
五十音五十音五十音五十音

順順順順    

用用用用    語語語語    解説解説解説解説    掲載頁掲載頁掲載頁掲載頁    

地上器 電線地中化により、地上に設置される変圧器 P9 

低層部セットバック 

建物の 1～3 階の壁面位置を敷地境界から後退させ、空間にゆとりを持たせる

こと 

P11 他 

低炭素都市 

地球温暖化の最も大きな原因である二酸化炭素（ＣＯ2）排出量が少ない地球

に優しい都市 

P2 他 

電線地中化 

景観の改善や防災、路上スペースの確保などを目的に、電線（電力線・通信

線等）及び関連施設を地中に埋設し、道路上から電柱を無くすこと。 

P9 

動線 

建物の内外や街で、人や物が移動する方向、頻度などを示す線。居住性・機

能性を判定する一指標 

P2 他 

都市基盤 

都市を支え、適正な都市化を促すために必要な道路、鉄道、公園、下水道な

ど、宅地、工作物を含む都市施設 

P2 他 

都市計画 

都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備

及び市街地開発事業に関する計画で、都市計画法第２章「都市計画」の規定

に従い定められたもの 

P6 他 

都市計画原案 都市計画を決定しようとする際に作成する基本の案 P22 

都市計画案 

都市計画原案をもとに、都知事と協議のうえ、区都市計画審議会の議を経て

都市計画を決定するための提案内容のこと 

P22 

都市計画決定 都市計画を法的手続きにより決定すること P6 他 

 

