平成２９年１０月２５日

「 大手町・丸の内・有楽町地区まちづくり懇談会（第 ２９回）」
の開催結果について
平成２９年 １０月２ ５日（水 ）午後１ ３時３ ０分から１ ５時まで 、千代田区
役所にて、第 ２９回大 手町・丸 の内・有 楽町 地区まちづく り懇談会 を開催しま
したのでお知らせいたします。懇談会および議事概要は以下のとおりです。
１

懇談会につい て

(概

要)

大手 町・ 丸の 内・ 有楽 町地 区に おい て、 公 共と民 間の 協力 ・協 調に よって
都心に ふさ わし い魅 力あ るま ちづ くり を進 め るため 、平 成８ 年９ 月、 関係者
の懇談 の場 とし て大 手町 ・丸 の内 ・有 楽町 地 区まち づく り懇 談会 を設 置し、
以降、年１、２回程度開催している。
(構

成)

○千代田区

副区長、環境まちづくり部まちづくり担当部長

○東京都都市整備局

技監、都市づくり政策部長

○一般社団法人
大手町・丸の内・有楽町地区
まちづくり協議会
〃
〃
○東日本旅客鉄道㈱
２

理事長

（三菱地所㈱）

副理事長（㈱三菱東京ＵＦＪ銀行）
〃

（東日本電信電話㈱）

総合企画本部品川・大規模開発部次長

議事概要
(1)平成２８年度の検討成果と平成２９年度活動イメージ
(2)関連説明
（道路空 間の活用 に係るリ ガーレの 活動 状況について 、エリア マネジメン
ト広告の適用拡大（案）について、MICE 関連施設による「DMO 東京丸の
内」活動状況について、海外向け PR 動画コンテンツの作成について、東
京駅丸の内駅前広場や行幸通りの整備完了・大丸有まちづくり 30 周 年 ・
東京 150 年・東京 2020 大会に向けた大丸有地 区の発信検討について、
「ま
ちづくりガイドライン」の更新要素検討について）
(3)討議事項
（大丸有 地区にお ける都市 再生整備 計画 策定・リガー レの都市 再生推進法
人化について、丸の内仲通り壁面後退区域内の活用について）
(4)平成２９年度の活動方針の決定

・エリアマ ネジメ ントの推 進 （① 公的空間 の 管理・利活 用が積 極的に進
められるよ う支援 する。 ②「道路 空間活 用の ご案内」を 活用し 、大丸
有エリアマ ネジメ ント協 会等によ るＰＲ 活動 やイベント の誘致 、公的
空間を活用 した企 画の実 現に向け て支援 する 。③「屋外 広告物 ガイド
ライン」を 運用し 、大丸 有エリア マネジ メン ト協会によ るエリ アマネ
ジメント広告事業を支援する。）
・安全・安 心なま ちづくり の推進 （①安全 確 保計画作成 部会の 活動を支
援する。②エリア防災ビル審査会の運用方法について検討を行う。）
・都市観光・都心型 MICE の推進（都市観光・都心型ＭＩＣＥの積極的な
誘致・開催に向けた活動を支援する。）
・大手町ま ちづく りの支援 （ ①大 手町の連 鎖 型まちづく り を支 援する。
②大手町地 区にお いて、 仲通り機 能の延 伸・ 川端緑道の 活性化 ・国際
金融拠点機 能の強 化等、 「まちづ くりガ イド ライン」の 内容の 実現を
支援する。）
・有楽町地 区のま ちづくり の推進 （「有楽 町 まちづくり ビジョ ン」更新
に向けた検討を行う。）
・環境共生 の推進 （低炭素 ・自然 共生・生 物 多様性・資 源循環 等の、地
区の環境共生の取り組みを支援する。）
・アーバン デザイ ンによる まちづ くりの誘 導 （東京駅丸 の内駅 前広場や
行幸通りの 整備完 了等に 向け、「 トータ ルデ ザインフォ ローア ップ会
議」を支援するなど、首都の玄関口にふさわしい景観形成を図る。）
・情報受発 信、周 辺との連 携強化 （① 東京 駅 丸の内駅前 広場や 行幸通り
の整備完了・大丸有まちづくり 30 周年・東京 150 年・東京 2020 大会
に向けた大 丸有地 区の発 信力の強 化を図 る 。 ②周辺地域 のまち づくり
に係る組織 等との 意見交 換を通じ 、周辺 地域 との機能連 携につ いて検
討を行う。）
・まちづく りガイ ドライン の更新 （社会情 勢 や諸施策等 を踏ま えた将来
像の実現に向け、ガイドラインの更新要素の検討を行う。）
・その他（ ①まち づくりガ イドラ インの実 現 に向けた活 動を適 宜支援す
る。②オリ ンピッ ク・パ ラリンピ ックに 向け 、大丸有地 区の更 なる賑
いの形成や利便性の向上に取り組んでいく。）
【問い合わせ先】
・東京都都市整備局都市づくり政策部
電話
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・千代田区環境まちづくり部
電話

開発企画課

麹町地域まちづくり課
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