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日 時 平成２９年１０月１６日（月） 

場 所 都庁第二本庁舎１０階２１５会議室 

平成２９年度 第１回日比谷公園グランドデザイン検討会 

議事録 
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○事務局 それでは、定刻でございます。本日は、お忙しい中ご足労いただきまして、あ

りがとうございます。 

 ただいまから平成２９年度第１回日比谷公園グランドデザイン検討会について開催いた

します。 

 私は、本日、司会進行を務めさせていただきます建設局公園緑地部公園建設課長の菅原

でございます。よろしくお願いいたします。 

 なお、本会議につきましては、冒頭のみ撮影を許可しておりますので、ご了承願います。 

 まず最初に、ご出席の委員の方々を、宇田委員のほうから時計回りでご紹介をいたしま

すので、着席の上、簡単にご挨拶いただければと思います。 

 宇田委員でございます。 

○宇田委員 宇田でございます。よろしくお願いいたします。 

○事務局 亀山委員でございます。 

○亀山委員 亀山です。よろしくお願いいたします。 

○事務局 岸井委員でございます。 

○岸井委員 岸井でございます。 

○事務局 進士委員でございます。 

○進士委員 進士です。よろしくお願いいたします。 

○事務局 白洲委員でございます。 

○白洲委員 白洲です。 

○事務局 保井委員でございます。 

○保井委員 保井でございます。よろしくお願いします。 

○事務局 なお、アレックス・カー委員につきましては、所用のため欠席とのご連絡をい

ただいております。 

 次に、行政職員の都市整備局の委員をご紹介いたします。 

 久保田都市づくり政策部長でございます。 

○久保田都市づくり政策部長 よろしくお願いいたします。 

○事務局 次に、建設局の委員のほうをご紹介いたします。 

 建設局総務部、花井企画担当部長でございます。 

○花井企画担当部長 花井でございます。よろしくお願いいたします。 

○事務局 公園緑地部、日浦公園緑地部長でございます。 
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○日浦公園緑地部長 日浦でございます。よろしくお願いいたします。 

○事務局 同じく公園緑地の細岡公園計画担当部長でございます。 

○細岡公園計画担当部長 細岡です。どうぞよろしくお願いします。 

○事務局 冒頭の撮影につきましては、申しわけありません、こちらで終了となりますの

で、ご退席のほうをお願いいたします。 

 なお、東京都では、会議のペーパーレス化のほうを進めておりまして、本会議につきま

しても、事前に送付させていただいた資料で修正がない資料１、グランドデザイン検討会

の設置要綱、及び資料２の公園の昨今の動向につきましては、机上配付のほうを取りやめ

ております。変更がございました資料３の日比谷公園の概要と資料４につきまして、机上

のほうに配付しております。また、岸井委員のほうからご依頼がございました参考資料に

ついても、お手元のほうに配付させていただいております。 

 ２回目以降につきましては、資料の事前送付と当日のアイパッドで、会議を開催したい

と思っております。ご理解、ご協力をお願いいたします。 

 本日は、終了時間を１９時の予定とさせていただいております。短い時間ではございま

すが、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。 

 まず初めに、建設局の日浦公園緑地部長のほうから簡単にご挨拶をお願いします。 

○日浦公園緑地部長 公園緑地部長、日浦でございます。本日はお忙しい中、また、足元

のお悪い中、さらにまた、ちょっと時間が遅いということでございますけれども、本当に

ご参加いただきまして、ありがとうございます。 

 公園緑地部、都市公園の整備、それから管理ということで取り組んでいるところでござ

いますけども、ここ二、三年で、都市公園に国家戦略特区の保育所をつくるですとか、ま

た、東京都としても民間のレストランのデザイン、建設、それから管理運営までを、民間

にお任せするという新たな試みをやっているところでございます。こうした中で、本年５

月に、都立公園の多面的な活用の推進方策ということで、公園審議会からの答申を受けて、

多面的な活用といったところにも取り組んでいるというところでございます。 

 今回、日比谷公園ということでございますが、日比谷公園につきましては、いろいろと、

ポテンシャルを生かし切れていないんじゃないかと、昨今言われることが多くなっており

ます。こういった日比谷公園の魅力をどうしたら高めていけるかということで、皆様方の

ご議論をいただければと思います。 

 今、司会からもご紹介があったように、ペーパーレス化ですとか、情報公開も積極的に
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進めるということで、これまでの会議の形とは違いがございますけれども、皆様方の忌憚

のないご意見をぜひよろしくお願いいたしたいと思います。 

 この会、大体４回程度を予定しておりまして、来年の６月ぐらいにはグランドデザイン

を公表していけたらという形で取り組みたいと思います。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

○事務局 審議に先立ちまして、本日、机上に配付した資料のご確認をお願いいたします。 

 まず、Ａ４の紙で座席表と、委員名簿を置いております。 

 また、Ａ４の横で、「「日比谷公園グランドデザイン」策定の背景と目的」と書かれて

いる表紙のもので、今後のスケジュール等が書かれているもの。 

 また、その続きで、資料の４ということで、「日比谷公園の課題と解決策の方向性」と

いうものがＡ４の紙で、白黒でコピーされております。 

 また、資料３ということで、３－１「日比谷公園の沿革」と書かれたＡ３のものが用意

されております。７ページございます。 

 また、参考資料といたしまして、「日比谷公園周辺の変遷」ということで、Ａ４のカラ

ーのものがございます。 

 また、都市計画中央公園、日比谷公園を含め、都市計画中央公園の一部でございますけ

れども、こちらの都市計画の平面図で、現況位置図と書いているものと、千代田区全体の

都市計画図、日比谷公園周辺の公開空地を含む緑のエリアをあらわした平面図、そういっ

たものを参考資料として置いてございます。 

 今回、事前にお配りした資料から追加したものは、先ほどの日比谷公園の周辺の時代ご

との変遷及び都市計画関係の図面関係でございます。 

 そうしましたら、審議に先立ちまして、日比谷公園グランドデザイン検討会設置要綱第

４により、座長の選出につきまして、委員の互選と規定されております。また、副座長の

選出につきましては、座長の指名と規定してございます。ご審議の上、ご選出いただきた

いと思います。ご意見はございませんか。 

○亀山委員 推薦していいんですか。 

○事務局 はい、どうぞ。 

○亀山委員 座長には進士先生がよろしいかと思います。進士先生は、造園、都市計画の

分野に大変ご造詣の深い方でございますし、東京都を初め、国の各種の委員会の委員もな

さっておられ、大変経験の深い方でございます。日比谷公園に関しては、『日比谷公園』
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という本を出されております。１００年の矜示にもあるという大変いい本なんですが、そ

ういう点ではもう、本当にこのグランドデザインの検討には、進士先生、大変座長にふさ

わしい方ではないかと思いますので、ご推薦申し上げます。 

 以上です。 

○事務局 ご異議、ございませんでしょうか。 

（異議なし） 

○事務局 では、ご異議がなければ、進士委員に座長をお願いしたいと思います。 

 それでは、以後の議事進行を進士座長のほうにお願いしたいと思います。 

 進士座長、よろしくお願いします。 

○進士座長 進士でございます。亀山先生にちょっと大げさに言っていただきましたが、

日比谷のことをずっとやってきまして、私、今日のような会は意味があるということだけ

一言申し上げたいんです。 

 日比谷公園が日比谷練兵場の後にできたのは、東京市の案ではなかったんです。こうい

う審議会の席上で、古市公威さん、土木学会をつくった人ですけど、練兵場の後を公園に

したらどうかということを発言するんですね。それに、小石川から出た議員さんがいて、

それがまた、応援演説をやる。この議員さんは、まだ文明開化のころで、ちょんまげを大

事にする人でした。そのくらい保守的な人なんです。それには大賛成という賛成演説をや

って、市区改正の案に入るという、そういうプロセスを経ています。 

そういう意味では、皆さんのご意見が、こういう審議会でのいろんな知恵が意味を持つ

ということですね。それが日比谷の歴史でもあったということを最初にちょっと申し上げ

ます。 

 ご推薦いただいたので、お引き受けして、進行役を承るということにいたしたいと思い

ます。どうぞよろしくお願いします。 

 副座長ですが、副座長は、私から指名していいんですね。岸井先生にお願いしたいと思

います。岸井先生も、都市計画学会でずっとご一緒してきたし、特に広い、オール東京で

ご発言いただいて、ご指導いただけたらと思います。岸井先生、よろしくお願いします。 

 皆さん、異議はありませんね。 

(異議なし) 

○進士座長 申しわけありませんが、よろしくどうぞ。 

 ご挨拶を。 
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○岸井副座長 はい。進士先生からご指名いただきました岸井でございます。よろしくお