都市の低炭素化の促進に関

する法律 

都市の低炭素化を促進するための方針・計画を定めることや、都市の健全な

発展に寄与することを目的とする「都市の低炭素化の促進に関する法律」のこと 

P10 

な行 荷捌きスペース 店舗の商品を搬出入するための車寄せ P19 

バーチャルリアリティ（VR） 事業計画の平面図、立面図などをコンピューターの中で立体化させたもの P24 

ヒートアイランド現象 

都市への人口集中、森林や畑の減少、エアコンなどの人工的な廃熱増加で都

市部に熱が溜まるため、都市中心部の気温が局地的に高くなる現象 

P10 

附置義務自動車駐車場・自

転車駐車場 

駐車場法第 20 条及び自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策

の総合的推進に関する法律第５条に基づき定められた地方公共団体の条例

により、一定規模以上の建築物の新増設の際に義務として整備された駐車場

施設・自転車駐車場施設 

P18 他 

フラット化 段差のある場所を平らな状態にすること P11 他 

ペデストリアンデッキ 駅前広場の上部に設置される歩行者専用通路 P11 他 

は行 

ポケットパーク 市街地の小さな公園 P9 

や行 ユニバーサルデザイン 

障がいの有無、年齢、性別、国籍等にかかわらず、多様な人々が利用しやすいよ

う都市や生活環境をデザインする考え方 P2 

五十音五十音五十音五十音

順順順順    

用用用用    語語語語    解説解説解説解説    掲載頁掲載頁掲載頁掲載頁    

オートスロープ 斜路で自転車を押して昇る際の負荷を軽減する補助装置 P15 
あ行 

押し歩き （自転車を）押しながら歩いて通行すること P8 他 

街区 市街の道路に囲まれた一区画。 P1 他 

回遊性・回遊路 まちを訪れる人が方々を巡り歩くこと。その道路 P2 他 

環境負荷 

人の活動により、環境に加えられる影響であって、環境の保全上の負担にな

るおそれのあるもの 

P2 他 

基本設計 

計画している整備の概要を意匠上、技術上、法規上などから検討し、基本的

な形として設計すること 

P22 

共同化 

住環境を改善するため、2 以上の権利者が共同で建築し、土地の有効利用

を図ること 

P8 他 

クールスポット 

水辺、森林、公園、休憩が可能な建物など、身近で涼しく（クール）過ごせる

空間・場所（スポット） 

P10 

結節空間 駅ビルと駅前広場など、異なる施設を接続する場所 P8 他 

交通島 駅前広場中央部の道路に囲まれた敷地 P12 他 

か行 

コンコース 鉄道駅改札付近の通路、広場、空間 P6 他 

サービス水準 歩行者の混雑状況を示す度合 P4 他 

再生可能エネルギー 

石油、石炭などの化石燃料エネルギーと異なり二酸化炭素（CO2）を排出し

ない、自然界の中から繰り返し取り出すことのできるクリーンなエネルギー（自

然エネルギー）のこと 

P10 

事業化 整備計画を具体化し実施すること P22 

事業認可 

都市計画事業として定められた都市施設の整備を行うにあたり、法の規定に

より認められること 

P22 

実施設計 基本設計を基に、細部にわたり細かく設計すること P22 

10 分ピーク時交通量 1 時間の交通量の内、最も混んでいる 10 分間の交通量 P6 

さ行 

新空港線 

渋谷・新宿・池袋を含む東京圏西南部地域から羽田空港へのアクセス機能

強化、蒲田地域の都市再生、大田区内の東西交通問題の解消などを図るた

め、東急多摩川線と京急空港線を結ぶ鉄道新線 

P1 他 

タクシー待機場 タクシー乗車場内に入る前にタクシーが順番待ちをする場所 P12 他 

建物間熱融通 

冷暖房の総合的な効率や設備容量の縮小による省エネルギーや二酸化炭

素、コストの削減を図るため、近接する建物と建物間を配管で接続し、冷暖房

用の熱媒（冷水や温水、蒸気）を互いに融通すること 

P10 

た行 

地球温暖化対策の促進に関

する法律 

地方公共団体、事業者、国民が一体となって地球温暖化対策に取組むため

の枠組みを定めた地球温暖化対策の推進に関する法律のこと 
P10 

２３ 

巻末資料  
１１１１））））用語集用語集用語集用語集    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

職職職職    所所所所    属属属属    及及及及    びびびび    氏氏氏氏    名名名名    

部会長 東京工業大学大学院社会理工学研究科教授        中井 検裕 

大田区まちづくり推進部長 太田 誠一 

大田区まちづくり推進部再開発担当部長 杉村 克之 

大田区まちづくり推進部参事（企画調整担当） 川野 正博 

大田区まちづくり推進部まちづくり管理課長 荒井 昭二 

大田区まちづくり推進部交通企画担当課長 吉田 春彦 

大田区まちづくり推進部都市開発課長 齋藤 浩一 

大田区まちづくり推進部蒲田再開発担当副参事 近藤 純司 

大田区都市基盤整備部都市基盤施設担当部長 根本 敦 

大田区都市基盤整備部蒲田まちなみ維持課長 高橋 義博   

東日本旅客鉄道(株)総合企画本部投資計画部課長 三島 大輔 

東日本旅客鉄道(株)東京支社総務部企画室企画調整課長 佐藤 英明 

東京急行電鉄(株)鉄道事業本部事業統括部企画課長 関   聡史 

委員 

東京急行電鉄(株) 

 都市開発事業本部事業統括部企画開発部主査 

鹿本 英利

※1

 

