
■令和 2年 6月 30日号 (第 1656号） 

【東京】 

▽千代田区まちづくり検討＝飯田橋駅周辺 4地区など 

▽赤坂七丁目 2番地地区再開発＝今年度に都市計画決定へ 

▽中央区、再開発の取組状況＝29地区で事業実施 

▽石神井公園駅南口西地区＝10月の練馬区都計審へ 

▽新保健施設等複合施設＝墨田区、来年度から建設工事 

▽江戸川区新庁舎基本計画案＝今年度中に計画策定へ 

▽板橋区が浮間四丁目アパート＝3年度解体、4年度に新築 

▽都市施設詳細調査を委託＝東京都、北部流通業務団地 

▽千代田区、特別区道を廃止＝内閣府新庁舎整備等事業 

▽区有地取得・活用の考え方＝千代田区、公共施設整備方針で 

▽東京都標識設置状況＝6月 8日～6月 12日 

▽渋谷区標識設置状況＝2月 6日～6月 1日 

▽中央区標識設置状況＝3月 10日～6月 1日 

▽目黒区標識設置状況＝2月 1日～6月 5日 

▽練馬区標識設置状況＝2月 15日～6月 8日 

【神奈川】 

▽伊勢原駅北口周辺地区整備＝再開発事業基本計画等 

▽平塚市の新共同調理場＝9月頃に基本計画案パプコメ 

▽横浜市標識設置状況＝6月 15日～6月 19日 

 

■令和 2年 6月 23日号 (第 1655号） 

【東京】 

▽三菱地所の常盤橋街区開発＝都市再生特別地区を変更へ 

▽赤羽台団地周辺まちづくり＝ＵＲが賃貸住宅と民活住宅整備 

▽王子周辺まちづくりと新庁舎＝計画策定を 4年度末へ延期 

▽豊島区、公共施設再構築など＝未来戦略推進プラン 2020 

▽ユース・プラザ整備事業等＝東京都が施設需要調査 

▽立川市の西国立駅周辺地区＝連立に合わせまちづくり構想 

▽立川チャレンジスクール＝東京都、新築工事へ準備 

▽立川市新清掃工場整備運営＝7月から工場棟などに着工 

▽東京都標識設置状況＝6月 1日～6月 5日 

【神奈川】 

▽川崎市令和 3年度国への要望＝京急川崎駅周辺地区整備など 

▽川崎市市民ミュージアム＝あり方等に関する方針策定へ 



▽藤沢市、村岡地区まちづくり＝今年度に方針取りまとめ 

▽村岡公民館等再整備事業＝藤沢市、8月に基本・実施設計 

▽横浜市、上屋設計へ地質調査＝本牧ふ頭Ｄ突堤基部に移転 

▽横浜市標識設置状況＝6月 1日～6月 12日 

 

■令和 2年 6月 16日号 (第 1654号） 

【東京】 

▽小山三丁目第二地区再開発＝北及び南街区で延べ 14万㎡ 

▽上用賀一丁目の地区計画変更＝跡地土地利用転換に対応 

▽高輪周辺まちづくり事業化＝都都市整備局が業務委託 

▽ＰＦＩアドバイザリー業務＝東京都の広尾病院再整備 

▽板橋区、区立福祉園の民営化＝8月までに考え方作成 

▽坂下一丁目住宅改築工事＝板橋区、議会承認後に着工 

▽板橋区の熱帯環境植物館＝4月にリニューアルオープン 

▽国分寺市新庁舎基本計画案＝今後は設計施工者選定 

▽東京都標識設置状況＝5月 25日～5月 30日 

▽江東区標識設置状況＝3月 1日～5月 31日 

▽港区標識設置状況＝3月 15日～5月 19日 

【神奈川】 

▽ホテル・水族館・商業施設＝横浜市ＭＭ21中央地区 62街区 

▽（仮称）川崎市立看護大学＝市が来年度に改修工事 

▽鎌倉市深沢地区まちづくり＝ガイドライン基本方針策定 

▽横浜市標識設置状況＝4月 1日～5月 29日 

 

