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その他 

１ 検討体制 

・板橋区高島平地域グランドデザイン策定検討会設置要綱［平成 26年 4月 22日付

区長決定］に基づき、庁内検討組織を設置。 

※1印については、平成 27年度より新たにワーキンググループと同列として新規に設置 

 

(1)素案作成までの検討体制(平成 26年度) 

○策定検討会 

都市整備部長【会長】、 高島平地域まちづくり担当課長【副会長】、 

政策企画課長、総務課長、防災計画推進課長、地域振興課長、産業振興課長、 

健康推進課長、おとしより保健福祉センター所長、障がい者福祉課長、 

子ども政策課長、環境戦略担当課長、都市計画課長、土木部管理課長、 
※2みどりと公園課長、教育委員会事務局 庶務課長、区議会事務局次長 

○拡大ワーキンググループ 

高島平地域まちづくり担当課長【グループリーダー】、 

政策企画課 政策企画担当係長(総合調整グループ)、 
※2政策企画課 政策企画担当係長(政策第一グループ)、 

政策企画課 政策企画担当係長(施設整備活用グループ)、 

財政課 財政担当係長(土木班)、 

庁舎管理・建設課 庁舎管理・建設担当係長(庁舎管理グループ)、 

総務課 総務係長、防災計画推進課 防災計画推進担当係長(防災推進グループ)、 

地域振興課 庶務係長、地域振興課 高島平地域センター所長、 

産業振興課 産業振興担当係長(産業支援グループ)、健康推進課 計画調整係長、 

障がい者福祉課 計画・まちづくり推進係長、子ども政策課 庶務係長、 

環境戦略担当課 環境都市推進担当係長、 

拠点整備課 拠点整備担当係長(特命事業グループ)、土木部管理課 庶務係長、 
※2みどりと公園課 みどりと公園主査(公園管理グループ)、会計管理室 出納係長、 

教育委員会事務局 庶務課 庶務係長、 

選挙管理委員会事務局 選挙担当係長(管理・執行グループ)、 

監査委員事務局 監査担当係長(総合調整グループ) 

庁議(経営戦略会議・連絡調整会議) 

高島平地域グランドデザイン策定検討会［課長級］ 

拡大ワーキンググループ［係長級］ 

*策定検討会の下部組織 

ワーキンググループ［係長級］ 

*策定検討会の下部組織 

※1公共施設機能検討 

グループ 

*策定検討会の下部組織 

※1プロムナード整備検討 

グループ 

*策定検討会の下部組織 
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○ワーキンググループ 

拠点整備課 拠点整備担当係長(特命事業グループ)【グループリーダー】、 

政策企画課 政策企画担当係長(施設整備活用グループ)、 

防災計画推進課 防災計画推進担当係長(防災推進グループ)、 
※2産業振興課 産業振興担当係長(産業支援グループ)、 

健康推進課 計画調整係長、障がい者福祉課 計画・まちづくり推進係長、 

子ども政策課 庶務係長、環境戦略担当課 環境都市推進担当係長、 
※2みどりと公園課 みどりと公園主査(公園管理グループ)、 

教育委員会事務局 庶務課 庶務係長 

※2印については、中間のまとめ(素案)の検討からの参加 

(2)素案作成以降の検討体制(平成 27年度) 

○策定検討会 

都市整備部長【会長】、 高島平地域まちづくり担当課長【副会長】、 

政策企画課長、資産活用課長、総務課長、防災危機管理課長、地域振興課長、 

産業振興課長、長寿社会推進課長、おとしより保健福祉センター所長、 

障がい者福祉課長、子ども政策課長、環境戦略担当課長、都市計画課長、 

土木部管理課長、みどりと公園課長、教育委員会事務局 教育総務課長、 

区議会事務局次長 

○拡大ワーキンググループ 

高島平地域まちづくり担当課長【グループリーダー】、 

政策企画課 政策企画担当係長(総合調整グループ)、 

政策企画課 政策企画担当係長(政策第一グループ)、 

財政課 財政担当係長(土木班)、資産活用課 施設整備活用係長、 

総務課 総務係長、防災危機管理課 防災危機管理担当係長(計画推進グループ)、 

地域振興課 庶務係長、地域振興課 高島平地域センター所長、 

産業振興課 産業振興担当係長(産業支援グループ)、 

長寿社会推進課 計画調整係長、 

おとしより保健福祉センター 地域ケア政策担当係長、 

障がい者福祉課 計画・まちづくり推進係長、 

子ども政策課 庶務係長、環境戦略担当課 環境戦略担当係長(環境政策グループ)、 

拠点整備課 拠点整備担当係長(特命事業グループ)、土木部管理課 庶務係長、 

みどりと公園課 みどりと公園主査(公園管理グループ)、会計管理室 出納係長、 

教育委員会事務局 教育総務課 庶務係長、 

選挙管理委員会事務局 選挙担当係長(管理・執行グループ)、 

監査委員事務局 監査担当係長(総合調整グループ) 