願いいたします。 

○進士座長 どうぞよろしくお願いします。 

 それでは、審議に入る前に、設置要綱の第５に従いまして、本会議は、東京都情報公開

条例の第７条第３及び第５項に基づいて、法人等の競争上または事業運営上の支障となら

ないこと、また、率直な意見交換等を損なわないよう、非公開ということにいたします。 

 ただし、会議終了後、特に法人等の不利益とならない情報に限り、会議資料及び議事録

を建設局ホームページに掲載していく予定です。非公開とすること、後に支障がない資料

等について、ホームページに掲載することについて、委員の皆さん、ご異議はございませ

んでしょうか。 

（異議なし） 

○進士座長 ありがとうございます。異議なしということで、そのとおりにさせていただ

きたいと思います。 

 それでは、早速ですが、資料説明から、事務局、お願いしたいと思います。 

○事務局 本日につきましては、第１回の検討会ということでございますので、最初に、

設置要綱をもう一回簡単にお話をしまして、昨今の都立公園の動向、先ほど公園緑地部長

のほうからお話もございました、東京都公園審議会での答申を受けまして、具体的な個別

の公園についての検討を開始するということで、今回、日比谷公園の検討を開始するとい

うところの背景がございます。また、その後、資料３に基づきまして、日比谷公園の現状

についてお話をして、皆様のご意見をいただきたいと考えております。 

 最初の資料１のところは、パワーポイントのほうでご覧いただければと思います。日比

谷公園グランドデザイン検討会の設置要綱の目的にございますとおり、日比谷公園につき

ましては、周辺のまちづくりの動向、大手町、日比谷地区を中心といたしまして、周辺の

まちづくりがかなり今動きがある中で、日比谷公園をさらに誰もが使いやすく安心した公

園にしていくということを目的といたしまして、外部の有識者の方々とともに、意見をお

聞きして、事業に反映させていくことを目的として設置しております。 

 また、委員の任期につきましては、基本的にはおおむね２年ということで考えておりま

す。会議につきましては、座長が招集しまして、過半数の出席ということでお願いしたい

と思っております。 

 また、委員以外の方のご出席につきましても、必要があると座長が認めるときにつきま
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して、出席は可能となるということです。また、ほかの方法によって、参考にご意見を聞

くということも可能と考えております。 

 庶務につきましては、私ども建設局公園緑地部公園建設課が行わせていただきます。 

 資料２は、先日、事前に送付していた資料でございます。今回こういった都立公園の動

きとしましては、都立公園の多面的な活用ということで、検討を開始していた昨年、今年

の５月に最終答申を迎えた、この動きがまず背景にございました。諮問の背景にございま

すとおり、現在都立公園においても、価値観の多様化やグローバル化が進む中、さらに新

たな都市生活のニーズに対応していく必要がある。そういった場としてさらに魅力を高め

ていく必要がある、ということがございまして、答申のポイントにありますとおり、各公

園施設の設置、あるいは使い方、管理のあり方、こういったものに柔軟性を持たせていこ

うと考えているところでございます。 

 具体的には、管理の連携、協働による管理運営、あるいは設置ということを検討してい

きたいと考えております。 

 また、方向性といたしまして、１点目にありますとおり、基本的にはオープンスペース

の緑を、その機能を確保しながら、さらなる魅力の向上を図っていくということで考えて

おります。 

 具体的に、こういった都立公園の新たな活用につきまして、「都立公園の多面的活用」

と、この審議会の中では表現しております。さまざまなニーズに対して対応していける、

そういった場にしていきたいということで考えているところでございます。 

 左にありますものが、民間による公園施設の設置運営ということで、イメージを載せて

おります。都立公園の中には、レストランやカフェ、あるいはバーベキュー、そういった

さまざまな機能の施設がございます。こういった施設につきまして、民間の方々の活力も

生かしながら、さらなる飛躍向上を図っていきたいということの提案でございます。 

 また、右側のところにございますのが、周辺のまちづくりの動向と連動しながら、連携

を図りながら、民間の活力も導入して、さらに魅力を高める施設を入れていくというとこ

ろでございます。周辺のまちづくりの中で、公開空地等の新たな緑が創出する中で、そう

いったところとさらに回遊性を高め、緑の連続性を高めていくというようなことを考えて

いるというところがございます。 

 また、新たに公園の中に設置されたレストランやカフェ等については、民間も含めたエ

リアマネジメントということで、さまざまな管理主体が含まれる管理主体の中で、さらな
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る魅力アップを図っていくような管理運営を提案しているというところでございます。 

 こういったことについての取り組みを、具体的に今、上野恩賜公園の中では、カフェあ

るいはレストランを民間を公募いたしまして、新たな運営事業者とともに公園施設として

の魅力向上を図っているという一例がございます。この際に、売り上げの一部につきまし

て、公園のそういった施設の周辺のエリアも含めて、管理を行っていくことで、花壇ある

いはそういった緑を、さらに良好な緑を創出していくということに還元していくというよ

うな仕組みを導入しております。 

 こちらに写っている上野公園は、桜の名所でございますので、そのときのお客様のお花

見のルール等を案内するようなパンフレットやシール、あるいはこういったキャラクター

のもので普及啓発を図っていくというような取り組みに、この売り上げの一部を還元して

いるという一例です。 

 また、駒沢オリンピック公園につきましても、同じように、野菜をふんだんに使った民

間事業者さんがつくられているレストラン、そういったものを設置いたしまして、さらな

る公園施設の魅力向上を図っていくというところがございます。こちらの施設につきまし

ても、周辺のところに収益の一部を還元するような仕組みを導入しまして、さらにこのレ

ストラン自体が、災害時には防災ステーションとして機能を発揮するというような仕組み

で考えている、こういった取り組みを行っております。 

 こういったほかの公園での事例も、個別の施設についてはございます。今回、日比谷公

園につきましても、そういった民間、官民連携による新たな魅力の創出の部分、また、日

比谷公園が持つ特殊性、そういったものを踏まえた魅力向上を図っていきたいということ

で、今回、日比谷公園グランドデザインという将来像を皆様とともに考えていくことと考

えております。 

 検討の対象範囲につきましては、日比谷公園の開園区域を中心といたしまして、隣接す

る四方の幹線道路を範囲として考えております。また、関連する区域につきましては、同

様に検討の対象にはなってくるかと思いますけれども、我々の建設局の整備していく範囲

ということで、書かせていただいております。 

 視点と狙いにつきましては、おおむね１０年後を見据えた方向性というようなことで、

中長期的な形で考えていければと考えております。 

 検討は、４回程度を考えておりまして、来年６月の公表ということで考えています。 

 続きまして、資料の３、Ａ３カラーのほうを、ここからはお手元の資料のほうでご覧い
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ただければと思います。 

 基本的には、この資料の３は事前に配付していた資料をもとに、多少微修正が出ている

ところでございます。日比谷公園の具体的な歴史と現在の状況ということで、簡単にご説

明をさせていただきます。 

 ３－１の「日比谷公園の沿革」といたしまして、明治３６年６月１日、日比谷公園は開

園されました。本多静六というドイツから帰られた方が、設計案を採用されまして、工事

に着手し、松本楼など、かなり初期の、最初の段階からこの公園の中に洋食を提供する店

としてスタートを切っているというところが特徴でございます。また、伊藤博文等を含め

まして、かなり政治家の方の国葬等がこの公園を使って行われているというところがござ

います。 

大正９年には、初のテニスコートがこちらの公園の中に３面つくられました。また、大

正１２年は野外音楽堂、こちらも初めてつくられているというところがございます。こう

した日本で初めての近代洋風公園というところが、日比谷公園の特徴となっております。 

その後、大震災の復旧等で、被災者用の仮設住宅の建設用地に一部なったりということ

がございました。現在の第二花壇です。そういった経緯を経ながら、復旧工事が進められ

まして、昭和２０年には、今度は戦後ということで、公会堂などが進駐軍のＧＨＱに接収

された後、昭和に入って整備が進められてくるというところがあります。 

昭和３３年には、地下鉄の丸ノ内線が、現在の雲形池の地下のところに通るようになり

まして、その後、翌々年には、日本道路公団による地下駐車場が完成を迎えるというとこ

ろでございます。この地下駐車場の上が、現在の大噴水及び第二花壇、特に第二花壇の部

分ですけれども、そちらが整備をされたというところがございます。このころ、ほぼ、公

園としての形というものは現在と同じような形になってきております。 

また、平成１５年には、先ほど申しました明治３６年６月１日の開園から１００周年を

迎えるということでの記念事業がございました。現在開園から１１０年以上がたった歴史

ある公園ということが言えます。 

１枚めくっていただきまして、「日比谷公園の歴史的価値」というところの資料で簡単

にご説明いたします。 

 こちらにつきましては、平成２６年度のときに、建設局のほうで外部の有識者の方とと

もに、日比谷公園の歴史的価値についてまとめたものから抜粋しております。基本的に、

日比谷公園は、桜門から入りまして、中幸門、西幸門というあたりのＳ字型の大園路と呼
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んでいる赤い点線のところが主だった園路構成となっております。こちらのＳ字型の大園

