近況 の ご報告

平成 24年 1月
日 自駅 周 辺 の 環 境 を守 る会
代表

沓掛

邦雄

謹 賀新年
NTT都 市開発腑による 「目白駅前計画」(仮豹 は 計画の骨子が決 り
今後 は具体化に向け設計、既存 ビルの撤去工事な らびに再入居テナ ン トの
仮移転建物が設置 され る見通 しとな りま した。詳細につい て引き続 き

NTT都

市開発いと情報交換を行いお知 らせいたします。

日自小学校
(平成 24年 9月 〜建替 え)

目自通 り

スケ ジュール(案)
(C):4月 〜 7月 旧川村学園駐車場に仮移転建物を設置 (既存テナント
仮移転用)
(B):4月 〜 9月 旧川村短大 ビル 地上部分 の撤去
(A):9月 〜 1月 コマースビル地上部分 の撤去
(AB):平 成 25年 1月 本体工事開始 平成 26年 10月 完成
(参考)☆目白小 の建 替 え工事 :平 成 24年 9月 〜平成 26年 8月 ☆
建物 の概要(案)
地下 2階 、地上 4階 (高さ約 24m)
敷地面積 約 507坪 、 建築面積

商業 ビル
約 460坪

従 来 か ら の 経 緯 と今 後
私 ども[目白駅周辺 の環境 を守 る会]は平成 20年 1月 結成以来 4年 が経過 しま
した。 この間 私たちの運動 を支 えて くだ さつた多 くの皆様 に厚 く御礼 申 しあ
げます。
平成 19年 12月 21日 NTT都 市開発株 式会社によ り突然発表 された
(仮称 )目白駅前計画 :100M高
層 ビル 計画 は、近隣住民の猛反対運動を
呼び起 こ しま した。奇 しくも経済情勢 の悪化 と建 築基準法 (綜合設計制度)の
この計画 は 白紙撤回 とな りま した。
見直 しもあ り、平成 20年 11月
建設予定地は 目白駅前 の I等 地であ り住民 に とって重要な生活空間であ ります。
この空 自の4年 間 私たちは一体 どうなるのか不安を抱 えてお りま した ところ、
このたび NTT都 市開発帥 より、新 たな商業 ビル 計画案 の説明がな されま した。
計画 の骨子 を見るかぎ り 建築規模は低層に変更 されてお り、近隣住 民の期待
してぃ が あ矢 きさ高 さとも既存 の ビル よ り小ぶ りであ りなおかつ近隣住民 の期
待 して い るスーパ ーマー ケ ッ トな ど日常生活 の利便性 へ の配慮 が見 られ るな ど
歓迎す べ きもの と考えてお ります。
今後 の こ と
長期 に及ぶ大工事になること、 日白小学校 の建替 え工事 と時期 が重なること
か ら行政 も巻 き込 んで 安全対策な ど取 り組 んでまい ります。
これ とは別 に 「目白地域協議会」にお いて 日白小北側 沿道 の コ ミュニテイー道
路化 の検討 が進 んでお ります。 建設予定 の建物周辺は重要な コ ミュニテイー
道路 の一部 とな ります。 設計者 との協
に反映す るこ とになろ うか と思 い ます。
中止 とな つた 高層 ビル

新計 画 の想 像図
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