東 京 都 新 宿 区 都 市 計 画 審 議 会 議 事 録

︵ 平 成 二 十 年 十 一 月 十 三 日 ︶

第一四二回新宿区都市計画審議会
開催年月日・平成二十年十一月十三日

皆さん︑こんにちは︒

午後三時〇〇分開会
○戸沼会長

それでは︑ただいまから一四二回の新宿区都市計画審議会を
戸沼幸市︑喜多祟介︑大崎秀夫︑千歳壽一︑野宮利雄︑丸田頼

です︒それから︑新宿警察署長の高松委員は公務のため欠席で︑

御欠席の委員ですが︑石川委員と中川委員が欠席ということ

開催いたします︒

一︑酒井秀夫︑金井修一︑吉住健一︑とよしま正雄︑近藤なつ

代理に酒林交通課長に出席いただいております︒また︑新宿消

出席した委員

子︑小野きみ子︑根本二郎︑高松義典︵代理⁝酒林交通課長︶︑

防署の野原委員も公務のため御欠席で︑代理の斎藤さんに出席
るということでございます︒

をいただいております︒それから︑長沼委員はちょっとおくれ

野原英司︵代理⁝斎藤生活安全係長︶︑増田幸宏
欠席した委員

本日の日程と資料につきまして御確認を

それでは︑きょうの日程と資料について︑事務局から説明し
てください︒
○内藤都市計画主査
お願いいたします︒

お手元の資料の一番上に︑議事日程表を用意させていただい
ております︒

本日は︑審議案件三件をお願いしたいと存じます︒

のが二つでございまして︑前回の一四一回の審議会におきまし

区決定︶
について︵東京都決定︶

て御審議いただきました際に︑西富久地区の都市計画の決定及

それから︑机上にお配りしております資料は︑Ａ四︑一枚も

東京都市計画住宅市街地の開発整備の

び新宿六丁目地区の地区計画の変更に係ります本審議会の答申

もしお持ちでなければ事務局で用意してございますが︑よろし

資料三とも郵送させていただいております︒お持ちでしょうか︒

それから︑本日の審議資料につきましては︑資料一︑資料二︑

の写しでございます︒後で報告させていただきたいと存じます︒

方針の変更について︵東京都決定︶

東京都市計画都市再開発の方針の変更

め山自然園公園の変更について︵新宿

東京都市計画公園第三・三・五号おと

石川幹子︑中川義英︑長沼卓司︑丸山成史
議事日程
審議案件

議案第二六一号

議案第二六〇号

議案第二五九号

日程第一
一

二
三

その他・連絡事項
議事のてんまつ

いでしょうか︒
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よろしいでしょうか︒

では︑資料一をお願いします︒

の同意を得まして︑十月十七日から二週間︑公告︑縦覧を行っ

報告をさせていただいておりますが︑十月十四日に東京都知事

なお︑お手元に都市計画変更図書︑議案第二五九号を配付さ

てございます︒

なお︑発言用のマイクでございますが︑﹁要求四﹂のボタン

せていただいていますが︑総括図︑計画図︑計画書︑案の理由

日程の確認と資料の確認は以上でございます︒
を押して御発言いただき︑終了時は﹁終了後﹂のボタンを押し

書をお配りさせていただいています︒後ほど御説明をさせてい
ただきます︒

ていただきますようお願いいたします︒
以上でございます︒

それでは︑パワーポイントを使いながら︑先回欠席された委

変更案につきまして︑御説明のほうをさせていただきたいと思

員の方もおいでになると思いますので︑改めて都市計画公園の
東京都市計画公園第三・三・五号おと

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
議案第二五九号

日程第一
一

います︒

おとめ山公園は︑新宿区北部の落合地区に位置し︑山手線︑

それでは︑よろしくお願いしたいと思います︒

させて説明させていただきたいと思います︒

山自然園公園ということでございますが︑おとめ山公園と呼称

なお︑説明に当たりまして︑今回の都市計画公園名はおとめ

め山自然園公園の変更について︵新宿
区決定︶
では︑今日の審議案件に入りたいと思いますが︑

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○戸沼会長

日程第一︑審議案件︑︵一︶議案第二五

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

高田馬場駅と目白駅の間の西側に位置してございます︒妙正寺

東京都市計画公園第三・三・五号おとめ山自然園公園の

九号

川と神田川が落ち合う谷地へ下るがけ線状の緑と湧水に恵まれ

ました︒

止山﹂︑﹁おとめやま﹂と読みます

│

と呼ばれるようになり

のお狩り場︑庶民の立入禁止区域となり︑﹁御留山﹂︑﹁御禁

地でございましたが︑江戸時代に入り︑八大将軍のときに将軍

現在のおとめ山公園のあるあたりは︑江戸時代前より狩猟の

だきます︒

次に︑おとめ山公園の歴史と沿革についてお話しさせていた

たところに位置してございます︒

変更についてでございます︒
資料は︑お送りいたしました資料一でございます︒
説明の内容につきまして︑正面スクリーンに映し出しますの
で︑合わせてご覧いただきたいと存じます︒
都市計画課長︑高橋です︒

高橋都市計画課長より説明いたします︒
○高橋都市計画課長

それでは︑東京都市計画公園第三・三・五号おとめ山自然園
公園の変更について御説明させていただきます︒
本件につきましては︑前回︑十月十五日開会の当審議会に御
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左上の写真Ｄは︑公園東側に設けられた蛍飼育舎になります︒

おとめ山公園では︑毎年︑落合蛍を育てる会によって︑蛍観賞

明治から戦前にかけて︑おとめ山一帯は西側を相馬家︑東側
を近衛家が所有し︑庭園として使われておりました︒ふだんは

の夕べが開かれてございます︒

左下の写真Ｅは︑弁天池とあずまやの様子でございます︒

入れない場所であったようでございますが︑子どもたちは敷地
内に忍び込んでサワガニや虫とりなどをして遊んだという記録

づくりの中で︑おとめ山公園がどのような位置づけなのかを御

続いて︑新宿区都市マスタープランにおいて︑新宿区のまち

うっそうとした静かな森で︑多様な生き物にあふれていたよう

説明させていただきます︒

が残ってございます︒この地が庭園として使われていたころは︑
でございます︒

なります︒新宿のみどりを形づくる七つの都市の森の一つとし

こちらは都市マスタープランの中のみどり公園整備方針図に

しばらくはそのまま引き継がれておりましたが︑戦後︑東邦生

て︑おとめ山公園のある落合斜面緑地が位置づけられてござい

戦前︑相馬邸敷地は東邦生命の太田清蔵氏によって買収され︑
命︑三井不動産︑大蔵省と所有が移るにしたがいまして︑おと

の公園面積と緑被率の目標値が設定されてございます︒それに

ます︒また︑新宿区都市マスタープランには︑区民一人当たり

その後︑落合界隈の開発が進む中にあって︑﹁御禁止山﹂︑

よると平成十九年度現在の一人当たりの公園面積は三・八三平

め山の森は秘境化いたしました︒
﹁御留山﹂の著者である竹田助雄氏らによりまして︑お山秘境

米︑緑被率は一七・四七％となっておりますが︑平成二十九年

度までにそれぞれ三・九平米︑一八・五％になるように目標設

が発見され︑それをきっかけに始まった地元文化人らのおとめ
山保存運動により︑昭和四十四年︑東京都により公園整備が行

定がなされてございます︒将来目標は五平米︑二五％という数

しかし︑近年︑土地の開発や細分化が広がりつつございまし

緑地を形づくってございます︒

木々により豊かな緑量が確保され︑本公園とともに落合の斜面

ます︒公園に連なる公有地や民有地には︑大きく樹冠を広げた

かつての庭園の面影を残す豊かな自然空間が保全されてござい

開園済みでございます︒園内には湧水︑池や自然林を活かした

おとめ山自然園公園は︑落合斜面緑地にございまして︑既に

す︒

おとめ山公園の都市計画変更理由を御説明させていただきま

字が掲げられてございます︒

われ︑新宿区に譲渡されました︒
昭和六十年には︑自然風公園を維持していくための全面改造
工事が実施され︑現在に至っております︒
さらに︑おとめ山公園の現状について御説明をさせていただ
きます︒
左上の写真Ａは︑湧水がわき出ている低地の泉の広場あたり
になります︒庭園的な園路と園地が整備されてございます︒
左下の写真Ｂは︑あずまやのある林間広場の様子になります︒
庭園的に整備がなされてございます︒
右下の写真Ｃは︑池の上流部を臨んだ写真です︒林に囲まれ
た遊水池が︑かつての落合の風景を色濃く残してございます︒
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て︑落合斜面緑地のみどりの減少は著しい状況にあるというこ