路で四つの地割に分けられているということが、この公園の大きな特徴でございます。黄

色の部分の第一花壇と心字池で構成される部分、また、ピンクの部分の第二花壇と雲形池

で構成される部分、青色のところの三笠山と草地広場で構成される部分、緑色のところの

日比谷公会堂や大音楽堂といった施設で構成される部分、この四つの地割で、主なゾーン

が構成されている公園でございます。この形につきましては、明治３６年から変わってい

ない、変化することのない地割になっております。 

 具体的な構成要素のうち、特に開園当初からある、歴史的に重要度が比較的高いと判断

しているものが、左側の①から区分がされておりますけれども、「歴史的に重要度の高い

空間・施設等」と書いているところに示しているものでございます。基本的には、先ほど

Ｓ字型の園路と言いました大園路、また、花壇、現在の第一花壇、心字池、雲形池、イチ

ョウ並木、そういったものが基本的には重要な施設と考えているところでございます。 

 また、日比谷公園の歴史としまして、開園当初から、伊藤博文の国葬といった国家的行

事が行われる公園であったというところが特徴でございます。現在では、この大噴水と第

二花壇、にれのき広場のところで、土日になりますと、毎週に近いぐらい民間のイベント

広場ということで使われているというところが大きな特徴でございます。また、実際の関

東大震災、あるいは東日本大震災等でも、帰宅困難者の受け入れを行ったりということで、

形は変わりましても、そういった防災機能、あるいはそういった行事を行うような場所と

しての公園の機能ということは、現在まで継続されている点が大きな特徴となっておりま

す。 

 続きまして、その後に、今現在の日比谷公園の各施設についての資料をつけております。 

 建物として特徴がございますものが、９番のレンガ色の日比谷公会堂。こちらは昭和４

年の佐藤功一さんの設計による歴史的建造物に選定されている建築物でございます。また、

１２番の大音楽堂、２２番の旧日比谷公園管理事務所が明治４３年の竣工になっておりま

す。また２番の心字池の近くの、池とともに写っているものが、かつての江戸城の日比谷

見附跡の石垣となっております。江戸期からの歴史を伝えるものとして、この日比谷見附

跡については重要な歴史的な資源になっております。 

 先ほど地下駐車場と申し上げましたものが、８番の、地下駐車場から上がってくる入り

口があるところ、こちらについては昭和３５年からとなっております。 

 続きまして、日比谷公園の利用者特性につきまして、次の資料でお示ししております。 



- 11 - 

 平成２５年度の調査に基づきまして、年間利用者推計が５４７万人ということで、大体

都立公園で３番目ぐらいの、かなり来園者数が多い公園となっております。また、滞在時

間で言いますと、１時間から３時間未満で約６割を占めるということで、それほど、長い

というよりも、基本的には１時間から２時間ぐらいの方が３割弱になっております。 

来園者の交通手段の特徴は、７割が電車であり、電車と徒歩で、９割以上になっており

ます。 

日比谷公園の来園の目的としましては、近年、平成２８年では、催事・イベントがやは

り多くなっている。もちろんこういった緑の空間を楽しむ散歩・休憩というものはずっと

以前からの目的になっているというところが特徴としてございます。 

あと、日比谷公園と聞いてイメージするものについて、平成２８年度に調査を行いまし

たけれども、日比谷公会堂が５５．８％ということでかなり多い。また、大噴水が２７％

ということで、日比谷公会堂と第二花壇、大噴水のところを結ぶ、このところは非常に日

比谷公園の特徴として皆さんに認識されているというところが特徴として言えると思いま

す。 

また、平成２２年度の公園利用実態調査の結果から見ますと、大体午後に滞在者数が増

え、午後２時から３時の間が非常に多いという特徴がございました。また、先ほど申し上

げました第二花壇、大噴水、にれのき広場がある、こういったイベントをよく行うところ

につきまして、利用者がかなり滞在しているという特徴が見られました。 

利用者層としましては、基本的には大人の男性の方が７割程度ということで、１日調査

を行いましたけれども、車椅子でご利用される方は１名程度ということで、かなりベビー

カー、車椅子の利用が少ないという状況が見られます。 

また、入園に利用される入り口としては、有楽門と日比谷門、こちらで全体としてほぼ

７割に達するぐらいになっております。基本的には、日比谷通り側の、ＪＲ側のほうから

日比谷公園に皆さんいらっしゃるという特徴がございます。 

１枚めくっていただきまして、「日比谷公園の周辺の状況（１）」でございます。 

こちらの中で示したいと考えていますものは、日比谷公園が四方、幅員が４０ｍ以上の

幹線道路に囲まれているという特徴が一つ、また、心字池の向かいのところの日比谷地区

につきましては、都市再生特別地区となっておりまして、まちづくりが今、かなり進んで

いるところです。また、公園近くにかなり地下鉄の出入り口があるんですけれども、赤枠

で囲っているエレベーター付の入り口というものは非常に離れたところにしかなく、幹線
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道路が広いというところがございまして、かなりアクセスとしては広い幅員の道路をまた

いで来ないと、障害者の方とかについては来づらいところがあるというところが特徴であ

ります。 

続きまして、「日比谷公園の周辺の状況（２）」ということで、幹線道路から見た日比

谷公園の写真について、参考に、周辺の状況ということで、添付しております。 

１枚めくっていただきまして、「日比谷公園の課題点」と書いてある次の紙は、先ほど、

Ａ４の紙に書いている課題点とあわせる形になっておりますので、Ａ４の紙の課題点とあ

わせて見ていただければと思います。 

「日比谷公園の課題と解決策の方向性」と書いてある資料になりますと、日比谷公園に

つきましては、かなり老朽化した公園施設が結構ございます。売店ですとか、あるいは小

音楽堂、大音楽堂、日比谷公会堂、といった施設がございます。また、かなり歴史がある

公園ということもございまして、木が鬱蒼としてきているということが外周園路を中心に

示してございます。夜間については、第二花壇周辺と書いているところは、目の前に日比

谷公会堂があるところになっております。また、周辺まちづくりとの関係性で言いますと、

正面性が低いと書いている有楽門のところ。左側にある白い建物が交番でございます。目

の前のところがちょっとわかりづらいですけれども、石でつくられた柱のようなところが

有楽門の入り口になっております。また、３番目の周辺まちづくりとの関係の③と書いて

いるところが、有楽門のところと、先ほど申しました左側が日比谷地区、都市再生特別地

区のところに今建っております建物と、新しく建った建物という形になっております。こ

ういった周辺の状況があるということがございます。 

我々が東京都として考えている課題点を書かせていただいておりますけれども、基本的

には、老朽化した公園施設や、鬱蒼としてなかなか樹木の下に光が入りづらく、単調な植

栽になりつつあるというところが１点。また、こういったことを踏まえて、ポテンシャル、

立地としてのポテンシャル、あるいは皇居と一体となった自然環境としてのポテンシャル

がなかなか伝わりづらい、また生かし切れていないという課題点 

また、公共交通の駅も非常に近いところにあるにもかかわらず、アクセス性が生かし切

れていないというところ。こういったことを受けて、今後の少子高齢化、あるいは女性や

子供の方々がここで一人で歩くというふうに考えたときに、なかなか使い勝手が悪いとい

うところが、今抱えている課題ということで、幾つか書かせていただいたところでござい

ます。 
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資料の３と４につきましては、今ご説明したとおりです。簡単に、参考資料でご用意し

たものについて、ご説明しておきます。 

一つは、「日比谷公園周辺の変遷」ということで、カラーのＡ４、横になっているもの

でございます。 

先ほど進士委員のお話にもございましたとおり、江戸末期、一番左側の江戸末期につい

ては、松平家の大名屋敷になっておりますけれども、明治４年になりますと、陸軍の練兵

場、１枚めくりまして、明治１１年も同様でございます。その後、２０年後の明治４２年

という左側のところですが、明治３６年に開園を迎えておりますので、初めて日比谷公園

の姿が見えてございます。また、明治２２年に霞が関の官庁街の場所が決定したというこ

とを受けまして、明治２８年から隣接に霞が関が登場し始めておりますので、明治４２年

につきましては、日比谷公園と左側が霞が関になっております。 

昭和の時代につきましては、基本的に、日比谷公園とその周辺ということで、空中写真

という形をとらせていただいております。 

また、日比谷公園につきましては、都市計画上で言いますと、都市計画中央公園という

ことで、皆様のお手元のＡ４の縦の資料を一枚を開くとＡ３に、緑色で都市計画の中央公

園の区域を表した図面がついているかと思います。都市計画中央公園につきましては、計

画面積自体は１５５．９２ヘクタールで、かなり大きく、広いのですけれども、皇居も含

めてという形になっております。実際に都市計画の中で開園されている区域ということで、

千鳥ヶ淵ですとか、皇居外苑ですとか、北の丸公園、そういったものも含めて、その範囲

が都市計画中央公園に位置づけられているという特徴がございます。都市計画中央公園自

体は、都市計画１５５．９２ヘクタールに対して、１５５．３７ヘクタールの供用、開園

といいますか、皆様の利用に供されており、道路区域以外につきましては、ほぼ共用して

いる公園になっております。 

以上で、説明を終わらせていただきます。 

○進士座長 資料について、まずご質問があったらいただきましょうか。 

 課題として、周辺の話とかはもうちょっとあったほうがよさそうな気がするのと、広域

に考えるのと、公園の中と両方ありますね。公園の中は、かなり今、要領よく説明してい

ただきましたが。 

 先に、公園の中で、今の資料について、よくわからないとか、こういうものはほかにも

資料があるかとか、少しご質問いただいて、それで外の話を少ししましょうか。 
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 どうぞ、基本的なところの情報を共有しておいたほうがいいだろうと思いますから。い

