計画決定とそ

く示してある三方針︑それとその他の都市計画の関係について

める広域的な都市計画の方針とございます︒その中に赤枠で太

この一ページの左側の楕円の囲みの中に︑黒丸で東京都が定

のスケジュールについて御説明をいたします︒

がいろいろ出ましたんで︑附帯意見として︑杜のこととか︑進
め方の問題について︑最小限度附帯意見をつけてということに
させていただきたいと︒
ありがとうございました︒

︹﹁はい﹂と呼ぶ者あり︺
○戸沼会長

の概略をお示ししてございます︒このうち︑都市再開発の方針︑

ですが︑これも都市計画法に基づく都市計画の一つでございま

住宅市街地の開発整備の方針及び防災街区整備の方針の三方針
都市再開発の方針︑住宅市街地の開発整備の方

す︒都市計画といいますと︑普通用途地域や市街地再開発事業︑

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
日程第二
報告事項一

針及び防災街区整備方針の見直しと区原案につ

道路や公園などが思い浮かぶと存じますが︑これら三方針も同

に内容を決定するのに対しまして︑三方針は広域的なエリアを

域とか道路等が特定の地域や路線ごとに個別的に︑かつ具体的

様に都市計画としての位置づけがございます︒ただし︑用途地

いて

日程第二︑報告事項︑都市再開発の方針︑

では︑次の報告事項をお願いします︒

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○戸沼会長

○内藤都市計画主査
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対象に都市マスタープランなどの計画に基づいてどのようにそ

市計画審議会で御意見を伺いたいと存じます︒

意見照会が来てございます︒これにつきましては︑次回の当都

き︑東京都に回答を行うということになります︒

こちらにつきましても︑その時点で当審議会で御意見をいただ

ると思いますが︑意見照会が東京都からある予定でございます︒

きましては︑来年度の第三・四半期ごろ︑ことしの秋以降にな

他の都市再開発の方針及び住宅市街地の開発整備の方針につ

れぞれ個別の都市計画を定めていくか︑大ぐくりの方針を都市
計画として定めると︑そういう性格でございます︒
今回︑この三つの方針を東京都で見直しをするわけでござい
ますが︑そのポイントについて三点申し上げます︒
一つ目でございます︒この三方針は東京都が定める都市計画
であるということでございます︒ただし︑この策定に当たりま