ます︒この拡張により︑落合地域にとって核となる公園のみど

こちらは現在予定しております都市計画変更を行い︑拡張し

りが強化されることになります︒

きまして︑本公園と隣接する公有地を取得して︑区民ふれあい

た後の公園と現在の公園の航空写真でございます︒現況のおと

とが一つでございます︒また︑新宿区では第一次実行計画にお
の森として整備を進めることとしているなど︑本地域のみどり

計画変更を行い︑約〇・一ヘクタールの拡張区域を取得し︑そ

め山公園面積は一・四五ヘクタールになりますが︑本年度都市

こうした背景のもと︑今回は本地域のみどりの連続性を確保

の後︑予定している約一ヘクタールの土地取得後︑おとめ山公

の保全︑拡充を図ろうとしているところでございます︒
するとともに︑公園機能の拡充を図るため︑本公園に隣接し︑

園が拡張されますと全体区域は約二・六ヘクタールになります︒

続いて︑本年度に都市計画変更するおとめ山公園拡張区域の

将来︑区民ふれあいの森の要に位置する民有地の区域を加えて
拡張を行うものでございます︒

現在は民有地となっておりますが︑今後︑公園の拡張が進む

現状でございます︒

されております︒現在の住居表示と整合を図るために︑位置の

に当たりまして︑各区域をつなぐ中心的なゾーンとなる場所で

あわせて昭和四十一年の都市計画決定以降︑住居表示が変更
変更を行いますとともに︑旧分類となっている種別及び番号に

ございます︒

こちらの写真は︑次年度以降︑都市計画変更を行う公務員下

ついての変更を行います︒
こちらが︑おとめ山公園の都市計画変更の内容でございます︒

左上の写真Ｂ︑左下の写真Ｃは︑おとめ山公園よりも高い場

落合住宅地の様子でございます︒

市計画変更を行い︑オレンジの点線で囲われた土地を取得し︑

所︑北側にございます︒右下の写真Ｄは︑弁天池よりも低い位

緑の点線が現在のおとめ山公園区域になります︒本年度に都
おとめ山公園の拡張を図ります︒次年度以降の都市計画変更で

置︑南側に位置してございます︒

本年九月十日から二十四日まで︑都市計画変更原案の公告︑

明をさせていただきます︒

最後に︑今までの都市計画変更のスケジュールについて御説

は︑青の点線で囲われた現在公務員宿舎となっております土地
を取得し︑同じく都市計画の変更を行う予定でございます︒
現在︑おとめ山公園の面積は約一・四五ヘクタールですが︑
本年度計画変更によって約〇・一三ヘクタールが加算され︑約

隣公園に変更し︑それに伴う名称の変更で︑新宿第十三号から

あわせて︑公園の種別が変更されているため︑小公園から近

た︒また︑東京都知事同意につきましては︑十月十四日付でい

期間中の縦覧者及び意見書についての提出はございませんでし

画変更原案についての説明会を行ってまいりました︒この縦覧

縦覧︑意見書の受け付けを行います︒九月十一日には︑都市計

第三・三・五号に番号の変更を行います︒また︑住居表示も変

ただきました︒その後︑十月十七日から三十一日まで︑都市計

一・六ヘクタールの広さになります︒

更されて︑下落合一丁目から下落合二丁目に位置の変更を行い
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画変更案を都市計画法第十七条に基づく公告︑縦覧︑意見書の
提出について受け付けを行いました︒縦覧期間中の縦覧者はお
一人ございましたが︑意見書の提出はございませんでした︒
パワーポイントによる説明は以上でございます︒
それでは︑お手元にお配りしてございます資料を簡単に御説

います︒

最後に都市計画の案の理由書でございます︒二番のところに

理由は書いてございますが︑上段のほうは新宿区の上位計画︑

第一次実行計画ということでございます︒

下段の﹁こうした背景のもと︑﹂というところからちょっと

域のみどりの連続性を確保するとともに︑公園機能の拡充を図

読ませていただきます︒﹁こうした背景のもと︑今回は︑本地

最初に表紙をめくっていただきまして︑一番が総括図になっ

るため︑本公園に隣接し︑将来﹁区民ふれあいの森﹂の要に位

明させていただきます︒
てございます︒用途地域の図におとめ山の位置を落としたもの

昭和四十一年の都市計画決定以降︑住居表示が変更されており︑

置する民有地の区域を加えて拡張を行うものである︒あわせて︑

二ページが計画図になってございまして︑現況のおとめ山の

現在の住居表示と整合を図るために位置の変更を行うとともに︑

でございます︒
区域と︑赤くしまになってございますが︑今回追加する区域の

旧分類となっている種別及び番号について変更を行う︒﹂とい
うものでございます︒

図面でございます︒
三ページが都市計画の計画図になってございます︒東京都市

します︒

以上で説明を終わります︒よろしく御審議のほどお願いいた

するというものでございます︒理由につきましては︑落合斜面

○戸沼会長

計画公園中新宿第十三号おとめ山自然園公園を次のように変更
緑地のみどりの保全及び公園の連続性や機能の拡充を図るため︑

うぞ︒前回も詳しくお聞きしたと思いますが︑改めて何かござ
いましたらどうぞ︒

それでは︑何か御質問や御意見がありましたらど

上記のとおり公園の変更を行うというものでございます︒
四ページが新旧対照表でございます︒変更の概要はパワーポ

園︑番号の変更については今御説明したとおり三・三・五号︑

変更になります︒公園の種別の変更ですが︑小公園から近隣公

きましては第三・三・五号︑おとめ山自然園公園というふうに

地元にもちょっと相談していただければありがたいという声が

後に自然公園にするというときに︑植える木の種類とか何かは

ただありがとうございますと︒ただ︑公務員住宅を取り払って︑

○小野委員

どうぞ︑御感想でも︒

位置の変更については住居表示がなされてございますので︑新

ございますけれども︑どうでしょう︒

イントのほうでも御説明をさせていただきましたが︑名称につ

宿区下落合一丁目地内から下落合二丁目地内︑区域の変更は計

○戸沼会長

本当に楽しみで︑楽しみで︒大変楽しみで︑ただ

画図の示すとおりでございます︒面積の変更については︑約

○柏木みどり公園課長

公園整備につきましては︑明年︑来年

はい︑どうぞ︒

一・四五ヘクタールから約一・六ヘクタールというものでござ
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していくか︑いろんな御意見をちょうだいしながらまとめてい

には︑委員の方に御参加をいただいて︑どういった公園に整備

度以降︑全体計画を定めていきたいと考えております︒その際

でも無理なんですか︒すぐ書けると思うんだね︒

○丸田委員

ばと思います︒

このたび御提案させていただいたということで︑御理解賜れれ

ありがとうございました︒

うにしていこうかというイメージ図というのはつくらせていた

○柏木みどり公園課長

ポンチ絵と言ったらあれなんですけれども︑それ

きたいというふうに考えているところです︒
○小野委員
ほかにありましたらどうぞ︒

私どもも︑実はこの土地をどういうふ

○戸沼会長

園のマスタープランとか概念図を示して︑それで皆さん方に諮

連しますけれども︑都市計画決定をする際に︑一般論として公

○丸田委員

すけれども︑この辺でその御披露については控えさせていただ

ことで︑私どもそういうイメージは持っているわけでございま

ほうで先走ったイメージを提示するのはいかがなものかという

画を定めていくということにしておりますので︑余り私どもの

だきました︒ただ︑これから地域の方の御意見を伺って基本計

るというのが︑通常どこでもやっているやり方だと思うんです

いたということでございます︒

はい︑どうぞ︒

ね︒それで︑今回は現状こうで︑大体こんな雰囲気︑言葉で言

○丸田委員

二点ございますけれども︑一つは今のお答えと関

われているんだけれども︑図面として書かなきゃいけないんじ

って︑だからそれはよくわかっているんですよ︒だけど︑何の

公園にしても一応事務局の案であるというので︑かなり大きな

私は都市計画の手続としてお話ししているのであ

ゃないですか︒それが一点です︒
次に︑またやります︒

能性があるということで︑かなり期間的に︑どうしても急を要

ただ︑今回民有地が︑このままにしておきますと人手に渡る可

くというのが︑正規のやり方というのは承知してございます︒

将来計画といいますか︑基本計画を定めた上で計画決定してい

○柏木みどり公園課長

○丸田委員

○戸沼会長

もう一点は︑これの事業費と財源をどうされるの

もう一点︑何かありましたね︒

いかなと思います︒

は守るべきものはきちんとやっておかないといけないんじゃな

示すのがルールだと思うんですね︒まあルールだから︑その辺

完全な第一次案なんだと︑案は案ということで了解を得ながら

ものになるので︑一応書いて審議会にはお示しすると︒これは

するという部分がございました︒したがって︑公園の整備のあ

かということをお聞きしたいと思います︒

今の︑どうぞ︒

り方については︑本来それを定めて計画決定していくというこ

○戸沼会長

○戸沼会長

とでございますけれども︑先に計画を定めませんと︑このまま

○柏木みどり公園課長

今委員御指摘のとおり︑通常であれば

土地の取得が将来にわたって困難になっていくという事情がご

取得については約十八億円ほどかかりまして︑その後︑整備に

事業費につきましては︑今回の土地の

お願いします︒

ざいまして︑非常に変則的な進め方ではございますけれども︑
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ついては︑まず安定的な整備をとりあえず図りたいということ
でございます︒したがいまして整備費については︑まだ暫定と
いうことでございますので︑そういうことではございませんけ