かがでしょう。今の説明で足りないということは何かありますか。 

○岸井委員 まず、各施設の管理者を明確にしておいていただきたいと思います。今の日

比谷公園の中にどういう施設があるのかと、誰が管理をしているのかということを明確に

する資料をぜひいただきたい。 

 それから、２点目は、中の話として、地下の話が一部口頭ではあったんですが、具体的

に、地下の図面をぜひつくっていただけるといいのではないかと思います。先ほどの利用

者実態を見ても、駐車場の必要性はかなり疑問があると私自身は思っていまして、地下を

利用するにしても、いろいろと考えるべきではないか。そもそもあの駐車場は、車がわっ

と増えたときに、ＧＨＱまで言われて、いろいろつくった経過があるわけですけど、もう

今やそういう時代じゃないので、少し考えてもいいんじゃないか。地下利用はもっと、何

か本来どう考えるべきかということを議論してもいいんじゃないかという気がいたします。 

 それから、最後に、これは広域との話と絡むんですけど、アクセスのポイントについて、

もう少ししっかりした情報をいただきたいと。恐らく非常にシャビーなアクセスになって

いるということなので、そこについてはぜひ皆さんと情報を共有したいと思います。 

 私からは以上です。 

○進士座長 大変大事なご指摘をいただいたと思いますね。地下の、丸ノ内線だけじゃな

いから、地下鉄がいろいろ通っていまして、そういう話はとても図面化されているとよく

わかるだろうと思います。駐車場絡みで排気塔も出ているし、地上に本当はなきゃいいよ

うなものまであるんですね。 

 それから、アクセスの話。もともと日比谷公園は、新橋、それから有楽町、そういう大

きな繁華街を背景にして、日比谷の映画街、これが今、再開発されているんですけど、そ

ういう大きな流れがあって、日比谷は位置づいているので、それも考えないといけないで

すね。車の交通量はあるだろうけど、人の流れ。多分、調査をしている人はいるだろうと

思います。少し探していただいたらいいと思います。 

 今のような調子でどうでしょうか。 

 どうぞ。宇田委員、どうぞ。 

○宇田委員 質問というか、お願いなんですけれども、利用者特性のところで、これはど

の程度の範囲の人たちが来ているのか、どういう人たちが利用しているのか、どこから来

ているのかということを理解したい。今、都民目線で運営しているように見えるけれど、
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ここに来ている人たちは実は基本的に霞ヶ関の役人で、地方に住んでいる人ですという可

能性もあるわけで、この辺は、もしわかれば教えていただきたい。それから、もう一つは、

時間帯別の利用者というもの、先ほど何時が多いというようなお話がありましたけれども、

もう少し時間別の利用実態というものが、どこかにあればおしえていただきたい。 

○事務局 今回つけておりませんけれども、調査したものはございます。 

○宇田委員 調査したものはあるんですか。それはぜひ。 

それからもう一つ、来園の目的なんですけれども、これを目的に来るのか、立ち寄りな

のかということがわかりますか。要するに、公園に来た目的は何ですかと言えば、例えば

散歩かもしれないけれども、散歩っていうのは別のところに行っていて、たまたまここに

立ち寄ったというのか、日比谷公園を目指して散歩に来たのかということは違うわけなの

で。そこまでわかるかどうかわかりませんけど、この公園目的で来ているのか、あるいは

立ち寄りなのかということも理解したい。 

 それから、最後に、これは昼飯の時間帯、周りの人たちが非常に多く来ているんですけ

ど、どういう人たちが来ているのかということがもう少しわかるといいかなと思いました。 

○進士座長 はい、ありがとうございました。 

 いろんな調査を私自身もやっていますが、最近の例があれば、ぜひそれも加えてくださ

い。お昼は霞が関側からと両方あるんですけど、女性の人が昼食がてら、ものすごく多い

ですね。 

○宇田委員 その数がものすごく多いんじゃないかなと。 

○進士座長 利用者数は５００万。この公園は、別に閉鎖しているわけじゃないし、入場

料をとっているわけではないので、そんなに正確な数字じゃないだろうと思います。ただ、

都市公園の定期的な調査を昔から、建設省の時代からやっているでしょう。あれは大規模

公園で、日比谷を必ずケースにしていると思うんだよね。日本の代表的な公園、都市公園

の利用者数調査をやっているはずなんで日比谷はメーンで入っていたはずなので調べてお

くといいです。 

○事務局 基本的には、来園者は確かに推計値ということで近年やっています。 

○進士座長 滞在時間の説明があったけど、これがいろいろ幅があって、公園の利用とい

うものは、本当は平均値で見ちゃいけないですね。平均で見るとつまらなくなるんだけど、

ここの公園は、非常にバラエティに富んだ公園です。私は２４時間調査もしましたけど、

非常におもしろい。時間があればゆっくり話をしたいぐらいですけど、なかなかおもしろ
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いです。 

 それから、今、宇田委員がおっしゃった、誘致圏の話ですね。もともとハトバスまで来

るという、実は一方では観光地です。だから、日本中の人が実は来ているんです。最近は

そうじゃないと思いますけどね。 

 霞が関に勤めている人は仕事で来ているわけで、この公園が目的じゃないんです。ただ、

交通上、日比谷門のほうから入って、霞門へ抜けるので、結構、通過利用が多いですね。 

○宇田委員 これ、私は役人のけもの道と言っているんですけど、そういうものが非常に

多いんですよ。 

○進士座長 そうですか。実はけもの道が、この雲形池の脇に１本あったんです。本当に

土の道のままでした。霞ヶ関に向う人たちは、わざわざそこを通ったんです。その後はふ

つうのアスファルト舗装にしちゃったので、つまらない道になってしまった。ただ突っ切

るというのも公園のある種の利用ですね。わざわざ遠いけれど土の道だから通っていくと

いう。そういう意味では、もっと立体的にこの利用者の気持を押さえると、この公園らし

いおもしろさが見つかるんですけどね。数字があれば、調べてください。 

○宇田委員 今の数字、ほかの公園と同じ調査で同じ比較をしたものというものがもしあ

れば。 

○事務局 ございます。先ほどご指摘のあった他県から、近県から割と多いということが

日比谷公園のそのときの調査では、ちょっと特徴がございました。石神井公園とか、近隣

の住宅地からいらっしゃるタイプの公園とは違って、やはり他県の、近隣の県からいらっ

しゃるというところが特徴にあったので、今度ご提示させていただきます。 

○進士座長 ほかにいかがでしょうか。 

 亀山先生。 

○亀山委員 ２点ほどあります。日比谷公園の課題点で、老朽化した公園施設と書いてあ

りますけれども、例えば日比谷公会堂は、老朽化というような言い方がいいのか。非常に

文化財として価値の高い建築物ですので、余り老朽化というふうに簡単に言ってしまわな

いでいただきたい。確かに老朽化といいますか、時間がたってかなり危なそうなものもな

くはないですけれども、老朽化というよりも、それをどうやって生かしていくかというこ

とが大事なことだと思うんですね。どういう価値を見出すかということをもう少し考えて、

こういったものを見ていったほうがいいんじゃないか。単純に古くなって、がたが来てい

るからというような見方ではなくて、古くなったものにはそれなりの価値があるという見
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方で見たときに、そういったものがたくさんあるんだということは、日比谷公園の中で大

事なことだと思うんですね。それが一つ。 

 それと同時に、鬱蒼とした緑もそうなんですけど、これも確かに鬱蒼として、非常に困

ったなという感じが私もするんですけど、これをもうちょっと実態としてどういうところ

が問題なのかということをお考えいただけるといいかなと思いました。 

 もう一つは、利用の点で言いますと、今、宇田先生がおっしゃいましたけれども、日比

谷公園は、つくられたときには、都市計画で東京の中央公園としてつくられたわけですし、

今でも中央公園なんですよね。 

 それで、東京、首都の中央公園としての利用ってどういうものがふさわしいのかという

ことをもう少し考えてもいいような気がするんですね。私、日比谷公園に行くと、ついで

にお隣の皇居前広場にも行くんですけれども、まるで客層が違う、利用者が全然違います

ね。皇居前広場は、非常に外国人も多いですし、全国からいろいろな方々が来られて、皇

居前広場は利用されているんですけれども、ああいった客層とまるで違いますよね。本当

にオフィス街のお弁当を食べるために来るようなお客さんが圧倒的に多くて、これが首都

の中央公園としてふさわしい利用の仕方なのかということは、余り今まで考えられてこな

かったような気がするんです。その辺をもう少し、どういうふうな利用が望ましいのかと

いうことを考えていくべきではないかと思うんですけれども、そのためには実態の調査も

必要かもしれませんが、いつも気になっていることです。

 それと、都市計画中央公園ですけれども、これは都市計画決定だけはされていますが、

どういうふうにしてこれを現実化しようとしておられるのかということだけ、何か説明が

あればお聞きしたいというふうに思います。

 以上です。

○進士座長 ありがとうございます。

日比谷公園は「歴史的公園」としての価値が大変重要だと思いますね。老朽化という言

葉には注意しましょう。もう１点、都市計画中央公園として位置づけられたままですね。

○亀山委員 事業化しないのかということをお聞きしたい。事業化に向けてどのような動

きがあるのかなということも知りたいです。

○進士座長 日比谷と皇居外苑と北の丸を緑道でつなげて回遊性をもたせるべき。私なん

か霞が関の官庁街の前庭の緑地も取り込んで全部開放して、ネットワークにするといい。

霞が関の各省庁は全部クローズですからね。日本のナショナルセンターらしい構想ができ
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る。各省庁だって、世界へ広報が必要ですね。農水省に日本の食のレストランがあるよう

