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Ⅰ．背景・目的 

板橋区では、高島平地域が持続的な発展を可能とする都市へと転換するための都市再

生の指針となる「高島平地域グランドデザイン（以下「グランドデザイン」という）」

を平成27年10月に策定している。このグランドデザインの第二部において、旧高島第七

小学校（以下「旧高七小」という）跡地を含む公共用地（以下「再整備地区」という）

の再整備事業については、都市再生へのリーディングプロジェクトとの位置付けから、

様々な活用パターンが示されたが、最終的な活用方策の決定までは至っていない。 

アーバンデザインセンター高島平（以下「UDCTak」という）では、この再整備事業が

都市再生における重要な要素であることから、平成 29 年３月より再整備地区の活用方策

や整備の方向性について、調査・研究に着手した。 

平成 29 年度は、「旧高七小跡地を含む公共用地の整備研究準備会（以下「準備会」と

いう）」として、グランドデザインで示された活用方針を再評価するとともに、地域全体

の都市再生に向けた検討を行っている。 

また、平成30年度は、「旧高七小跡地を含む公共用地の整備研究部会（以下「研究部

会」」として、準備会での検討を深堀りする形で、連鎖的な都市再生により高島平がめ

ざすべき将来像について検討している。 

本報告書は、これらの研究成果をとりまとめたものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図：位置図(再整備地区〔区有地〕) 

 

表：再整備地区の敷地面積 

敷地 敷地面積 

用地１(旧高七小跡地＋図書館等) 16,865 ㎡ 

用地２(高島平区民館他) 3,300 ㎡ 

用地３(旧高島平健康福祉センター) 650 ㎡ 

合  計 20,815 ㎡ 

  

この地図は、東京都知事の承認を受けて、

東京都縮尺 2,500 分の 1 地形図を利用し

て作成したものである。 

（承認番号）30 都市基交著第 21 号 
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Ⅱ．旧高七小跡地に関するこれまでの検討 

まず、独自の調査・研究を行う前に、これまで旧高七小跡地の活用に関してなされた

検討状況について確認する。 

 

１．旧高七小跡地活用協議会報告書 

平成 19 年４月に閉校した旧高七小跡地については、「旧高七小跡地利用に関する区の

基本方針案」が平成 19 年 12 月に公表されている。その後、区内部においてさらなる検

討が重ねられ「旧高七小跡地利用に関する区の基本方針（改訂案）」が平成 20 年 10 月

に示され、区と地域との本格的な協議が開始されている。平成 21 年１月には、町会・自

治会、青少年健全育成地区委員会、老人クラブ、地域ボランティア団体、近隣小学校の

各代表、旧高七小卒業生、地元大学の教員、区職員から構成される「旧高七小跡地活用

協議会」が設置され、４回にわたる審議を経て、平成 21 年５月に「旧高七小跡地活用協

議会報告書」がまとめられている。以下が、その内容である。 

◆施設整備に向けた二段構えの構想・計画 

第一段階：「現存する建物に 小限の改修を施して中長期的な利活用を図る」 

第二段階：「周辺施設の敷地と合わせて約２ha の区有地をフル活用して根本的な再 

     整備・再開発を行う」 

 ◆跡地利用計画の基本コンセプト 

 （１）地域に賑わいと活力をもたらす多世代交流施設－ストック活用を基本に－ 

 （２）高島平健康福祉センターの移転改築 

 （３）「（仮称）シニア活動センター」の設置 

（４）高島平温水プールとの機能分担によるフィットネス事業の展開 

 

しかし、その後の経済・社会情勢の変化や区の財政状況に鑑み、進め方を見直すこと

となり、単なる学校跡地における施設整備の検討に留らず、高島平地域の都市再生を見

据えた先導的なプロジェクトとすべく、計画を前倒しする形で再整備地区全体での活用

を検討することとなる。 
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２.高島平地域グランドデザイン 

平成 27 年 10 月に「高島平地域グランドデザイン(以下「グランドデザイン」という。」

が策定され、その第二部「公共用地の再整備本計画」において、民間事業者ヒアリング

や住民へのアンケート調査結果などを踏まえ、再整備に向けた基本的な考え方と民間収

益施設の展開に関する５つの活用案や再整備地区を活用しながら周辺エリアの再生を進

める方法が示され、今後の検討の方向性を提示する形でまとめられている。 

◆グランドデザインで示された今後の検討の方向性 

（１）「民間活力の活用」の追求  

・公共用地の再整備については、土地は区有地として堅持しながら、定期借地権  

方式により民間のノウハウや資金力を活用 

・検討時点では事業採算性から民間投資が難しく、住宅施設の収益性が高いと評価

しながらも、地域内の住宅ストックが充足していることから、「にぎわい」への

貢献度は一番低いと判断 

・「商業」、「住宅」、「教育」、「業務」施設などの複合型の用途構成を検討・精査し、

『にぎわい』と『採算性』の両立の可能性を追求 

 

（２）「連鎖的な都市再生」の追求 

・地域全体で連鎖的な建物・施設の更新や資産の一層の有効活用・高層化などを  

含む土地利用転換の流れを作る起爆剤とするため、短期的ではなく中長期的に都

市のデザインを描く 

・再整備地区は、プロムナード整備エリアが交差する地点に位置し、都市軸のリ  

ニューアルを進める上での起爆剤でもあるため、三田線高架下や高島平緑地、

都・区道、団地内通路などをひとつの都市空間ととらえ、都市軸の物語性を感じ

られる機能配置の「見せる化」についても検討 

・高島平駅や新高島平駅などの駅前周辺の活性化にも寄与する「種地」であること

から、商業や生活支援施設、防災対策など、地域課題の解決にも役立つ機能の配

置も並行して検討 

 

（３）行政需要への早期対応のための「公共施設の展開可能性」の追求 

・行政需要がある公共施設は、先行整備の可能性についても検討 

・都市の一体的なマネジメントを行うことで、長期的な都市再生の活動を牽引 

・地域の多様な主体と連携した「見える化」「魅せる化」を意識して進める 
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Ⅲ．準備会における検討 

準備会では、グランドデザインで公共用地の再整備の方向性として示された「民間活

力の活用の追求」と「連鎖的な都市再生の追求」の２つの視点について、検討する。 

１．「民間活力の活用」の追求に向けた検討 

（１）民間事業者ヒアリングによる再整備地区のポテンシャルの把握 

再整備地区については、定期借地権方式により民間のノウハウや資金力を活用すると

しているが、グランドデザイン策定時に実施したヒアリングでは、事業採算性の観点か

ら民間投資が難しいことや も収益性が高いのは「住宅施設」であるとの意見であった。 

一方、住民アンケートにおいては、「にぎわい」の創出に寄与する「商業施設」や「生

活利便施設」のニーズが高くなっている。 

そこで、2020 東京オリンピック・パラリンピックに向けた社会・経済情勢などの変化

も踏まえ、再整備地区における「住宅以外の用途」の事業展開の可能性について、改め

て民間事業者ヒアリングを実施し、民間活力の活用方策に向けた再整備地区のポテンシ

ャルや課題について整理した。以下に、その概要をまとめる。 

①民間事業者ヒアリング実施概要 

ア）選定の視点 

   ・東京都区部においてマンションや大規模店舗などの開発実績がある企業 

   ・開発主体としてより安定的な事業展開が望める資金力のある企業 

   ・介護事業と子育て事業の実績がある企業 

・地域の大学（教育施設の需要確認のため地域の大学へのヒアリングも実施） 

イ）対象（計９社＋1校） 

・不動産事業者  ：７社  ・商業事業者   ：１社 

・高齢者施設事業者：１社  ・地域の大学   ：１校 

  ウ）ヒアリング期間 

    平成 29 年４月～平成 29 年５月末 

エ）ヒアリング項目 

グランドデザインや高島平の特性などを考慮し、「商業施設」、「スポーツ施設」、「高

齢者施設」、「業務施設」、「教育施設」の用途に関して、以下の項目のヒアリングを実

施した。なお、ヒアリングにおいては、活用の自由度を高めるために「現行の都市計

画を変更することも視野に入れている」という条件を前提としている。 

 

【主な項目】 

 ・市況   ・施設誘致の可能性   ・ 適床面積   ・建物構造 

 ・借地期間 ・想定地代       ・その他要望 など 
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②ヒアリング結果一覧 

用途 市況・ニーズ・誘致の可能性など 

商業施設 

・ポテンシャルは高く、十分誘致が可能である。 

・スーパーを中心とした日常使いの店舗を中心とした商業施設、２㎞商圏のＮＳＣ又はＣ

ＳＣなどの需要が見込める。 

（ＮＳＣ：ネイバーフッドＳＣ＊、ＣＳＣ：コミュニティＳＣ） 

・高齢者がワンストップで買物できる総合業態が駅周辺にないことから、食品、衣料、住

まいのワンストップニーズに加え、カルチャー、フィットネスなどの非販売ニーズも高

いと想定する。 

スポーツ 

施設 

・ニーズはあるが、事業性が商業施設より低いため、商業施設と複合開発とすることが必

要である。 

・温浴施設は人口集積が十分であるため広域的に集客を見込めるが、単独での事業採算性

は低い。しかし、商業施設と複合とすることで相乗効果が期待できる。 

高齢者 

住宅 

・需要は高く、駅に近いことから、比較的賃料もとれるエリアである。 

・地域包括拠点としてサ-ビス付き高齢者住宅を核に地域交流施設、保育所、学習塾、コン

ビニ、交流機能などを複合的に導入、展開することが可能である。 

業務施設 
・現状のままではポテンシャルが低く、誘致が難しい。 

・団地を中心とした住宅地のイメージが強く、企業移転のハードルが高い地域である。 

教育施設 

（民間事業者） 

・ポテンシャルは低くはないが、一般的には教育機関自らが借地し、建物を建設して利用

する事業スキームが前提である。 

・民間事業者の場合は、学生向け住宅、保育所、学習塾、シニア向けカルチャーセンター

などの業態が考えられる。 

（地域の大学） 

・キャンパスの再編、拡充を検討している。図書館などの公共施設を共同で整備すること

も可能である。 

その他 

・23 区内の駅至近のまとまった土地であり、希少性が高く、様々な事業の可能性があり得

る立地だと高く評価するが、高齢化、施設の老朽化により、地区の持つポテンシャルを

活かしきれない状況だと認識する。 

SC：ショッピングセンターの略。複数の小売店舗や飲食店、美容院、旅行代理店などサービス業の店舗も入

居する商業施設である。 

 

 

 

 



 

 

9 

 