三

議案第二六一号

について︵東京都決定︶

東京都市計画住宅市街地の開発整備の

方針の変更について︵東京都決定︶

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○戸沼会長

れども︑今回の経費︑この土地も含めて︑将来︑来年度以降お
願いする国有地の部分も含めて︑都市計画交付金の適用をしま

一括して説明を受けたいと思いますが︑事務局から議案の紹介︑

次の二つの議案は︑相互に関係がありますので︑

して︑これにつきましては特別区の都区の財政調整ということ

はい︑どうぞ︒

それから説明をお願いいたします︒

よろしいですか︒

で補てんをされるというようなことでございます︒
○戸沼会長

○内藤都市計画主査

東京

ほかに御意見ございましたら︒

都市計画都市再開発の方針の変更について︑及び議案第二六一

審議案件︵二︶︑議案第二六〇号

いいですか︒

号

はい︑どうぞ︒

ければと思います︒
○戸沼会長

○折戸景観と地区計画課長

開発整備の方針につきましては︑東京都より意見照会があった

今回御審議いただきます都市再開発の方針及び住宅市街地の

景観と地区計画課長の折戸です︒

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

ます︒

街地の開発整備の方針について説明させていただきたいと思い

明させていただき︑続いて北村住宅課長より︑資料三の住宅市

折戸景観と地区計画課長より︑再開発の方針につきまして説

ていただきたいと存じます︒

相互に関連した議案でございますので︑一括して御説明させ

います︒

資料は︑郵送させていただきました資料二及び資料三でござ

でございます︒

東京都市計画住宅市街地の開発整備の方針の変更について

前回も御報告いただいて︑全体的には非常によろしいという
部分でございまして︑今︑丸田先生から若干イメージ図のよう
なものが手続上いるのではないかという部分ですが︑今のいろ
んな事態の動きの中で︑先ほどの委員からの発言も︑少し住民
参加でつくるという段取りもあるし︑さらに事務局で一応の原
案みたいなものがあるということでございますので︑それも含
めて今回の場合はよろしいかどうか︑支障がないということで
あれば︑賛成の挙手をお願いしたいと思います︒
いかがでしょうか︒
それでは︑ありがとうございました︒

︹賛成者挙手︺
○戸沼会長

それでは︑賛成多数ということで︑本案は可決ということに
したいと思います︒

東京都市計画都市再開発の方針の変更

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
議案第二六〇号

日程第一
二
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ものでございます︒
それでは︑議案第二六〇号

東京都市計画都市再開発の方針

開発法の改正に伴いまして︑昭和六十一年に策定後︑七回の変

更を行っております︒直近では︑平成十六年四月に変更してい
るものでございます︒

都市再開発方針の概要を御説明いたします︒

の変更について御説明をいたします︒
まず初めに︑資料の説明をさせていただきます︒

本方針の目的でございますが︑東京の新しい都市づくりビジ

期的かつ総合的に体系づけたマスタープランでございます︒

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

Ａ四︑左とじでございます︒

お手元の資料二をごらんください︒これでございます︒
○内藤都市計画主査
下にページが打ってあるんですが︑

ョンや都市計画区域の整備︑開発及び保全の方針︑いわゆる都

○折戸景観と地区計画課長
ページをめくっていただいて︑十ページまでが東京都が定めま

市計画区域マスタープランを実効性のあるものとするため︑再

総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区というこ

二号地区でございますが︑一号市街地のうちに︑特に一体的︑

れているということでございます︒

必要な市街地のことでございます︒新宿区は︑全域で指定がさ

一号市街地ですが︑都市計画区域のうち︑計画的な再開発が

区︑誘導地区というものがございます︒

本方針で定めます事項といたしまして︑一号市街地︑二号地

開発法第二条の三に定められている事項でございます︒

根拠法令といたしまして︑都市計画法第七条の二及び都市再

ことでございます︒

設の整備と一体となった土地利用の面的な転換等も含むという

街地の整備を目的とした助成事業及び工場の跡地利用や都市施

計画などの規制誘導手法による修復型のまちづくり︑特定の市

整理事業など︑市街地開発事業にとどまらず︑特定街区や地区

ここで再開発と申しますのは︑市街地再開発事業︑土地区画

ます︒

開発の適正な誘導と計画的な推進を図ることを目的としており

す都市再開発の方針の基本的事項や考え方等になります︒
それから︑十一ページから十七ページでございますが︑新宿
区の区域におきまして都市再開発の方針に定めます整備または
開発の計画の概要でございます︒
十八ページから三十三ページまでが都市再開発方針の附図で
図面がついてございます︒
三十四ページから四十五ページまでございますが︑都市再開
発方針の新旧対照表になります︒
四十六ページでございますが︑都市再開発方針の総括図にな
ります︒非常に字が小さくて︑東京都から送付された資料をそ
のまま添付しておりますが︑この資料ではどこが地域かわかり
にくいと思いますので︑参考資料としてお配りしております︑
Ａ三判の資料の二枚目をおめくりください︒二枚目に︑こちら
に総括図の内容を新宿区の地図に表示させておりますので︑こ
ちらで御確認をお願いいたします︒
それでは︑パワーポイントにて御説明をいたします︒
東京都市計画都市再開発の方針の変更についてということで
ございます︒この方針でございますが︑昭和五十五年の都市再
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また︑廃止地区でございますが︑初台・淀橋地区になります

が︑街区全体の整備及び都市施設の整備が完了したために廃止

とでございます︒
誘導地区でございますが︑二号地区に至らないものの再開発

してございます︒具体的には︑オペラシティがあるところの街

地区︑神楽坂地区︑市谷加賀町地区︑大久保三丁目西地区の四

図面で紫色に塗られているところでございます︒四谷駅周辺

二号地区とする地区について御説明いたします︒

今回新規で定めます地区でございます︒今回の案で︑新たに

区でございます︒

を行うことが望ましく︑効果が期待できる地区でございます︒
今回の案は︑この二号地区及び誘導地区を変更するものです︒
変更の検討は︑昨年十二月に策定いたしました都市マスタープ
ランの位置づけをもとに行っています︒
都市再開発の方針を定める効果といたしましては︑次のよう
なものがございます︒

それでは︑各地区ごとに御説明いたします︒

地区が新規地区でございます︒

づけを行うことにより︑再開発の積極的な推進のための動因と

初めに︑四谷駅周辺地区でございます︒

市街地の再開発の基本的な方法を明らかにし︑計画的に位置
なります︒また︑市街地の再開発に関与する個々の事業につい

赤い線で囲まれている地区が︑今回二号地区に定める地区で

す︒図面は左側が北になっております︒本地区はＪＲ及び東京

て︑地区全体から見た十分な効果を発揮させることができます︒
また︑民間の建築活動を再開発へと適正に誘導することができ

メトロ四谷駅の西側に位置し︑外壕に沿って南北に延びる商業︑

業務の集積した地区と︑それに隣接する住宅地からなっており

ます︒また︑再開発の構想︑計画の作成を通じ︑早期の住民合
意の形成を図ることができます︒

地区内には︑平成十八年度末に廃校となりました四谷第三小

ます︒

の青色の地区は現在の方針で定められており︑今回の変更でも

学校の跡地や︑財務省官舎跡地を含む大規模な土地利用転換が

これが新宿区内におけます二号地区の新旧対照表です︒図面
引き続き二号地区として定める十一地区でございます︒緑色の

予想される拠点地区がございます︒

地元では︑四谷駅前地区のまちづくりにつきまして検討する

地区でございますが︑現在の方針で定められていますが︑今回
の変更に伴い廃止する地区でございます︒それから︑ピンク色

当地区についての都市マスタープランでございますが︑賑わ

四谷駅前まちづくり協議会が発足し︑平成十九年には四谷駅前

引き続き二号地区として定める地区に関しましては︑整備ま

い交流の心︑四谷第三小学校や財務省官舎跡地を活用し︑市街

の地区が今回の変更で新たに二号地区として定める四地区でご

たは開発の概要の中で︑事業名称の変更及び事業の進捗による

地開発事業等による四谷地域の拠点の形成等が位置づけられて

まちづくりの提案が区長へ提出されました︒

記述内容の変更が生じるもので︑区域そのものは変わっており

おります︒

ざいます︒

ません︒
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地区の再開発︑整備等の主たる目標といたしましては︑風情

