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＜検討体制＞

「東京における都市計画道路の在り方に関する基本方針」策定に当たり、東京都と特別

区及び26市２町は、合同の策定検討会議を設置し、協働で調査検討を進めました。

また、学識経験者で構成する「専門アドバイザー委員会」を設置し、専門的見地からの助

言を受けました。

〔 専門アドバイザー委員〕

氏名（敬称略） 所属

委員長 岸井隆幸 日本大学理工学部土木工学科特任教授

委員 植村京子 深山・小金丸法律会計事務所弁護士

委員 久保田 尚 埼玉大学大学院理工学系研究科教授

委員 竹内健蔵 東京女子大学現代教養学部教授

委員 中井 祐 東京大学大学院工学系研究科教授

委員 中村英夫 日本大学理工学部土木工学科教授

委員 兵藤哲朗 東京海洋大学流通情報工学科教授

委員 堀江典子 佛教大学社会学部准教授

委員 目黒公郎 東京大学生産技術研究所教授

（委員五十音順）

専門アドバイザー
委員会

都・ 市町検討会都・ 区検討会

庁内検討会

都・ 区市町策定検討会議

課長級 課長級

部長級

東京都 課長級



79

1）都・区市町策定検討会議名簿（東京都）

所属

座長 都市整備局 理事

委員 政策企画局 技術政策調整担当部長

都市整備局

企画担当部長

都市づくり政策部長

都市基盤部長

交通政策担当部長

外かく環状道路担当部長

市街地整備部長

防災都市づくり担当部長

市街地建築部長

建設局

道路管理部長

道路保全担当部長

道路建設部長

道路計画担当部長

公園計画担当部長

港湾局 港湾整備部長
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２）都・区市町策定検討会議名簿（区部）

所属

千代田区 環境まちづくり部長

中央区 環境土木部長

港区 街づくり事業担当部長

新宿区 都市計画部長

文京区 都市計画部長

台東区 都市づくり部長

墨田区 都市計画部長

江東区 土木部長

品川区 都市環境部長

目黒区 都市整備部長

大田区 まちづくり推進部長

世田谷区 道路・交通政策部長

渋谷区 土木部長

中野区 都市基盤部長

杉並区 土木担当部長

豊島区 都市整備部長

北区 まちづくり部長

荒川区 防災都市づくり部長

板橋区 都市整備部長

練馬区 技監都市整備部長事務取扱

足立区 都市建設部長

葛飾区 都市整備部長

江戸川区 土木部長
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３）都・区市町策定検討会議名簿（多摩地域）

所属

八王子市 都市計画部長

立川市 まちづくり部長

武蔵野市 都市整備部長

三鷹市 都市再生部長

青梅市 都市整備部長

府中市 都市整備部長

昭島市 都市計画部長

調布市 都市整備部長

町田市 道路部長

小金井市 都市整備部長

小平市 都市建設担当部長

日野市 まちづくり部長

東村山市 まちづくり部長

国分寺市 まちづくり部長

国立市 都市整備部参事

福生市 都市建設部長

狛江市 都市建設部長

東大和市 都市建設部長

清瀬市 都市整備部長

東久留米市 都市建設部長

武蔵村山市 都市整備部長

多摩市 都市整備部長

稲城市 都市建設部長

羽村市 都市建設部長

あきる野市 都市整備部長

西東京市 まちづくり担当部長

瑞穂町 都市整備部長

日の出町 まちづくり課長
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＜お問合せ先＞（令和元年11月現在）

・東京都都市整備局都市基盤部街路計画課

【区部】

・千代田区環境まちづくり部景観・都市計画課

・中央区環境土木部環境政策課

・港区街づくり支援部土木課

・新宿区都市計画部都市計画課

・文京区都市計画部都市計画課

・台東区都市づくり部計画調整課

・墨田区都市計画部都市計画課

・江東区土木部道路課

・品川区都市環境部都市計画課

・目黒区都市整備部都市計画課

・大田区まちづくり推進部都市計画課

・世田谷区道路・交通政策部道路計画課

・渋谷区土木部道路課

・中野区都市基盤部都市計画課

・杉並区都市整備部土木計画課

・豊島区都市整備部都市計画課

・北区まちづくり部都市計画課

・荒川区防災都市づくり部都市計画課

・板橋区都市整備部都市計画課

・練馬区都市整備部交通企画課

・足立区都市建設部企画調整課

・葛飾区都市整備部調整課

・江戸川区土木部計画調整課

03-5388-3379

03-5211-3610

03-3546-5421

03-3578-2217

03-5273-3547

03-5803-1239

03-5246-1364

03-5608-6266

03-3647-9111（内6434）

03-5742-6760

03-5722-9725

03-5744-1332

03-5432-2537

03-3463-2651

03-3228-8262

03-3312-2111（内3426）

03-4566-2632

03-3908-9152

03-3802-3111（内2815）

03-3579-2553

03-5984-1328

03-3880-5160

03-5654-8382

03-5662-8389
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【多摩地域】

・八王子市都市計画部交通企画課

・立川市まちづくり部都市計画課

・武蔵野市都市整備部まちづくり推進課

・三鷹市都市再生部まちづくり推進課

・青梅市都市整備部土木課

・府中市都市整備部計画課

・昭島市都市計画部都市計画課

・調布市都市整備部街づくり事業課

・町田市道路部道路政策課

・小金井市都市整備部都市計画課

・小平市都市開発部道路課

・日野市まちづくり部都市計画課

・東村山市まちづくり部都市計画課

・国分寺市まちづくり部まちづくり計画課

・国立市都市整備部都市計画課

・福生市都市建設部まちづくり計画課

・狛江市都市建設部まちづくり推進課

・東大和市都市建設部都市計画課

・清瀬市都市整備部まちづくり課

・東久留米市都市建設部道路計画課

・武蔵村山市都市整備部都市計画課

・多摩市都市整備部都市計画課

・稲城市都市建設部都市計画課

・羽村市都市建設部都市計画課

・あきる野市都市整備部都市計画課

・西東京市都市整備部都市計画課

・瑞穂町都市整備部都市計画課

・日の出町まちづくり課

042-620-7303

042-523-2111（内2366）

0422-60-1872

0422-45-1151（内2451）

0428-22-1111（内2586）

042-335-4335

042-544-4410

042-481-7587

042-724-1124

042-387-9859

042-346-9828

042-514-8369

042-393-5111（内2712）

042-325-0111（内454）

042-576-2111（内361）

042-551-1511（内2812）

03-3430-1111（内2543）

042-563-2111（内1254）

042-492-5111（内365）

042-470-7777 (内2715)

042-565-1111（内272）

042-338-6856

042-378-2111（内322）

042-555-1111（内287）

042-558-1111（内2711）

042-438-4050

042-557-0599

042-597-0511（内352）
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