を原案として提出しているところでございます︒その内容でご

このため︑新宿区におきましても︑今回御報告いたします内容

域的な都市計画の方針の一部として︑都市計画法の七条の二で

赤枠で囲ってあります方針は︑東京都など都道府県が定める広

御説明いたします︒資料三の一ページの図をごらんください︒

それでは次に︑これら三方針とはどのようなものか︑概略を

ざいますが︑後ほど詳しく御説明いたしますけれども︑今まで

規定されております︒都市再開発方針︑こちらは東京都内にお

しては︑地元︑各区の案を参考に進めることとしてございます︒

の方針を大きく変えるものではなくて︑まちづくりの進捗状況

定めるものでございます︒次に︑住宅市街地の整備の方針は︑

ける一定の地区ごとに市街地再開発事業や地区計画により︑ま

ポイントの二つ目でございますが︑東京都の見直しスケジュ

都心居住の推進や住宅供給をどこの地区を重点的に行うべきか

等によって︑対象地区の増減︑それから文言等の時点修正を行

ールでございます︒東京都では︑この三方針のうち︑防災街区

などにつきまして︑方針として定めるものでございます︒次に︑

ちをどのように整備︑開発していくかについてのその方向性を

整備方針は︑ことし︑二十年六月ごろの都市計画決定を︑その

防災街区整備方針は︑木造密集市街地の整備︑改善についてど

ったものでございます︒

他の都市再開発及び住宅市街地の方針は︑来年度︑二十年度末

この地区を重点的に整備していくかなどについて定めるもので

都市計画法では︑これらの三方針を束ねる総合的な方針とい

の都市計画決定を目指してございます︒現在︑各区ともこの見
ございます︒今後は︑これらの原案をもとに改めて東京都が案

たしまして︑都市計画区域の整備︑開発及び保全の方針︑いわ

ございます︒

を作成し︑各区に意見照会を行い︑決定を行っていくという予

ゆる都市計画区域マスタープランがございます︒これにつきま

直しにかかわる三方針の原案を東京都へ提出しているところで

定でございます︒

今度は︑ページの右側の楕円の囲みの上に︑区市町村が定め

しては︑今回見直しの対象にはなってございません︒

したが︑防災街区整備方針につきましては︑ことしの六月に都

る地域的な都市計画の方針とございます︒これが︑今年度策定

三つ目は︑ただいま区に対する意見照会について申し上げま
市計画決定ということでございますので︑新宿区に対しまして
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いたしました新宿区総合計画の都市マスタープラン︑これがま

いと考えております︒

ておりますので︑次回の都市計画審議会で御意見をいただきた

初めに︑都市再開発方針から折戸地区計画課長より説明いた

ぞれの担当課長より御説明を差し上げます︒

続きまして︑三方針ごとの具体的な点につきましては︑それ

さにそれに当たるものでございます︒
これら両マスタープランは相互に役割を分担して目指す都市
像を実現させるための方針を掲げてございます︒これらに基づ
きまして︑個別の都市計画が指定されていくことになります︒

○戸沼会長

します︒

たします︒恐縮ですが︑２ページをごらんください︒Ａ三横長

○折戸地区計画課長

次に︑この三方針にかかわる対象地区等について御説明をい
の紙面が折り込んでございます︒こちらをお開きいただきたく

話がありましたが︑都市再開発方針の見直しと区の原案につい

はい︑どうぞ︒

存じます︒ページの左側に三方針ごとに地区の名称を掲げてご

て説明します︒

す︒

ます︒直近の変更でございますが︑平成十六年四月でございま

正に伴いまして昭和六十一年に策定後︑七回の変更を行ってい

この方針でございますが︑昭和五十五年の都市再開発法の改

それでは︑今︑都市計画課長のほうから

ざいます︒赤い枠は都市再開発方針︑青い枠は住宅市街地の開
発整備の方針︑緑の枠は防災街区整備方針のそれぞれ対象地区
を示してございます︒
都市再開発方針︑赤い枠でございますが︑再開発促進地区を
新規に四地区︑四谷駅前︑神楽坂︑市谷加賀町︑大久保三丁目︑

