
参考資料 
 

■検討の流れ 

・浅草地域のあるべき将来像を描き、現状の課題と実現に向けた方向性を明らかにしながら、官・民協

働してまちづくりを総合的に推進することを目的として、学識経験者、関係機関、地元関係団体等で

構成する｢浅草地域まちづくり検討委員会｣を設置した。 

 

浅草地域まちづくり検討委員会（全体会） 
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開催日 
浅草地域まちづくり 

検討委員会（全体会）
基盤整備部会 文化観光部会 

６月８日 第１回   

７月 21 日  第１回 第１回 

８月 24 日 第２回   

９月１日   第２回 

９月 11 日  第２回  

平 

成 

18 

年 

11 月７日 

 

第３回   

１月 16 日  第３回  

１月 22 日   第３回 

３月 28 日 第４回   

平 

成 

19 

年 

６月１日 第５回   

＜基盤整備部会＞ 

・交通基盤強化の検討 

・景観・地区計画等の検討 

＜文化観光部会＞ 

・隅田川水辺空間の活性化の検討 

・回遊性の強化策の検討 

・文化観光にかかる検討 

提案 提案

協議・承認



■委員名簿 ＜浅草地域まちづくり検討委員会 全体会 委員名簿＞ 

 

No  氏  名 所属・役職等 備 考 
1 委員長 黒川  洸 学識経験者 計量計画研究所 理事長  

2 副委員長 中林 一樹 学識経験者 首都大学東京大学院 教授  

3 委員 懸田  豊 学識経験者 青山学院大学 教授  

4 委員 安島 博幸 学識経験者 立教大学観光学部 教授  

5 委員 垣内恵美子 学識経験者 政策研究大学院大学文化政策プログラムディレクター 教授  

田宮佳代子 H18.9.1 から
H18.9.30 まで6 委員 

竹林 秀基 
国土交通省関東地方整備局 企画部 広域計画課長 

H18.10.1 から

7 委員 須藤 明彦 国土交通省関東地方整備局 建政部 計画管理課長  

新屋 千樹 H19.3.31 まで
8 委員 

赤星健太郎 
国土交通省関東地方整備局 建政部 都市整備課長 

H19.4.1 から

石川 雄章 H19.3.31 まで
9 委員 

後藤 貞二 
国土交通省関東地方整備局 東京国道事務所 所長  

H19.4.1 から

西牧 秀夫 H18.9.30 まで
10 委員 

富田 一之 
国土交通省関東運輸局 企画観光部 観光地域振興課長 

H18.10.1 から

成田 隆一 H18.7.20 まで

石井 恒利 H18.7.21 から
H19.5.31 まで

11 委員 

升 貴三男 

東京都都市整備局 都市基盤部長 

H19.6.1 から

高橋 都彦 H18.7.20 まで
12 委員 

中尾根明子 
東京都産業労働局 観光部長 

H18.7.21 から

野村 孝雄 H18.7.20 まで
13 委員 

高橋 興一 
東京都建設局 河川部長 

H18.7.21 から

14 委員 河上 俊郎 東京都墨田区 地域振興部 新タワー・観光推進担当部長  

15 委員 根本 幸男 警視庁 浅草警察署 副署長  

16 委員 木村 肇 東京都台東区議会   

17 委員 鈴木 昭司 東京都台東区議会   

18 委員 寺井 康芳 東京都台東区議会   

19 委員 田口 治喜 東京都台東区議会   

20 委員 大森 亮圭 浅草寺 庶務部 執事  

21 委員 長堀 守弘 東京商工会議所 台東支部 会長  

22 委員 石山 和幸 台東区商店街連合会会長 元台東区新タワー誘致準備会 会長  

23 委員 丸山 眞司 協同組合浅草商店連合会 代表理事  

24 委員 永野章一郎 浅草観光連盟会長 浅草地区観光まちづくり推進協議会 会長  

25 委員 二木 忠男 上野観光連盟会長 上野地区観光まちづくり推進会議 座長  

26 委員 鈴木 寛治 下谷観光連盟 会長  

27 委員 猪森 信二 東武鉄道株式会社 経営企画部長  

28 委員 村松 與章 東京地下鉄株式会社 鉄道本部 鉄道統括部長  

29 委員 鈴木 尚志 東京都交通局 企画担当参事   

30 委員 原 喜信 首都圏新都市鉄道株式会社 経営企画部長  

31 委員 吉田 富治 清川地区町会連合会会長 浅草北部まちづくり協議会 会長  

32 委員 北原 達夫 上野地区町会連合会 会長  

33 委員 黒田  収 浅草橋地区町会連合会会長 浅草橋駅周辺美化推進委員会 会長  

34 委員 倉田秋太郎 寿地区町会連合会会長 駒形地区まちづくり協議会 会長  

35 委員 岩瀬 桂助 雷門地区町会連合会 会長  

36 委員 鈴木 秋雄 馬道地区町会連合会 会長  

岩﨑 政行 H19.3.31 まで
37 委員 

光安 孝志 
東京都台東区 企画財政部 部長 

H19.4.1 から

鈴木 貴徳 H19.3.31 まで
38 委員 

五所尾武司 
東京都台東区 産業部 部長 

H19.4.1 から

39 委員 鈴木 貴徳 東京都台東区 文化観光部 部長  

橿尾 恒次 H19.5.31 まで
40 委員 

高木 満夫 
東京都台東区 都市づくり部 部長 

H19.6.1 から
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＜浅草地域まちづくり検討委員会 専門部会：基盤整備部会 委員名簿＞ 