にね。グランドフロアを開放すれば、インバウンドにとって非常におもしろい場所になる。

そういう発想が全然ない。

 行政的に、以前、私も参加して皇居周辺の一周道路を景観計画でやったんですが、これ

は、国道事務所があるし、都道から区道まで。警視庁がいて、環境省がいて、宮内庁がい

て。複雑な場所だから、なかなか大変なんだけど、それをやって、景観整備も皇居一周の

ジョギングコースができたわけですね。都市計画中央公園として明確にすると、本当に東

京の顔の意味が出るだろうと思うんです。都市再開発がここまで進んでくると、さらに周

辺の都市再開発と強く関連させるべきで、その点も大事でしょう。

 その点外部の情報が、きょうは余り出ていませんから、それも出していただくといいと

思います。

 ほかはいかがですか。保井委員。

○保井委員 ありがとうございます。１点だけ、今たくさん出たものと関連もするんです

けれども、この公園の中にどのくらい収益力を持つポテンシャルがあって、それをどうい

うふうに還元できるのかということを考えていくことは、すごく大事だと思っていて、そ

のためには、先ほど管理者の一覧をということで、岸井先生から既に出ていたんですけれ

ども、その施設。それから冒頭事務局でお話がありました、広場でかなりイベントが増え

ているという話もありましたので、そのイベントを、両方一覧で欲しいということ。しか

も、恐らくその中に公益的なものと、かなり市場価格で利用料をとっている収益的なもの

と、２タイプあるんじゃないかなという気がしますので、そういうタイプ分けができるの

かどうかわからないですけれども、恐らく施設についても、テニスコートとかグリーンセ

ンターのような、公益的施設とそうでないものがあると思いますので、そういうものに分

けて、現状どのぐらいまさに収益力を持っている公園になっているのか、それはどこまで

変えることができるのか。その収益というものをどういうふうにパブリックに還元してい

くのが望ましいのかとか、そういうような視点で少し考える材料として、イベントとか施

設の一覧を少し整理いただけるといいなと思います。

さらに言えば、その先、進士先生がおっしゃっていましたけれども、周辺の公開空地も

恐らくしゃれ街条例を使って収益活動等ができるようになりつつあると思いますので、そ

ういうものの一覧等も、これはおいおい、周りの状況の整理の中で整理いただけると、恐

らく施設だけではなくて、それを、今後の日比谷公園でどういう世界観の中でどんなソフ
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トを展開していくのかということも大事になると思いますので、その議論の材料になるか

なというふうに思っています。

 以上です。

○進士座長 ありがとうございます。

 白洲委員、何かございますか。

○白洲委員 おおむね１０年後と言われて、１０年後というのはどんな社会になっている

かということは僕にもわからないし、多分委員の方の誰もわからないと思います。

 それと、あと、実際に東京都の中でどういう予算の中の、どういう公園にはどういう維

持管理とどういう予算があって、どういう人手を配して、どういうようにやっているかも

僕にはわからない。もちろん資料は大事だと思いますし、これからやっていく上で、いろ

んなことは大事だと思うんですけれども、僕自身は、さっき亀山委員が言われていたよう

に、古いものはすごく大事なことだと思います。まずその維持管理と、それに見合う収益

を、１０年後というよりは、できることからたったっとやっていったほうが。僕自身は、

グランドデザインと言われても、僕の１０年後はわからないぐらいなので、とてもそれを

議論することにはもったいないのかなと。僕自身はやれることからどんどんやっていくほ

うがいいのかなと、端的にこの資料を見て思います。

○進士座長 ありがとうございます。

 じゃあ、そろそろご意見なども出てきたようですから、こんどはご意見を出していただ

きましょうか。そうすると、事務局もこういうデータを用意しなきゃいけないと判断でき

るでしょう。今日の説明で歴史的にどうだったという話と、現状と今後、日比谷公園はど

うあってほしいかというようなことも含めて、委員の皆さんがどういう問題意識、課題を

お持ちか、出していただければと思います。答えは要らないので、みんなご意見を出して

いただく。

 宇田委員一番ご意見をお持ちのようですから。

○宇田委員 私は割と日比谷公園はヘビーユーザーなんですが、歴史とかそういうことは

よくわからないし、それから公園のあり方とかについてはよくわからないけれども、この

公園は非常によく利用する立場です。これほどいい場所にありながら、とても行きにくい。

命がけで行かないといけない公園であるということですね。ここにベビーカーと車椅子の

データを出していただいているのは、これはまさにそのとおりで、私は公園の中では見た

ことはないです。それから老人たちも来るのが非常に大変です。周りが８車線の道路で隔
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離されている。これを都民の公園と言えるのかということについては、私は全く言えない

んじゃないかと。

 これからパラリンピックがあり、２０２０以降の、我々高齢化時代についてどうしてい

くのかという話をしている中で、役人のけもの道と、あと、周辺の人たちのお昼のお弁当

と、あと、イベントがあるとイベントだけは行きますと、それだけじゃないかもしれない

けど、そういう人たちだけを集めている、いわゆる専門家のための、あるいはわかってい

る人たちだけのための公園を、維持し、持っていくことということは意味があるのかとい

うぐらいです。私はこの公園は大好きなんですけれども、本当に行きにくい。

 このことは、多分、都の方はわからないと思っています。先ほど説明の中で一番気にな

ったことは、建設局の範囲ですから、この範囲でやりますという言葉があったんですけれ

ども、それに代表されるように、都の建設局の範囲の中で議論していても、交通とか周辺

アクセスとかそういうことをどこまで考えてやっていただけるのかわからないということ

です。一つ提案なんですけれども、これはぜひ、お年寄りと、それから車椅子の方にどこ

かの場所に集まっていただいて、それは有楽町の駅でもいいです、それから新橋でもいい

し、１０人ずつぐらいいろんな場所に集まっていただいて、日比谷公園に行ってください

ということをお願いして、その方がどうやっていくのか、日比谷公園の噴水までどうたど

り着くのかということを、都の方が後ろで見守っていただきたい。そのプロジェクトは、

ぜひこの議論の中で実際にやっていただきたい。地図だけを見ながら、これが危ないとか、

アクセスがとか、オーバーパスをつくればいいかなんていう議論は全くやる気がしない。

実際にそういう人たち、デイケアセンターに行っている人たちでもいいけれども、そうい

う人たちがもしここを利用しようとしたらどうするかということを、実態として学んでほ

しいというか、私は進士先生にそういうことを含めてやってほしいと思います。

 ちょっと長くなりますけど、私自身は、小さい子供がいたときに、車であそこの地下に

とめて、自転車を背負って、階段を登っていって、周りはちょっと走れますから、走るん

だけれども、階段だけしかなくてアクセスがめちゃくちゃ悪いわけですよ。それから、も

う一つは、松本楼のほうに対しては、車のアクセスはあるけど、誰も車で入れるとも思わ

ない。足の悪い人とかそういう人は、車で入れるということは全然わからない。だから、

あの駐車場の下にとめると、めちゃくちゃ不便です。階段を上がっていかないといけない。

 そういう実態を、僕は今日、ここの都市整備局あるいは建設局の方々が、どこまでわか

っているのかと。多分わかっていると言うだろうけど、実態をわかっていない可能性が高
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いので、今言ったことをやっていただきたい。

 私、実は鉄道関係で昔サインが非常にわかりにくかったときに、東京駅に４０人の方を

集めて、それぞれの人に、××まで行ってくださいとか、いろいろお願いして、全部その

鉄道会社の社員が後ろをついていきました。長い人で７分で行けるところを４５分かかっ

ていましたよね。そういうことは、やってみて初めてわかるわけですよ。

 だから、実態として、この利用実態を調査のぺーパーではなくて、実態、なぜあそこが

けもの道なのかとか、車椅子は０．１％なのかということを、その目でわかると、どうし

たらいいのかということを皆さんがよく考えると、こういう機会にしていただかないと、

単に委員が集まって、公園のあるべき姿、１０年後はどうですかなんていう議論をしても、

意味がない。

○進士座長 大事なご指摘をいただいたと思います。

 よく社会実験といいますけど、現実にやってみるということは、本当に大事なんですよ

ね。実際に、日比谷通りがやっぱり大きな川になっちゃっているんです。

○宇田委員 渡れないです。

○進士座長 本当にどうしようもないです。これはもう、今回、何が何でも解決しなきゃ

だめですね。それと同時に、都市計画中央公園というものは、北の丸までずっと入ってい

るわけですね。

 例えば、大阪は大阪城があります。だけど、東京のほうが落ちついた町に見えますね。

それはやっぱり、皇居の森なんですよね。だから、このサイズは、東京のど真ん中にこれ

だけまとまった緑地があることが、ビジュアルにあるんだけど、今言ったアクセス上はな

かなか難しいんですね。だから、利用者が、さっき亀山委員も言われたように、違うとい

うことはそういうところもあるんですね。

 もともと日比谷公園は、国家広場的な、伊藤博文の国葬をやったような時代がありまし

たが、今はもう、ほとんど都民の日常生活の公園になっている。そこも利用者調査をやる

とわかるんだけども、その中から弱者が排除されているという、これは構造的な大問題で

す。

 大事なご指摘ですので研究していただければと思います。

 さあ、どうぞ、課題を出していただけたらと思います。

 保井さん、もう一回行きましょうか。質問じゃないから、かくあるべしでもいいし、こ

ういうことが自分も気になっているとか。
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○保井委員 多分私、ここに参加させていただいているのは、去年の都立公園の多面的活