本日は︑三方針の区の原案につきまして御説明をさせていた

これらが見直しの主な内容でございます︒

の文言整理と時点修正を実施いたしました︒

の進展に伴い︑地区数の増減はございませんが︑方針記載事項

整備の方針及び防災街区整備方針につきましては︑まちづくり

周辺︑西落合地区を削除します︒そのほか︑住宅市街地の開発

に二地区︑西早稲田と市谷柳町地区を追加し︑二地区︑新宿駅

淀橋地区を削除します︒また︑誘導地区につきましては︑新た

あわせまして︑事業の終了︑完了に伴いまして一地区︑初台・

た助成事業なども︑あるいは工場等の跡地利用︑土地施設の一

のまちづくりでありますとか︑特定の市街地の整備を目的とし

区でありますとか地区計画などの規制誘導の手法による修復型

か土地区画整理事業︑市街地再開発事業にとどまらず︑特定街

再開発ということなんですが︑市街地再開発事業でありますと

な誘導と計画的な推進を図るということでございます︒ここで︑

マスタープランを実効性のあるものにするため︑再開発の適正

か︑都市計画区域の整備︑開発及び保全の方針︑いわゆる都市

は都市づくり︑東京の新しい都市づくりビジョンでありますと

的かつ総合的に体系づけたマスタープランということで︑目的

都市再開発方針とは市街地における再開発の各種施策を長期

だきまして︑次回の当都市計画審議会では︑先ほど申し上げま

体となった土地利用の面的な転換も含むものということでござ

それからまちづくりの進展に伴いこれらを追加してございます︒

した東京都から防災街区の整備方針につきまして意見照会が来

- 28 -

定されているところでございます︒十一地区です︒ピンクのと

原案の概要でございます︒青に塗っているところは今具体に指

法律でございますが︑都市計画法第七条の二︑都市再開発方

ころが︑今︑これから御説明する四地区︑これは新規地区でご

います︒
針一号及び都市再開発法第二条の三︑都市再開発方針に定めら

ざいます︒緑でございますが︑廃止の地区ということになって

おります︒既定の地区に関しましては︑事業の進捗状況により

れているということでございます︒
それでは︑もう少し具体に見ていきますが︑都市再開発方針

まして︑二号地区で定める整備または開発の概要の一部を変更

地区︑これは初台・淀橋地区でございますが︑これはオペラシ

の定める事項といたしまして︑一号市街地︑二号地区︑誘導地
一号市街地ですが︑これは都市計画区域のうち︑計画的な再

ティがあるところと言えばわかりやすいのでしょうか︒街区全

していますが︑区域についての変更はございません︒廃止の一

開発が必要な市街地ということで︑これはどこというのではな

体の整備及び都市施設の整備が完了したため︑廃止するという

区というのがございます︒

く︑新宿区の場合は︑新宿区内全域というようなことで指定済

それでは︑新しく指定するところでございますが︑この四地

ことでございます︒

特に一体的︑総合的に市街地を再開発を促進すべき相当規模の

区でございます︒四谷駅前周辺地区︑神楽坂地区︑市谷加賀町

みでございます︒二号地区でございますが︑一号市街地のうち
地区を持ったところを二号地区に指定しているということでご

地区︑大久保三丁目西地区の四地区︑これを新たに︑新規に指

定していくということでございます︒

ざいます︒これが︑市街地再開発事業によります国庫補助採択
基準の一つに位置づけられているということでございます︒一

広場を含む交通都市計画道路と位置づけています︒これが四谷

それでは︑四谷から見ていきたいと思いますが︑太線で囲ま

今回の区原案におきましては︑二号地区及び誘導地区を変更

駅の周辺でございます︒赤の点線で囲まれたところでございま

番最後の誘導地区でございますが︑二号地区に至らないものの

するということでございます︒変更の検討につきましては︑昨

すが︑都市マスタープランでは︑四谷第三小学校や財務省官舎

れた区域が二号地区でございまして︑赤色は商業︑ピンク色は

年十二月に策定いたしました都市マスタープランでの位置づけ

跡地などを活用いたしまして︑市街地開発事業等によります四

再開発を行うことが望ましく︑効果が期待できるところでござ

をもとに行っております︒都市マスに掲げておりますまちづく

谷地域の拠点の形成ということでございます︒また︑まちづく

業務地︑水色を工業地︑黄色を住宅地︑緑を公園とし︑矢印は