○ワーキンググループ 

拠点整備課 拠点整備担当係長(特命事業グループ)【グループリーダー】、 

資産活用課 施設整備活用係長、 

防災危機管理課 防災危機管理担当係長(計画推進グループ)、 

産業振興課 産業振興担当係長(産業支援グループ)、 

長寿社会推進課 計画調整係長、 

おとしより保健福祉センター 地域ケア政策担当係長、 

障がい者福祉課 計画・まちづくり推進係長、 
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子ども政策課 庶務係長、環境戦略担当課 環境戦略担当係長(環境政策グループ)、 

みどりと公園課 みどりと公園主査(公園管理グループ)、 

教育委員会事務局 教育総務課 庶務係長 

○公共施設機能検討グループ（平成 27年４月 17日設置） 

拠点整備課 拠点整備担当係長(特命事業グループ)【グループリーダー】、 

政策企画課 政策企画担当係長(政策第一グループ) 

政策企画課 政策企画担当係長(政策第二グループ) 

資産活用課 施設整備活用係長 

○プロムナード整備検討グループ（平成 27年４月 17日設置） 

拠点整備課 拠点整備担当係長(特命事業グループ)【グループリーダー】、 

政策企画課 政策企画担当係長(政策第一グループ)、 

政策企画課 政策企画担当係長(政策第二グループ)、 

みどりと公園課 みどりと公園主査(公園管理グループ) 

 

２ 検討経過 

日程・検討会議 検討内容 

平
成
26
年
度 

平成２６年５月９日(金) 
ワーキンググループ準備会 

◇策定概要について 
◇検討体制とワーキンググループの設置

について 
◇今後の進め方について 

平成２６年５月１９日(月) 
 第一回 ワーキンググループ 

◇ワーキンググループの検討項目につい
て 

◇ＵＲ賃貸住宅でのさまざまな取り組み
について 

◇提起された地域資源とポテンシャルに
ついて 

平成２６年５月２８日(水)  
第一回 策定検討会 

◇グランドデザイン策定に向けた検討に
ついて 

◇第一回ワーキンググループで提示され
た地域資源やポテンシャルについて 

平成２６年６月１３日(金)  
第二回 ワーキンググループ 

◇地域課題の抽出について 
◇「地域資源」と「新たな連携などから想

定される効果」の検討について 

平成２６年７月２８日(月) 
第三回 ワーキンググループ 

◇高島平地域 分析報告書(素案)について 
◇グランドデザイン(骨子)について 

平成２６年８月７日(木) 
 第一回 拡大ワーキンググループ 

◇高島平地域 分析報告書(素案)について 
 

平成２６年８月１８日(月) 
 第二回 策定検討会 

◇高島平地域 分析報告書(素案)について 
 

平成２６年９月２日(火) 
庁議(連絡調整会議) 

◇高島平地域 分析報告書(案)について 

平成２６年９月２２日(月) 
第四回 ワーキンググループ 

◇高島平地域 分析報告書について 
◇高島平地域グランドデザイン中間のま

とめ(素案)について 

平成２６年１０月３日(金) 
第五回 ワーキンググループ 

◇高島平地域グランドデザイン 
中間のまとめ(素案)について 
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平
成
26
年
度 

平成２６年１０月２２日(水) 
第二回 拡大ワーキンググループ 

◇高島平地域グランドデザイン 
中間のまとめ(素案)について 

平成２６年１１月４日(火) 
第三回 策定検討会 

◇高島平地域グランドデザイン 
中間のまとめ(素)について 

平成２６年１１月１８日(火) 
庁議(経営戦略会議) 

◇高島平地域グランドデザイン 
検討状況の中間報告(案)について 

平成２６年１１月１８日(火) 
第五回 ワーキンググループ 

◇高島平地域グランドデザイン 
(素案)〔案〕について 

平成２６年１２月１７日(水) 
第三回 拡大ワーキンググループ 

◇高島平地域グランドデザイン 
(素案)〔案〕について 

平成２７年 １月 ９日(金) 
第四回 策定検討会 

◇高島平地域グランドデザイン 
(素案)〔案〕について 

平成２７年 １月２７日(火) 
庁議(経営戦略会議) 

◇高島平地域グランドデザイン素案 
(案)について 

平
成
27
年
度 

平成２７年 ４月 ６日(月) 
第一回 ワーキンググループ 

◇素案に関する意見集約および住民説明
会などの実施について 

平成２７年 ４月 ６日(月) 
第一回 拡大ワーキンググループ 

◇素案に関する意見集約および住民説明
会などの実施について 

平成２７年 ５月１１日(月) 
第一回公共施設機能検討グループ 

◇再整備地区の公共施設における新たな
機能検討について 

平成２７年 ５月１９日(火) 
第一回 策定検討会 

◇素案に対するパブリックコメントへの
「区の考え方」の検討について 

平成２７年 ５月２６日(火) 
庁議(連絡調整会議) 