（杉浦 勝彦

※2

） 

国土交通省都市局街路交通施設課街路事業調整官 荒川 辰雄 

東京都都市整備局都市基盤部街路計画課区部街路計画係長 大野 誠 

オブザ

ーバー 

東京都都市整備局都市基盤部交通企画課交通施設担当係長 山本 健一 

                    ※1：第 2回より参加 ※2：第 1回のみ参加 

職職職職    所所所所    属属属属    及及及及    びびびび    氏氏氏氏    名名名名    

座長 東京工業大学大学院社会理工学研究科教授 中井 検裕 

副座長 東京工業大学大学院総合理工学研究科教授 屋井 鉄雄 

蒲田東地区自治会連合会 小山 君子 

蒲田西地区自治会連合会 小谷野正義 

蒲田東口商店街商業協同組合 田中 彰一 

蒲田西口商店街振興組合 片山 蔦榮 

蒲田東口地区まちづくり協議会 藤田 靜男 

蒲田大好き委員会 望月 清志 

蒲田再開発推進委員会 田中 常雅 

特定非営利活動法人大身連 宮澤 勇 

大田区議会都市・環境委員会委員長 飯田 茂 

大田区議会都市・環境委員会副委員長 鈴木 隆之 

東京都都市整備局都市基盤部街路計画課長 朝山 勉 

東京都都市整備局都市基盤部交通企画課長 花井 徹夫 

大田区まちづくり推進部長 太田 誠一 

大田区まちづくり推進部再開発担当部長 杉村 克之 

大田区まちづくり推進部参事（企画調整担当） 川野 正博 

大田区まちづくり推進部まちづくり管理課長 荒井 昭二 

大田区まちづくり推進部交通企画担当課長 吉田 春彦 

大田区まちづくり推進部都市開発課長 齋藤 浩一 

大田区まちづくり推進部蒲田再開発担当副参事 近藤 純司 

大田区まちづくり推進部防災まちづくり担当課長 落合 邦男 

大田区都市基盤整備部都市基盤施設担当部長 根本 敦 

大田区都市基盤整備部蒲田まちなみ維持課長 高橋 義博  

委員 

大田区連続立体事業本部連続立体事業再開発

担当課長  

岡田 誠 

国土交通省 

都市局街路交通施設課街路事業調整官       

荒川 辰雄 

オブザ

ーバー 
国土交通省     

都市局街路交通施設課企画専門官          

東  智徳 

 

平成２４年度平成２４年度平成２４年度平成２４年度    蒲田都市づくり推進会議・駅開発検討部会蒲田都市づくり推進会議・駅開発検討部会蒲田都市づくり推進会議・駅開発検討部会蒲田都市づくり推進会議・駅開発検討部会    構成員名簿構成員名簿構成員名簿構成員名簿、、、、開催状況開催状況開催状況開催状況    

・駅開発検討部会 

・蒲田都市づくり推進会議 

開催状況開催状況開催状況開催状況    

第 1 回 

日時 平成 24 年７月 30 日（月）14：00～16：00  

場所 大田区役所 第五・第六委員会室 

主な 

内容    

・蒲田都市づくり推進会議の検討スケジュール 

・平成 23 年度蒲田駅周辺整備計画策定調査研究 

会蒲田駅周辺整備計画（たたき台）ポイント 

・蒲田駅周辺地区 整備目標・整備方針 

・初動期の交通基盤施設計画の検討 

第 2 回 

日時 平成 24 年 11 月 6 日（火）10：00～12：00 

場所 大田区役所 202_203 会議室 

主な 

内容    

・第１回蒲田都市づくり推進会議での指摘事項及び

対応方針 

・「蒲田駅を中心とする地区整備」に関する考え方の

再構築 

・駅前空間の将来像・駅前空間再編方針・駅前空間

形成の方向性 

・駅前空間整備の概要 

・蒲田駅周辺再編プロジェクトの進め方 

・初動期整備計画 

・駅前空間のバーチャル・リアリティ（ＶＲ）の紹介 

第 3 回 

日時 平成 25 年 1 月 29 日（火）10：00～12：00 

場所 大田区役所 201_202_203 会議室 

主な 

内容    

・第２回蒲田都市づくり推進会議での指摘事項と到

達点      

・蒲田のまちづくり座談会の概要                  

・蒲田駅周辺再編プロジェクトの概要               

・初動期整備計画の検討 

・バーチャル・リアリティ（ＶＲ）によるスタディ  

・中長期整備指針の検討 

・整備プログラムの検討 

・低炭素都市実現に向けて 

第 4 回 

日時 平成 25 年 3 月 21 日（木）9：30～11：30 

場所 大田区立消費者生活センター2 階大集会室 

主な 

内容    

・第３回蒲田都市づくり推進会議での指摘事項 

・蒲田駅周辺再編プロジェクト（素案） 

 

