
東京大学では平成 19 年 7 月に東京大学役員会にて旧東大農場（現東大生態調和農学機構）の移転見直しを決定し、本地区において他の施設も集約

した上で新たな整備を行うこととなりました。平成 19年度から平成 25年度までの取組は以下の通りです。 

 

年 度 年 月 日 項 目 

平成 19年度 平成 19年 7月 19日 東京大学役員会にて、東大農場移転の見直し決定 

平成 20年度 

平成 20年 4月 30日 東京大学田無キャンパス整備に関する覚書締結 

平成 20年 5月 11日 東京大学による西東京キャンパス（仮称）整備計画住民説明会の開催 

平成 20年 10月 30日 第１回東京大学西東京キャンパス（仮称）整備に関する連絡会(※１) 

・覚書に記した取組について確認 

平成 21年度  東京大学・西東京市定例事務担当者協議 ５回実施 

平成 22年度 

平成 22 年 4 月 1 日 組織改正、生態調和農学機構へ改組 

平成 22年 4月 24日 生態調和農学機構開所式 

平成 23年 1月 20日 第２回東京大学西東京キャンパス（仮称）整備に関する連絡会(※２) 

・住民説明会の実施について協議 

平成 23年 2月 10日 東京大学による西東京キャンパス（仮称）整備計画住民説明会の開催 

 東京大学・西東京市定例事務担当者協議 ７回実施 

平成 23年度 

平成 24年 2月 17日 第３回東京大学西東京キャンパス（仮称）整備に関する連絡会(※３) 

・ 西３・４・９号線の事業認可について 

 東京大学・西東京市定例事務担当者協議 ３回実施 

平成 24年度  東京大学・西東京市定例事務担当者協議 ６回実施 

平成 25年度  東京大学・西東京市定例事務担当者協議 ３回実施 

  ※１～３ 東京大学西東京キャンパス（仮称）整備に関する連絡会では、これまで３回の会議を開催し、以下について検討しました。 

（1）田無キャンパスを含めた地区のまちづくり計画の策定 

（2）西東京都市計画道路 3・4・9号新所沢街道線の早期整備に向けた取組 

（3）田無キャンパスと地域との連携方策・内容の具体化 



東京大学西東京キャンパス（仮称）整備に関する連絡会 

要 旨 録 
回  数 第１回 

開催日時 
平成20年10月30日木曜日 

午後２時00分から午後３時10分まで 

開催場所 東京大学第二本部棟１階会議室 

議  題 

(1) 東京大学西東京キャンパス（仮称）整備に関する連絡会会則

について 

(2) 東京大学西東京キャンパス（仮称）整備計画について 

(3) 地区のまちづくり計画の策定予定について 

(4) 西３・４・９号線の整備について 

会 議 内 容  

(1) について 

・ 連絡会会則について西東京市で作成した案を確認し、案のとおりとする

ことを双方確認した。 

 

(2) について 

・ 東京大学より、キャンパス整備計画の概要について説明があった。 

・ 計画内容については、平成20年５月11日、東京大学大学院農学生命科学

研究科附属農場（以下、「東大農場」という。）で開催したキャンパス

整備に関する住民説明会で提示した内容と同一であり、改めて、双方で

確認した。 

 

(3) について 

・ 東京大学としては、キャンパス整備計画を実現するため、東大農場を中

心とした地区計画の案と、用途地域等の見直し案を、まちづくり計画の

骨子と考えている。 

・ まちづくり計画については、西東京市と協議を図りながら東京大学で立

案し、西東京市に提案する手続きとすることを確認した。 

・ 東京大学としては、平成22年度には、新キャンパスの施設整備に本格着

工したいと考えている。そのため、平成21年度中に都市計画手続きを進

める必要があり、手続きの素案となるまちづくり計画については、平成

21年３月までに立案したいと考えている。 

・ そのような状況を踏まえ、まちづくり計画策定に向けた調整について

は、今後、精力的に調整作業を進めていくことを双方で確認した。 

 

(4) について 

・ 当該道路は、第三次事業化計画の東京都施行の優先整備路線に位置づけ

られている。 

・ 東京大学としては、まちづくり計画案の策定やキャンパス整備計画は、

都市計画道路整備を前提としている。当該道路整備計画に変更がないの

であれば、キャンパス整備に並行した、道路整備事業の開始を要望す

る。 



・ 西東京市としては、市内及び多摩地域北部の東西方向の道路ネットワー

クを形成するうえで、大変重要な路線であると認識している。また、青

梅街道、新青梅街道及び所沢街道が交差する北原交差点の交通負荷を緩

和解消するためにも必要な路線であるため、以前から整備要望を行って

きた。 

・ よって、道路整備については、早期整備を要望することを双方で確認

し、西東京市を窓口に東京都から情報を得ることとした。 

以上

 