規模 課題など 

＜日常店舗中心＞ 

1,000 ㎡～3,000 ㎡程度 

＜ＮＳＣ，ＣＳＣ＞ 

35,000 ㎡（敷地を全て活用） 

・既存店と勝負する構図を想定。共存に留意が必要である。 

・現時点でのターゲットは高齢者に特化しているため、シニア層に

需要を充てた「ＧＧ＊ストア」を展開し、10 年後に若年層が流入

してきた場合はテナント構成の見直しを行う必要がある。 

・駅からの視認性の向上が課題である。 

（緑道高木により視認性が低い。） 

・駐車場への動線確保が必要である。 

（高島通りからの動線を確保したい。） 

・駐車場、駐輪場の台数が課題となる。 

1,000～3,000 ㎡程度 

・区の施設や行政とのソフトサービスでの連携などが必要である。 

・スポーツクラブは会員獲得、会員移行障壁の高さといった理由か

ら先行者優位であるため、苦戦を強いられる可能性が高い。 

・駅前立地を活かした高齢者向けモデルなどの可能性はあるが、商

業施設のコンテンツの一つという位置づけとなる。 

3,000 ㎡～10,000 ㎡程度 

・世帯年収が都平均より低い（100 万円程）エリアであるため、入

居しやすい賃料設定、広めの専有面積の確保など、補助金（建築、

入居）を含めた採算性の検証が必要である。 

・地域貢献施設導入によりエリアバリューアップを考慮し、地代を

低く設定して欲しい。 

─ 

・地元企業の移転など、働き方改革による企業のオフィス立地戦略

の変化など（住宅地近くのオフィスなど）の可能性はあるかもし

れない。 

（民間事業者） 

200～500 ㎡程度 

（地域の大学） 

10,000 ㎡～20,000 ㎡程度 

（民間事業者） 

・民間事業者が誘致できるのは小規模な施設であり、商業施設のコ

ンテンツの一つという位置づけである。 

（地域の大学） 

・文部科学省の 23 区内の私立大学の定員抑制＊に抵触する可能性

がある。 

・例えば、ポテンシャルを最大限活かすためには、若年層、子育て世代の流入を図ることで、事業性を向

上させることが可能となる。 

・周辺の老朽化した建物や施設と一緒に連鎖的な都市再生をしていくことができれば、街全体の価値を一

気に上げることができるだろう。 

GG: グランド・ジェネレーションのことで、若々しく年齢を重ね、豊かな知識と経験を持ちながら第 2 の人

生をさまざまなスタイルで楽しんでいるシニア世代のことをいう。 

働き方改革：2016 年 8 月に閣議決定した安倍政権による経済対策の一つ。働き方の抜本的な改革を行い、企
業文化や社会風土も含めて変えようとするもの。 

私立大学の定員抑制：2017 年 8 月に文部科学省は東京 23 区内で原則として大学・短大の定員増を認めない
とする大学設置に関する告示の改正案を公表している。
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③ヒアリング結果を踏まえた各用途別の活用における民間収益施設のイメージ 

用途 想定タイプ・ボリューム 想定施設イメージ 

商業 商業施設を核とした案 

延床面積※１：35,000 ㎡程度 

（敷地全てを活用） 

・近隣住宅街などの小商圏を対象と

するショッピングセンター（NSC） 

・地域密着型の中型のショッピング

センター（CSC） 

・コンテンツの一つとしてスポーツ施

設や高齢者施設を誘致 

 一部を商業施設とする案 

延床面積※１：1,000～3,000 ㎡程度 

・生鮮食品を中心としたスーパーマ

ーケット 

・ドラッグストアなどの日常使い店舗 

業務 業務施設を核とした案 

延床面積の上限値：90,000 ㎡程度※２ 

・オフィスビルと低層部にオフィスニ

ーズを支える店舗（飲食、コンビニ

等） 

 一部を業務施設とする案 

延床面積※１：2000 ㎡程度 

・地元企業の移転等 

住宅 高齢者住宅 

延床面積※１：3,000～10,000 ㎡ 

・サービス付高齢者住宅等 

・高齢者施設、保育所、学習塾、コ

ンビニなどを併設した複合施設

（地域包括拠点）とすることも可能 

教育・文化

施設 

地域の大学等 

延床面積※１：10,000～20,000 ㎡程度 

・地域に開かれたオープンなキャン

パス 

・図書館などの共同整備が可能 

※１ 延床面積は、事業者ヒアリングにおける「事業採算性の規模」を記載  

※２ 延床面積の上限値は、敷地面積（約 18,400 ㎡）、容積率 500％とした場合の面積を記載 
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（２）再整備地区の活用方策の検討に向けた評価軸の検討 

①基本的な考え方 

民間活力の活用方策の検討にあたっては、導入される可能性がある民間収益施設に

ついて、様々な角度から総合的に判断する必要がある。そこで、客観的な判断材料と

なる評価軸が必要と考え、検討を進める。 

検討にあたっては、「公共」、「地域」、「事業」の３つの観点から整理することとして、

「公益性」、「自治体への財政的効果」、「地域貢献」、「事業採算性」、「実現性・継続性」

からなる５つの評価軸を設定する。この５つの評価軸から想定される主な評価指標の

例について、以下に示す。 

観点 評価軸 主な評価指標（例） 

公
共 

■施設の公益性 

・幅広い世代の多くの利用に供すること。 

・不特定多数の人の利便性を高めたり、生活環境の向上に寄与するも

の。 

• 事業主体（法人）の性格 

 

■自治体への財政効果 

・生産年齢人口の増加による区民税の増加が見込まれること。 

・人口構成の変化により財政負担が抑制されること。 

・地代による区の歳入の増加 

• 区民一人当たりの税収

額の増加 

• 区民一人当たりの行政コ

ストの増減 

• 想定地代 

地
域 

■地域 

貢献 

 

グランド

デ ザ イ

ン に お

け る ４

つの柱 

にぎわい（地域の内外からの交流促進や利便性の高いまち） 

・昼間人口の集積が高まり、交流が促進されること。 

・商業施設などの集積により利便性が向上し、消費活動が活

発化すること。 

• 20 代から 40 代までの若

者増加 

• 日常生活サービス施設

の増加（商業） 

ウェルフェア（子どもから高齢者まで元気に楽しく暮らせるま

ち） 

・高齢者などの社会活動が活発化し、市民の健康が増進する

こと。 

・医療・福祉・子育てなどのサービス水準が高まり、利用率が

向上すること。 

• 日常生活サービス施設

の増加（医療・福祉・子

育て） 

• コミュニティ活動の増加 

• 多世代交流に資する施

設及び場の増加 

スマートエネルギー（環境負荷の低減や循環型エネルギーに

対応したまち） 

・建物などにおけるエネルギー利用効率が向上し、エネルギ

ー消費量が減少すること。 

• 単位面積当たりのCO2排

出量の減少 

• ＣＡＳＢＥＥ＊などの取得 

防災（災害時でも継続的に生活の安定や都市機能が維持さ

れるまち） 

・オープンスペースの適切な確保など、市街地の災害や事故

に対する安全性が確保されていること。 

・空家などが減少し、荒廃化や治安悪化が抑制されているこ

と。 

• 空家率の減少 

• 公共空間率の増加 

事
業 

■事業採算性 

・施設の需要が高く、事業者の進出意欲が見込まれること。 

・事業による地価負担力が高く、地代が見込まれること。 

• 事業者の進出意欲の高

さ 

• 想定地代 

■実現性・継続性 

・事業実施に向けた制度上の課題がないこと。 

・安定的に長期間、事業を継続できること。 

・実現までの事業期間が短いこと。 

• 制度上の課題の有無 

• 事業継続性 

• 全体事業期間 

CASBEE：建築環境総合性能評価システム。建築物を環境性能で評価し格付けする手法である。省エネルギー
や環境負荷の少ない資機材の使用といった環境配慮はもとより、室内の快適性や景観への配慮など
も含めた建物の品質を総合的に評価する。 
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（３）主な評価指標（例）による評価結果 

 

商業施設 住宅 

商業施設を核とした案 

延床面積： 

35,000 ㎡程度 

（敷地全てを活用） 

一部を商業施設 

とする案 

延床面積： 

1,000～3,000㎡程度 

分譲住宅 

延床面積： 

90,000 ㎡程度 

公

益

性 

施設の公益性 

○ 事業主体の公益性は低

いが、地区内外多くの人

の生活利便性の向上に

は寄与する。 

○ 事業主体の公益性

は低いが、地区周辺

の人の生活利便性

には寄与する。 

× 住宅ストックは充足しており、

公的住宅ではなく、民間分譲

住宅の場合、公益性は低く、

近隣分譲住宅の建替え阻害

要因となる。 

安定的な税収及

び歳入の確保 

 国税（消費税）、都税（事業所税）は増加するが区税

は増加しない。 

 高い地代は期待できない。 

○ 生産年齢人口の増加により区

税（住民税）が増加する。 

× ファミリー層増加による学校等

の不足への懸念 

○ 他用途に比べ高い地代が期

待できる。 

地

域 

にぎわい 

○ 地域内外からの幅広い

世帯の昼間人口の集積

が高まり、交流が促進さ

れる。 

○ 利便性が向上し、消費

活動が活発化する。 

× 既存店との競合が懸念

される。 

○ 利便性が向上し、消

費活動が活発化す

る。 

× 既存店との競合が懸

念される。 

○ 昼間人口の集積が高まり、交

流が促進される。 

○ 近隣の商業施設の消費活動

が活発化する。 

ウェルフェア 

○ スポーツ施設や子育て施設等の誘致により住民の

健康増進、生活サービスの水準の向上に寄与す

る。 

 社会活動、健康増進、医療、

福祉、子育てサービスの向上に

は寄与しない。 

ｽﾏｰﾄｴﾈﾙｷﾞｰ 
 建物建設のコストをできるだけ抑制することから、ＣＯ２

排出量の削減に向けた努力はあまり期待できない。 

○ 住宅性能を高めるため、ＣＯ２ 

取組みやＣＡＳＢＥＥ等の取得 

防災 

○ 広場等のオープンスペ

ースの確保、物資の備

蓄等が期待される。 

 地域の防災性向上に

は寄与しない。 

 タワー住宅の場合、オープンス

ペースが確保される。 

事

業 事業採算性 
○ 事業者の参画意欲は高い 

 高い地代は期待できない。 

○ 事業者の参画意欲は高い 

○ 他用途に比べ高い地代が期

待できる。 

実現性・継続性 

× 駐車場、駐輪場の確保や車のアクセス動線などの

課題あり。 

× 定借期間は約 30 年であり、継続性が低い。 

 定借期間は約 70 年。 

× 都市計画（45ｍ高度地区）の

変更が必須。 
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※○：プラスの評価、×：マイナスの評価、・どちらでもない評価 