置づけられております︒

り沿道の豊かなみどりや都心景観に配慮し︑ターミナル駅周辺

ある路地︑賑わいを保全するとともに︑地域の拠点としての防

地区の再開発︑整備の主たる目標といたしましては︑外堀通
にふさわしい商業︑業務を誘導し︑都心居住が調和した良好な

用途に関する基本方針︑その他︑土地利用計画の概要といた

災機能の向上を図るなど大学機能の更新を行い︑良好な市街地

用途に関する基本方針︑その他土地利用の概要といたしまし

しましては︑商業施設︑居住施設及び教育施設が調和した複合

市街地の形成を図る︒また︑駅前の新たな賑わい交流の拠点と

ては︑駅周辺にふさわしい商業︑業務を誘導し︑都心居住が調

市街地の形成を図る︒また︑一団の大規模な土地では防災に配

環境の形成を図るとしております︒

和した土地利用を誘導いたします︒また︑大規模跡地の土地利

慮し︑みどりとオープンスペースを確保するとともに︑土地の

しての形成を図るとしております︒

用転換を契機といたしまして︑周辺も含めた一体的な有効高度

高度利用を図るとしております︒

次に︑市谷加賀町地区です︒

るため︑大学機能の更新を行うとしております︒

建てかえを促進し︑不燃化を図る︒また︑防災機能の向上を図

建築物の更新の方針といたしましては︑老朽木造建築物等の

利用を図るとともに︑あわせて防災機能を備えたみどり豊かな
オープンスペースの形成を図るとしております︒
建築物の更新の方針といたしましては︑老朽建築物の建てか
えを促進し︑不燃化︑共同化を誘導するとともに︑駅周辺にふ
さわしい街並みの形成を図ることとしております︒

刷では老朽化した工場の建てかえを計画しております︒都市マ

赤線で囲まれた区域が二号地区です︒

本地区は︑飯田橋駅前の西側に位置し︑神楽坂通りを中心に

スタープランでは︑工場の機能更新にあわせ︑業務︑都市型産

次は︑神楽坂地区でございます︒

賑わいにあふれ︑通りから一本入ると石畳の路地景観が風情あ

業機能等が高度に集積したまちづくりなどが位置づけられてお

本地区は︑大日本印刷の市谷工場が立地しており︑大日本印

る雰囲気を醸し出しております︒平成九年からは︑街並み環境

ります︒また︑外堀通りと外苑東通りを結ぶ地区内の道路は︑

赤線で囲まれた区域が二号地区です︒

整備事業が実施されました︒平成十六年に地域の代表やＮＰＯ

主要生活道路に位置づけられております︒

を改善し︑周囲の居住環境と調和する市街地の形成を図ること

地区の再開発︑整備の主たる目標でございますが︑産業環境

からなる神楽坂まちづくり興隆会が発足し︑地区計画策定に向
けた検討を行い︑平成十九年には地区内の神楽坂三・四・五丁
目地区におきまして地区計画を策定いたしました︒

用途に関する基本方針︑その他︑土地利用計画の概要といた

としております︒

の心︑風情ある路地︑賑わいを保全するまちづくり︑地域の拠

しましては︑都市型産業集積地区として︑工場の機能更新にあ

当地区におきまして︑都市マスタープランでは︑賑わい交流
点としての防災機能の向上などを図る︑大学機能の更新等が位
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居住環境形成のため︑まとまったオープンスペースの確保と自

利用︑高度利用を誘導する︒あわせて︑周囲の住宅地の良好な

わせた業務︑都市型産業機能等の集積により適切に土地の有効

のまちづくりが見込まれていないため廃止としております︒

は︑新宿区域でないため廃止︒西落合地区は︑開発型や修復型

緑色の地区は︑廃止の二地区でございます︒新宿駅周辺地区

続きまして︑誘導地区でございます︒

青色の地区でございますが︑引き続き誘導地区とする三地区

然的環境を有するみどりの整備を行う︒また︑居住施設と官公
庁施設が調和した市街地の形成を図るとしております︒

です︒高田馬場周辺地区ですが︑既定の下落合一丁目地区と一

体の地区として統合し︑整備の方向の記述を変更しております︒

建築物の更新の方針といたしましては︑都市型産業の機能更
新に際しまして︑建物の不燃化を行い︑防災性の向上を図ると

ピンク色の地区でございますが︑新たに誘導地区とする二地
区です︒

ともに︑高層化を図り︑周囲にオープンスペースを確保すると
しております︒

西早稲田地区でございますが︑地下鉄副都心線の新駅開業を

契機に︑駅周辺の交通アクセスの充実︑建築物の更新︑公共用

最後ですが︑大久保三丁目西地区です︒
赤線で囲まれた区域が二号地区です︒

地の有効活用などを総合的に誘導するとしております︒

市谷柳町地区になりますが︑整備の方向といたしまして︑外

本地区は︑高田馬場駅の南側︑ＪＲ線及び西武線の東側に位
置するＪＲ宿舎及びその跡地を中心とする地区です︒都市マス

苑東通りの拡幅整備にあわせ︑沿道の商業施設の維持・発展と

周辺環境に調和した住宅の誘導を行い︑賑わいある魅力を持っ

タープランでは︑民間等の開発による賑わい︑交流︑業務︑都
心居住等の拠点形成が位置づけられております︒

た良好な市街地の形成を図ることとしております︒

都市再開発の方針の変更につきましては以上でございます︒

地区の再開発︑整備の主たる目標といたしまして︑地区内の
大規模施設跡地の有効利用を適切に誘導し︑都心居住を中心と

続きまして︑住宅市街地の開発整備の方針につきましては︑

住宅課長の北村です︒

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︑

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

ただきます︒

このスライドでは︑議案の内容を要約した形で説明させてい

明させていただきます︒

続きまして︑住宅市街地の開発整備の方針の変更について説

○北村住宅課長

住宅課長から御説明いたします︒

した魅力的な複合市街地の形成を図るとしております︒
用途に関する基本的方針︑その他︑土地利用計画の概要とい
たしましては︑良好な居住施設を整備するとともに︑賑わい・
交流・業務などの多様な機能を集積した土地利用を進める︒ま
た︑広域避難場所の機能強化と良好な居住環境形成のためのオ
ープンスペースやみどりを確保しながら︑土地の高度利用を図
るとしております︒
建築物の更新の方針といたしましては︑都市景観に配慮し︑
高層化を図り︑街区の一体的整備を進めるとしております︒
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で︑住宅市街地に係る土地利用︑市街地開発事業及び都市施設

て︑住宅市街地の開発整備の構想の明確な位置づけを行うもの

都市計画区域内の住宅市街地の開発整備の目標及び方針に従っ

としています︒

ライフスタイルを楽しみながらいきいきと住生活を営んでいる

され︑年齢や職業等が異なる多様な人々が集まり︑それぞれの

て︑国際都市東京としての風格や魅力を備えた居住環境が形成

係る目標につきましては︑基本的目標の実現に向けた十の目標

また︑︵二︶住宅の建設及び更新︑良好な住環境の確保等に

に関する個々の事業を効果的に実施すること︑民間の建築活動
等を適切に誘導することなどを目的としております︒
続きまして︑本方針の位置づけになります︒本方針は︑平成

を定めるものです︒

こちらが都市計画の区域内である区部において区分した三つ

十八年に制定されました住生活基本法の規定に基づく住生活基
本計画の都道府県計画で定めた住宅︑住宅地の供給を重点的に

のゾーンになります︒新宿区のほぼ全域が属するゾーンである

該当します︒中央の白い部分が皇居になります︒その他︑東京

図るべき地域に関する事項と適合するよう定めることとされて
東京都においては︑平成十九年三月に都道府県計画の性格を

湾に面した地域である東京湾ウォーターフロント活性化ゾーン

センター・コア再生ゾーンは︑この図で中央の赤い円の内側が

あわせ持った東京都住宅マスタープランを策定しているところ

及び都市環境再生ゾーンがあります︒

おります︒

です︒そのため︑本方針は東京都住宅マスタープラン等の内容

ともに︑成熟した都市にふさわしい豊かな住生活を実現すると

は基本的な目標として︑居住の場として魅力的な東京の実現と

まず︑︵一︶実現すべき住宅市街地のあり方ですが︑ここで

次に︑二︑住宅市街地の開発整備の目標にまいります︒

です︒新宿区の区域は︑環状七号線の内側の地域にあり︑原則

め︑この方針においてはその内容をそのまま記載しているもの

側の地域について︑それぞれ住宅地の都市利用を定めているた

画区域マスタープランにおいて︑環状七号線の外側の地域と内

︵一︶住宅市街地における土地の利用につきましては︑都市計

次に︑三︑良好な住宅市街地の整備又は開発の方針のうち︑

しています︒これは東京都住宅マスタープランにおいても同じ

として中高層住宅を主体とした住宅地として土地利用を誘導す

に適合するよう策定するとしております︒

目標となっており︑この目標の実現に向けた必要な施策を展開

良好な住宅市街地の整備又は開発の方針の︵二︶住宅市街地

ることとしています︒

次の三つのゾーンの設定と将来像につきましては︑東京都市

の整備又は開発の方針では︑まずア︑住宅市街地の特性を踏ま

していくとしています︒
計画の区域が属する三つのゾーンごとの実現すべき住宅市街地

備の方向の類似性に着目として︑①から④の四つの類型に区分

えた類型区分として︑東京の住宅市街地を土地利用の特性や整

三つゾーンのうち︑センター・コア再生ゾーンが新宿区のほ

して施策の方向性等を示しております︒新宿区のほぼ全域が属

の将来像を記載しているものです︒
ぼ全域が属するゾーンとなっており︑このゾーンの将来像とし
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するセンター・コア再生ゾーンにおいては︑居住機能の強化を