りが予定されている地区で再開発方針に指定していない地区で

りの検討も行われているということでございます︒地区の再開

います︒

はありますが︑保全型のまちづくりであったり︑地区計画など

発整備等の主な目標といたしましては︑外堀通りの豊かな緑や

都市景観に配慮したターミナル駅周辺にふさわしい商業︑業務

でまちづくりを行っていく予定もあります︒
それでは︑具体的に新旧対照表ということで︑二号地区の区

- 29 -

た︑駅前の新たなにぎわいの交流の拠点を図るという形で位置

を誘導し︑都心居住が調和した良好な市街地の形成を図る︒ま

したが︑大部分は渋谷区でございますので︑渋谷区と調整の上︑

整備計画の区域ということで︑今まで新宿区として扱ってきま

て︑新宿区としては廃止するということでございます︒それか

渋谷区のほうで誘導地区として計上するということに伴いまし

次は︑神楽坂地区になります︒地区内での都市マスタープラ

ら︑落合でございますが︑落合のまちづくりは行っております

づけております︒
ンでは︑地域の拠点として防災機能の向上などを図る大学機能

それから︑ピンクのところですけれども︑新規には西早稲田

が︑主に保全型ということなので︑今回は削除していくという

ことでございます︒地区の再開発整備等の主な目標でございま

地区︑これは︑今度副都心線の西早稲田駅のできるところと早

の更新と位置づけられ︑町並み環境整備事業を行っていた地区

すが︑風情ある路地やにぎわいを保全するとともに︑地域の拠

稲田大学理工学部のところでございます︒早稲田大学の理工学

ことでございます︒

点として防災機能の向上を図るなど︑大学の機能更新を行い︑

部でありますとか︑それから駅ができるということで︑ここの

でもあり︑それに基づき一体でまちづくりを行っていくという

良好な市街地環境の形成を図るというふうに位置づけてござい

まちづくりも考えていきたいということでございます︒それか

ら市谷柳町地区︑これも地域のまちづくりが進んでおりますの

ます︒
次は︑市谷加賀町地区でございます︒地区内での都市マスタ

で︑今度来年早々には地区計画の提案も予定されております︒

そういうような地元とのまちづくりも進んでいますので︑新た

ープランでございますが︑工場の機能更新にあわせた業務︑都
市型産業機能が高度に集積したまちづくりの地区と位置づけら

に対象にするということでございます︒

雑駁でございますが︑私の方からは以上でございます︒

手元の資料もあわせてごらんいただきたいと思います︒

導地区ということで全体を見るとこういうことになります︒お

それから︑一番最後でございますが︑今回は二号地区及び誘

れています︒地区の再開発でありますとか整備などの主たる目
標といたしましては︑産業環境を改善し︑周辺の居住環境と調
和を図る市街地の形成を図るというふうに位置づけております︒
次は︑大久保三丁目西地区でございます︒ここは元ＪＲの官
舎があったところでございますが︑民間の開発に伴いまして︑

○小山住宅課長

住宅課長の小山でございます︒続きまして︑

交流ですとか業務や都心居住の拠点として位置づけるというこ

住宅市街地の開発整備の方針について︑御説明させていただき
ます︒

とでございます︒
次に︑誘導地区でございますが︑新旧対照表はこのようにな

かつ総合的なマスタープランとして東京都が定めるものです︒

本方針は︑良好な住宅市街地の開発整備を図るための長期的

まず︑グリーンは廃止する二地区でございます︒新宿駅周辺

平成十六年度には東京及び多摩部十九都市計画について見直し

っています︒
地区でございますが︑副都心整備計画のときに︑新宿の副都心
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て定める東京都市計画について︑見直し︑策定するものです︒

ましたが︑新宿区の区域につきましては︑区部を対象区域とし

ンで︑新宿区の区域はセンターコア再生ゾーンに属しておりま

ン︑東京ウオーターフロント活性化ゾーン︑都市環境再生ゾー

こととしております︒三つのゾーンは︑センターコア再生ゾー

各事項を策定するに当たっての考え方ということで︑次に︑

す︒

まず︑本方針の性格と目的ですが︑良好な住宅市街地の開発
整備を図るための長期的かつ総合的なマスタープランであり︑
住宅市街地の開発整備に関する事業の効果的な実施︑民間の建