施設 教育・文化施設 業務施設 

高齢者住宅 

延床面積： 

3,000～10,000 ㎡ 

地域の大学等 

延床面積： 

10,000～20,000 ㎡程度 

業務施設を核とした案 

延床面積： 

90,000 ㎡程度 

一部を業務施設 

とする案 

延床面積： 

2000 ㎡程度 

○ 対象が高齢者に限定さ

れるものの、一定の公益

性はある。 

○ 事業主体の公益性も高く、地

域に開かれた多世代利用の

施設（図書館等）整備により、

利便性の向上にも寄与する。 

× 事業主体の公益性は低く、特定の人の利用とな

るため公益性は低い。 

× 高齢者の増加により財

政負担が大きくなる。 

× 補助金等の支出も発生

する。 

・ 高い地代は期待できな

い。 

 税収効果はなし。 

 高い地代は期待できない。 

 国税（消費税）、都税（事業所税）は増加するが

区税は増加しない。 

 高い地代は期待できない。 

 にぎわいの創出は期待で

きない。 

○ 昼間人口の集積が高まり、交

流が促進される。 

○ 近隣の商業施設の消費活動

が活発化する。 

 就業による昼間人口の集積が高まるが、交流の

促進にはつながらない。 

○ 近隣の商業施設の消費活動が活発化する。 

○ 高齢者の活動や健康増

進、サービス水準の向

上に寄与する。 

○ 市民向け講座の実施等により

多世代交流やコミュニティ活

動の増加が期待される。 

 社会活動、健康増進、医療、福祉、子育てサー

ビスの向上には寄与しない。 

排出量削減に向けた 

等が期待できる。 

○ キャンパスの性能を高めるた

めＣＯ２排出量削減に向けた

取組みやＣＡＳＢＥＥ等の取得

等が期待できる。 

○ オフィスの性能を高めるため、ＣＯ２排出量削減

に向けた取組みやＣＡＳＢＥＥ等の取得等が期

待できる。 

 地域の防災性向上には寄

与しない。 

○ 広場等のオープンスペースの

確保、災害時の避難場所、

物資の備蓄等が期待される。 

○ 災害時の避難場所、

物資の備蓄等の協力

が期待される。 

 地域の防災性向上

には寄与しない。 

○ 事業者の参画意欲は高

い。 

 高い地代は期待できな

い。 

 高い地代は期待できない。 
× 需要がなく、全て事業者が誘致は困難と評価 

 高い地代は期待できない。 

 需要は高いが補助金等を

含めた採算性の検証が必

要。 

× 文科省の２３区内の私大定員

抑制に抵触する可能性あり。 

× テナントの誘致のリスク

が高い。 

× 都市計画（45ｍ高度

地区）の変更が必須。 

× テナントの誘致のリ

スクが高い。 
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２．「連鎖的な都市再生」の追求に向けた検討 

「連鎖的な都市再生」の追求に向けた検討については、再整備地区周辺の状況につい

て、客観的に整理し、可能性と課題を抽出する。 

（１）再整備地区周辺の現況 

再整備地区周辺には、高島平の誕生とともに建設された施設が多く、その多くが建物

や設備などの老朽化が進んでおり、更新時期を迎えていると想定される。また、公共施

設や公園、緑地などは、今の時代のニーズに合ったリニューアルや機能強化、再整備に

よる魅力向上が求められている。 

 

①再整備地区周辺の主な施設 

施設名称 現況など 

高島平警察署 昭和 61 年に志村警察署からの分離開設。 

板橋西郵便局 昭和 49 年に板橋西郵便局として開局。 

志村消防署高島平出張所 昭和 48 年に開署、平成 18 年に建替え。 

板橋区医師会病院 昭和 47 年に建設。平成 24 年に耐震化工事を実施。 

ＪＡ東京あおば高島平支店 金融店舗を閉鎖し、現在はＡＴＭと直売所のみ営業。 

ＵＲ高島平団地 

昭和 47 年に管理開始。総戸数 8,287 戸（全 30 棟）の大規

模賃貸団地。平成 30 年度までの団地別整備方針書では、

「ストック活用」。 

高島平 3 丁目住宅団地 

昭和 40 年代に建設された総戸数 1,883 戸（全 34 棟）の大

規模分譲住宅団地。３つの管理組合に分かれており、一部

では建替えに向けた検討中。 

都営高島平三丁目アパート

12 号棟 
平成９年に建築。27 戸の集合住宅。 

高島平緑地 高島通り沿いにある緑地帯。団地建設とともに整備。 

商業施設 
ＵＲ高島平団地内に二つのスーパーマーケット（東武ストア・

ピーコック）と商店会（八百屋、花屋、惣菜屋など）がある。 

教育施設 

公立幼稚園（高島平幼稚園） 

私立幼稚園（大東文化大学付属青桐幼稚園） 

公立学校（高島第五小学校、高島第二小学校、高島第二

中学校、高島高校、高島特別支援学校） 

私立学校（大東文化学園（高校・大学）） 

 

再整備地区に隣接、または近接する公共・公益施設のうち警察署、郵便局、消防署は、

再整備において連携・協力をはかる可能性はあるものの、その位置は、管轄区域内の住

民の利便、他の官公署との連絡、交通、通信その他の事情などを勘案し定められている

特殊な公共施設である。 
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図：再整備地区周辺の現況 
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この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺 2,500 分の 1 地形図を利用して作成したものである。（承認番号）30 都市基交著第 21 号 
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（２）再整備地区周辺の現況からみた可能性と課題 

①周辺施設・建物の更新による一体的なまちづくりの可能性 

・再整備地区周辺には築 40 年以上を経過した施設があり、老朽化が進み更新時期を

迎えているだけでなく、建物や設備の老朽化に伴うサービスの低下やニーズへの対

応不足により、地区全体の活力の低下を招いていると推察される。 

・病院は、通院及び入院患者がいるため、近くに建替え用地を確保することが可能で

あれば、現在の病院機能を継続しながら新病院を建設することができる。 

・住宅団地においても、できるだけ近くに移転先となる住宅を建設し、移転を進めな

がら、段階的に住棟の建替えを進めていくことが可能であれば、住民の現住地での

生活を保障することができ、建替えに向けた合意形成が進めやすくなる。 

以上のことから、周辺の施設については、建替えや更新へのニーズは高いものの、自

らの敷地のみでの建替えは困難な状況にあることが推察され、再整備地区の整備と併せ

て一緒に建替えなどを進めていく可能性は十分にあると考えられる。 

 

②一体的なまちづくりの実現に向けた課題など 

・周辺施設を巻き込んで連鎖的な建替えを進めていくことは、関係者が増えることに

よるスケジュールの長期化が懸念される。 

・特に分譲住宅団地については約 2,000 戸という規模であることから、建替え更新に

向けた合意形成が課題である。 

・再整備地区を周辺施設の建替えの種地とするためには、土地交換などが必要であり、

交換に向けた協議・調整や手続きにも時間がかかる。 

・周辺を巻き込んだ一体的なまちづくりの実現化に向けては、再整備地区を含めた地

域全体のまちづくりを検討し、都市計画変更などによる土地の 有効活用を図るこ

とが重要であり、そうしたまちづくりの検討や行政協議を行っていく必要もある。 

・連鎖的都市再生のめざすところは、非常に意義のあるものだが、全体のスケジュー

ルや連鎖の終わりが見えてこないと全体がぼやけてしまい、具体的な検討に入れな

い。理想と現実のギャップもあるので実現性を高めるためにも、どこか一定の到達

点を決めて、連鎖のストーリーやプロセスを決めていく必要がある。 

・地域の再生や活性化をするための種地として公共用地を活用し、地域の多様な関係

者と一緒に高島平のまちの再構築を進めていくことになるので、自治体として明確

なビジョンをきちんと持っておくことが重要となる。 

・実際の整備まで時間がかかることを考えると、旧高七小跡地を遊ばせておくのでは

なく、暫定利用について検討し、事業用定借などしっかりとした暫定利用の形を見

せていくことも大事だと考える。 

・区有地を活用したダイナミックな連鎖的都市再生には、フロントランナーが必要で

ある。そういう意味では、このプロジェクトに長期的に関われる人を創出する体制

づくりも課題である。 
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３．準備会としてのまとめ 

準備会での調査・研究の成果と結論及び、平成 30 年度での調査・研究に向けた方向

性を、以下にまとめる。 

（１）調査・研究の成果 

①民間活力の活用の追求について 

・再整備地区の民間活力の活用方策の検討にあたっては、民間事業者へのヒアリング 

から、再整備地区は希少性が高く、様々な事業の可能性はあるものの、居住者の高齢

化や周辺施設の老朽化、団地を中心とした「住宅地」としてのイメージなどが要因と

なり、そのポテンシャルを活かしきれない状況にあることが確認された。 

・公共施設整備については、グランドデザインでは別棟が前提となっているが、大き  

な民間活用用地を確保することは、区の財政負担の軽減にもつながることから、民間

収益施設との合築等による効率的な整備の可能性についても改めて検討する必要が

あると考える。 

・導入の可能性がある民間収益施設について、様々な角度から総合的に判断する必要が

あると考え、客観的な判断材料のひとつとなる評価軸について、「公共」、「地域」、「事

業」の３つの観点から整理し、「公益性」、「自治体への財政的効果」、「地域貢献」、「事

業採算性」、「実現性・継続性」からなる５つの評価軸を設定した。 

 

②連鎖的な都市再生の追求について 

・再整備地区周辺には老朽化した施設が多く、更新時期を迎えていると想定されるが、

単独敷地での建替えは困難な状況にある。こうした建物や設備の老朽化は、提供する

サービスの低下や求められるニーズへの対応ができない状況を生み出し、地区全体の

活力の低下を招いていると考えられる。そのため、再整備地区のみを民間活力を活用

し再整備したとしても、その効果は限定的されると推察される。 

・しかし、こうした老朽施設の段階的な建替えが進めば、先に述べたような地域課題  

が解決され、まち全体の価値を向上させることができ、持続的な発展を遂げる未来へ

とまちをつなげていくこととなり、実現した際の効果は計り知れないものと考える。 

・なお、連鎖的な都市再生となると関係者協議等により、実際の工事着手まで時間を要

することが考えられるため、旧高七小跡地について暫定利用を検討することも考える

必要がある。 
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（２）結論と平成 30 年度に行う検討の方向性 

・連鎖的な都市再生は、関係者との合意形成に伴う協議・調整により、事業期間が長期

化するなどの課題はあるが、再整備地区の活用にあたっては、地域全体の都市再生に

向けた「種地」として活用することが 善と考える。 

・そこで、UDCTak としては、まず板橋区に再整備地区を連鎖的都市再生の種地として

活用することを前提にするように提言するとともに、板橋区医師会やＪＡ東京あおば、

その他周辺の公共・公益施設の所有者及び、ＵＲ高島平団地の単独所有者である都市

再生機構へ連鎖的な都市再生へ向けた働きかけを行うこととする。 

・さらに、事業協力者（民間事業者含む）の参画・参加意欲の向上に向けて、現行の都

市計画を変更することも視野に入れた検討を進めることも必要である。 

・民間活力の活用に向けた今後の検討では、準備会で設定した５つの評価軸に基づく評

価指標を設定し、客観的かつ多角的に検討を行うこととする。 
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Ⅳ．研究部会における検討 