いただきます︒

まず︑各地区の位置について御説明します︒

目地区︑西新宿地区︑北新宿地区︑大久保・百人町地区︑若

図る区域と木造住宅密集地域の整備を図る区域の二つの類型に
また︑次のイ︑住宅市街地の整備又は開発の方針では︑①か

葉・須賀町地区︑若松町・河田町地区︑上落合地区︑赤城周辺

まずこちらが百人町三・四丁目地区︑続きまして西新宿六丁

ら③の三つのゾーンについて︑各ゾーンで区分された類型ごと

地区︑西富久地区︑霞ヶ丘地区︑新宿六丁目地区の十二地区に

区分されています︒

に地域別の住宅市街地の整備又は開発の方針を定めております︒

なります︒
変更はありません︒

重点地区のエリアにつきましては︑この図のとおりで現行と

ここでは先ほど申し上げましたとおり︑新宿区はほぼ全域が①
のセンター・コア再生ゾーンに属しています︒
最後の重点地区等の整備又は開発の方針です︒

続きまして︑各重点地区における整備︑開発の目標及び実施

スライドによる説明は以上になります︒

都心居住の推進︑良好な住環境の保全など︑居住機能の維持・

予定の面的整備事業等の計画の概要などの修正︑変更点に御説

まず重点地域の設定ですが︑業務・商業機能等とあわせて︑
再生を図り︑複合的な市街地の形成を進めるため︑おおむね首

明します︒

資料は︑資料三になります︒資料の三︑東京都市計画住宅市

資料の説明が後になりまして申しわけありません︒

都高速中央環状線の内側をセンター・コア・エリアとし︑重点
地域として位置づけており︑区内は全域が重点地域に含まれる
ことになります︒

街地の開発整備の方針になります︒

それでは︑四十二ページをお開きください︒

また︑整備︑開発の方針としては︑計画的な土地の有効・高
度利用により居住機能を強化し︑都心居住の重点的な推進を図

それでは︑ここでは区内の重点地区について︑現行と今回の

変更案を併記して︑変更があったものについて下線を引いてあ

るとしています︒
また︑住宅市街地のうち︑一体的かつ総合的に整備し︑また

た重点供給地域のうち︑住宅市街地の計画的な整備または開発

定につきましては︑東京都住宅マスタープランにおいて選定し

住宅密集市街地整備ゾーンとしていたものを︑この方針でゾー

目について︑既決定で居住機能維持・再生ゾーン︑または木造

修正︑変更した箇所としましては︑まず整備ゾーン区分の項

ります︒ページの左端が項目になります︒

に向けた都市計画の決定︑事業の実施等が見込まれるものを選

ンの定義及びエリアを変更し︑おおむね首都高速中央環状線の

は開発すべき地区を重点地区と選定しています︒重点地区の選

定するとしています︒新宿区の区域における重点地区につきま

内側をセンター・コア再生ゾーンとしたことに伴い︑すべての

地区においてセンター・コア再生ゾーンに変更しています︒

しては︑次の十二地区が選定されております︒
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
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また︑整備ゾーン区分の下のａ︑地区の整備又は開発の目標

右の欄の新・六︑若葉・須賀町地区については︑事業名称の

変更のみで︑事業は実施中でございます︒

四十五ページをお開きください︒

の項目について︑西新宿地区︑北新宿地区︑若葉・須賀町地区︑
上落合地区︑赤城周辺地区において︑防災性の向上の視点を加

新・七︑若松町・河田町地区につきましては︑住宅市街地整

備総合支援事業について事業名称を変更し︑進捗状況を完了に

え︑これに伴う文言の修正を行っております︒
さらに︑ｄ︑実施予定の面的整備事業等の計画の概要及び決

変更します︒

右の欄の新・八︑上落合地区につきましては︑密集市街地整

定又は変更予定の項目につきまして︑事業を実施している地区
において︑事業名称と事業の進捗について変更しております︒

備促進事業及び木造住宅密集地域整備促進事業について事業名

し︑進捗状況を完了に変更します︒

支援事業︑都心共同住宅供給事業につきまして事業名称を変更

新・九︑赤城周辺地区につきましては︑住宅市街地整備総合

四十六ページをお開きください︒

称を変更し︑進捗状況を完了に変更します︒

次に︑地区ごとに事業の進捗を中心に変更点について説明さ
せていただきます︒
まず四十二ページですが︑新・一︑百人町三・四丁目につき
ましては︑公営住宅建替事業︑これは都営住宅の建てかえ事業
になりますが︑事業が完了するために完了に変更しております︒
右の欄︑新・二︑西新宿六丁目地区にまいりまして︑市街地

右の欄の新・十︑西富久地区につきましては︑事業の進捗に

ついて変更はありませんが︑この地区が都市再生緊急整備地域

再開発事業を事業中として︑密集市街地整備促進事業及び木造
住宅密集地域整備促進事業について事業名称を変更し︑進捗状

の環状四号線新宿富久沿道地域に含まれることから︑その他の

特記すべき事項について︑都市再生緊急整備地域の整備目標を

況を完了に変更します︒
四十三ページをお開きください︒

追加したものでございます︒

四十七ページをお開きください︒

新・三︑西新宿地区及び新・四︑北新宿地区は︑ともに密集
市街地整備促進事業及び木造住宅密集地域整備促進事業につい

新・十一︑霞ヶ丘地区は︑都営霞ヶ丘アパートがある地区で

すが︑建てかえ事業が実施予定のため変更はありません︒

て事業名称を変更し︑進捗状況を完了に変更します︒
また︑新・三︑西新宿地区の市街地再開発事業を事業中に︑

右の欄の新・十二︑新宿六丁目地区につきましては︑住宅市

街地整備総合支援事業について削除し︑地区計画につきまして

地区計画については決定済に変更します︒
四十四ページをお開きください︒

は︑昨年︑地区計画が決定されたことにより決定済に変更して
<

>

各地区の主な修正︑変更点につきましては以上です︒

いるものでございます︒

新・五︑大久保・百人町地区につきましては︑当地区で実施
しておりました住宅市街地総合整備事業 密集型 と木造住宅密
集地域整備事業を書き足し︑進捗は完了とします︒
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以上で︑議案第二六一号

東京都市計画住宅市街地の開発整

その番号を繰り上げるわけにいきませんので︑その番号は欠番

になってしまっているということでございます︒

今回も︑例えばさっきオペラシティのところがなくなるとい

備の方針の変更について説明を終わります︒
御審議のほど︑よろしくお願いいたします︒

うことで︑今度またその番号が次のときはなくなってしまうと

そうしますと︑努力して完成したと︒そうしたら

後は図面から消えてしまうと︑そういうことですか︒それはそ

○千歳委員

いうようなことでございます︒

どうもありがとうございました︒

○戸沼会長
二つの議案の説明がありましたけれども︑御質問がありまし
たら︑まずどうぞお願いします︒
これは意見照会という⁝⁝

ういうことならそれでいいんですが︑何かもったいない︑ほし
○戸沼会長

意見照会がきておりますので︑ここで御

はい︑どうぞ︒

○折戸景観と地区計画課長

○内藤都市計画主査
○戸沼会長

簡単な質問からちょっと教えていただきたいんで

いような気がします︒

○千歳委員

とが終わってしまうと普通の市街地に戻ってしまいますので︑

審議いただいて採決をお願いしたいと︒

すけれども︑この再開発の方針の参考資料︑これ非常に見やす

ほかの地区と同じような一号市街地の扱いになってしまいまし

ずっと︑せっかく名称と対照できるように書いてあると思いま

いるのはどうしてですかね︒参考資料のこの地図の左のほうに

○千歳委員

からは落ちてしまうということになります︒

づくりが過去にありましたということではあるんですが︑図面

はい︑どうぞ︒

くて結構だと思います︒その中で︑この左側のほうに地区の名

て︑そこのところは消えてしまうということで︑事業とかまち

す︒四がなくなって︑九は後ろのほうに廃止されたと書いてあ

当然必要になってくるんだけれども︑その辺のところはいいと

二号地区というのは︑そういうこ

前が挙げてありますね︒そうすると︑四がなくなってしまって

るから︒何で四がなくなってしまったんですかね︒細かい質問

いうことですかね︒

進捗率とか何とかという場合には︑そういうのは

ですけれども︒
○折戸景観と地区計画課長

ですかね︑新旧対照表でいろいろ変わったということが細かく

れども︑今度は住宅市街地の開発整備の方針で︑四十六ページ

それで︑それからもう一つ細かいので︑また恐縮なんですけ

それで例えば今回も廃止の地区がございますが︑廃止になって

書いてあるんですけれども︑四十六ページの新旧の赤城周辺地

はい︑どうぞ︒

しまうとここの番号が欠番になってしまうということがござい

区というところで︑地区計画があったのが変更案ではなくなっ

○戸沼会長

ます︒平成十六年には︑新宿の四は西早稲田地区ということな

てしまったということは︑これはやめてしまうんですか︒

これは何回か改定をしていまして︑

んですが︑事業が完了したために︑この二号地区ではなくなっ

○戸沼会長

はい︑どうぞ︒

てしまったんです︒ただ︑その地区がなくなってしまっても︑
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していくのかということで︑その中では地区計画を一つの視野