用の推進方策の議論に入れていただいたことから来ているんだと思います。

○保井委員 日比谷公園は、とにかく、東京の中心にあるすばらしい公園であることはも

う、誰も異論を持たないことだと思うんですけれども、私が感じている問題意識は、使い

方を知っている人しか使えないという部分の、それがニッチなユーザー向けになっている

ということと、それから、それぞれの施設が、歴史的な経緯もあるんだと思うんですけれ

ども、どうしても管理がばらばらで、全体で効果を上げるような構造になっていないとい

う、ここのところを解決しなきゃいけないんじゃないかなということを、ずっと思ってい

ます。

 なので、利用に関しても、先ほどイベントというふうに申し上げたのは、多分、日常利

用とイベントのときの利用者というのは、今でも違うと思いますし、これから目指す姿を

考えるときも、日常的に、今、霞が関の人たちのけもの道というお話もありましたけれど

も、周辺の就業者の人たちが使っているとは思いますけど、みんな使っているわけじゃな

いと思うんですよね。みんな使っていれば、もうちょっと女性の利用率ももっと上がるは

ずですし、使っているところを見ていましても、この辺に外資系の企業なんかも結構多い

んだと思うんですけど、周辺の多分外資系の企業の人と思しき人が、ワインを持ち込んで、

昼間からワインを飲みながら打ち合わせをしているんですね。そういう使い方をしている

人は知っているみたいな感じで。そういう使い方ができるんだということが、もうちょっ

と伝わると、恐らく日常利用としてももっと周辺の人が使うはずだというふうに思います。

そこには、ひょっとしたら、道路というハードの問題ももちろんあるんじゃないかと思い

ます。

 それ以外のイベント利用とかということを考えると、恐らくもっと広いところから、中

心としての場所なので、来られるはずなので、そこの可能性をもう少しきちんと、もう一

度理想の姿を考えて、そのハードルを多分なく取り除くということが大事かなと思います。

 特に、ばらばらというふうに申し上げました。私はとにかくこのパブリックパークとし

て、そのパブリックなものというのは、どういう主体がどんな形で管理していくべきなの

か。行政が税をもって維持管理する、それにちょっと収益施設がついて、利用料をとって

いくというようなやり方で今までやってきている。一体それがパブリックということを意

味しているのかということを、もう少し考えるべきじゃないかなという気がしています。

 さっき大阪城の話も出ましたけど、じゃあ、全部管理者を民営化していけばいいのかと
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いうと、恐らくまた、東京版のやり方があるんだと思うんですけれども、ただ、今ばらば

らになっているものをどうやって束ねていくのか。それは都の公園管理事務所が中心にな

って、ちゃんと収益を上げたものを還元方策を考えてやっていくということなのか。それ

を可視化していくということなのか。これから民間と一緒にやっていくのであれば、その

中で新しい管理の姿とを考えていくべきなのかというところまで、考えていきたいと思う

ところです。

○進士座長 そうですね。建設とか整備から、パークマネジメントまでやらないといけな

いという時代だということも、皆さん、多分共有しているわけでしょうから、具体的なあ

り方と、それから先ほど事業者が、ここはレストランなんかがたくさんあるんです。それ

から、実は結婚式場まであります。１００年前後から、多少多面化してきた。そして、吉

田修一さんの『パークライフ』、芥川賞の小説の舞台になる、あれは非常に孤独な市民の

物語というか、男女の物語なんですけどね。昔は観光バスで来るような場所ではあったが、

今はかなり個別化、多様化している。今、日比谷公園はいろんなチャレンジをしています。

例えばベンチ、ほとんど寄附によるベンチですね。何ベンチと言いましたか。

○事務局 思い出ベンチです。

○進士座長 思い出ベンチと称しています。１基１０万円だったかな。１５万。２種類あ

るの。場所によって違うのですか。

○事務局 デザインが違うんです。

○進士座長 デザインが違う。１０万とか１５万出して、自分の思い出の言葉を書いたり、

子供や孫へのメッセージを書いたりしてありました。これはもともとイギリスでやってい

る方法ですけど、そういうものが入ったりして、かなり愛着を持って、この日比谷に自分

の公園だという、そういう強い思いを持った人もたくさんいる。なかなか、全貌をきちっ

と把握するということは容易じゃないけど、間違いなくおもしろい公園ですね。

 今までデータで、幾らずつの売り上げで、どういうふうに分布しているなんて誰もやっ

ていないでしょう。そういうものをわかるようにしていただくのもいいかもしれません。

 白洲委員はいかがでしょう。

○白洲委員 何となく思うことは、第一花壇とか名前がついているけど、本当に花壇なの

かなとか。公園だから人がもっと緑で寝転んでいてもいいのに、あそこは柵で入れなかっ

たんですよね。あと、確かに木は鬱蒼としていますが、肝心なところに日陰がないとか、

植栽は誰がどういうふうにしているのかわかりませんが。あと、個別にいろいろ、石垣だ
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とか石だとか、彫刻だとか、いろいろあるのにみんな維持がされていないので、もう少し

それを修復することによって価値が出てくるものは、あの中に歴史がかなり詰まっている

ので、そういう見せ方も非常にあれだし。売店二つぐらいあったけど、そういうものもも

う少し、工夫というんでしょうか。できることは多分今もいっぱいあって、少しずつだん

だん使いやすく、いきなりはならないでしょうし、できることからゆっくりやっていって。

 今、座長がお話しになったように、北の丸からずっとつながっている、それはすごくい

い話だと思うので、そういうことがグランドデザインなんであって、個別のところのこう

いうことは、日常の改善計画で何とでもなるような。歴史はあるけれども、これからもっ

ともっと収益が上がるような感じもしますし、問題点は非常にあったと思いますが、これ

も民間に任すことによってかなりの部分が、コンペでやって、ひもつきじゃない民間の運

営をすれば、それはそれなりにまた改善をしていくでしょうし。

 ただ、今言ったように、霞が関、官庁街からずっと、もっと大きな面として捉えること

が、僕自身はすごく、そういう計画があるなら、さっさとやったほうがいいのかなと。つ

まり、いろんな各部署の人たちを集めて議論するような場所があってもいいのかなとも思

います。

 僕自身は、駐車場はあの地下にある必要はないと思いますが、通りも広いことがあるの

で、四方に駐車できるような。日本は非常に道路の使い方が、駐車のスペースもないので、

何かの形で駐車をするというスペースは残していただきたいなと最後につけ加えておきま

す。

○岸井委員 駐車場は、利用実態をちゃんと皆さんの前に明らかにしていただくと、もう

ちょっとわかると思います。それから、この周りにいっぱい駐車場はできていますので正

直言いますと、都心の駐車場は余っています。

 私の意見をいいですか。課題の中でセントラルパークへと書いてあるんですけど、僕は

これだと思うんですよ。セントラルパークという意味は、先ほど来お話が出ているとおり、

北の丸公園から皇居前広場、そして日比谷公園、さらにはお掘り、このスケールは、パリ

とかロンドンの比じゃないんですよね。絶対に売れるスケールなんですよ。そういうこと

を、じゃあ、誰が世界に訴えるのかというと、これは管理者が違うので、みんなやらない

んですよ。でも、やれるのは多分東京都しかないと。環境省がやるとは思えないし、宮内

庁がやるとも思えない。東京都がそれを、全体をリードしていくという方法しかないんだ

ろうと思います。
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 それを具体的に動かさなきゃいけないと思うし、同時に、じゃあ、そういうところに来

るお客様をどうやってお迎えするのか、どこでお迎えするのか、これはこの部分だけじゃ

なくて、上野公園とか芝公園とか代々木公園とか、そういう大規模公園が東京の中でどう

いう役割を果たすのかということにもつながってくることで、もし外国人の方をちゃんと

受け入れようと思うのならば、しっかりとしたビジターセンターのようなものがなきゃい

けないと思うんですよね。それもアクセスのいいところじゃなきゃいけない。そういった

ことをこの中では考えなきゃいけないのかなと思いました。

 それから、特に北の丸からここへ来る間の、もう一つの非常にいい要素は水なんですよ

ね。お濠です。ところが、このお濠自体が水が汚いんですよ。ここから下水に落として、

それで環境省が浄化しているんですけど、本当ならば環境省の中でやればいいと思うけど。

地下貯留だってやって、ちゃんと水を夏でもしっかりした量を確保する。民間が都市再生

のほうでやっていますけど、民間にやらせるようなことかという気もしていて。それぐら

いのことをやっても、このお濠はきれいにすべきだと。お濠は公園の中の一部なんだから、

しっかりとしたことをこの際やるべきなんじゃないかなとぐらい思っています。それは東

京都がやるのか、環境省がやるのかは別にしても、そういう全体のセントラルパークとし

ての方向性について、都がしっかりとリードをして、やってもらうならやってもらうとい

うことを考えるべきなのではないかと。

 さらに言うと、東京都の大規模公園をもっと魅力的にするには、まちの中にその公園が

出ていくということがもっとなきゃいけない。柵があったり、広い道路に囲まれていたり

して、つながっていないようなぽつんとある公園なんか余り意味がなくて、それが実は、

量で見ますと、フランスだとかパリだとかニューヨークのように、どかんとかたまってい

る公園ではないんだけど、実はつながっていて、点々とあるんですよ。代々木公園だとか、

明治神宮だとか、同じスケールで見てもらうとわかりますけど、それをもっとしっかりと

つなぐということが、これから東京にとって大事なことです。どこから公園がまちへ出て

いくのか。

 実はこれ、パークマネジメント、１００年のときにやっていらっしゃいますけど、パー

クマネジメントでとどまらないで、外へ出ていくマネジメント、パークのシステムだとか

まちのマネジメントで積極的に出ていくべきなんじゃないかと。近くには、日比谷のエリ

アマネがあって、大丸有があって、日本橋があって、南に行けば虎ノ門のエリアマネがあ

るわけですよね。そういうエリアマネジメント団体と手を組んで、この真ん中にこういう、
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非常に人々がゆっくり歩ける緑の道があるんだということを世界の人にわかってもらえる