研究部会では、準備会での検討を深堀りする形で、連鎖的な都市再生により高島平の

めざす将来イメージやその実現に向けた手法について、検討する。 

１．連鎖的な都市再生の方向性 

（１）ヒアリングに基づく連携の可能性把握 

板橋区は、再整備地区の活用方策の検討に際し「連鎖的な都市再生」の実現の可能性

を確認することを目的として、平成 30 年度に再整備地区周辺の地権者に対しヒアリン

グを実施している。 

表：ヒアリングの対象 

番号 組織・団体名称 所有建物・施設 

１ 東京あおば農業協同組合 JA 東京あおば高島平支店 

２ 警視庁 高島平警察署 

３ (公社)板橋区医師会 板橋区医師会病院 

４ 東京都 高島平三丁目アパート 

５ 日本郵便(株) 板橋西郵便局 

６ 東京消防庁 志村消防署高島平出張所 

７ UR 都市機構 UR 賃貸住宅 高島平団地 

８ 高島平第一住宅 高島平第一住宅 

９ 高島平第二住宅 高島平第二分譲住宅 

10 高島平第三住宅 高島平第三分譲住宅 

 

 

図：ヒアリング対象位置図 

１ 

２

３ 

４ 
５ ６ 

７ 

８ 

９ 
10 

７ 

この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺 2,500 分の 1 地形図を利用して作成したものである。（承認番号）30 都市基交著第 21 号 
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研究部会では、区より現時点で建物や施設の更新意向がある対象の報告受け、その結

果を以下に整理する。 

 

表：連鎖的な都市再生の実現に向け、連携が図れそうな対象 

図番号 組織・団体名称 所有建物・施設 

① 東京あおば農業協同組合 ＪＡあおば高島平支店 

② （公社）板橋区医師会 板橋区医師会病院 

③ ＵＲ都市機構 ＵＲ賃貸住宅高島平団地 

 

 
図：現時点での連鎖的都市再生の連携区域（案） 

  

この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺 2,500 分の 1 地形図を利用して作成したものである。（承認番号）30 都市基交著第 21 号 
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（２）連鎖的都市再生に向けた事業展開の把握 

再整備地区周辺の施設や建物の段階的な建替え更新により、まちづくりを進めてい

く「連鎖的な都市再生」の実現に向け、前述の連携が図れそうな組織・団体を含めた

事業展開について使用用途別の組み合わせを検討し、整備プロセスとその特徴を確認

する。 

 

①前提条件 

・区有地は、売却しない。 

・公共施設機能は、集約・複合化して公共施設を１施設に集約して整備することとし、

区有地はグランドデザインで示された様に、公共施設用地（以下「公共用地」とい

う）と民間活用用地に分ける。 

・ＪＡあおば高島平支店（ＡＴＭ及び直販所）については、その機能を民間活用用地

に確保するものと考え、その土地についても区有地に取り込む。 

・ＵＲ賃貸住宅高島平団地の一部や板橋区医師会病院については、区有地と土地交換

が行われるものとして考える。 

②事業展開の組み合わせ 

・公共用地、民間活用用地、板橋区医師会病院、ＵＲ賃貸住宅高島平団地の建替え用

地の４敷地を２つの街区（区有地＋医師会病院の西街区とＵＲ高島平団地の一部であ

る東街区）に振り分けることとなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・連鎖的な都市再生においては、UR 高島平団地の敷地の一部と区有地の土地交換を前

提とするため、UR 用地は西街区に置かれる。 

・民間活用用地は必要面積が大きく、西街区内では UR 用地と共存できないため、東街

区に置かれる。 

・残る公共用地と医師会病院は、東西いずれかの街区に振り分けるため、２×２＝４

通りのケースが考えられ、その４ケースについて詳細を検討する。 

   表：想定される事業展開の組み合わせ 

ケース 西街区 東街区 

１ UR 用地＋医師会病院 民間活用用地＋公共施設 

２ ＵＲ用地＋公共施設 民間活用用地＋医師会病院 

３ ＵＲ用地 民間活用用地＋公共施設＋医師会病院 

４ ＵＲ用地＋公共施設＋医師会病院 民間活用用地 

 

西街区 

(区有地＋医師会病院) 

東街区 

(UR高島平団地の一部) 

公共 民活 病院 ＵＲ ４つの敷地を 

２つの街区に振り分ける 
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③ケース別事業展開の概要 

◆ケース１  

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ケース２  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⾼島平駅 

⾼島平緑地 

UR ⽤地 

⺠間活⽤⽤地 
公共施設 

病院 

⾼島平駅 

⾼島平緑地 

UR ⽤地 

⺠間活⽤⽤地 

公共施設 

病院 

■整備プロセス 

・旧高七小を解体し、空いた用地にＵＲの住棟を整備する。 

・ＵＲ住棟を解体し、空いた用地に公共施設を整備し、残りの用地を民間活用用地と

する。 

・既存の公共施設を解体し、医師会病院を整備する。 

・その他の残地については、ＵＲ用地とする。 

■特徴 

・公共施設も医師会病院も直接移転することができるが、公共施設はＵＲの建替え住

棟の建設後の整備となるため、整備時期が遅れる。 

・駅前にまとまった整形の民間活用用地を確保することができる。 

■整備プロセス 

・旧高七小を解体し、空いた用地に公共施設を整備する。 

・既存の公共施設を解体し、空いた敷地にＵＲの住棟を整備する。 

・ＵＲ住棟を解体し、空いた用地に医師会病院を整備、残りを民間活用用地とする。 

・医師会病院の跡地については、ＵＲ用地とする。 

■特徴 

・公共施設も医師会病院も直接移転することができる。 

・駅前にまとまった整形の民間活用用地を確保することができる。 

・ＵＲの交換後の敷地形状が不整形となってしまう。 



 

25 

◆ケース３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ケース４  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⾼島平駅 

⾼島平緑地 

UR ⽤地 

公共施設 
⺠間活⽤⽤地 

病院 

⾼島平駅 

⾼島平緑地 

UR ⽤地 
⺠間活⽤⽤地 

公共施設 病院 

■整備プロセス 

・旧高七小を解体し、空いた用地にＵＲの住棟を整備する。 

・ＵＲ住棟を解体し、空いた用地に公共施設と医師会病院を整備し、残りの用地を民間

活用用地とする。 

・既存の公共施設と医師会病院を解体し、跡地をＵＲ用地とする。 

■特徴 

・公共施設も医師会病院も直接移転することができるが、ＵＲの建替え住棟の建設後、

の整備となるため、整備時期が遅れる。 

・駅前にまとまった整形の民間活用用地を確保することができる。 

・ＵＲは旧高七小跡地を含む区有地全てを建替え用地として確保することができるた

め、隣地等の制約がない中で柔軟かつ段階的に建替えを進めることができる。 

■整備プロセス 

・旧高七小を解体し、空いた用地に公共施設を整備する。 

・既存の公共施設を解体し、空いた敷地にＵＲの住棟と医師会病院を整備する。 

・医師会病院を解体し、跡地をＵＲ用地とする。 

■特徴 

・公共施設も医師会病院も直接移転することができる。 

・駅前にまとまった整形の民間活用用地を確保することができる。 

・ＵＲの交換後の敷地形状が不整形となってしまう。 
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（３）住民ニーズの把握とシーズの掘り起こし（タカシマダイラ・トーク） 

UDCTak では、まちづくりの推進にあたって、地域住民によるまちづくりワークショッ

プを実施している。本ワークショップでは、２０歳代から４０歳代の若者世代の視点に

立って「まちの未来」について議論し、その中で出てきたニーズなどを地図へ落とし込

み、グループ毎に未来の高島平の姿を描いてもらった。 

今回その成果は、街の将来像、地域で求められる施設や機能及びその配置等について

の検討に引用する。 

 
①ワークショップ実施概要 

ア）趣旨 

 高島平地域グランドデザインの推進に向けて、将来の暮らし方や理想像について

住民目線で意見交換を行い、平成 30 年９月実施の高島平グリーンテラスにて成

果を発表し、住民間で共有する。 

 あわせて、UDCTak が今後、地域の方とまちづくりを進めていくためのニーズ把握

やシーズの掘り起しの場とする。 

 まちで活動している人と、まちで活動したい人が出会う場を設け、新たなまちの

つながりを促す。 

 ワークショップでの住民意見を参考に、まちの理想像の実現に向けた高島平駅周

辺の核となる旧高七小跡地を含んだ公共用地の活用イメージの検討に活用する。 

イ）日時・場所・内容・参加者数 

■第１回 

日時：平成 30 年７月 31 日（火）19 時～21 時 

場所：高島平地域センター 洋室 

内容：若者世代の視点で「住みたい・住み続けたい街」について考える 

・高島平地域グランドデザインで対象としている若者世代の「高島平での

これからの暮らし方」を意見交換。 

・具体的なキャラクターを設定し、その人物の視点で考えてもらう。（夫婦

二人世帯 ～子育て中の家族/各グループ 1キャラクター）参加者は興味

があるキャラクターのグループに入る。 

・20 代～40 代のキャラクター（世帯）の 10 年後という年次を設定して考

えてもらう。 

参加者数：25 名 

（高島平在住 12 名、板橋区内在住７名、区外６名／男性 13 人、女性 12 人） 

  ※参加者のうち 30～40 代が半数弱、残りは高齢（推定） 
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■第２回 

日時：平成 30 年８月 29 日（水）19 時～21 時 

場所：高島平地域センター 洋室 

内容：まちの理想の実現に向けた意見交換・マッピング 

第１回で共有し、出てきた「あるとうれしいモノ・コト」「わくわくする

ようなモノ・コト」「あると安心なモノ・コト」をアイテムカードにし、高

島平の街（地図）に落とし込み、「10 年後の高島平の姿」を描く。 

参加者数：18 名 

（高島平在住 10 名、板橋区内在住６名、区外２名／男性７人、女性 11 人） 

※参加者のうち 30～40 代が半数弱、残りは高齢（推定） 

 

■高島平グリーンテラス（オープンハウス形式にて展示） 

・９月に開催した高島平グリーンテラスにてワークショップの議論内容をオープ

ンハウス形式にて展示。 

・訪れた方からも付箋に意見やニーズを記入してもらう。 

・また、ワークショップで出てきたニーズ（施設等）をカードにして、地図にマ

ッピングしてもらうという簡易版ワークショップも実施し、親子連れを中心と

した６組のグループに体験してもらう。 
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②当日の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■第 1 回  まちづくりの説明、グループ毎のワークショップ 