ますので︑今地元の町会とか組織が入りまして︑これからどう

ども︑事業が目指した防災性の向上とか︑まだ道半ばでござい

災上︑非常にまだ危険なところは︑事業は終了したんですけれ

○折戸景観と地区計画課長

作成を求めるというのがございまして︑そのときに区の内部で

○折戸景観と地区計画課長

○戸沼会長

ければと思います︒

の程度入ったのかというところを︑かいつまんで教えていただ

たんですが︑その辺で区の意見がここにはどういうふうに︑ど

赤城周辺地区でございますが︑防

に入れまして︑今検討を重ねておりますので︑この地区でも新

検討いたしまして都に提出し今回の案になったわけです︒それ

はい︑どうぞ︒

宿区といたしましては︑引き続き地区計画も視野に入れて︑ま

で︑文言の変更とかそういうのは東京都の上位計画の変更によ

るものなんですけれども︑今私が新規地区として四地区挙げま

東京都のほうで︑まず区に原案の

ちづくりを進めていくということでございます︒
○千歳委員

したところが︑区としてまちづくりを進めていくという地域で

詳しく言えば︑例えばここに地区計画と書いて検

討するとか何とかって︑そういうことになるんですか︒書いて

見ということで提出したわけでございます︒それがそのまま採

ございまして︑それについて東京都のほうに新宿区としての意

はい︑どうぞ︒

いないけれども︒書けないか︒
○戸沼会長

用されまして︑きょうの提案になったということでございます︒

というところは︑具体的な事業計画が決定していないものにつ

示されておりまして︑その中で事業計画手法として考えている

いうところが私は大変気になるところなんですけれども︑この

いうようなことについては︑意見を聞いていただいたのかなと

に対しては︑こういう計画方針に上げていくよと︑のせるよと

ただいまの手法ですけれども︑ここのと

○鶴松地域整備課長

○近藤委員

いては無記載にするということで統一されたということでござ

点についてはいかがでしょうか︒

そういうことだとしますと︑これがその周辺住民

ころは東京都によります今回の見直し策定の考え方というのが

います︒考え方として︑検討は今現在されておりますけれども︑

○戸沼会長

○近藤委員

○戸沼会長

まず︑この二つの方針について︑区として意見照

どうぞ︒

いうことはございません︒事業につながっていく場合には︑そ

とが決まったからといって直ちに何か事業につながっていくと

伴います誘導の指針の大きな上位計画でございまして︑このこ

はい︑どうぞ︒

そういう事情においてここでは外されたということでございま

○折戸景観と地区計画課長

会があったということで︑区の意見をのせたものというか︑反

の事業の中で地元の方々に御説明をしながらしていくというこ

この計画案は︑マスタープランに

す︒

映したものというのは特にどの点があったのかということを教

とでございます︒

ただ︑都市計画手続の中では︑都市計画法に基づきます公告︑

えていただきたいというのが︒まず一点目は︑変更があったと
ころは︑東京都が基本的に示していくということなんだと思っ
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うことでございます︒

縦覧手続も行っておりますので︑広く区民に意見を聞いたとい

がされていない︒ソフト面についての指摘も︑本来あってもい

るがゆえに︑そこに住む住民の生活の中身については余り指摘

に今回マスタープランの中にあるものを反映したとはいうもの

はなかなか取っつきにくいしわからない手法ということで︑特

には都合がいい手続のように見えますけれども︑住民にとって

霞ヶ丘地区があるんですけれども︑ここは公営住宅の建てかえ

ページでしたっけ︒霞ヶ丘︑最後ですね︑四十七ページです︒

えば住宅の市街地のほうなんですけれども︑ここで霞ヶ丘︑何

それで︑ちょっと細かい点で二︑三︑聞きたいのですが︑例

いはずなのにそれもないという点では︑私はやっぱり手続上も

の︑やはり直ちに効力を発しないとはいえ︑これまでエリアを

事業というのが最後に上げられているんですが︑ここで上がっ

はい︑どうぞ︒

指定してきたところは︑確実に再開発でいえば大規模な計画が

ているということは︑もう既に四年前以上に上がっているとい

○戸沼会長

そこに立ち上がり︑それが実行されてきたということからしま

うことだと思うんですが︑これは上がってきた中でどんなふう

不備がちょっとあるのではないかなというふうに思いました︒

すと︑住民にとっては多大な影響がある問題だなというふうに︑

に進んできたと︒ほかのところは一定変化がわかるところはあ

公告︑縦覧という手続というのは︑えてして行政

計画だなというふうに思うんですね︒それが︑やはり住民に懇

るんですが︑どうなのか︒

○近藤委員

切丁寧に知らされていないというところで︑私もこの案が出て︑
聞かれましたかということを聞いてみたんですけれども︑ほと

ふうに考えているのかという点について︑お聞かせいただきた

で︑引き続き上げる必要があるという︑その必要性もどういう

それで︑今もってここが始まったというのも聞いていないの

んどの方が何も知らないということで︑私も既に指定されてい

いと思うんですが︒

改めて地域住民に︑関係者のところに︑何人かこういう中身で

るところの地域︑エリアの部分︑該当するところがあるんです

○戸沼会長

はい︑どうぞ︒

どうぞ︑四十七ページ︒

けれども︑そこでもこういうふうになっていたということを︑
今回改めて出てきまして知った部分もあるわけですね︒

もっと情報提供し︑情報も住民から収集して上げていくと︒そ

部分でも︑行政的な手続の出発になるという点では︑やっぱり

るわけでございます︒

たわけで︑この記載というものは引き続きさせていただいてい

住宅建替事業が都としてあるという事実ございます︒そういっ

公営住宅の建てかえ事業ということで︑公営

して︑中身についても単なる開発の誘導ということではなくて︑

○近藤委員

○北村住宅課長

前回決められたときもたしか石川先生のほうからも︑みどりの

ということなんだと思うんですが︑例えば百人町も建てかえは

そうすると︑やっぱりここは再開発に伴う計画の出発になる

点だとかについて大変御指摘が強く出されていたように思うわ

しましたけれども︑建てかえした後やはりそこが︑あまりいい

それは︑中身についてはよくつかんでおられない

けですけれども︑そういった部分や開発ということに重きがあ
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いうソフトも含めてあるんだろうかというのが大きな問題にな