職職職職    所所所所    属属属属    及及及及    びびびび    氏氏氏氏    名名名名    

座長 東京工業大学大学院社会理工学研究科教授 中井 検裕 

副座長 東京工業大学大学院総合理工学研究科教授 屋井 鉄雄 

蒲田東地区自治会連合会 小山 君子 

蒲田西地区自治会連合会 藏方 庸光 

蒲田東口商店街商業協同組合 田中 彰一 

蒲田西口商店街振興組合 片山 蔦榮 

蒲田東口地区まちづくり協議会 藤田 靜男 

蒲田大好き委員会 望月 清志 

蒲田再開発推進委員会 田中 常雅 

特定非営利活動法人大身連 宮澤 勇 

大田区議会都市・環境委員会委員長 岡元 由美 

大田区議会都市・環境委員会副委員長 深川 幹祐 

東京都都市整備局都市基盤部街路計画課長 朝山 勉 

東京都都市整備局都市基盤部交通企画課長 池内 光介 

大田区まちづくり推進部長 川野 正博 

大田区まちづくり推進部再開発担当部長 八嶋 吉人 

まちづくり推進部 まちづくり管理課長 黒澤 明 

まちづくり推進部 交通企画担当課長 吉田 春彦 

まちづくり推進部都市開発課長（蒲田再開発担当課長兼務） 齋藤 浩一 

まちづくり推進部 蒲田再開発担当副参事 近藤 純司 

まちづくり推進部 防災まちづくり担当課長 落合 邦男 

都市基盤整備部 都市基盤管理課長 畑元 忠 

都市基盤整備部 蒲田まちなみ維持課長 高橋 義博 

連続立体事業本部長(連続立体事業課長事務取扱) 荒井 昭二 

委員 

連続立体事業本部 

連続立体事業再開発担当課長 

岡田 誠 

オブザ

ーバー 

国土交通省     

都市局街路交通施設課企画専門官            

東  智徳 

 

平成２５年度平成２５年度平成２５年度平成２５年度    蒲田都市づくり推進会議・駅蒲田都市づくり推進会議・駅蒲田都市づくり推進会議・駅蒲田都市づくり推進会議・駅周辺交通調整部会周辺交通調整部会周辺交通調整部会周辺交通調整部会    構成員名簿、開催状況構成員名簿、開催状況構成員名簿、開催状況構成員名簿、開催状況    

・駅周辺交通調整部会 

・蒲田都市づくり推進会議 

開催状況開催状況開催状況開催状況    

第 5 回 

日時 平成 25 年７月 30 日（火）10：00～12：00  

場所 大田区立消費者生活センター2 階大集会室 

主な 

内容    

・蒲田都市づくり推進会議の今年度の検討体制とス

ケジュール 

・「蒲田駅周辺再編プロジェクト(素案)」のパブリックコ

メント速報 

・「蒲田駅周辺再編プロジェクト」の検討状況報告 

 （東口駅前広場、東口地下自転車駐車場に関す

る検討、西口駅前広場初動期整備計画の検討） 

第 6 回    

日時 平成 25 年 10 月 31 日（木）10：00～12：00 

場所 大田区立消費者生活センター2 階大集会室 

主な 

内容    

・第５回蒲田都市づくり推進会議での指摘事項  

・「蒲田駅周辺再編プロジェクト(案)」の報告 

・「蒲田駅周辺再編プロジェクト」の検討状況報告 

 （駅開発交通調整部会（10/21 開催）の報告・東

口駅前広場初動期整備計画・東口地下自転車駐

車場初動期整備計画） 

・西口駅前広場 初動期整備計画の検討 

第 7 回 

日時 平成 25 年 12 月 10 日（火）9：30～11：30 

場所 大田区立消費者生活センター2 階大集会室 

主な 

内容    

・「蒲田駅周辺再編プロジェクト」の策定について 

・第６回蒲田都市づくり推進会議での指摘事項 

・「蒲田駅周辺再編プロジェクト」の検討状況報告 

 （初動期東口駅前広場形状の検討・東口地下自

転車駐車場レイアウトの検討） 

 