号に︑都市計画区域について︑都市計画に住宅市街地の開発整

方針の根拠としましては︑都市計画法第七条の二第一項第二

に基づく都市再生緊急整備地域の地域整備方針と整合を図るも

の内容等との整合を図って策定するほか︑都市再生特別措置法

京都住宅マスタープランにおけるエリア別の住宅市街地の整備

良好な住宅市街地の整備または開発の方針につきましては︑東

備の方針を定めるものとし︑大都市地域における住宅及び住宅

のです︒

築活動等の適切な誘導を目的としております︒

地の供給の促進に関する特別措置法︑いわゆる大都市法第四条
住宅市街地の開発整備の方針です︒次に︑本方針に定める事

地の類型として設定し︑それぞれの施策の方向を示していくこ

を図る区域及び木造住宅密集地域の整備を図る区域を住宅市街

なお︑センターコア再生ゾーンにおいては︑居住機能の強化

項ですが︑これは同項第一号及び二号に規定されており︑一︑

ととしております︒

一項にその策定が規定されているものです︒

当該都市計画区域内の住宅市街地の開発整備の目標︑二︑良好

また︑これらの事項を策定するに当たっての考え方ですが︑

が︑新宿区においては十二の重点地区を定め︑それぞれの地区

ているところです︒この後︑資料の説明をさせていただきます

三点目の︑一体的かつ総合的に良好な住宅市街地を整備し︑

一点目の当該都市計画区域内の住宅市街地の開発整備の目標の

ごとに地区の整備または開発の目標や実施予定の面的整備事業

な住宅市街地の整備または開発の方針︑三︑一体的かつ総合的

作成に当たっては︑東京構想二〇〇〇︑東京の新しい都市づく

等の計画の概要などを定めているものです︒重点地区の選定に

または開発すべき市街化区域における相当規模の地区につきま

りビジョンのほか︑東京都住宅マスタープランなどの東京都の

当たっての考え方につきましては︑住生活基本法に基づく重点

に良好な住宅市街地を整備し︑または開発すべき市街化区域に

計画のほか︑区市町の都市計画マスタープランなどの基本計画

供給地域において定めることとしており︑また選定に当たって

しては︑資料の付図に示しておりますが︑重点地区として定め

に留意して策定するものです︒住宅市街地の整備に当たっては︑

は︑住民︑ＮＰＯ等の住宅まちづくり活動の動向を踏まえるこ

おける相当規模の地区になっております︒

各地域の特性を生かすことが必要であることから︑東京都の新

ととしています︒

次に︑新宿区の区域内における重点地区について説明させて

しい都市づくりビジョンにおいて設定した五つのゾーンのうち︑
本方針の区域に属する三つのゾーンごとに目標を設定していく
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いただきます︒

っております︒

北新宿地区︑大久保・百人町地区︑若葉・須賀町地区︑若松

町三・四丁目地区︑続きまして西新宿六丁目地区︑西新宿地区︑

約十三・三ヘクタールになります︒上落合地区︑上落合三丁目︑

約十四ヘクタールです︒それから北新宿地区︑北新宿二丁目︑

約十五・六ヘクタールです︒西新宿地区︑西新宿五丁目です︑

スライドを見ていただきます︒まず︑一の若葉・須賀町地区︑

町・河田町地区︑上落合地区︑赤城周辺地区︑西富久地区︑霞

約十八ヘクタール︑赤城周辺地区︑約十七ヘクタールというこ

まず︑各地区の位置につきまして御説明します︒まず︑百人

ヶ丘地区︑新宿六丁目地区の十二地区になります︒重点地区の

とでございます︒

それでは︑資料の五十五ページをお開き願います︒こちら側

エリアにつきましてはこの図のとおりで︑現行と変更がありま
せん︒

拠法令︑それから本方針に定める事項︑策定に当たっての考え

の説明につきましては︑まず本方針の性格と目的︑それから根

西新宿地区︑北新宿地区︑若葉・須賀町地区︑上落合地区にお

方等を述べてございます︒これにつきましては︑資料のとおり

今回の見直しは︑事業が完了した地区は事業完了としたほか︑
ける地区の整備または開発の目標に防災性の向上を加え︑これ

でございます︒

ージをごらんいただきます︒

ごとの改正点について御説明いたします︒配付資料の五十六ペ

それから︑具体的な改正内容でございます︒それでは︑地区

に伴う文言の修正を行ったものです︒
以上が主な修正︑変更点で︑該当箇所を赤字で表示しており
はい︑どうぞ︒

ます︒説明は以上でございます︒
○戸沼会長

賀町︑四谷三丁目︑左門町︑信濃町地区︑南本町︑地区面積は

まず︑若葉・須賀町地区でございます︒若葉二・三丁目︑須

ります︒三つ目の方針でございます︒防災街区整備方針の区原

約十五・六ヘクタールで︑改正点はまず国の事業名の改正に伴

それでは︑防災街区整備方針の説明に入

案について御説明いたします︒配付資料がございます︒五十五

う文言修正でございます︒それから︑環状三号線︑外苑東通り

○鶴松地域整備課長

ページから六十三ページまでが資料でございます︒

ページから六十三ページまでが︑各地区の計画図でございます︒

でが︑五地区の現整備方針と区原案となっております︒五十九

定に当たっての考え方です︒五十六ページから五十八ページま

性格と目的︑根拠法令︑それから方針に定める事項︑今回の策

今後市街地再開発事業などを活用して市街地を改善を進めるこ

事業終了したため︑事業中を完了と文言修正しました︒また︑

宅密集地区整備促進事業︑これ木密事業と呼んでおります︑を

は約十四ヘクタールです︒改正点は︑平成十六年度で︑木造住

次に︑西新宿地区でございます︒西新宿五丁目で︑地区面積

の整備が完了したため︑事業中を完了に修正いたします︒

新宿区に防災再開発促進地区として定められている地区は五地

ととしたため修正しました︒本日審議いただきました西新宿五

まず︑資料の説明でございます︒五十五ページは︑本方針の

区であります︒五地区の面積の合計は約七十八ヘクタールとな
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丁目中央北地区については︑地区計画を定めることとして追加