本当にそこが快適な居住空間になっているんだろうかと︑そう

になっていっているということで︑ものはつくったけれども︑

いうか︑孤独死の問題や高齢化がかなり極端に進んでいる地域

言葉でありませんけれども︑限界集落的なことで︑限界集落と

いましたが︑例えば神楽坂でもそうですし四谷でもそうでござ

○折戸景観と地区計画課長

○戸沼会長

か︒

も︑それは理由として何か計画があるということなのでしょう

だけじゃなくて︑それ以外のところもかけているんですけれど

はい︑どうぞ︒

っているわけですよね︒それで︑霞ヶ丘の建てかえ問題も今出

いますが︑地元に住民の組織︑まちづくり協議会とか︑例えば

今地元の住民に対するお話がござ

て︑ここには上げられている︒

ういった計画が事実進んでいると︒このあたりは︑やっぱり今

そういう中で︑ここには全く触れられていませんけれども︑そ

宅の建てかえが急遽︑議題というか計画に上がってきています︒

しているというような実態がございまして︑そういうものをや

れませんが︑この地区の中において地元と協働でまちづくりを

確かに二号地区にのせるかどうかというお話はなかったかもし

おきましてもまちづくりの検討を既に行っているという点では︑

神楽坂ですと神楽坂興隆会というのができまして︑この範囲に

私が指摘したような問題というのは︑まちの中からも外からも

りやすくするために︑ここに上げたというような実態もござい

ここには上がっていないんですけれども︑今若松町の都営住

聞こえてくる問題として上がっていまして︑やっぱりそういっ

ます︒

市谷加賀町の大日本印刷の建てかえでございますが︑この範

たこともどうするのかというのは︑本来意見として上げていく
べきものではないかなというふうに思いましたので︑ちょっと

が︑やっぱりここにかけることによって︑さらに誘導をオーケ

ろんな問題が住民の中で起こっているというふうに思うんです

画と︑約十年間にわたっての工事期間があるということで︑い

ここでは百二十五メートルの超高層タワーが一棟建つという計

とを前提にかけられているというふうに思うんですけれども︑

工場の建てかえ問題があります︒ここ︑そもそもあるというこ

ないという住民がたくさんいたというのは︑特に大日本印刷の

あと︑すみません︑再開発の点では︑先ほど意見を聞いてい

環境アセスの説明会も行っている︒区もこの地区内の権利者で

ただ︑環境アセスメントもやっているということと︑地元には

いておりますが︑法的手続についてはこれからでございます︒

十六条の説明会を十二月初旬に予定しているというふうには聞

京都のほうが都市計画法の手続に基づきまして︑都市計画法の

ました︒現在︑これから東京都の決定事項になりますので︑東

建てかえに伴う環境面でのお話も︑地元に対する説明はござい

現在︑環境アセスメントの説明会は二回開かれて︑大日本印刷

辺のまちづくりも含んだ地区計画を計画しております︒これは

囲は現在︑区が地区計画として︑大日本印刷だけではなく︑周

ーするということになりかねないかなという疑問が︑聞いた方

ありますとか住民に対しましては︑この計画を説明するための

その点に絡んで一点お聞きをしました︒そういうことです︒

からは言われています︒そういった問題と︑あとここは大日本
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説明会を二回実施したりしております︒そのほかにも︑住民に

やっていくべきだというふうに思います︒

かけがされているように思うんですけれども︑そこは一体とな

○近藤委員

○戸沼会長
今私が聞いたのは︑この大日本の敷地以外にも網

はい︑どうぞ︒

うわけですので︑そこでは丁寧にするというのが当然のことだ

ろでのゾーンと明確に違って︑しかもそれぞれきっと意見が違

方では東京理科大などの超高層に近い開発をしようというとこ

るという方向での地区計画を立てようというゾーンと︑もう一

神楽坂でも高さを制限したり︑いろいろ規制をする︑強化す

った再開発があるということ︑最初の一言だけで答えだったの

というふうに思いましたので︑意見として言わせていただいた

対する情報の提供は適宜行ってきたというところでございます︒

か︑ちょっと確認を︒
再開発等促進区を定める地区計画ということで︑再開発のとこ

ですけれども︑私はこの新宿を含めたところがセンター・コア

最後に一点だけお聞きしたいのですが︑特に住宅のほうなん

ということです︒

ろについては大日本の事業者提案で行う︑事業者提案の都市計

再生ゾーンということで位置づけられたことによって︑低層と

大日本の開発も含めた︑大日本の

画でございまして︑それに外苑東通りまでの通りの官有地がた

いうよりは中高層の住宅を主に誘導していく施策が必要だろう

○折戸景観と地区計画課長

くさんあるところなんですけれども︑そういうところも含めて

という︑おおむねそういうようなことが書かれているわけです

導だというふうに思っておられるのかどうか︑その評価につい

全体を地区計画の区域として区としては考え︑検討しておりま
るということでございますので︑お答えとしては大日本印刷の

てだけ最後お聞きしたいというふうに思います︒

が︑新宿区としてはそれでいいというふうに︑それが適正な誘

建てかえにあわせて︑区も南側の官有地を区域に入れまして︑

○戸沼会長

して︑そのような形でこの斜線の十六番の形ができ上がってい

外苑東通りから外堀通りに抜ける交通アクセスについても整備

○北村住宅課長

誘導すると︑大規模開発を誘導するゾーンに定めるということ

われたように︑そのことと今回のことを指定してまちづくりを

ということは私たちも十分承知しています︒しかし︑課長も言

○近藤委員

○戸沼会長

まちづくりの会等があって︑そこで議論している

はい︑どうぞ︒

○戸沼会長

を強調した趣旨ではないというふうに理解してございます︒

ていくと書かれてございます︒そういった意味で︑中高層だけ

は︑周辺環境との調和やまち並み景観等に十分配慮して誘導し

ージでございますが︑例えば老朽マンションの建替えに際して

ございますが︑居住機能の強化を図る区域を読みますと︑六ペ

センター・コア再生ゾーンのお問い合わせで

はい︑どうぞ︒

していきたいと考えております︒

はまた別のことで︑やっぱりそれは区別してきちんと説明し︑

○折戸景観と地区計画課長

はい︑どうぞ︒

意見を問うということが必要で︑その再開発に対しても是非が

てなんですが︑これは上位計画としては︑東京の都市づくりビ

今のセンター・コアゾーンについ

あるわけですよね︒ですから︑やっぱりそこのところは丁寧に
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加えて︑国際ビジネスセンターの機能の評価でありますとか︑

ございますが︑将来像としては︑さっきのお話のようなものに

ー・コア再生ゾーンを見ますと︑確かにそういう中高層の話も

ジョンというのが上位計画になっています︒その中で︑センタ

○戸沼会長

したので︑それだけ意見としてお願いします︒

見直し︑再検討するべきではないかなというふうに思っていま

っぱり大きな誘導するというところで︑考え方をもうちょっと

したので︑小さなリニューアルがだめというわけではなく︑や

ほかに︑どうぞ御意見がございましたら︒

都市を楽しむ都心居住の推進でありますとか︑歴史を生かした

はい︑どうぞ︒
○大崎委員

都市空間の形成でありますとか︑そういうようなかなり暮らし
やすいゾーンに再生していこうということでございまして︑新

りましたが︑開発︑環境アセスメントにつきまして︑地域に大

今大日本印刷の問題︑近藤委員のほうから発言あ

宿区は高さ制限を引いておりますので︑そういう中では適切な

地域の意見を取り入れてやりたいということで説明があり︑地

日本印刷はこういうものを建てるということを言われまして︑

それから︑この二号地区でございますが︑確かに市街地再開

域もすばらしいものが建つ構想を見まして︑これはすばらしい

まちづくりができるものと考えております︒
発事業ということも入っておりますが︑そのほかに土地区画整

先ほど︑皆さん周りはわからないといっても︑細かく地域に

ということで︒

規制誘導の手法による修復型のまちづくりでありますとか︑特

案内を出しているんですよね︒先ほど折戸課長から二回説明会

理事業や︑特定街区でありますとか地区計画でありますとか︑
定の市街地の整備を目的としたいろんな跡地の開発であります

もいますよね︒だけど︑実質的には八〇％近い方が賛成してい

を開いたというけれども︑二回どころじゃないんです︑はっき

はい︑どうぞ︒

るんですよ︑実際の話は︒それは世の中というのは︑賛成ばか

とか︑そうした大きく動きがあるところについて指定している

○戸沼会長

最後にしますが︑開発一辺倒ではないと︑いろん

り言うと︒大日本印刷の会議室で皆さんの意見を取り入れなが

○近藤委員

りじゃなく反対もありますよ︒だけど︑長年やってきている大

わけでございまして︑開発一辺倒の指定ということとは違うと

な多彩な計画もあるんだというお話︑多彩な部分はわかるとい

日本印刷の今までの何十年という歴史の中で︑やっぱり地域に

ら説明をしています︒地域の中にはいろいろ反対もいる︑賛成

えばわかるのですが︑やはり今全国的にも公有地や大規模な跡

大変いろんな意味で貢献しているんですね︒

いうふうに理解しているところでございます︒

地を活用した再開発でもって︑それが大きくまちの環境を変え
というようなこともないわけではないということで︑本当に今︑

を言いなさいということまでやっているんです︑実際の話は︒

いろ質問があったら︑大日本印刷の会議室へ来ていろいろ意見

だから︑もう皆さん知っているはずなんです︑全部が︒いろ

まだこの手法が必要なのかなということは︑私はちょっともう

やっぱりこれからの大日本印刷について︑それじゃなくたって

ていくということもあったり︑はたまたそれが破綻をしていく

一歩引いて問い直すべきときではないかなというふうに思いま
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なみどりをつくってくれということで︑地域としても横じゃな