■令和 2年 6月 9日号 (第 1653号） 

【東京】 

▽東池袋一丁目地区再開発＝9～10月頃に都市計画決定 

▽東池袋地区地域冷暖房＝東京国際大学が供給加入 

▽池袋駅周辺の再開発動向＝池袋西口地区は来年度都決 

▽自由が丘駅前西及び北地区＝地区計画の都市計画手続き 

▽鉄道駅総合改善に来年度着手＝連立とあわせ品川駅課題解消 

▽瀬田小学校の改築整備＝世田谷区、基本構想を策定 

▽世田谷区、小田急線上部＝下北沢駅周辺を整備 

▽世田谷区花見堂複合施設＝６月から新築工事着工 

▽松原複合施設整備工事＝世田谷区、8月から着工 

▽東京都標識設置状況＝2月 17日～5月 22日 



▽豊島区標識設置状況＝2月 5日～5月 15日 

▽世田谷区標識設置状況＝2月 1日～4月 30日 

【神奈川】 

▽厚木市複合施設等整備＝事業者選定準備支援業務など 

▽宮前市民館・図書館基本計画案＝川崎市、今年度から設計 

▽横浜市標識設置状況＝3月 2日～3月 31日 

 

■令和 2年 6月 2日号 (第 1652号） 

【東京】 

▽北青山三丁目地区再開発＝アセス調査計画書を縦覧 

▽大森西二丁目複合施設＝大田区、提案概要を公表 

▽鹿浜センター大規模改修＝足立区、債務負担も計上 

▽障がい者通所施設を整備＝足立区、清掃事務所跡地 

▽大杉東小学校改築事業＝江戸川区、設計委託手続 

▽調布駅南口中央地区など＝調布市、まちづくりを支援 

▽武蔵村山市榎地区まちづくり＝主要市道 1号線整備へ 

【神奈川】 

▽川崎市の南渡田地区整備＝拠点形成の基本的考え方 

▽新川崎地区の小学校新設＝今年度に基本計画見直し 

▽相模原駅北口まちづくり＝市がコンセプトを策定 

▽子育て賃貸住宅等整備事業＝三浦市がＰＦＩ実施方針 

 

■令和 2年 5月 26日号 (第 1651号） 

【東京】 

▽蒲田駅東口駅前再開発＝準組が事業協力者選定へ 

▽下丸子駅周辺まちづくり＝大田区が土地利用構想 

▽大田区、新空港線整備＝都との協議の場設置へ 

▽矢口西小・安方中学校＝大田区が基本計画策定 

▽足立区千住大橋地区の開発＝住宅Ａ－1は来年着工 

▽鶯谷駅周辺まちづくり＝台東区、今年度に基礎調査 

▽足立区の綾瀬駅東口周辺＝地区まちづくり計画策定へ 

▽江北エリアのスポーツ施設＝足立区、民間導入の検討 

▽足立区都市建設部主要事業＝今年度の業務委託予定 

【神奈川】 

▽藤沢市、村岡新駅周辺地区＝国交省の官民連携基盤調査 

▽横浜市、設計業務委託へ＝万騎が原など 3小学校 



 

■令和 2年 5月 19日号 (第 1650号） 

【東京】 

▽囲町東地区市街地再開発＝組合設立認可の手続き 

▽クロスポイント周辺地区＝今年度後半に建物解体 

▽品川区長期基本計画策定＝大崎駅・五反田駅周辺など 

▽品川区庁舎機能検討委員会＝移転建て替えに向け検討 

▽西大井三丁目宿舎跡地＝品川区が防災・福祉施設 

▽板橋区大谷口上町周辺地区＝医療教育施設の再構築 

▽東上線ときわ台～上板橋駅＝板橋区、中板橋も同時施行 

▽東小松川小学校の改築＝江戸川区、設計委託手続 

▽上小岩小学校改築事業＝江戸川区、設計委託手続 

【神奈川】 

▽藤が丘駅前地区再整備＝病院・商業施設を建替え 

▽小田原市に日本先端大学＝関東学院大学が連携 

 