ようなことをやるのは、誰がやるのかというと、東京都しかないだろうと。ぜひ頑張って

いただきたいと思います。

そのために、こういう公園の役割というものを素直にもう一回見直していただいて、メ

トロとの関係も、正直言って非常に悪いですよね。これはもう、しようがないです。昔の

メトロの入り口はみんな道路に出していて、公園の中に入れていないんですから。でも、

それも本当は、この際ちゃんとしたゲート制をもっと持たせるべきであって、公園として

の品格の問題でもあると思うんだけど、そのぐらいのセントラルパークだと、ぜひ、こう

いうふうになるといいなと思っています。頑張っていただきたいと思います。

○進士座長 ありがとうございました。

 今のお話だと、都市整備局というものがちゃんとあるようですから、久保田委員、せっ

かくだから、一言いただけますか。

○久保田都市づくり政策部長 今までいろいろ意見をいただきましたとおり、公園が非常

に、確かに緑の量は多いんですけれども、まちから本当に隔絶されているような環境にあ

って、知っている人は確かに使うと、知らない人はなかなか使わないというようなことが

ありますので、ぜひ周辺の開発ともちろん一体となって、今言われたメトロの入り口だと

かアクセスも含めて、かなり改善をしていくことが、日比谷と霞が関、それから皇居をつ

なぐエリアで、非常に重要になってくるのかなというふうに思っています。

 それから、あと、これは私個人の意見かもしれないんですけれども、先ほど歴史を感じ

させるいろんな建築物もあるわけですけれども、特に日比谷公会堂については、歴史的な

建造物ということで、今、ホールが足りない中、どうしても耐震性が足りないということ

で閉鎖をしているわけなんですけれども、ぜひ昔のデザインを踏まえて、中も歴史的にい

ろんな舞台になったわけですので、改修をしていただいて、公園の中の施設としてだけじ

ゃなくて、当然いろんな方が使われているわけなので、しっかり改修をしてほしいという

ふうに思います。

 以上でございます。

○進士座長 岸井委員が言われた、都が音頭を取って、東京の中心を何とかしようという

ことは、僕は今の知事さんだったらやってくれそうな気がして、期待しているんですけど、

どうですか。事務方から提案していくというか、少しボトムアップで。

○久保田都市づくり政策部長 そうですね。特に皇居のお濠の改善も含めて、これはやっ
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ていかなきゃいけないかなというふうには思っています。

○進士座長 日本は雨が多いですから、この広域道路だけの路面に降った雨の量でも相当

な量なんですよね。ポートランドなんか初期雨水だけちゃんと始末して、その水をちゃん

と生かすという、今どきはそれがもう、大都市は大きな流れになっていますね。だから、

そういう意味では、お濠というものを浄化することは、環境省はこれまで何回か、いろん

なチャレンジをやっているんです。なかなか本格的になっていない。

 例えば公園と皇居の関連で言いますと、公園のちょうど４辺の１辺が皇居祝田濠と接し

ているわけですが、公園からみるとそこは裏になっています。陳列場とか、レストランが

並んでいるので公園内からほとんど濠は見えない。緑がずっと壁をつくっている。もし公

園側の地盤をスーパー堤防のように少し高くすれば、完全にお濠端の水の風景は公園の風

景になるんです。これは隅田川の隅田公園もそうなんですが、水面って景観的にものすご

く大事なんです。ましてやこれだけうるおいのない東京都心では水面はものすごく大事で

す。しかもこれに加えて石垣があって、緑があるんです。つまり、歴史の重さも風格も出

ているんですね。

 セントラルパークへの借景をちょっと考えるだけでも、都市再開発で超高層ですから、

それとはコントラストですね。周りは新しくなるんだけど、大都市の本当の魅力は歴史軸

なんです。時間の重みなんですね。それがふんだんにこの日比谷公園にはあるんです。大

隈講堂と同じ佐藤功一設計の公会堂は重要です。

 私は将来公園ミュージアムにして、その中に岸井さんがおっしゃったビジターセンター

も入れば、本当に歴史的な雰囲気もあって、利用者がそこに立ち寄って、東京の情報を得

る。

 もとは都立の日比谷図書館も、今は千代田区文化館になっている。リフレッシュされて

非常に利用が盛んになりました。

 公園というものは、骨格は守りながらも、又外観の景観保存をやりながら、中は変えて

いけば、また、おもしろくなるんです。そういう事例でニューヨークのセントラルパーク

は、リ・ビルディングですばらしくなっていますからね。

○岸井委員 今の話でよろしいですか。図書館ってやっぱりすごく最近ものすごい各地で

人気が高い施設で、私、千代田区でもっと何とかなるんじゃないかと思っていて。

○進士座長 あれも指定管理者にやってもらっているんですよね。

○岸井委員 ええ。ぜひ千代田区さんにもこういう話を聞いてもらって、ちょっと協力し
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てもらったほうがいいんじゃないかと。次回以降でもぜひ、オブザーバーでも結構ですか

ら、お招きいただいて、こんなことをみんなが議論しているとわかってもらったほうがよ

ろしいんじゃないかと思いますけど。

○進士座長 そうですね。今、副座長から第２回の検討会に、千代田区の担当部署に出席

を要請したほうがいいというお話がありました。実際に、日比谷図書館後の日比谷図書文

化館の利用や実態もあるし、それから、さらに充実する方向があるのかどうかとか、ひっ

くるめて、千代田区は大事だと思います。皆さんのご賛成が得られれば、検討会の設置要

綱の第７に、委員以外の出席を求めるということができるようですから、今の千代田区の

出席をお願いするということは、皆さんのご意見はいかがでしょうか。よろしいですか。

（異議なし）

○進士座長 じゃあ、ぜひ手配してください。

○事務局 手配、調整します。

○進士座長 亀山委員、どうぞ。

○亀山委員 私はＮＰＯ東京セントラルパークというものを進士先生と一緒にやっている

んですけれども、この都市計画中央公園というものを、何とか世の中に実現していきたい

なということで、これに名前をつけて、東京セントラルパークと言いつつ、その実現とい

うものを考えているわけです。関係者の方々に集まっていただいて、連絡会というものを

やっていまして、国道は東京国道、国交省が出てきますし、環境省も出てくるし、東京都

建設局も出てきますし、千代田区も出てきてもらっていますし、いろんな方々に出てきて

いただいて、連絡会をして、最後にどんなことをやっているんだとか、お互いの情報交換

を結構やっていたんですね。ホームページもどんな考え方でホームページをつくっている

かというようなことをやっていて。

 そのとき、一度、利用者ってどのくらいいるということを、それぞれのところで調べら

れている数値を持ち寄ってみたんですが、大体１，５００万ぐらい、年間の利用者がある

んですよね。ジョギングをやっている人の数だとか、いろんなものをずっと足していくと

そんな感じになるので、本当にセントラルパークというにふさわしい空間であるというこ

とは間違いないと思いますし、そういう点では、グランドデザインを考えるときには、こ

の大きな空間を視野に入れつつ考えていくことは大事なことだろうなと。何とかこれを少

しずつでも実現化するということをやっていく必要があるだろうと。東京都は、都市計画

で決めましたというところで今終わっちゃっているんですよね。それから先が歩み出して
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いないということで、少しずつでも歩んで行ってくれるといいなというふうに思います。

 そこで、もう一つは、今回この会議は、四方の公園の周りの幹線道路まで考えていいと

いうんですよね。これはすごく画期的なことだなと思いました。というのは、公園の周り

の道路はみんな広過ぎて、先ほど来、非常に公園の環境を悪くしている。まさにそうだと

思うんですけれども。

例えば今、祝田門の、日比谷公園と皇居前広場の間の、あれは国道１号ですけれども、

あれを掘り下げればいいだけなんですね。掘り下げてくれて、上を通れるようにしてくれ

れば、公園と皇居前広場は簡単につながるんですよね。長い距離を掘り下げると、かなり

取りつけが難しいんですけど、短い距離だったら十分渡れるだけに下げられますし、下げ

れば自動車を見ないで向こうが見えるんですよね。水面も見えるし。というようなことを

一つ一つ考えていったらいいだろうなって。これは国道１号に対して、国土交通省に対し

て都から申し入れて、こうやろうじゃないかという話をすれば、できないことではないわ

けですよね。

それから、そのほかの日比谷公園の周りの道路はみんな都道と区道ですから、これも掘

り下げてくれてもいいですし、それから、通過交通に関して言うと、今、通過交通を除け

ば、そんなに大した交通量じゃないはずですから、通過交通に関して言えば、ある程度地

下化してもいいわけですし、そうしたら、地下化したら、道路の幅をうんと狭められるわ

けですから。そうすると、残った部分というものを大きな緑の帯にしてしまうというふう

な形で、公園がはみ出してくるというやり方も考えられなくはない。そういうことが今回

考えられるんだとすると、かなり画期的だなという点で、四方の幹線道路は全部検討の対

象にしていいということであれば、そういうことも考えていけるいいチャンスじゃないか

なというふうに思います。

実際、道路は、今、広過ぎるんですよね。広過ぎるということは、だけど広過ぎること

を前提にしなくてもいいと思います。通過交通は地下化することは幾らでもできることで

すから、そういうことを考えていったらば、ずっと今よりも道路を狭めて、その分を全部

緑にしていくということもできるわけだから、そういう形で公園がはみ出していくという

考え方もあるわけですよね。

 ついでにもう一言だけ言わせていただくと、内堀通りは皇居前広場を突っ切っています

けれども、あれも昔は地下化するという案で、先の先の東京オリンピックの紀元２６００

年記念の戦前の東京オリンピックのときには、あの道を地下化しようという案があったわ
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けですが、途中で頓挫してしまった。あの道も地下化して下されば、皇居前広場で自動車