今区長はみどりが欲しいといっているので︑それならそのよう
○根本委員

○戸沼会長

なのです︒

大日本印刷とちょっと離れてしまうかもしれませ

はい︑どうぞ︒

市谷加賀町だと大日本印刷の再開発︑建てかえがある︒それか

く縦にして大きな遊歩道とみどりをつくれと︒それも取り入れ
そういうことで︑今図面ができてくると思うんですが︑やっ

ら︑大久保だとＪＲの跡地が︑四谷も公有地がありますね︒と

ん︒四地域は共通しているのは︑大規模︑種地ですね︒例えば︑

ぱり大日本印刷のあれだけの私有地の中で︑あれだけのものを

いうことで︑その四つに共通しているのは︑そこを基盤として

ているんですよね︑実際の話は︒

犠牲にしながら︑我々の意見を大体取り入れながらやっている

大規模な再開発が計画されているし︑それを誘導していくとい

悩ましいのは︑それは私はそういう計画的なことをやってい

企業というのは︑ちょっと珍しいんじゃないかなと思いますよ︑
それから︑いざ災害が起きたときは︑そういう防災の避難場

かなかったらばらばらになってしまうから︑それはそういうこ

うことになりますね︒

所もつくれ︑それから子供たちのためのプールの上に保養所を

とは必要だと思います︒そこで︑やっぱり大規模再開発という

実際の話︒

つくれと︑大体それも意見としてはやりますよというようなこ

ことになってくると︑必ず超高層みたいなものがばんと建って

求められているところなんじゃないだろうかというふうに思う

会としても知恵を絞っていくのかというところが︑今の我々に

の高度利用だとか有効利用ということを︑我々が都市計画審議

くるということで︑その辺のところでどういうふうに︑さっき

とを聞いているわけですよね︒
だから︑ちゃんとビラを一軒一軒︑マンションでもそういう
ありがとうございます︒

案内を出しているの︒それは確認していますよ︒
○戸沼会長
では︑簡単に︒

んですね︒だから︑私はこういう形で再開発誘導をしていくと

今の計画の説明をしているのはよく知っているん

○近藤委員

そこで︑その大日本印刷のことで今ちょうど議題になりまし

いうことは賛成なんです︒

の計画と別に︑この地区に指定するという中身について︑こう

たけれども︑あれもやっぱり高くして︑そのかわり建ぺい率を

です︒地域の方から計画の説明は聞いています︒それで︑今回
いう案件について知っているかということを聞いたときに︑知

抑えて市谷の森をつくるという構想なわけですね︒私は︑市谷

っているので︑これで再開発を誘導していったら︑大企業の利

っていると言った方はいなかったということを言っただけなん
問題は︑そこのことを︑同じ問題に見えるけれども︑やはり

益本位の再開発誘導だというふうに言われない︑むしろ市谷の

加賀町地区は防衛省と外堀と牛込三中と︑全部面としてつなが

問題の性格が違うので︑性格の違うものはちゃんと知らせるべ

江戸情緒︑外堀を活かして︑防衛省なり公有地なり牛込三中の

ですよ︑そういうことです︒

きじゃないのかなということで︑私は先ほど課長に言ったこと
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ら誘導地域にしてしまったらどうだというふうに思うぐらいの

んじゃないだろうかというふうに思うと︑もっと広くどうせな

みどりを活かして︑新宿の中では画期的な再開発になっていく

住民に難しいという︑いろいろあるんですが︒

○戸沼会長

うふうに思います︒

ございます︒根本委員のお話については︑私もそうだろうとい

ほかにどうぞ︒役所が出すいろんなことが︑何か

話なんですね︒
して指定して︑そこでどういうものをつくっていくのかという

そのベースになっているのが︑さんざん議論したマスタープラ

○千歳委員

何かどうぞ︒

のが︑我々の知恵の出しどころなんじゃないだろうかなという

ンということ︒それ非常にそういうことで︑進め方としては当

ですから︑言いたいことは︑誘導地域として︑再開発地域と

ふうに思っているところなんですね︒意見なのか︑何なのかわ

然そういうことだと思います︒これ見ますと︑これとこれと見

今の会長の御発言に関連してなんです︒それで︑

かりませんけれども︑そのように︒

うまくぴたっとは載らないんですね︒そこのところを何か︑都

比べて見ると︑なかなか表示の仕方とかスケールも違うので︑

私からちょっとコメント︒

市マスタープラン︑せっかくつくったこういうきれいなのがあ

よくわかります︒

新宿区として持っている都市マスタープランとか住宅マスタ

るのなら︑これにこれがうまく載っかるような資料を出してい

○戸沼会長

ープランというのがあって︑それがとにかく我々がさんざん議

ただけると︑ぴったりでよかったんじゃないのかなというよう

な感想を︑今後の課題だろうということです︒

論したベースで︑今言ったようなことは︑単にこれは手続上の
地区指定みたいな︑地域の指定︑再開発と︑それから住宅地の︒

○戸沼会長

うと︒しかし︑そのベースになるのは︑やっぱり都市マスとい

よろしいですか︑大体︒

ほかにどうぞ︒

これは御意見をいただいたと︒

当然動きのあるところに︑一つの誘導するエリアを定めましょ
うことでそのベースがあるという前提で︑今のお話も関連する

いろいろ課題はありそうですけれども︑ひとまず今までの流

れの中で︑その東京都市計画再開発の方針の変更についてとい

ので︑では折戸課長からその辺も含めてちょっと︒
○折戸景観と地区計画課長

う日程第一の議案の二について︑いかがでしょうか︒賛成とい

今根本委員のほうからもお話ござ

いましたし︑会長のほうからもお話ございました︒新宿の都市

うことでよろしいでしょうか︒

挙手をお願いしたいと思います︒

マスタープランでは︑七つの森が位置づけられておりますが︑
この市谷のところも︑それにつながるみどりの記憶というとこ

賛成の方︑挙手をお願いします︒
○戸沼会長

賛成多数ということです︒

︹賛成者挙手︺

ろで︑かなりみどりが大きくマスタープランでも位置づけられ
ておりますので︑こういうような開発を通して︑そうしたこと
を誘導する地区にマスタープランではなっているということで
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住宅市街地の開発整備の方針の変更について︑これについて賛

それから︑日程第一の議案の三ですけれども︑東京都市計画

区計画の変更についての答申でございます︒これにつきまして

四号と書かれているものでございます︒新宿六丁目西北地区地

もう一枚のペーパーをごらんいただきたく存じます︒右上に

前回の審議の内容を踏まえ︑このような文面とさせていただ

た︒

よう要望します︒﹂という附帯意見をつけさせていただきまし

地区整備計画に﹁建築物の緑化率の最低限度﹂の事項を設ける

しまして︑﹁本計画における建築物のみどりの整備を促すため︑

して以下の意見を付します︒﹂ということで︑附帯意見といた

﹁上記議案については支障ありません︒ただし︑当審議会と

も︑記書きの下︑三行をごらんいただきたく存じます︒

成の方は挙手をお願いします︒
ありがとうございました︒

︹賛成者挙手︺
○戸沼会長
報告と連絡事項をさせていただきます︒

その他の連絡事項をどうぞ︒
○内藤都市計画主査
まず︑前回御審議いただきました二つの案件につきましての
報告でございます︒
お手元に︑本日机上にＡ四の紙︑二枚︑置かせていただいて
います︒右上に二十新都審第三号と第四号とございます︒この

次に︑連絡事項でございます︒

きましたので︑御報告させていただきます︒

ことになりました︒附帯意見の内容につきましては︑審議の内

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︑

二つは︑前回御審議いただいた際に︑附帯意見をつけるという
容を踏まえ︑会長と事務局で文案を協議させていただくという

ホームページに順次公開してまいりますので︑よろしくお願い

議事録の署名はお願いしていますか︑していない︒

ことになりまして︑本日お手元に配付させていただいてござい

○喜多委員

喜多委員にお願いしたいと思います︒よろしくお

いたします︒
○戸沼会長

ます︒
まず︑右上のナンバー三でございますが︑西富久地区の都市
計画の決定についての附帯意見でございます︒

議会として以下の意見を付します︒﹂ということで︑附帯意見

からを予定してございます︒案件といたしましては︑景観計画

年を改めました一月の下旬︑一月二十六日︑月曜日︑午後二時

願いします︒

といたしまして︑﹁本計画にあたっては︑都市計画街路に係る

について御審議をいただく予定でございます︒あわせて︑本日

記書きの下のほう︑四行をごらんいただきたいと思います︒

環境整備との整合を図るとともに︑区域内のみどりの整備の充

もお話にございましたが︑市谷加賀町計画︑大日本印刷の計画

最後に次回の開催でございますが︑来年︑

実や景観・環境に対する配慮を適切に行うことについて︑事業

につきまして︑計画の概要を事前に当審議会に御報告させてい

○内藤都市計画主査

者等に指導されるよう要望します︒﹂という附帯意見をつけさ

ただきたいというふうに考えているところでございます︒追っ

﹁上記議案についてはともに支障ありません︒ただし︑当審

せていただきました︒
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て︑開催通知と審議資料等について︑郵送させていただきます
ので︑よろしくお願いしたいと思います︒
それでは︑ほかにないですね︒

事務局からは以上でございます︒
○戸沼会長
それでは︑きょうはこれで終わりたいと思います︒
どうも御苦労さまでした︒
午後四時四十分閉会
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