■令和 2年 5月 5日・12日合併号 (第 1649号） 

【東京】 

▽内幸町一丁目まちづくり＝地権者と区で勉強会開催 

▽市街地形成誘導規制方策＝台東区、調査結果まとめ 

▽鷺宮・西中野小統合校舎＝中野区、今年度に実施設計 

▽第四・第八中学校統合新校＝中野区、実施設計へ 

▽世田谷区、校庭人工芝化＝今年度に 1校で試行整備 

▽杉並第四小学校跡地施設＝次世代型科学教育の拠点 

▽武蔵引田駅北口区画整理＝見直し方針決定、事業再開 

▽鶴川駅南口アクセス道路＝町田市、関係機関協議など 

▽南町田拠点創出まちづくり＝都市型住宅ゾーン整備へ 

▽保谷庁舎敷地の活用＝西東京市、事業者を募集 

【神奈川】 

▽若松町 1丁目地区再開発＝横須賀市が都市計画手続き 

▽川崎市大師・田島支所庁舎＝建替えに向けた検討実施 

 

■令和 2年 4月 21日・28日合併号 (第 1648号） 

【東京】 

▽新小岩駅周辺まちづくり＝南口地区で施設計画検討 

▽新庁舎建設基本構想素案＝江戸川区、5つの基本理念 



▽上野まちづくりビジョン＝台東区、実現に向け取組 

▽杉並第八小学校の跡地＝図書館等複合施設や保育所 

▽板橋区、仲宿住宅の改築＝設計委託の手続き 

▽大森西二丁目複合施設＝大田区、4年度から建築 

▽南台小学校新校舎等整備＝中野区、基本設計作成 

▽公園再整備の考え方提示＝中野区、今年度に計画策定 

▽防災食育センター整備＝武蔵村山市、防衛省補助 

【神奈川】 

▽旧消防本部庁舎跡地を活用＝綾瀬市、商業施設など誘致 

▽綾瀬市の「道の駅」整備＝用地買収と実施設計 

▽綾瀬スマートＩＣ隣接地＝開発公社が用地売却 

▽湯本地区公共施設利活用＝箱根町、実施方針作成へ 

 

■令和 2年 4月 14日号 (第 1647号） 

【東京】 

▽高砂駅周辺まちづくり＝ガイドプラン案を策定 

▽新金貨物線旅客化調査結果＝葛飾区、今後は段階整備も 

▽品川駅西口地区で延べ 20万㎡＝京急、トヨタを共同事業者 

▽江北健康づくりセンター＝足立区、今年度から着工 

▽公営住宅建替・集約事業＝江東区が事業者選定へ 

▽板橋区北館の長寿命化改修＝先行設備は今年度から 

▽台場コミュニティぷらざ改修＝港区、今年度に基本設計 

▽台東区生涯学習センター＝空調設備等の更新工事 

▽台東区の特養ホーム浅草＝大規模改修の設計へ 

▽公共施設再編個別計画＝立川市、ドリーム学園など 

▽江東区標識設置状況＝2月 3日～2月 28日 

▽墨田区標識設置状況＝2月 6日～3月 23日 

【神奈川】 

▽横浜市、新たな劇場整備＝基本計画の委託手続き 

▽川崎市スラッジセンター＝ＤＢ方式で焼却設備更新 

 

■令和 2年 4月 7日号 (第 1646号） 

【東京】 

▽三田小山町西地区再開発＝組合設立へ、5年 3月着工 

▽西麻布三丁目北東地区＝組合設立認可の手続き 

▽文化芸術ホール開館へ取組み＝港区、浜松町 2丁目地区 



▽麻布いきいきプラザ整備＝港区、基本・実施設計へ 

▽東金町一丁目西の公共施設＝葛飾区に基本設計案提示 

▽板橋区高島平まちづくり＝都市再生実施計画策定へ 

▽新保健施設等複合施設＝墨田区、進捗状況を報告 

▽墨田区公私連携型保育所＝社会福祉法人愛理会に決定 

▽北とぴあ改修基本方針策定＝北区、新年度から基本計画 

▽葛飾区標識設置状況＝2月 6日～3月 19日 

【神奈川】 

▽横浜市ＩＲ実施方針骨子＝6月に実施方針、募集要項 

▽鎌倉市深沢地域整備事業＝意見への市の考え方公表 

 