◇素案に対するパブリックコメント実施

結果など概要について 

平成２７年 ６月 ８日(月) 
第二回 ワーキンググループ 

◇高島平地域グランドデザイン(案) 
について 

平成２７年 ６月２３日(火) 
第二回公共施設機能検討グループ 

◇再整備地区の公共施設における新たな
機能検討について 

平成２７年 ６月２５日(木) 
第二回 拡大ワーキンググループ 

◇高島平地域グランドデザイン(案) 
について 

平成２７年 ７月１０日(金) 
第二回 策定検討会 

◇高島平地域グランドデザイン(案) 
について 

平成２７年 ８月 ４日(火) 
庁議(経営戦略会議) 

◇高島平地域グランドデザイン(案) 

について 

平成２７年 ８月２４日(月) 
庁議(連絡調整会議) 

◇『まちづくりと高島平地域』に関する「い

たばし・タウンモニター」及び「いたば

し・ｅモニター」アンケート調査集計結

果概要について 

 

・「高島平地域グランドデザイン研究会」設置(平成 26年 10月 21日付区長決定) 

政策会議の下部組織として、政策アドバイザーからテーマ・項目ごとに、専門家とし

ての助言をもらい、検討の参考とするために設置しました。 

 ○政策アドバイザー(敬称略) 

  小 澤 一 郎 (公財)都市づくりパブリックデザインセンター理事長、千代田区参与 

  尾 島 俊 雄 (一社)都市環境エネルギー協会理事長、早稲田大学名誉教授、 

          アジア都市環境学会会長 
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  足 立 慎一郎 ㈱日本政策投資銀行 地域企画部課長 兼 東北復興支援室課長 

  山 本 康 友 首都大学東京 都市環境学部 客員教授 

○都市整備部長【会長】、政策経営部長【副会長】、政策企画課長 

  高島平地域まちづくり担当課長【事務局兼任】 

 

  ※別にテーマに応じた関係課長が参加（平成 26年度：防災計画推進課長、環境戦略

担当課長、みどりと公園課長／平成 27 年度：資産活用課長、環境戦略担当課長、

みどりと公園課長) 

平

成

26

年

度 

平成２６年１１月１０日(月) 

 第一回 研究会 

◇検討状況の中間報告(案)について 

*「にぎわい」のとらえ方 

*駅周辺の活性化のあり方 

*スマートエネルギーの規模別の展開 

*流通業務団地の規制緩和に向けた方策 

平成２７年 １月 ９日(金) 

 第二回 研究会 

◇素案(案)について 

*４つのテーマ間の位置づけ(優先度) 

*再整備地区の民間収益事業の採算性成立に向け

た方策 

平

成

27

年

度 

平成２７年 ７月１３日(月) 

 第一回 研究会 

◇高島平地域グランドデザイン(案)について 

*プロムナード整備構想（都市軸）の考え方 

*再整備地区を起爆剤とする都市再生の考え方 

（第二部のまとめ方） 

 

３ 「素案」に関する区民への周知・意見集約 

●住民説明会（全体説明会） ○ミニ座談会（町会・自治会エリア単位） 

■懇談会（テーマ設定又は、座談会より小さい単位） 

□アンケート調査 

実施期間 実施内容 

平成２７年３月２３日 ■大東文化大学学生 

平成２７年３月２８日 
『広報いたばし』掲載 

（素案へのパブリックコメントを募集） 

平成２７年３月２７日～５月１５日 パブリックコメント 

平成２７年４月 ７日 ■都営西台住宅六号棟集会所 

平成２７年４月１０日 ■観光ボランティア 

平成２７年４月１１日 ○住宅供給公社西台住宅五号棟集会所 

平成２７年４月１１日 ■都営西台住宅八号棟集会所 

平成２７年４月１６日 ■コミュニティスペース運営団体 

平成２７年４月１３日～５月２０日 □地域住民等 (全戸配布) 

平成２７年４月２８日 ○高島平二丁目集会所 

平成２７年５月 ７日 ○高島平地域センター洋室 
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平成２７年５月 ８日 ○高島平一丁目集会所 

平成２７年５月９日・１０日 ●高島平区民館ホール 

平成２７年５月１３日 ○高島平八丁目徳丸ヶ原公園内集会所 

平成２７年５月１４日 ○高島平九丁目集会所 

平成２７年５月１６日 ○高島平四丁目集会所 

平成２７年５月２１日 ■商店主との懇談 

平成２７年５月２１日～６月１９日 □いたばしタウンモニター、ｅ-モニター 

平成２７年５月２５日 ■障がい者福祉団体 

平成２７年６月１７日 ■高齢者地域活動団体（街歩き） 

平成２７年６月２７日 
『広報いたばし』掲載 

（パブリックコメントの結果と区の考え方） 

 