東京大学西東京キャンパス（仮称）整備に関する連絡会 

要 旨 録 
回  数 第２回 

開催日時 
平成23年1月20日木曜日 

午前9時30分から午前10時15分まで 

開催場所 西東京市役所田無庁舎３階庁議室 

議  題 

(1) 東京大学西東京キャンパス（仮称）整備に関する連絡会会則

について 

(2) 東京大学西東京キャンパス（仮称）整備計画住民説明会につ

いて 

会 議 内 容  

 

(1) について 

・第２回の連絡会を開催する。 

・前回、平成20年10月30日に開催し、キャンパス整備計画や都市

計画道路西３・４・９号線の早期整備の要望について協議を行

った。 

・この間道路・公園・土地利用等について東京大学本部と継続的

に協議を行ってきており、一定程度整理された現在の段階で住

民説明会を実施することとなり、今回２回目の連絡会として実

施する運びとなった。 

・なお連絡会の組織については、東京大学での組織改正の関係も

あり会則の構成員を前回から見直しした。 

 

(2) について 

・名称としては、「東京大学西東京キャンパス（仮称）整備計画

住民説明会」とする。 

・会場は、東大生態調和農学機構の別館Ａ棟２階大教室で行う。

・日時は平成23年2月10日（木）午後7時からとし、概ね１時間程

度の説明会とする。 

・住民への周知方法であるが、市の広報をお願いするとともに、

東京大学としては、地元町会へ紙ベースでの連絡、機構掲示

板、機構ホームページで行う予定である。 

・説明は東京大学側から20分程度を考えており、市側は地区計画

を活用したまちづくりの関係を5分程度でお願いしたい。最後

質疑について、30分程度を想定している。 

・双方連絡調整しながら説明会に向けた準備を進めたい。 

 

以上

 





東京大学西東京キャンパス（仮称）整備に関する連絡会会則 

 

（目的） 

第１ 「東京大学西東京キャンパス（仮称）整備に関する連絡会」（以下「連絡会」とい

う。）は、「東京大学田無キャンパス整備に関する覚書（平成 20 年４月 30 日締結）」

に基づき、国立大学法人東京大学（以下「東大」という。）と西東京市（以下「市」とい

う。）が東京大学西東京キャンパス（仮称）（以下「西東京キャンパス」という。）整備の

実現に向けた各種検討を進めることを目的として設置する。 

 

（所掌事項） 

第２ 連絡会の所掌事項は、次のとおりとする。 

(1) 西東京キャンパスを含めた地区のまちづくり計画の策定に関すること 

  (2) 西東京都市計画道路３・４・９号線の早期整備に向けた取組みに関すること 

  (3) 西東京キャンパスと地域との連携方策・内容の具体化に関すること 

  (4) その他、西東京キャンパスの整備に関すること 

 

（組織） 

第３ 連絡会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。 

  (1) 東大 

本部 財務部 財務課長 

本部 資産管理部 資産課長 

本部 施設部 計画課長 

     農学系事務部 経理課長 

     大学院農学生命科学研究科 キャンパス整備委員会 事務局長 

  (2) 市 

     企画部 企画政策課長 

     都市整備部 都市計画課長 

２ 連絡会には、座長及び副座長を置くものとし、座長には企画部企画政策課長を充

て、副座長には本部資産管理部資産課長を充てるものとする。 

３ 座長は、会務を総理する。 

４ 副座長は、座長を補佐するとともに、座長に事故があるときは、その職務を代理す

る。 

 

（会議） 

第４ 連絡会は、必要に応じて座長が招集する。 



２ 連絡会には、必要に応じて第３第１項各号に掲げる構成員以外の者を出席させる

ことができる。 

３ 連絡会は、非公開とするが、事後、その要旨を公表する。 

 

（庶務） 

第５ 連絡会の庶務は、市の企画部企画政策課において処理する。 

 

（その他） 

第６ この会則に定めるもののほか、連絡会の運営に関し必要な事項は、座長が連絡

会に諮って定める。 

 

   附 則 

 この会則は、平成 20 年 10 月 30 日から施行する。 

 この会則は、平成 23 年 1 月 17 日から施行する。 