■各グループの成果 
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■第２回 まちづくりの説明、グループ毎のワークショップ 

■各グループの成果 
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③ワークショップの結果概要 

■高島平の理想像 

「多様な世代が住みたい、住み続けたいと思える、にぎわいと活力ある魅力的な街」 

■地域に求められる施設・機能等 

にぎわい カフェ、レストラン、音楽会、地域イベント、キッチンカー等 

生活支援 病院、子育て支援、高齢者支援、コワーキングオフィス等 

コミュニティ 多世代交流施設、工房、サードプレイス等 

文化・娯楽 図書館、映画館、ホール、博物館、展示施設等 

屋外空間等 歩行者デッキ、自転車道、イベント広場、遊び場、畑等 

安全安心 防災センター、避難場所、防犯カメラ、地域連絡体制、外灯等 

   全体を通して多く見られた意見等は以下の通り。 

 おしゃれな街やおしゃれな店（カフェ、レストラン等）への憧れ 

 多様な暮らしや多世代交流を望む声 

 文化・芸術への関心の高さ 

 老朽化した建物や施設の建替え、改善の必要性 

■施設・機能等の配置 

・ 公共施設は文化交流機能を強化し、駅前に複合施設として整備 

・ 駅と地域を結ぶ歩行者デッキの整備 

・ 高島平駅前に商業施設を再整備し、にぎわい広場を整備 

・ 現在の医師会病院を中心に医療福祉拠点を形成 

 
図：住民ワークショップの結果まとめ

(c)Esri Japan 
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２．街の将来イメージ（案） 

これまでの検討を踏まえ、連鎖的な都市再生によりめざす街の基本的な考え方を、以

下に整理する。 

（１）行政計画における前提条件 

①グランドデザイン【第二部 公共用地の再整備基本計画】における基本的な考え方 

・区の主体的な都市経営に基づく土地利用（土地は保持したまま活用） 

・民間活力の導入による機能の整備 

・美しい街並の創出と環境負荷の低減 

・連鎖的な都市再生 

・一体的なマネジメントによる都市再生 

 

②公共施設の再整備の方針 

板橋区は時代の要請に対応した魅力ある公共施設への再構築に向けた基本的な考え

方を示しており、未来志向の公共施設マネジメント方針として、以下のような考え方を

掲げている。 

・施設総量（総延床面積）の抑制 

・計画的な管理・保全による耐用年数の延伸 

・区有財産の有効活用 

上記を踏まえ、既存公共施設の集約・複合化を前提とし、民間施設との合築による

再整備をめざすこととする。 

 

（２）地域及び周辺事業者の意向を踏まえた方向性 

①周辺地権者の意向等を踏まえた方向性 

以下の組織・団体は、連鎖的な都市再生の中で保有敷地と区有地との等価による土

地交換等により老朽化した施設の更新を行うよう促す。 

＜東京あおば農協協同組合＞ 

・東京あおば農協協同組合は、保有敷地と新たに整備される民間収益施設の施設床

（低層階）を交換し、直売所とＡＴＭ機能を継続する。 

 

＜ＵＲ都市機構＞ 

・ＵＲ都市機構は、保有敷地の一部と旧高七小跡地を交換し、高島平団地の建替え

を段階的に進める。 

・住宅機能と親和性の高い公共施設（行政窓口機能等）について、合築の可能性を

模索する。 

 

＜板橋区医師会＞ 

・板橋区医師会は、区有地等との土地交換により新たな病院の建設をめざす。 

・建替えの際は、区の健康福祉センターとの合築の可能性を模索する。 
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＜高島平第二分譲住宅＞ 

・更新検討委員会を設け建替えを検討しているが、現状ではその進捗状況を見守

る段階にある。 

・しかし、建築基準法に基づく一団地認定（第 86 条）※１の関係もあり、新高島平

駅前のＵＲ賃貸住宅の建替えを契機ととらえ、建替えを模索する。 

 

※１建築基準法に基づく一団地認定（第 86 条）について 

 建築基準法の規定では、一つの敷地に一つの建物を建築することが原則であるが、

特定行政庁による建築基準法第 86 条に基づく「一団地認定」を受ければ、一定

の条件の下に、接道義務、容積率、建ぺい率、道路、隣地斜線等の制限について、

複数の建築物を同一敷地内にあるものとみなして建築することができる。 

 大規模団地の場合、この「一団地認定」を受けて、建築基準法や都市計画法によ

る空間利用の制限と権利（容積率や建ぺい率、建物の高さ）を団地全体で共有し

ている場合が多い。 

 この認定区域を変更したり、認定を取消す場合には、土地所有者などの全員の同

意を得るなどの手続きが必要となり、特に、管理主体が異なる団地が一体として

認定を受けている場合の調整には、困難を伴うことが予想される。 

 

 

②地域住民の意見等を踏まえた方向性 

住民ワークショップで得られた意見等を踏まえ、以下の整備を検討する。 

・高島平駅前に文化交流施設を整備し、にぎわい拠点を形成する。 

・駅前施設と一体的なにぎわい広場を整備する。 

・駅との連携を強化（歩行者デッキ等）する。 

・医師会病院周辺に医療福祉拠点を形成する。 
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（３）施設及び機能配置の考え方 

連鎖的な都市再生の対象区域を高島平二・三丁目として、（１）及び（２）を踏ま

え、土地利用計画のイメージ（案）を描く。具体の施設や機能配置の考え方は、以

下のとおりである。 

表：土地利用計画イメージ（案）における施設及び機能配置の考え方 

区 分 考え方 

拠 点 整 備 の

整備方針 

＜交流核＊＞高島平駅周辺 

 にぎわい創出と生活利便性の向上 

 多世代ニーズに対応した住環境整備 

 公共施設の再整備（機能の充実、集約・複合化） 

 歩行者デッキ等の整備 

＜生活核＊＞新高島平駅 

 日常生活利便性の向上 

 駅前等の改修・再構築に併せた商業施設誘致 

公 共 施 設 の

整備方針 

 公共施設は機能を強化し、民間施設との合築による再整備をめざす。 

 将来的な連鎖の種地として区有地の一部を暫定広場として残す。 

エリア形成の

方針 

<複合住宅エリア> 

 旧高七小跡地にＵＲ賃貸住宅の建替え住棟を核とした複合住宅エリアを

形成。 

<公民複合エリア> 

 高島平駅前に公共施設と民間施設が融合した地域交流拠点を形成。 

<駅前商業エリア> 

 高島平駅前に商業施設と広場が一体となったにぎわい拠点を形成。 

<医療福祉エリア> 

 医師会病院を核とした医療福祉エリアを形成。 

<住宅再生エリア> 

 ＵＲ賃貸住宅高島平団地の建替えエリア。 

<マンション建替え検討エリア> 

 高島平第二分譲住宅の建替えエリア。新高島平駅前のＵＲ賃貸住宅の住

棟と一体的な建替えを検討する。 

交流核：にぎわいや交流機能、生活利便性を高め、地域の物語発信の中心となる拠点のこと 

生活核：日常生活のサポート機能等、駅を中心とした利便性の高い拠点のこと 
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（４）連鎖的都市再生の実現による土地利用のイメージ（案） 
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この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺 2,500 分の 1 地形図を利用して作成したものである。（承認番号）30 都市基交著第 21 号 
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３．実現化手法 

連鎖的な都市再生の実現に向け、今後取組むべき事項について、以下にとりまとめる。 

（１）新たな行政計画の策定や位置づけ 

①板橋区 

 グランドデザインの中でまちづくりの方向性は示されているものの、市街地整備の具

体的な内容や進め方までは、示されていない。（下図参照） 

 連鎖的な都市再生は、長きにわたり地域全体を再生させるプロジェクトであり、多様

な主体の関わりの中でまちづくりを進めていくこととなる。また、その将来像の実現

にあたって、用途地域変更や都市基盤整備を行い、都市の構造を大きく変えることに

なる。 

 そのため、板橋区がめざす街の将来像について、庁内及び関係者との協議・検討を重

ね、グランドデザインの実施計画となる計画を策定し、行政計画として位置付けるこ

とが必要である。 

＜参考：まちづくりの段階に応じた行政計画等の策定状況＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

37 

②東京都 

 高島平地域は現在、東京都市計画 都市再開発の方針において１号市街地に指定され

ているが、団地の建替えにとどまらず、時代のニーズに合わせた二・三丁目の再生・

再編を行うにあたっては、一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき地区と

して、２号地区に位置づけることが必要である。 

 

参考：東京都市計画 都市開発の方針について 

 

 あわせて、今後、長い時間をかけて地域全体の再生・再編を行っていくにあたって

は、用途地域の変更など、都の理解や協力を得た都市計画の変更が必要となる。 

 区は、本プロジェクトが大規模団地を核とした都市再生のモデルとなることを強く

外部にアピールし、改定を予定している土地利用に関する基本方針をはじめとする

行政計画等においても、内容が反映される様に働きかけを行っていくことが重要で

ある。 

 

（２）都市計画の変更 

連鎖的な都市再生の実現に向けては、以下の都市計画変更が必要となる。 

①地区計画の策定 

 めざすべき街の将来像を行政計画に位置づけるとともに、土地利用や歩行者ネッ

トワーク、建築物等の整備に関する事項を地区計画に定めまちづくりを担保する

ことが求められる。 

 事業期間が長期にわたるため、地区計画の方針を全体にかけ、一体的なまちづく

りを担保しながら、進捗に応じて段階的に地区整備計画を策定していく必要があ

る。 

 策定主体は、民間事業者等による都市計画提案も考えられるが、公共施設の再編

を軸とした地域の再生に向け、区が主体的にまちづくりを進めていくことも考え

る必要がある。 

◆策定の目的 

都市再開発の方針は、都市再開発法第 2条の３に基づき、市街地における再開発

の各種施策を長期的かつ総合的に体系づけたマスタープランであり、再開発の適正

な誘導と計画的な推進を図ることを目的として定めている。 

◆策定の考え方 

（１）1号市街地 「計画的な再開発が必要な市街地」 

既成市街地のうち、都市全体の機能の回復及び向上に貢献することとなる範囲。 

（２）2号地区  

特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区 
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図：地区計画区域（方針区域及び地区整備計画区域）の案 

 

②用途地域の変更 

 高島平駅前、新高島平駅前の拠点形成に向け、商業施設を整備することとしてい

るが、現行の用途地域では店舗は 500 ㎡以下かつ２階以下しか建てることができ

ない。 

 
図：板橋区 都市計画図（高島平地域） 

 

 