を見ないで済む。地下化が難しいんでしたらば、掘り下げてくれれば、上を平らにするこ

ともできるということもあるので、道路が非常に邪魔しているという感じはよくわかるわ

けですが、それをそのままの形で認めるんじゃなくて、道路も検討していいということで

あれば、いっぱい道路を検討したいなというふうな気がしておりますし、それは都市の中

においてすごく大事なことだと思うんですね。車道の幅があんなにあるということが、い

かに都市の環境を悪くしているかということでもありますから。そういったことを検討す

るということは大事なことだと思います。いろんな形で検討ができたらいいんじゃないか

というふうに思います。

○進士座長 ありがとうございます。地下鉄、それから駐車場、地下鉄の駅や線路等をち

ゃんと図面化して検討できるようにしたいものです。

 日比谷公園は、霞が関との間の桜田通りは、道路が拡張されたから実は公園の面積を減

らされているんです。道路との関係は何回も変遷があります。ビジュアルなデータにする

といい。間違いなく亀山委員のお話はとても大事です。

○保井委員 ちょうど道路の話が出ましたので、私も、さっき言い忘れたことが二つだけ

あって。

 私はいつも公園の再生のときに三つ挙げるんですが、一つは、中の収益の関係のことで、

自立的運営と、もう一つは周辺の価値を上げることができるはずだと。その形の周辺との

関わりを言ったときに、道はすごく大事だと思っていまして、今の道幅を減らすというこ

と、道路の幅と。もう一つは、特に周辺のエリアマネジメントの関係で言うと、最近は歩

道がすごく大事だと思っています。そこはもちろん歩行者が通る、ジョギングをするとい

う場所であるとともに、いろんなソフト、アクティビティをやっていくという上でもすご

く大事で、歩道の写真が幾つか出ていましたけれども、歩道をどういうふうに広げていく

のか、それを、要するに道路として広げていくのか、あるいはまちに開く公園として、公

園の外側に、公園内通路として周りに線をつくっていくのか。そういうやり方も、逆に言

うと、いろんなアクティビティを展開していくということを考えると、公園の中にむしろ

あったほうが、いろんな意味で、今の体系の中で言うとやりやすい部分もあるので、公園

の周り、あるいはそれがいわゆる道路空間とつながっていくというようなことも含めて、

人が通る道のあり方というものもぜひ考えていきたいというふうに思います。

 もう一つ言い忘れたことは、周辺の価値を上げると、もう一つ、私は人材育成の場とし
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て公園ってすごく大事だと思っていまして、その中で、先ほどベンチの話等、進士先生に

言っていただいたんですけれども、すごくそういうことも大事だと思うんですけど、その

ときに、すごく細かい話ですけど、公園としての情報発信というものがすごくまだまだだ

というふうに思っていまして、端的に言えば、公園としてのウエブサイトというものは、

東京都の公園局の中でもそれぞれ少しはありますけれども、日比谷公園としてのウエブサ

イトがあり、そこで寄附したければしたくなるようなことがあったりとか、何が起きてい

るか全てわかるというような、魅力的な発信の手段みたいなこともすごく大事なんではな

いかというふうに思いますので、またそれは、次回以降に検討いただければと思います。

○進士座長 ありがとうございました。

○宇田委員 １点だけ。今のいろんな議論で、時間軸が相当違う議論がまじっていると思

います。これはぜひ、長い話と、それから割と早目にできる話と分けてやりたいと。でき

れば、２年後、３年後ぐらいには様相は変わっているぐらいの、来る人たちとか、そこで

行われていることについては変わっていると。ただ、工事が始まっているとか、掘ってい

るかどうかとか、これは結構時間がかかる話でもありますので、そこは全体として少し、

短、中、長でもいいから、そういうことでちゃんと議論できるといいかなという感じがし

ました。

○進士座長 おっしゃるとおりですね。

 ほかに、よろしいですか。都の皆様はいかがでしょう。花井さん、日浦さん、細岡さん。

せっかくだから、ご発言ください。

○細岡公園計画担当部長 今まで歴史性ということを我々はかなり強く意識して、先ほど

文化財的な位置づけであるということもありました。日比谷公会堂もそうですけど、公園

全体がそうじゃないかという見方も当然あります。ですから、骨の部分、骨格の部分、残

すべき骨格の部分と、チェンジしていく部分、活用していく部分というめり張りをしっか

りしておかないと、弁当を落っことしちゃったみたいになったらまずいなと。感想です。

○進士座長 日浦部長さん。

○日浦公園緑地部長 本当にこれまで公園緑地部、都市公園の管理、整備、本当に公園単

体としてしか見てこなかった。それが今後、地域のまちづくりとの関わりの中で、公園を

生かしていくとか、そういう発想でどんどん変わってきた中で、もうちょっとその延長を

どんどん超えて、私の考えをどんどん超えて、セントラルパークの発想とか、本当に勉強

させていただきました。今後いろいろと、時間がかかる部分もあるかと思うんですけども、
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いろいろ考えていきたいなと思っています。

○進士座長 じゃあ、花井部長さん。

○花井企画担当部長 花井でございます。本当に貴重なご意見をたくさんいただきまして、

勉強になりました。

 最後、宇田先生がおっしゃっていた、時間軸がかなりまじっているということは本当に

そのとおりだと思いましたので、この検討会の中でそれぞれ分けて、どこまで到達させて

いくかということはなかなか難しいかなと感じたところでございます。

 あと、最後のほうで、特に議論のございましたセントラルパーク構想、非常に広い視点

で公園をつなげていって、利用価値を高めていこうと、すばらしい発想だなと思いました。

その中で、お濠の話ですとか、道路を含めて考えていこうというかなり高い視点からのお

話がございましたけれども、それぞれ持つ機能の問題ですとか、現状の問題等もございま

すので、その辺も確認した上で、いろいろ先生方のご意見を伺いながら、考えていきたい

と思いました。

 以上でございます。

○進士座長 はい、ありがとうございました。

 ７時は過ぎております。いろんなご意見を出していただいたように思います。

 さっきの１０年というのは、整備とかを１０年ぐらいでやれる範囲ということでいいで

すか。

○事務局 そうです。はい。

○進士座長 たとえば、亀山委員が言われた、掘り下げてつなげるという話は、日本橋も

今やっとスケジュールが載りつつあるぐらいですから、１０年ではちょっと無理だろうと

思いますが、しかし、この東京が世界都市の都市間競争の中でちゃんと生き残っていくと

いうか、あるいはより魅力的な平和都市としての、歴史文化都市ということを言えば、私

は今の都市再開発だけで済むとは思えない。都心にこれだけのオープンスペースがあって、

そしてしかもそこには４００年の歴史を感じさせて、そしてその水面は非常にエコロジカ

ルにも、生き物も生きられるようなという、そういうふうに全体像を考えないと、この東

京のためによろしくないだろうと思います。そういう意味では、ぜひ都市整備局長に頑張

っていただいて。

 というのは、これは東京市がこの計画を、都市計画中央公園としていることの意味は、

そういうことだったはずです。ですから、美観地区の指定をやって、これも東京都はこの
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周辺全部を指定したわけですよ。歴史的に見ると、本当にいろんなことをやらなきゃいけ

ない場所だったんですよ。それができていなくて、公園は公園として何とかやろうとして

きただけでした。

 そして、日本の代表する公園とか、日比谷公園は一番古い公園ですから、そういう意味

で、いつでも文化財の対象になっているわけで、文化庁あたりは、日比谷公園はやっぱり

名勝指定をしたいとお考えかもしれません。

 そして、公園の歴史で言えば、横浜の公園の山手公園のように、既に名勝指定されてい

る公園もある。即というわけにはいかないでしょう。だから、歴史性とか歴史性のオーセ

ンシティを維持しながら、しかし、今皆さんがおっしゃったように、大きな東京のビジョ

ン、将来ビジョンを考えたときに、ここの重要性は今よりもっと大きくなっていくはずで

す。

ですから、そんな中で、私は、先ほどちょっと申し上げたけど、決断する知事が登場さ

れたのですから、ぜひこの機会に本来、東京都がやらなきゃいけないことを実行していた

だきたい。正に東京都が音頭を取るしかない。

１，５００万というと、ここの３倍です。武道館とか利用施設がいろいろありその数は

大きい。本当に潜在的利用価値はすごい。

 それから、ホテルの宿泊者なんかもほとんどジョギングをやっているんです。かなり広

域に動いている。私は、宇田委員のおっしゃるように、直近でやれることはたくさんあり

ますし、さらに短期、中期、長期を整理しなければなりません。さらに短期の中も細かく

整理されないといけないと思います。

日比谷公園に誰でも容易にアクセスするにはどうするか。日比谷公園の利用のポテンシ

ャルを高めるには、周辺地域との関係をどうするか等、都民の皆さんで騒然たる日比谷公

園論議や都心論議をやっていただくといい。日比谷はその材料は十分ある公園です。

皆さんが出していただいた点を上手に整理していただければと思います。よろしいです

か。

○事務局 はい。

○進士座長 何かほかに。

○事務局 、第２回の日程を確認させていただければと思います。

 １月２９日の月曜日の午前中、９時半から都庁でということでお願いしたいのですが。

皆様、ご都合はいかがでしょうか。
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○進士座長 いかがでしょうか。１月２９日朝一番だそうです。お願いできますでしょう

か。

 それでは、委員の皆さまよろしくお願いしたいと思います。

 どうも、本日は夜分になりましたが、本当にありがとうございました。しかもかなり広

範にご意見を出していただけましたので、事務局は全体像が描き易くなったと思います。

本当にありがとうございました。お疲れさまでした。

――了―― 