■令和 2年 3月 31日号 (第 1645号） 

【東京】 

▽月島三丁目北地区再開発＝組合設立認可の手続き 

▽大島 3丁目 1番地地区再開発＝連絡調整組織を設置へ 

▽浅草地区のまちづくり＝令和 4年度に新ビジョン策定 

▽台東区の下町風俗資料館＝新年度に改修設計など 

▽中野駅南口地区まちづくり＝新年度からＢ地区で勉強会 

▽品川区標識設置状況＝1月 10日～3月 6日 

▽中央区標識設置状況＝2月 7日～3月 9日 

▽港区標識設置状況＝2月 17日～3月 13日 

【神奈川】 

▽綱島駅東口駅前地区再開発＝令和 2年度から都計手続 

▽横浜市の市街地開発事業＝次期期間に 3地区事業化 

▽鎌倉市の資生堂工場跡地＝豊島屋が和菓子工場建設 

▽鎌倉市にふさわしい博物館＝扇ガ谷一丁目で施設整備 

▽藤沢市環境事業センター＝引き続き設計、3年度着工 

▽川崎市の等々力緑地再編＝実施計画改定業務委託へ 

▽等々力緑地再編概略設計＝川崎市が業務委託手続き 

 

■令和 2年 3月 24日号 (第 1644号） 

【東京】 

▽赤羽一丁目市街地再開発＝第一地区で都市計画手続き 

▽上十条一丁目防災街区＝新年度に権変認可と解体 

▽令和 2年度の新規着手校＝北区、堀船中学校改築など 

▽台東区、旧竜泉中跡地＝高齢者施設等整備計画案 



▽旧坂本小学校跡地の活用＝台東区、年度末に基本計画策定 

▽文京区、小学校 2校の改築＝今年度に基本構想検討 

▽文京区、児童相談所設置＝開設を令和 7年度に変更 

▽杉並区富士見丘小・中の改築＝基本設計まとめ 

▽立川駅前歩道立体化計画＝曙橋、あけぼの口は評価高 

▽大田区標識設置状況＝1月 25日～2月 28日 

▽千代田区標識設置状況＝1月 18日～2月 28日 

【神奈川】 

▽横須賀市の新病院建設＝ＤＢ事業者を新年度に選定 

▽長井海の手公園拡充事業＝横須賀市、7月から事業者公募 

▽済生会横浜市南部病院の移転＝旧港南工場敷地に決定 

 

■令和 2年 3月 17日号 (第 1643号） 

【東京】 

▽国分寺市の新庁舎建設＝基本計画策定と事業者選定 

▽武蔵野市の総合体育館等＝今後の工事を委員会報告 

▽国分寺市の清掃センター＝解体等スケジュール案 

▽立川市新学校給食共同調理場＝新年度に事業者選定手続き 

▽立川市、若葉町まちづくり＝令和 4年度めどに方針策定 

▽空港臨海部グランドビジョン＝大田区、令和 3年度に改定 

▽大田区ふれあいはすぬま＝次期活用計画で別棟建設 

▽陸上競技場を大規模改修＝台東区、新年度に基本設計へ 

▽台東区の公共施設保全計画＝第 2期は 20施設 20棟 

▽神田錦町三丁目福祉施設＝千代田区、整備運営に民間活用 

▽文京区標識設置状況＝11月 12日～3月 6日 

▽中野区標識設置状況＝1月 11日～2月 21日 

【神奈川】 

▽中量軌道輸送システム＝横浜市、基本設計委託へ 

▽鎌倉市の本庁舎等整備＝基本計画ＣＭ業務委託へ 

▽壗下竹松北地区準備会＝業務代行者を募集 

 