高島平駅 

新高島平駅

この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺 2,500 分の 1 地形

図を利用して作成したものである。（承認番号）30 都市基交著第 21 号 
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＜用途地域変更案＞  

 高島平駅前及び新高島平駅前における商業施設の整備に向け、高島平駅周辺の商

業地域の区域を拡大し、新高島平駅北側の近隣商業地域の区域を新高島平駅南側

まで拡大する。 

 
 
＜用途地域変更に向けた課題等＞  

 住居系の用途地域を商業地域等の別用途に変更するには、街として用途地域の変

更が必要であることを示す必要がある。 

 例えば、ライフスタイルの変化に伴い、現在の用途地域では建築可能な施設の規

模や形態が限られてしまい、地域の課題解決やニーズに対応したまちづくりを実

現することができなくなっていることなどを、今後の検討で立証し、都市計画と

して用途地域の変更の必要性を示していくことが求められる。 

 また、用途地域変更に伴う土地の価値向上を公共貢献や地域に必要な機能の導入

に還元することで、地域全体の魅力や価値の向上につながるため、そうした仕組

み等についてもあわせて検討していくことが重要である。 

 

③高度地区（45ｍ絶対高さ制限）の緩和又は除外 

 団地や施設の建替えが実現したとしても、現行の高さ制限がかかったままでは、

中高層の板状住宅が立ち並ぶことが予想される。 

 今後、建築計画を進めていくにあたり、新たな高島平の景観や豊かな足元空間を

計画できるよう高さ制限を緩和又は除外することが重要である。 

  

高島平

新高島平

商業地域を拡

近隣商業地域

を拡大 
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（３）公民連携によるまちづくり 

公共施設の再整備や公共施設跡地の活用においては、民間事業者のノウハウを活用

することにより、土地の更なる有効活用や効率的な機能導入を図ることが可能となる。 

グランドデザインの第二部「公共用地の再整備基本計画」においても、公共施設の

再整備にあたっては、民間活力の導入による機能の整備をめざし、公共施設整備等に

伴う区の財政負担を抑え、再整備に伴う施設の集約・複合化により生み出される区有

地は、民間活力の導入による新たな機能整備をめざすこととしている。 

したがって、公民連携によるまちづくりの展開に向けて、板橋区は以下の点につい

て準備検討を進めることが重要である。 

 

①公共施設再整備計画の策定 

 区では、平成 25 年５月に「公共施設等の整備に関するマスタープラン」を策定して

いる。その後、個別施設の整備方針や工程表からなる「公共施設等の整備に関する

マスタープランに基づく個別整備計画」を策定し、マスタープランで示した公共施

設等の整備に関する基本方針を基本計画に継承している。 

 現在、高島平地域の公共施設（地域センター、区民事務所、区民館、児童館、健康

福祉センター、図書館）については、具体の施設計画は、定められていない。 

 公共施設の具体的な再整備計画（施設規模、導入機能、施設計画、維持管理計画等）

を検討し、住民意見等を反映させながら、行政計画として位置付ける必要がある。 

 

②公民連携による整備方策 

 公共施設等の整備においては、ＰＰＰやＰＦＩによる整備を行うことで、民間事業

者のノウハウを活かすとともに区の財政負担を軽減することができる。 

 ＰＰＰやＰＦＩ事業の実施に向け、区として検討組織を設置し、実施に向けては事

業者公募に向けた条件等について検討・準備をする必要がある。 

 ＰＰＰやＰＦＩ事業は、準備に要する事務量が多く施設整備までに長期の時間を要

する。また、人員・体制の確保等、実施に向けた課題も多くある。そのため、従来

の方式に捉われない整備方策を検討することも重要である。 

 公共施設は、多くの区民が利用する大切な資産であることから、導入機能の具体的

な検討では、UDCTak をはじめとした様々な主体を活用しながら、民間事業者や住民

意見等を聴取する機会を設けていくことも重要となる。 
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４．研究部会としてのまとめ 

研究部会での調査・研究の成果を、以下にまとめる。 

（１）調査・研究の成果 

①連鎖的な都市再生について 

 区が実施したヒアリングによると周辺地権者に一定の建替え意向があることから、

公共用地を種地として活用することにより、単独では実現困難な建替えを可能とし、

旧高七小跡地だけでなく高島平二・三丁目地区全体を更新することで、地域全体の

価値の向上に資する都市再生が実現できるものと考える。 

 また、再整備地区を周辺の建替えの種地として活用することで街の再編が進み、住

民参加のワークショップで描かれた様な、高島平の理想像の実現にも資することが

出来る。 

 

②街の将来イメージについて 

 グランドデザインでの検討や周辺地権者、地域住民の意向等を踏まえ、「連鎖的都市

再生の連携区域」や「土地利用のイメージ」について示したが、ひとつのイメージ

（案）であり、実際には板橋区が関係者との協議等を重ねながら、具体的かつ詳細

な検討を進めていくものである。そうした検討の中では、地域からの要望もあり、

グランドデザインで示した交流核の形成という視点からも文化交流拠点の形成は、

模索すべきであると考える。 

 さらに、「街の将来像」の検討にあたっては、具体の土地利用計画やゾーニングと併

せて、高島平らしさを継承する地域資源という視点も重要であると考える。 

 また、高島平プロムナード基本構想との整合を図るとともに、歩行者ネットワーク、

緑地等の公共空間の活用等についても検討し、計画に位置づけることも重要であり、

特に、高島平緑地とＵＲ高島平団地や旧高七小跡地の間に存する区道については、

南北の歩行者空間を分断することにもなるため、道路舗装や設えの工夫などにより、

一体的な空間となるよう検討することが必要である。 

 

③実現化手法ついて 

 連鎖的な都市再生は、多様な主体により長い年月をかけて段階的に事業化を進めて

いくこととなる。その皮切りとしては、区役所庁内、地域関係者・住民及び有識者

等幅広い意見を聞きながら、街の将来像を検討し、行政計画として位置づけること

が必要であり、その後のまちづくりの協議・検討の拠り所となるものであるため、

広く共有されることが求められる。 

 また、高島平の連鎖的な都市再生は、大規模住宅団地を核として地域を再編・再生

させる先導的なプロジェクトであり、今後の首都圏郊外や地方部においても活用で

きる事例となりうることから、広く国や東京都へも働きかけ、理解を求めていくべ

きだと考える。 

 将来像の実現にあたっては、用途地域や高度地区等の都市計画を柔軟に見直すとと

もに、これにより得られる資産価値の増大を地域へと還元する仕組みや手法につい

ても、先進事例や民間事業者の取り組み等を参考に検討を進めることも重要である。 
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④公共施設の再整備について 

 公共施設の具体的な再整備計画（施設規模、導入機能、施設計画、維持管理計画等）

を区役所庁内にて検討し、行政計画として位置付ける必要がある。 

 行政計画のとりまとめにあたっては、多くの区民が利用する大切な資産であること

から、UDCTak をはじめとした様々な主体を活用しながら、民間事業者や住民意見等

を聴取する機会を設けていくことも重要となる。 

 また、公共施設の再整備や公共施設跡地の活用においては、民間事業者のノウハウ

を活用することにより、土地の更なる有効活用や効率的な機能導入を図ることが可

能となるが、一方でＰＰＰやＰＦＩ事業は、準備に要する事務量が多く施設整備ま

でに長期の時間も要することから、人員・体制の確保等、実施に向けた課題も多い。

そのため、従来の方式に捉われない整備方策を検討することも重要である。 
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Ｖ．総括 

再整備地区の活用にあたっては、周辺地権者に一定の建替え意向もあり、実現性もあ

ることから、地域全体の都市再生に向けた連鎖的な建替えの「種地」として活用するこ

とが 善と考える。 

連鎖的な都市再生は、継続的かつ長期にわたることから、板橋区が行政計画を位置付

けるなどまちづくりを主導しつつ、下記で示す事項を意識した一体的なまちづくりを進

めていくことが必要である。高島平二・三丁目の再生をきっかけとして、地域課題の解

決や都市のにぎわい創出、機能の強化を図ることで、高島平地域全体の魅力や価値の向

上が成されることを期待したい。 

 

◆まちづくりに関する協議・検討の拠り所となる「めざす街の将来像」を検討し、今後

の首都圏郊外や地方部におけるモデルプロジェクトとして、広く国や東京都へも働き

かけ、理解を求めていく。 

   

◆公共施設の整備に関する具体的な検討においては、UDCTak をはじめとした様々な主

体と連携し、住民意見等を盛り込みながら民間事業者のノウハウを活用した効率的な

機能導入をめざしていく。 

 

 ◆民間活力の活用に向けては、「公益性」、「地域貢献」等からなる５つの評価軸を参考

とした具体的な評価指標を設定し、客観的かつ多角的に検討を行う。 
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Ⅵ．参考資料 

１．再整備地区の都市計画等 

○地域地区 

用途地域 商業地域 

建ぺい率 80％ 

容積率 500％ 

高度地区 45ｍ高度地区 

敷地面積の 低限度 なし 

防火・準防火地域 防火地域 

日影規制値 なし 

 

○周辺道路の交通規制 

・高島平図書館南側の道路には一方通行規制がかかっている。 

・高島平緑地南側は歩行者専用道路(自転車を除く)となっている。 

 

○建築基準法上の道路種別と幅員 

・周辺の道路は、区道と都道となっている。 

・道路は幅員８ｍ以上で整備されている。 

・高島平区民館とＪＡ東京あおばの間は建築基準法上での位置づけがない道路とな

っている。 

  

        

  

42 条 1 項 1号 

幅員 8.0ｍ 

42 条 1 項 1号 

幅員 40.0ｍ 

42 条 1 項 1号 

幅員 9.5ｍ 

42 条 1 項 1号 

幅員 8.0ｍ 

建築基準法上での 

道路の位置づけなし 

この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺 2,500 分の 1 地形図を利用し

て作成したものである。（承認番号）30 都市基交著第 21 号 

図：周辺道路の法律上の位置づけ 
図：用途地域図 
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２.高島平地域グランドデザイン（抜粋） 

◆第一部 全体構想 

■戦略的視点 

高島平地域は、生産年齢人口の減少と急速な高齢化の進行や、公共施設をはじめとす

る建物や設備の老朽化などの様々な問題を抱えている。 

板橋区では、区の将来展望として“東京で一番住みたくなるまち”の実現をめざして

おり、生産年齢人口を増やし、定住化を促す施策を推進している。 

そうした背景もあり、グランドデザインでは、20 歳代から 40 歳代までを若者世代と

位置付けて、この世代に照準を合わせ、この世代が集い、移り住みたくなる魅力創造と、

高齢者までを含む多様な世代が歩きや自転車利用を中心とした生活を楽しんで暮らす

ことができる都市モデルを提案している。 

 