でいいんですが︑赤城地区のところで︑事業中だったのが︑今

○中川委員

今の防災街区のところで︑五十八ページのところ

してございます︒

積は約十三・三ヘクタールです︒改正点は︑平成十九年度木密

ジをごらんいただきます︒指定区域は北新宿二丁目で︑地区面

は︑この都心共同住宅供給事業について展開していたところで

○鶴松地域整備課長

つ目の升です︒都心共同住宅供給事業︑現行が事業中ですよね︒

度の区の原案では事業中がないというのはどういう︒下から三

事業を事業終了するため︑事業中を完了と文言修正いたします︒

ございます︒ただ︑事業として行っておりましたけれども︑今

三地区目は北新宿地区でございます︒配付資料の五十七ペー

また︑木密事業から都心共同住宅供給事業などを活用し︑市街

回区の原案では︑この都心共同住宅供給事業︑これをこの中で

め︑事業中を完了と文言修正いたしました︒また︑木密事業か

北新宿地区と同様に平成十九年度で木密事業を事業終了したた

丁目で︑地区面積は約十八ヘクタールでございます︒改正点は︑

四地区目は︑上落合地区でございます︒指定地区は上落合三

ましょうという意味合いですね︒

○中川委員

してこう入れたと︑手法として入れたということです︒

るというところで︑事業中というものをなくしまして︑制度と

も使える仕組みとして︑事業中という表現からこの制度を使え

すみません︒現在︑ここの地域について

地の改善を図ることとしてございます︒

ら都心住宅供給事業︑供給事業などを活用し︑市街地の改善を

○鶴松地域整備課長

はい︑そういうことでございます︒

手法として入れて︑ちょっと広げられるようにし

図ることとしております︒

これは︑きょうは報告事項で︑次が審議というこ

とですね︒わからないところは︑じかにもう事務局に聞いてい

○戸沼会長

十八ページをごらんください︒指定区域は︑赤城元町︑赤城下

ただいて︑これはどういうことだというのを確かめていただけ

最後の五地区目は赤城周辺地区でございます︒配付資料の五
町︑改代町︑築地町︑中里町の全域と山吹町と天神町の一部で︑

れば次回よろしいかと︒

まず︑本日の議事録でございますが︑個

いと考えております︒よろしくお願いしたいと思います︒

人情報に当たる部分を除き︑ホームページで公開してまいりた

○内藤都市計画主査

大体よろしいですか︒では︑連絡事項がありましたら︒

地区面積は約十七ヘクタールです︒改正点は事業の中止を完了
と文言修正いたしました︒
配付資料の五十九ページから六十三ページは五地区の計画図
でございます︒
以上が説明でございます︒終わります︒

次に︑次回の開催でございますが︑本日報告させていただき

ましたこの資料三のこの報告の案件の中の防災街区整備方針に

以上︑報告を終わりました︒

○戸沼会長

つきまして御審議いただきまして︑当審議会の意見をいただき

○内藤都市計画主査

くなったんで︑ぜひこの際というのがあればどうぞ︒はい︑ど

たく考えてございます︒本日の開催直後で恐縮でございますが︑

それでは︑御質問がありましたらどうぞ︒一部長

うぞ︒
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四月七日月曜日午後二時からこの場所六階︑第二委員会室で開
催を予定しているところでございます︒四月七日午後二時から
六階の第二委員会室で︑今事務連絡として︑次回開催案内をさ
せていただいております︒次回につきましては︑審議事項とし
て防災街区整備方針の案件を送付したいと思っています︒
なお︑本日のこの報告の資料三でございますが︑次回︑再度
お持ちいただくようによろしくお願いしたいと思います︒
それでは︑ほかになければ終わりたいと思います︒

事務局からは以上でございます︒
○戸沼会長
どうもありがとうございました︒
午後四時十五分閉会
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