２２２２））））検討体制検討体制検討体制検討体制    

職職職職    所所所所    属属属属    及及及及    びびびび    氏氏氏氏    名名名名    

部会長 東京工業大学大学院社会理工学研究科教授 中井 検裕 

大田区まちづくり推進部長 川野 正博 

大田区まちづくり推進部再開発担当部長 八嶋 吉人 

大田区まちづくり推進部まちづくり管理課長 黒澤  明 

大田区まちづくり推進部交通企画担当課長 吉田 春彦 

大田区まちづくり推進部都市開発課長（蒲田再開発担当課長兼務） 齋藤 浩一 

大田区まちづくり推進部蒲田再開発担当副参事 近藤 純司 

大田区都市基盤整備部都市基盤管理課長 畑元  忠 

大田区都市基盤整備部蒲田まちなみ維持課長 高橋 義博 

東日本旅客鉄道㈱総合企画本部投資計画部課長 田中  大 

東日本旅客鉄道㈱東京支社総務部企画室企画調整課長 佐藤 英明 

東京急行電鉄㈱鉄道事業本部事業戦略部企画課長 関  聡史 

東京急行電鉄㈱都市開発事業本部都市戦略事業部 

プロジェクト開発部開発担当課長  

田島 邦晃 

京浜急行バス㈱ 総務部企画担当課長 井ノ口 聡 

京浜急行バス㈱ 運輸課長 長塚 隆介 

東急バス㈱運輸部運輸課長 髙野  剛 

公益財団法人東京タクシーセンター 調査管理部施設管理課主任 高橋 眞人 

一般社団法人東京ハイヤー･タクシー協会 乗務員指導委員会副委

員長 

保岡 政利 

委員 

社団法人東京都個人タクシー協会 副会長 秋田  隆 

国土交通省都市局街路交通施設課企画専門官 東  智徳 

東京都都市整備局都市基盤部街路計画課区部街路計画係長 大野  誠 

東京都都市整備局都市基盤部交通企画課交通施設担当係長 林 清一郎  

オブザ

ーバー 

東京都都市整備局都市基盤部交通企画課交通施設担当係長 安田 剛之  

                     

開催状況開催状況開催状況開催状況    

第 1 回 

日時 

平成 25 年 10 月 21 日（月） 

14：00～16：00 

場所 

大田区立消費者生活センター2 階

大集会室 

主な 

内容    

・蒲田都市づくり推進会議の今年度

の検討体制とスケジュール 

・「蒲田駅周辺再編プロジェクト(案)」

の報告 

・「蒲田駅周辺再編プロジェクト」の検

討状況報告 

 （東口駅前広場・東口地下自転車

駐車場・西口駅前広場に関する検

討、新空港線に関する概要） 

 

開催状況開催状況開催状況開催状況    

第 1 回 

日時 

平成 24 年 9 月 7 日（木） 

10：00～12：00 

場所 大田区 HK-201 会議室 

主な 

内容    

・平成 24 年度蒲田都市づくり推

進会議、駅開発検討部会での

検討内容、スケジュール、検討

体制の確認 

・第 1 回蒲田都市づくり推進会

議の報告 

・駅前整備の具体策について 

第 2 回 

日時 

平成 25 年 3 月 7 日（木） 

10：00～11：30 

場所 大田区 HK-201 会議室 

主な 

内容    

・蒲田駅周辺再編プロジェクトの

目的と構成 

・初動期整備計画 

・中・長期整備指針 

・蒲田駅周辺再編プロジェクトス

ケジュール 

 

２４ 