 

No 氏   名 所属・役職等 

1 中林 一樹 学識経験者 首都大学東京大学院 教授 

2 懸田  豊 学識経験者 青山学院大学 教授 

3 須藤 明彦 国土交通省関東地方整備局 建政部 計画管理課長 

4 新屋 千樹 国土交通省関東地方整備局 建政部 都市整備課長 

5 石川 雄章 国土交通省関東地方整備局 東京国道事務所 所長 

6 石井 恒利 東京都都市整備局 都市基盤部長 

7 河上 俊郎 東京都墨田区 地域振興部 新タワー・観光推進担当部長 

8 松田 義章 警視庁 浅草警察署 交通課長 

9 鈴木 昭司 東京都台東区議会 産業建設委員会 委員長 

10 寺井 康芳 東京都台東区議会 まちづくり特別委員会 委員長 

11 長堀 守弘 東京商工会議所 台東支部 会長 

12 石山 和幸 台東区商店街連合会会長 元台東区新タワー誘致準備会 会長 

13 猪森 信二 東武鉄道株式会社 経営企画部長 

14 村松 與章 東京地下鉄株式会社 鉄道本部計画管理部長 

15 鈴木 尚志 東京都交通局 企画担当参事 

16 原 喜信 首都圏新都市鉄道株式会社 経営企画部長 

17 北原 達夫 上野地区町会連合会 会長 

18 倉田秋太郎 寿地区町会連合会会長 駒形地区まちづくり協議会 会長 

19 岩瀬 桂助 雷門地区町会連合会 会長 

20 大澤 重見 社団法人日本皮革産業連合会会長 全日本革靴工業協同組合連合会 会長 

21 大橋 正夫 株式会社テーオーシー 浅草 ROX 取締役 

22 帯刀 保憲 株式会社松屋 浅草支店 執行役員支店長 

23 田中 英利 株式会社花やしき 浅草花やしき 代表取締役社長 

24 髙橋  正宏 日本ビューホテル株式会社 浅草ビューホテル 総務部次長 

25 熊澤 永行 浅草地区観光まちづくり推進協議会 

26 上野  明 浅草地区観光まちづくり推進協議会 

27 橿尾 恒次 東京都台東区 都市づくり部 部長 
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＜浅草地域まちづくり検討委員会 専門部会：文化観光部会 委員名簿＞ 

 

No 氏  名 所属・役職等 備考 

1 安島 博幸 学識経験者 立教大学観光学部 教授   

2 垣内 恵美子 学識経験者 政策研究大学院大学文化政策ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾃﾞｨﾚｸﾀｰ教授   

田宮佳代子 
H18.9.1  から

H18.9.30 まで3 

竹林 秀基 

国土交通省関東地方整備局 企画部 広域計画課長 
H18.10.1 から

西牧 秀夫 国土交通省関東運輸局 企画振興部 観光振興課長 H18.9.30 まで
4 

富田 一之 国土交通省関東運輸局 企画振興部 観光振興課長 H18.10.1 から

高橋 都彦 H18.7.20 まで
5 

中尾根 明子 
東京都産業労働局 観光部長 

H.18.7.21 から

野村 孝雄 H18.7.20 まで
6 

髙橋 興一 
東京都建設局 河川部長 

H.18.7.21 から

7 河上 俊郎 東京都墨田区 地域振興部 新タワー・観光推進担当部長   

8 木村 肇 東京都台東区議会 企画総務委員会 委員長   

9 田口 治喜 東京都台東区議会 文化・観光特別委員会 委員長   

10 大森 亮圭 浅草寺 庶務部 執事   

11 丸山 眞司 協同組合浅草商店連合会 代表理事   

12 永野章一郎 浅草観光連盟会長 浅草地区観光まちづくり推進協議会 会長   

13 二木 忠男 上野観光連盟会長 上野地区観光まちづくり推進会議 座長   

14 鈴木 寛治 下谷観光連盟 会長   

15 吉田 富治 清川地区町会連合会 会長 浅草北部まちづくり協議会 会長   

16 黒田  収 浅草橋地区町会連合会 会長 浅草橋駅周辺美化推進委員会 会長   

17 鈴木 秋雄 馬道地区町会連合会 会長   

18 野原  肇 台東区商店街連合会 常務理事   

19 冨永 照子 協同組合浅草おかみさん会 会長  浅草すしや通り商店街振興組合 理事長   

20 平井 孝明 浅草国際通り商店街連合会 会長  浅草国際通りまちづくり委員会 会長   

21 辻村   勇 みちびき花の辻商店会 会長   

22 山﨑 勝利 東京都観光汽船株式会社 水上バス 管理部長   

23 辻  信之 浅草観光連盟 事務局長 浅草地区観光まちづくり推進協議会   

24 松本 光昭 浅草地区観光まちづくり推進協議会   

25 岩﨑 政行 東京都台東区 企画財政部 部長   

26 鈴木 貴徳 東京都台東区 産業部 部長   

一
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E-mail：tosikei@city.taito.tokyo.jp 

Fax：5246-1369 

電話：5246-1363 

住所：東京都台東区東上野 4-5-6 

台東区役所 都市づくり部 都市計画課 

浅草地域まちづくり総合ビジョン 

平成 19 年 6 月 発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

古紙配合率 100％再生紙を使用しています 
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