
 

４ １

■附置義務駐車場…一般に建物の規模（用途）に見

合った駐車場等が必要とされています。 

（新宿 EAST 推進協議会理事会） 

御苑通り 

伊勢丹 

□4  駐車場附置義務の新宿ルール 

〈駐車場附置義務とは〉 

今、新宿 EAST 地域で大きな建物を新築すると

き等には、建物の敷地ごとに駐車場等を設けるこ

とが、東京都駐車場条例（以下「駐車場条例」）に

よって一律に義務付けられています。 

〈地域独自のルール〉 

しかし、“歩きたくなるまち”を目指す新宿のように、都内一律の基準を適用することが、

その地域全体の駐車場等のあり方として適切でない場合があります。一つひとつの建物に

駐車場とその出入口が設けられると、歩道を分断することにもなります。 

このような場合に対応するため、駐車場条例では地域の事情に合わせた駐車場等の整備

基準を「地域ルール」として定められるようになっています。 

〈地域ルール策定協議会〉 

各々が責任をもって守る「地域ルール」をつくるには、地域住民や事業者の主体的参加

が不可欠です。かつ区、都、国や交通管理者（新宿・四谷警察署、警視庁）の協力が必要

です。このため「駐車場条例に基づく地域ルールの策定指針」には「地域ルール策定協議

会」（以下「策定協議会」）の設置が盛り込まれています。策定協議会では、地域の住民組

織・行政担当部局や学識経験者に、まとめ役の区が一堂に会して「地域ルール案」をつく

ります。 

□5  今後の検討の流れ 

[地区計画による建替えの促進] 

・これまで地域の問題点を解決する手法として検討してきた地区計画制度で、今後はどの

ような内容を定めることが適切か、検討を進めてまいります。 

[駐車場附置義務の新宿ルールの検討] 

・策定協議会（第 1 回協議会を 11 月 24 日に開催予定）の発足にあわせて、地域ルール

（新宿ルール）づくりに向けて検討を進めてまいります。 
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□1  新宿ＥＡＳＴ推進協議会まちづくりニュースを創刊します 

協議会での検討内容を地域の皆様にお知らせするため、これまでの「新宿駅東口まちづ

くりニュース」を改題して「新宿 EAST 推進協議会まちづくりニュース」を創刊します。 

□2  創立以降の活動をご報告します 

構想の９つの取組のうち、『駐車場附置義務の新宿ルー

ル』と『地区計画（*1）等による建替えの促進』について検

討を始めました。２月の創立総会以降、定例理事会を、毎

月第１金曜日に、９月からは第１、３金曜日の月２回に増

やし開催しています。 

定例理事会では、『駐車場附置義務』で、地域における問題点などを議論し、『地区計画等』

で、さらに「地域の将来像」、「地域の問題点」、「地域で取り組むべき目標」等を整理・検討

してきました。 
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「新宿駅東口まちづくり構想」は、新宿区ホームページ（下記参照）で公開していますので、御参照

ください。                    → http://www.city.shinjuku.lg.jp/

●お問い合わせは次まで 
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□3  地域の将来像実現に向けた目標（３）、地域の個別目標（11）について 

地域で目指す将来像の実現に向けて、現況から見た地域の問題点と将来像のギャッ

プ解消のための「地域の将来像実現に向けた目標」として 3 つに整理しました。 

さらに、まちの機能更新や建替え促進のために解決すべきテーマ別に、下図に示す

ように「地域の個別目標」として 11 に分け整理しました。 

これからの新宿 EAST 地域のまちづくりを推進していくため、理事会では引き続

き、将来像実現に向けて検討を進めてまいります。 
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よしおか

） （担当： 有 泉
ありいずみ

、市川
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Tel 03-5273-3569（直） Tel 03-5273-3547（直） 

Fax 03-3209-9227 Fax 03-3209-9227 

e-mail：chikukeikaku@city.shinjuku.lg.jp e-mail：toshikeikaku@city.shinjuku.lg.jp 

「新宿 EAST 推進協議会」（以下「協議会」）は、「新

宿駅東口まちづくり構想」（以下「構想」）を検討・推

進・実現・運営する地元組織として、東口地区の四つ

の商店街振興組合等が母体となり、中山弘子新宿区長

が創立支援者となって今年２月に創立しました。 

（新宿 EAST 地域） 
○「新宿ＥＡＳＴ推進協議会」のメンバーは・・（以下、敬称略／一部役職の兼務を含む）
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