■令和 2年 3月 10日号 (第 1642号） 

【東京】 

▽中野三丁目の拠点施設＝公募に向け区がＵＲへ要望 

▽品川区、庁舎機能の検討＝新年度に委員会立ち上げ 

▽自由が丘駅前西及び北地区＝地区計画を 8月頃決定予定 



▽自由が丘東地区の再開発＝新年度に基本計画検討 

▽子ども未来プラザ東四つ木＝葛飾区、新年度で実施設計 

▽新小岩地域活動センター＝葛飾区、新年度から建設工事 

▽鉄道駅のエレベーター＝中央区、設置状況まとめ 

▽浅草公会堂を大規模改修＝台東区、債務含め 35億円 

▽台東区、入谷地区センター＝第 3回定例会で請負契約 

▽台東区標識設置状況＝2月 7日～2月 27日 

▽豊島区標識設置状況＝1月 6日～2月 5日 

▽葛飾区標識設置状況＝1月 6日～2月 5日 

▽目黒区標識設置状況＝12月 20日～1月 31日 

【神奈川】 

▽総合自治会館跡地活用＝川崎市がサウンディング調査 

▽丸山台公共施設整備事業＝横浜市、新年度に基本設計 

▽横浜市標識設置状況＝2月 25日～2月 28日 

 

■令和 2年 3月 3日号 (第 1641号） 

【東京】 

▽品川区の大崎駅東口第４地区＝まちづくりガイドライン 

▽東五反田二丁目第 3地区＝品川区が都市計画手続き 

▽品川駅えきまちガイドライン＝東京都、検討調査を委託 

▽品川駅周辺まちづくり＝都が検討業務支援委託 

▽東京高速道路のＫＫ線＝都がまちづくり調査・検討 

▽飛鳥中リノベーション＝北区、9月に改修工事着手 

▽東京都の債務負担行為＝東村山福祉園改築に約 46億円 

▽東京都標識設置状況＝2月 10日～2月 14日 

▽港区標識設置状況＝1月 6日～2月 14日 

▽江東区標識設置状況＝1月 6日～1月 31日 

【神奈川】 

▽横浜市、西谷浄水場再整備＝整備費は 1057億円に 

▽横浜市の消防本部庁舎＝令和 2年 12月に建築着工 

▽向ヶ丘遊園跡地利用計画＝アセス準備書を縦覧 

▽横浜市標識設置状況＝2月 17日～2月 21日 

 

■令和 2年 2月 25日号 (第 1640号） 

【東京】 

▽首都高地下化都市基盤基金＝中央区、4月 1日に設置 



▽都市再生推進法人制度＝中央区、4月 1日に運用開始 

▽都市再生ステップアップ＝渋谷地区アドバイザリー業務 

▽都市再生ステップ渋谷地区＝東京都、土地鑑定評価の委託 

▽港区シティハイツ車町＝3月から解体、移転新築へ 

▽練馬区の小中一貫校＝改築基本設計の手続き 

▽やすらぎ歩道橋と会議室＝練馬区、耐震補強と改修 

▽南大沢駅周辺まちづくり＝東京都、方向性案を提示 

▽グリーンホール建替え＝調布市、整備検討支援業務 

▽東京都標識設置状況＝2月 3日～2月 7日 

▽中央区標識設置状況＝11月 23日～2月 6日 

▽墨田区標識設置状況＝10月 17日～2月 5日 

▽練馬区標識設置状況＝1月 15日～2月 14日 

▽世田谷区標識設置状況＝1月 6日～1月 31日 

【神奈川】 

▽横浜市立大学附属 2病院＝根岸住宅地区を候補地 

▽横浜市、新山下高度化上屋＝予算案で設計、準備工事等 

▽川崎市大師・田島支所庁舎＝建替えの事業化方策検討 

▽横浜市標識設置状況＝2月 10日～2月 14日 

 

■令和 2年 2月 18日号 (第 1639号） 

【東京】 

▽多摩中央公園、秋頃に事業者＝クリエイティブ・キャンパスも 

▽国立駅南口複合公共施設＝ＪＲ東日本と土地交換の協議 

▽国立市の矢川複合公施設＝令和 3年度から建設工事 

▽上用賀公園の施設整備事業＝世田谷区、導入可能性調査 

▽世田谷区の本庁舎等整備＝実施設計概要案を作成 

▽本庁舎等整備、世田谷区＝総合評価等検討委員会 

▽砧小学校・砧幼稚園改築＝世田谷区、基本構想まとめ 

▽目黒区、職員住宅跡を活用＝保育所、高齢者福祉住宅等 

▽東京都標識設置状況＝1月 27日～1月 31日 

▽新宿区標識設置状況＝1月 21日～2月 10日 

▽渋谷区標識設置状況＝12月 2日～2月 5日 

▽台東区標識設置状況＝12月 14日～2月 6日 

【神奈川】 

▽川崎病院医療機能再編＝エネルギー棟は秋以降着工 

▽若者文化発信まちづくり＝川崎市、施設整備事業支援業務 



▽横浜市標識設置状況＝2月 3日～2月 7日 

 