■グランドデザインにおける４つのテーマ 

多くの人を惹きつけ、時を過ごし、住みたい、働きたい、暮らし続けるまちへと転

換、強化していくため、以下に示す４つのテーマに沿って都市づくりを展開すること

としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■再整備地区の位置づけ 

当該地区は、整備方針において「交流核」と位置付けられており、以下のような方針

が定められている。 

（１）めざすべき姿 

・にぎわいの創出とともに生活利便性を高める 

・多世代を惹きつけ、時を過ごし、住みたい、働きたい、暮らし続けることができる

まちとして、各々のライフステージや各世代特有のニーズに対応した機能を組み込

む 

・周辺の災害救援拠点等と連携し、災害時でも自立した地域であるための地域全体の

バックアップ機能を有する拠点を形成する 
 

 

 

＜にぎわい＞ 

昼間に、地域の内外からの交流促進や利便性
の⾼いまち 

＜ウェルフェア＞ 

⼦どもから⾼齢者まで元気に楽しく暮らせるまち 
 

＜スマートエネルギー＞ 

環境負荷の低減や循環型エネルギー（効率的なエネル
ギー利⽤）に対応したまち 

＜防災・防犯＞ 

災害時でも継続的に⽣活の安定や都市機能が維
持されるまち 

都市のジャンプ・ステップアップ 
多くの⼈を惹きつけ、時を過ごし、住みたい、働きたいまち 

都市のベースアップ 
暮らし続けるまち 
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（２）整備方針  

①公共用地の再整備地区（高島平三丁目） 

・区立施設が立地する部分は、将来のニーズを先取りすることによる機能充実や集

約・複合化を図る。 

・公共用地は、駅前直近の立地を踏まえ 有効活用を前提とした活用を図る。 

・「民・学・公」連携機能の発揮や議論などの場として、『UDC 高島平』を設置する。 

・駅舎の改修の際には、駅前駐輪場の整備や再整備地区と駅南北または東西をスム

ーズに繋ぐデッキ等の整備も想定する。 

 
図：高島平地域グランドデザイン 整備方針図 

◆第二部 公共用地の再整備基本計画 

（１）民間事業者ヒアリング 

再整備地区における民間活力の導入に向け、モデルプランを設定し民間事業者

へのヒアリングを実施している。 

商業開発やマンション分譲の実績豊富なデベロッパー等に対して、モデルプラ

ンの評価(規模感、内容等)、事業手法についての考え、参画にあたっての課題、

現在の工事費や賃料の状況などについて、ヒアリング調査を実施している。 

①調査対象 

・ヒアリング対象は次のような視点で選定。 

－東京都において住宅分譲や大規模店舗開発等の実績がある企業 

－ＰＦＩ事業をはじめとする民活事業の経験がある企業 

－定期借地または借地で事業を行った実績のある企業 

－住宅については㈱不動産経済研究所による平成 25 年の事業主別のマンション

供給戸数別ランキング５位以内の企業、若しくは日本経済新聞(平成 26 年９月

８日時点)による不動産業売上高ランキング５位以内の企業 

－大規模店舗開発については日本経済新聞(平成 26 年９月８日時点)による小売

業売上高ランキング５位以内の企業 

新たなにぎわい 
創出と防災機能 
強化 

商店街の活性化 
と駅前の再編 

公共施設の質的 
向上による 
にぎわいの創出 

戸建て住宅地 
の環境保全 

ＴＤＣによる 
一体的な 

マネジメント 

団地住戸を 
活用した 
多世代交流 

医療福祉拠点 
の形成 

生活核 

生活核 

生活核 

交流核 

：プロムナード(都市軸) 

：歩行者・自転車利用ネットワーク 

凡 例 
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・検討の前提として、区の財政支出を出来るだけ縮減して公共施設を生み出すとい

うことがあるため、上記の視点で開発主体としてより安定的な事業展開が望める

資金力のある大規模デベロッパー４者を選定しヒアリングを実施。 

 

②ヒアリングにおいて提示したモデルプラン 

各プランの規模については、公共施設は現行都市計画の規制の範囲内で 大規模

を想定した。共同住宅と商業施設は、既存事例等から、共同住宅は現行都市計画の

規制の範囲内で 大規模とし、商業施設は３階程度の施設を想定している。 

 

 商業施設と公共施設（商業施設と公共施設は別棟） 

 分譲共同住宅（板状又はタワー）と公共施設（分譲住宅と公共施設は別棟） 

 商業施設、公共施設、分譲共同住宅の合築 

 業務施設（１階が商業）と公共施設（業務施設と公共施設は別棟） 

 

③ヒアリング結果 

想定パターン 民間事業者の意見 

商業施設(３階建て)(定借期間30年) 

と公共施設(８階建て) 

〇約２ha の敷地は食品スーパーでは過大、大規模店舗

では過小。 

〇売場効率から小売・物販の場合、３階建てまでに収め

るべき。 

〇遠くからの集客のため、200 台～300 台収容の駐車

場が必要。 

〇駅からの見通しを良くするため、緑地の再整備も必

要。 

分譲共同住宅(板状９～14 階/530

戸)(タワー型 33 階/1,000 戸)(定借期間

50年) 

と公共施設(８階建て) 

〇販売戸数が多い程、低層階に商業施設が必要。 

〇商業施設＋生活利便施設(非物販のｸﾘﾆｯｸﾓｰﾙ等)

が充実したものになれば、年間 400～500 戸の供給

は可能。 

〇定借期間は 70 年で分譲価格の 80％で販売。 

〇ﾀﾜｰ型の方が、商品価値がある。容積率を 大限消

化できることが必要。 

商業施設(１～３階) 

公共施設(４～５階) 

分譲共同住宅(６階～33階) 

の合築(定借期間50年) 

〇公共施設が賃借で入れば安定した収入が得られ、集

客上もメリット有。 

〇民間と行政で１つの建物を区分所有する際は、建物

のリニューアルや更新に対する考え方に留意。 

〇分譲共同住宅の場合、大規模な商業施設との併設

は建物の管理や定借期間の違いなど、多数の所有

者との調整が必要。 

商業施設(１階)＋業務施設(２～20

階)(定借期間50年) 

と公共施設(１階建て) 

 

〇基本的にはオフィス事業としては成立が難しい。 

〇三田線が行き止まり線なので、鉄道ネットワークの点

で、交通利便性に富んだ立地とは言い難く、オフィス

の立地としての強みに欠ける。 

〇家賃を相当差別化( 新設備で割安)しないと事業が

成立しない。 
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（２）住民アンケート 

板橋区では、グランドデザインの策定に向け、素案に対する地域住民等の意向把握等

を目的としたアンケート調査を実施している。その中で「公共用地の再整備基本計画」

に関する意向の把握も行っっているため、以下にその結果を抜粋する。 

 実施時期：平成 27 年４月 

 配布範囲：高島平一丁目～九丁目内にある住宅、事務所、店舗に各戸ポスティング 

 配布数・回収率：26,974 通配布／2,716 通回収（回収率 10.6％） 

＜結果概要＞ 

■公共施設の再整備を行う場合の基本的な考え方 

（考えに近いものを選択。複数回答可） 

・「実現性が高い施設を先行整備」が 758 件、「協調できる場合は区有地以外の場所と合

わせて」が 732 件、「全てを区の土地として保有」634 件、「民間事業者に区有地を貸

して、建設・運営を行う」が 612 件で上位に挙げられていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■再整備地区の活用方法（考えに近いものを選択。複数回答可） 

・「商業や飲食の店舗、映画館等を誘致」が 1116 件、「周辺住宅建替え支援や防災拠点

形成」が 857 件、「民間事業者による多世代対応マンション」が 573 件で上位となっ

ていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1116 

857 

573 

479 

374 

304 

202 

70 

275 

260 

0 500 1000 1500 2000

商業や飲食の店舗、映画館等の民間施設を誘致

周辺住宅の建替え支援・防災拠点形成

民間事業者による多様な世代対応ﾏﾝｼｮﾝ など

新たな業務施設（オフィスビル）を誘致

民間ﾏﾝｼｮﾝ・公的共同住宅の両方作る

大学、短大、専門学校など教育機関誘致

民間施設は原則として不要

その他

わからない

無回答

問37＿再整備地区の活用方法
N = 2716

758 

732 

634 

612 

568 

530 

502 

479 

400 

356 

242 

167 

86 

294 

210 

0 200 400 600 800 1000

実現可能性高い公共施設を先に建て替えｵｰﾌﾟﾝ

協調できる場合は区有地以外の場所と合わせて開発

全てを区の土地として持っている

民間事業者に区有地を貸し、建設・運営

公共公益施設中心開発、民間施設 小限

公共施設棟は、区が建設・民間が運営

行政ｻｰﾋﾞｽを提供する公共施設棟建設

区有地の一部を売却

公共施設棟は、区が建設・区が直接運営

設計から建設、運営全て民間事業者

民間施設と公共施設は同時にオープン

公共ｻｰﾋﾞｽは、民間建設建物ｽﾍﾟｰｽを区が借りる

その他

わからない

無回答

問３６＿「基本的な考え方」について
N = 2716
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■ 区が保有することを前提とした民間事業者による再整備パターン（考えに近いものを

選択） 

・区が保有することを前提とした民間事業者による再整備パターンについては、「商業

施設（娯楽施設を含む。）」が 921 件、「スーパーや子育て支援サービス（１階）＋超

高層分譲マンション」が 564 件、「商業施設（娯楽施設を含む。）、分譲マンション」

が 247 件、「飲食店街（１階）＋業務施設（オフィスビル）」が 198 件で、商業を想

定した民間活用が特に多かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） ヒアリング結果及び住民アンケートのまとめ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヒアリング結果から導き出した考え 

・住宅だけでなく、低層階に生活利便機能(スーパー等)施設も必要である。 

・定期借地の場合、大規模な商業系施設と住宅を併設する際は、両方の共存に留

意する。 

・商業と公共施設を一体で開発することで効果がある。 

・敷地の広さを活かし、民間と行政で 1つの建物を区分所有することは管理運営

等の点から避ける。 

住民アンケートの主な意見 

・商業や飲食の店舗、映画館等の娯楽施設を誘致 

・周辺住宅の建替え支援 

・スーパーや子育て支援サービス等の生活利便施設 

・分譲マンション、多世代対応マンション 等 

にぎわい 

ウェルフェア 

人口増加 

再整備地区の活用案の考え方 

・再整備地区は土地の売却は行わないことを前提に、定期借地権方式を原則と

する。 

・民間収益施設と公共施設は別棟を原則とする。 

・「にぎわい」と「ウェルフェア」の視点や高島平地域の課題である若い人を呼

び込むための戦略として「夜間人口に対する昼間人口比率の向上」への貢献

度が高い推奨パターンを考える。 

921 

564 

271 

247 

198 

207 

33 

275 

0 200 400 600 800 1000

商業を想定した民間活用

（商業等＋公共施設の合築）と（高層ﾏﾝｼｮﾝ）を想定…

わからない

超高層マンションを想定した民間活用

業務（ｵﾌｨｽﾋﾞﾙ）を想定した民間活用

その他

重複回答

無回答

問38＿公共用地の再整備について
N = 2716
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●活用方針 