■令和 2年 2月 11日号 (第 1638号） 

【東京】 

▽府中基地跡地の留保地＝市が年度内に利用計画策定 

▽多摩市の聖蹟桜ヶ丘駅西側＝今夏頃に地域街づくり協議会 

▽多摩市、図書館本館再整備＝配架など館内検討状況 

▽町田市、鶴川駅南区画整理＝副次核に相応しい土地利用 

▽築地地区第 0段階の開発＝東京都、土地鑑定評価委託 

▽自由が丘駅前西及び北地区＝都市計画手続きへ 

▽京急蒲田西口の共同化事業＝国際都市おおた協会が移転 

▽新たな国立公文書館＝内閣府が令和 3年度着工 

▽府中第八小及び第一中改築＝新年度で実施設計を完了 

▽東京都標識設置状況＝1月 20日～1月 24日 

▽世田谷区標識設置状況＝11月 1日～12月 31日 

▽目黒区標識設置状況＝1月 6日～1月 10日 

【神奈川】 

▽横浜駅東口ステーションオアシス＝引き続き事業スキームなど 

▽中山駅南口地区市街地再開発＝令和 2年度中に組合設立 

▽横浜市標識設置状況＝1月 27日～1月 31日 

 

 

■令和 2年 2月 4日号 (第 1638号） 

【東京】 

▽品川区の小山 3丁目第１地区＝アセス調査計画書を縦覧 

▽世田谷区の本庁舎等整備＝年間維持管理経費を試算 

▽若林小跡地の高齢者施設＝世田谷区、事業者公募 

▽大田区、東調布第三小改築＝設計を令和 3年度まで延伸 

▽練馬区美術館、基本構想へ＝令和 2年度予算に計上 

▽資源循環センターを拡張＝練馬区、3年 1月に着工 

▽児童相談所の基本構想へ＝葛飾区、令和 5年度開設 

▽東京都標識設置状況＝1月 14日～1月 17日 

▽大田区標識設置状況＝10月 22日～1月 24日 

▽練馬区標識設置状況＝9月 13日～1月 14日 

▽江東区標識設置状況＝11月 1日～12月 31日 

▽豊島区標識設置状況＝12月 1日～12月 27日 



【神奈川】 

▽旧上瀬谷通信施設公園整備＝計画段階配慮書を縦覧 

▽上瀬谷ライン整備事業＝計画段階配慮書を縦覧 

▽横浜市、新たな教育センター＝事業手法等検討調査 

▽小田原市新病院建設事業＝施設配置のイメージ図 

▽横浜市標識設置状況＝1月 20日～1月 24日 

 

■令和 2年 1月 28日号 (第 1636号） 

【東京】 

▽豊島区の椎名町駅北口地区＝防災街区事業で共同化 

▽東長崎駅北口周辺ビジョン＝防災・商店街再生・駅前など 

▽池袋図書館、改築に変更＝豊島区、令和 2年度末に方針 

▽区民ひろば池袋と集会室＝豊島区、複合施設で改築 

▽石神井公園駅南口西地区＝練馬区が都市計画手続き 

▽台東区、旧竜泉中跡地＝高齢者施設等の設計へ 

▽千代田区の市街地再開発＝内神田一丁目が都計手続き 

▽練馬光が丘病院移転改築＝3月に建設事業者選定 

▽練馬光が丘病院跡施設活用＝区が 2月以降に検討会議 

▽東京都標識設置状況＝1月 6日～1月 10日 

▽千代田区標識設置状況＝11月 20日～1月 17日 

▽目黒区標識設置状況＝10月 9日～12月 19日 

▽新宿区標識設置状況＝11月 2日～1月 20日 

【神奈川】 

▽小田原市新病院建設事業＝基本計画を 8月に策定 

▽平塚市の新共同調理場＝令和 2年度に基本計画 

▽山下ふ頭施設計画検討業務＝横浜市都市整備局が委託手続 

▽横浜市標識設置状況＝1月 14日～1月 17日 

 

■令和 2年 1月 21日号 (第 1635号） 

【東京】 

▽大泉学園町駅予定地周辺＝練馬区が推進業務委託 

▽上石神井駅周辺まちづくり＝練馬区、推進業務支援委託 

▽赤坂二丁目計画の調査計画書＝積水ハウスと日本生命 

▽港区芝 5丁目複合施設＝活用可能床の事業者募集 

▽港区特別区道第 1193号線＝立体道路で駅広場整備 

▽旧羽田旭小の活用計画＝産業支援施設を民設民営 



▽東金町一丁目西で公共施設＝葛飾区、権利変換で確保 

▽子ども未来プラザ東四つ木＝葛飾区がレイアウト案 

▽障害者多機能型入所施設＝江東区、年度内に用地購入 

▽中野区標識設置状況＝8月 23日～1月 10日 

▽港区標識設置状況＝11月 16日～12月 27日 

【神奈川】 

▽旧上瀬谷通信施設区画整理＝計画段階配慮書を縦覧 

▽横浜市現庁舎街区活用＝計画段階配慮書を縦覧 

▽横浜市標識設置状況＝1月 6日～1月 10日 

 

■令和 2年 1月 14日号 (第 1634号） 

【東京】 

▽立川市の西国立駅周辺地区＝まちづくり構想策定へ 

▽新学校給食共同調理場＝立川市、整備基本計画公表 

▽三鷹市庁舎・議場棟建替え＝整備事業手法を検討 

▽小川駅西口地区再開発事業＝組合設立認可の手続き 

▽先客万来施設事業の状況＝賑わい創出の暫定利用 

▽葛西臨海水族園を更新＝東京都が事業計画素案 

▽東京都、臨海部道路調査＝羽田アクセス強化を検討 

▽葛飾区が行政サービス施設＝新小岩駅南口駅ビルに導入 

▽国家公務員駒場住宅跡地＝目黒区、素案作成へ論点整理 

▽東京都標識設置状況＝12月 9日～12月 27日 

▽品川区標識設置状況＝9月 5日～1月 9日 

【神奈川】 

▽横浜美術館大規模改修＝横浜市、令和 3年度に着工 

▽横須賀市の新病院建設＝基本設計業務委託手続き 

▽横須賀市の中央こども園＝来年 3月に請負契約 

▽小田原市学校給食センター＝整備手法検討業務委託へ 

▽横浜市標識設置状況＝12月 16日～12月 27日 

 

■令和 2年 1月 7日号 (第 1633号） 

【東京】 

◆港区・品川駅周辺地区 

◆港区・品川駅西口地区 

◆港区・虎ノ門・麻布台地区 

◆港区・虎ノ門一・二丁目地区 



◆港区・西麻布三丁目北東地区 

◆港区・赤坂二丁目地区 

◆港区・三田三・四丁目地区 

◆港区・白金一丁目西部中地区 

◆新宿区・西新宿三丁目西地区 

◆新宿区・新宿グランドターミナル 

◆中野区・中野二丁目地区 

◆豊島区・南池袋二丁目Ｃ地区 

◆豊島区・池袋駅東口地区 

◆豊島区・東池袋一丁目地区 

◆中央区・日本橋一丁目中地区 

◆中央区・月島三丁目北地区 

◆台東区・東上野四・五丁目地区 

◆葛飾区・立石駅北口地区 

◆葛飾区・立石駅南口西地区 

◆江戸川区・南小岩七丁目地区 

◆江戸川区・ＪＲ小岩駅北口地区 

◆調布市・調布駅南口中央地区 

◆小平市・小平駅北口地区 

【神奈川】 

◆横浜市・ステーションオアシス地区 

◆横浜市・新横浜駅南口駅前地区 

◆川崎市・鷺沼駅周辺地区 

 