○区有地(約２ha)を対象 

○再整備地区を区が保有し続けながら、民間活力を

導入(定期借地権を設定し、民間事業者に貸して開

発を委ねる。迅速な手続き、民間収益事業を含め

て、民間ノウハウを発揮) 

○再整備地区約２ha は道路を挟んで３つの街区に分

かれているが「用地１」「用地１＋２」ごとの事業

展開を想定、「用地３」は仮に農園芸公園・健康ス

ポットと位置づけた。公共施設は施設床約 8,000

㎡とした。 

○用地２と用地３の間に位置するＪＡ東京あおば

の用地について、 優先に働きかけを行って、 

一体開発に向けた検討も今後進めていく。 

（４）再整備地区の活用案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16,865 ㎡を 
民間に貸し出す 

3,950 ㎡は公共で活用 

ＪＡ東京あおば 
約 750 ㎡ 

●事業計画パターン 

○定期借地方式を原則とする。 

○民間収益施設と公共施設は別棟を原則とする。 

○「にぎわい」と「ウェルフェア」の視点や「夜間人口に対する中間人口比率の向上」へ

の貢献度が高いパターンを検討。 

 

 

土地：区が所有。民間活用用地(用地１)は定期借地（定借期間 30 年） 

建物：公共施設(５階/8,000 ㎡)は区が所有 

民間施設(４階/37,000 ㎡)は商業系施設で民間所有 

※商業施設と公共施設は別棟 

ア 商業を想定した民間活用 ～魅力あるにぎわい創出型～ 

＜施設展開イメージ＞ 
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土地：区が所有。民間活用用地(用地１)は定期借地（定借期間 50 年) 

建物：公共施設(５階/8,000 ㎡)は区が所有 

民間施設は教育施設(２～４階/37,000 ㎡)で民間所有 

低層階には飲食業を中心とした商業施設(１階部分/10,000 ㎡)を想定 

※教育施設と公共施設は別棟 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土地：区が所有。民間活用用地(用地１)は定期借地（定借期間 70 年） 

建物：公共施設(５階/8,000 ㎡)は区が所有 

民間施設は分譲住宅(２～31 階部分/850 戸/88,800 ㎡)、 

低層階にはスーパー等(１階部分/10,000 ㎡)を想定 

民間所有(住宅購入者＋事業者)  

※住宅と公共施設は別棟 

 

イ 分譲住宅を想定した民間活用 ～住宅更新の誘導～ 

＜施設展開イメージ＞ 

ウ 教育施設を想定した民間活用 ～教育拠点の創出～ 

＜施設展開イメージ＞ 



 

53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

上記の４つのパターンを中心とした「複合型」 

「複合型」の事業基本計画については、用途構成や規模を含め様々なパターンが考えられる。 

今後、民間開発業者へのヒアリングを重ねるなどして検討する。 

オ 複合型の民間活用 

土地：区が所有。民間活用用地(用地１)は定期借地（定借期間 50 年） 

建物：公共施設(５階/8,000 ㎡)は区が所有 

民間施設は業務施設(２～20 階部分/74,000 ㎡)で民間所有 

低層階には飲食店等(１階部分/10,000 ㎡)を想定 

※業務施設と公共施設は別棟 

エ 業務を想定した民間活用 ～業務拠点の創出～ 

＜施設展開イメージ＞ 



 

54 

３．先進事例（大規模団地建替えによる地域再生の取組） 

◆ＵＲ都市機構「多摩平の森」（東京都日野市） 

地域の整備課題、住宅需要等に対応しながら、住宅の改善を図るとともに、団地再

生事業に伴って生み出された整備敷地等を活用し、医療福祉施設・高齢者向け施設等

の誘致により、団地周辺も含めた地域コミュニティの維持・継続や多世代交流を促進

している。また、地方公共団体や民間事業者等の多様な主体と連携し、団地の役割・

機能と多様化することで、地域の価値向上を図っている。 

 

[団地事業概要] 

所在地：東京都日野市多摩平４-６ほか 

管理開始：昭和 33 年度～ 

従前：ＵＲ賃貸住宅（2,792 戸）  

従後：ＵＲ賃貸住宅（1,528 戸） 

公共公益施設、少子高齢施設、 

商業施設、医療施設等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住宅戸数 

従前の戸数（2,792 戸） 

↓ 

建替え後の整備戸数 

・ＵＲ賃貸住宅 1,528 戸 

・ほか都営住宅 162 戸 

整備敷地 

約18haについては民間等に

よる土地利用へ 
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■持続可能で活力ある地域・まちづくりの推進 

 建替え事業を進めるにあたっては、日野市・居住者・ＵＲ都市機構が一つのテーマに

ついて話し合う「三者勉強会」を開催し、長年にわたる合意形成を図りながら進めら

れた。 

 建替え事業で生じた整備敷地には、保育園や図書館といった公共施設や、民間事業者

による住宅や商業施設が建設され、複合的なまちづくりが進められている。 

 

[まちづくりの経緯] 

昭和３３年 多摩平団地完成（2,792 戸） 

平成 ８年 三者勉強会（自治会、市、UR）開催 

平成 ９年 多摩平団地建替事業着手 

平成１９年 賃貸住宅の建替え、戻り入居完了（1,528 戸）ほか都営住宅 162 戸 

平成２０年 「多摩平団地建替事業の整備敷地における総合的なまちづくりに関する

基本協定」の締結 

平成２２年 「多摩平の森地区重点地区まちづくり計画策定」 
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■多摩平団地建替事業の整備敷地における総合的なまちづくりに関する基本協定の内容 

 

＜基本協定の確認事項＞ 

・上限戸数の設定 

・市と協議・合意の上での土地利用 

・一定期間の土地利用の留保 

・都市計画変更手続き等への協力 

・人口増加等に対応する公共施設整備への協力 

 

＜第７条（公共公益施設）＞ 

学校拡張用地  譲渡地における住宅供給により増加する児童数に対応するため、UR 整備

地において必要に応じて 大 6,000 ㎡確保。 

 用地については UR より借り受ける。 

 仮設校舎建物、学童クラブは市が整備を行う想定。 

多摩平保育園

移転用地 

 ０街区（商業ブロック）内にある仮設保育園舎用地の確保。 

 平成 23 年度中に市が B街区に移転園を整備し、現保育園用地を返還する。 

 新保育園については、平成 23 年 10 月に完成。 

保育園  譲渡地における住宅供給により増加する未就学児童数に対応するため、UR

整備地において必要に応じて民間保育園を新たに 大３園整備が行われ

るように努める。（施設の形態（認可／認証）は未定。） 

高齢福祉施設  第５次介護保険事業計画に基づき、市と協議の上で必要となる高齢者福祉

施設を誘致。 

集会所  居住人口増加に対応するため、指導要綱に基づき、概ね３か所の集会施設

の整備を想定。 

防災倉庫  人口増加に応じ、必要となる防災倉庫用地（100 ㎡）を確保。無償貸与を

条件とする。 

 ※その他必要となる施設は UR、市協議の上で整備予定地の確保に必要な協力を行う。 

  



 

57 

■都市計画変更の経緯 

 

 平成８年 昭和30年代に整備された住宅を現在の居住ニーズに対応する住宅へ建替え 

 第一種低層住居専用地域（100％・50％）⇒ 第一種中高層住居専用地域（200％・

60％） 

 

 平成 21 年 住宅の再生から“まち”の再生へ向かう都市計画変更 

       UR の整備敷地の土地活用、市街地の再編整備のための都市計画変更 

 第一種中高層住居専用地域（200％・60％） ⇒ 商業地域（300％・80％） 

                      近隣商業地域（200％・80％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成 26 年 公共公益施設等整備構想を受けた都市計画変更 

 多摩平の森地区地区計画及び用途地域の変更 

 第一種中高層住居専用地域（200％・60％）⇒ 第二住居地域（200％・60％） 
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■用途地域変更後の土地利用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 用途地域を変更した区域については、「多摩平の森地区重点地区まちづくり計画」

の実現のための用地として活用され、計画に基づき商業施設、共同住宅、公共施

設、店舗、保育所の整備、公共公益施設が整備されている。 

 

参考（出典）： 

 「多摩平の森」プロジェクト説明資料（UR 都市機構） 

 「多摩平都市計画変更経緯」（日野市資料） 

 「多摩平の森（旧多摩平団地）の経緯、現状について」 

（多摩平の森地区Ａ街区 公共公益施設整備計画 検討委員会日野市資料） 

 

     

 

 

 

  

⽤途地域変更区域 
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４．検討体制・検討経緯 

（１）検討体制(敬称略) 

  出 口 敦    東京大学大学院新領域創成科学研究科教授、UDCTak センター長 

  足 立 慎 一 郎 ㈱日本政策投資銀行地域企画部担当部長 

  山 本 康 友  首都大学東京都市環境学部客員教授 

  樋 野 公 宏  東京大学大学院工学系研究科准教授、UDCTak 副センター長 

  木 村 徹※    板橋区高島平グランドデザイン担当課長、UDCTak 副センター長 

 ※平成 30 年８月 15 日より（前任者は、遠藤 宏） 

 

（２）検討経過 

 ①準備会 

開催日 内 容 

平成２９年 ３月 ２日 

・研究準備会について 

・グランドデザインにおける位置づけ 

・グランドデザインにおける検討内容 

・ヒアリング対象者 

平成２９年 ６月２６日 
・ヒアリング結果報告 

・活用案検討に向けた今後の進め方 

平成２９年 ９月 ６日 
・活用案の検討・評価に向けたポイントの整理 

・評価の考え方 

平成３０年 １月 ５日 
・第 3 回における主な意見とその対応 

・研究準備会としてのまとめ 

  

②研究部会 

開催日 内 容 

平成３０年  ８月２９日 
・ヒアリング及び住民ワークショップ報告 

・連鎖的都市再生により目指すべき街の将来像(案) 

平成３０年 １０月 １日 
・連鎖的都市再生の実現化手法 

・連鎖的都市再生に向けた土地利用計画(案) 

平成３０年 １０月２９日 ・研究部会とりまとめ 

※上記の全体会とは別に、必要に応じて事務局が各委員と個別で協議・調整を実施している。 
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アーバンデザインセンター高島平 URL http://udctak.jp/ 
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