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茗荷谷駅前地区第一種市街地再開発事業
都市計画（案）説明会 質疑回答記録
平成１６年７月４日   午後７時～午後８時３０分
区立窪町小学校 体育館 95人

質問
道路が広がり綺麗になるのはいい事だ。
なぜ100mなのか。具体的に分かりやすく説明して欲しい。

答え 文京区

質問
入り口の案内看板が小さすぎる。
道路が広がることは聞いていたが、ビルのことは今日まで聞いたことなかった。
40-50年後のことを考えて、急がず話を進めて欲しい。
疑問を一つずつ話し合いで解決して欲しい。もっと負のことを聞いた上で納得して進めて欲しい。

質問
以前、前の区長に話を聞いたことがある。茗荷谷駅前再開発は緑豊かな特性を生かしたしっかり
物を作っていきたい、と言っていた。みんな賛同した。それがなぜ100m必要なのか。大塚女子
アパート跡地を活用したらどうだ。何で茗荷谷に区役所より高いビルが建つのか。

まちづくりには、安心と安全が大事だと思う。環境の確保と防災面を考えて計画をしてほしい。
答え 文京区

答え コンサルタント

日本設計

質問
春日通りは、今でも大気汚染のひどい地域で、開発によりもっと汚染が進むのではないか。
スーパーマーケットに車で来て路駐する車は想定しているのか。

答え コンサルタント

日本設計
スーパーは基本的に駐車場の無い施設として計画をしている。

駅ビルが出来てから風も強くなり、雨の日など傘が壊れるほどの地域であることを理解して計画し
てほしい。
大きなスーパーマーケットも必要ない。この辺りには沢山ある。地域の皆さんのことを考えてやって
欲しい。

再開発は木造家屋の密集した地域を全面的に改善するために行う事業であり、地域の安全を確
保するために行うものです。
緑化については、教育の森公園とのネットワークづくりなど、できるだけ緑の確保に努めていきた
い。また、屋上緑化も行います。

準備組合は平成3年から活動を続けており、むしろ時間がかかりすぎています。
また、平成13年からは国道の拡幅事業も始まっており、今が事業を進めるタイミングだと考えてい
ます。

この地区は、一定の空地を確保していく事業である。必要となる容積は約７００％で、これは空地
などを評価して基準容積に２５０％程度の緩和となります。
また、文京区都市マスタープランや基本計画の中で地域拠点とされており、土地の高度利用を推
進する地区とされています。
再開発事業は、広場や道路の整備を含む事業であり、再開発事業を行っていくためにも一定の容
積が必要となります。この容積を敷地条件に合わせ利用すると施設は高層になります。
他の地区と比較しても、７００％の容積で行う再開発事業は、１００mから１５０ｍの事例が多いこと
からも、事業の性格上許容される高さと考えています。

それでも車で来てしまう人の対応として、数台分は確保し、路上駐車による渋滞が無いように計画
をしていきたいと考えています。

準備組合の中でも話し合い、スーパーマーケットが地域に必要だとの意見があり、現在計画してい
ます。

今日の説明会に限らず、今後も要望があれば個別に対応していくなど、皆様の意見を聴きつつ事
業を進めていきたいと考えています。

今回の事業は住宅中心のため、発生する車両は６１０台程度であり、春日通りの通行車両の３％
にも満たないため、環境に対する影響は小さいと考えています。

計画建物の影響による風は住宅地なみの風環境になるとの実験結果を得ています。

計画建物の影響による風は住宅地なみの風環境になるとの実験結果を得ています。
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質問
区の税金が10億5千万円投入されると聞いている。今までの説明で一切出ていない。
このことについて説明して欲しい。

答え 文京区

文京区

質問

答え 事務局
この事業は再開発事業で事業主体は文京区、施行者が組合になります。
事業の課題等は、今後も権利者に説明し理解を得ながら進めていきます。
全体の説明会は今日、初めてであるが、町会等には何度か話をしながら進めています。
これからも、個別に説明していきますので、よろしくお願いします。

質問
意見書を出すと審議会にどのような影響があるのか。
この計画による人口増加で窪町小学校の許容量は問題ないのか。

答え 文京区

文京区
窪町小学校の児童数等の状況は把握できていないので、後日回答します。

意見書については、区が受付を行い、要旨をまとめ、都市計画審議会に提出します。

再開発事業は、都市計画事業を民間で行ってもらう事業で、公共性の高い事業であるため、区と
しても補助金を出していきます。

補助対象になるのは、共同化に伴う施設などで、区で精査し都と協議のうえ額を確定します。現時
点では、議会等に２１億円と報告しています。
このうち半分の金額が、国費として直接区に入り、残り半分は、東京都の財調の基本算定額に含
まれ、都から次年度に入ってくるため、区が単独で補助していくものではありません。

第一種市街地再開発事業には、様々な不安要素があると聞いている。また、事業の責任は地権
者にある。その説明を受けて賛成しているのか。

25 



茗荷谷駅前地区第一種市街地再開発事業
都市計画（案）説明会 質疑回答記録
平成１６年７月９日   午後７時～午後８時３０分
区立窪町小学校 体育館 73人

質問
①区はなぜ決定してから説明するのか。
②日本設計はなぜこの計画に加担したのか。
③ありきたりなビルで特色が無いように思えるがいかがか。

答え ①文京区

②事務局

③コンサルタント

質問
この説明会の議事運営に対して不満だ。

質問者が満足できるまで、質問を続けさせるべきだと思う。
答え 事務局

前回も45分の質問時間を取った。
体育館の使用時間があるので、20時30分終了にしている。

質問

福祉や教育の予算を削って、再開発をするのは納得できない。
答え 文京区

本年度3億円の予算は計上しているが、組合に対してはまだ支出していません。
予算は議会に報告し承認されて決定しています。補助金は日本設計ではなく組合に出します。
地域整備課の役割は、まちづくりにより住民福祉の向上を目指すものです。
本年度の内容は基本設計費として6,000万円、建築設計費18,000万円を予定している。

質問
安全・快適な歩行者空間について再開発ビルによってどのような空間になるか知りたい。

答え コンサルタント

質問

いつどのように町会に説明したのか、教えて欲しい。
100mがなぜ必要なのか。
賑わい空間とはどう考えているのか。
日影・風の資料を手元資料で配布しないのはなぜか。詳細な実験報告が知りたい。
公害に関して交通量3%UPなので問題ないとの考えは如何なものか。

答え 文京区
都市計画基準ではない100mの理由としては、事業の仕組みがあります。

説明が長く質問の時間が短すぎる。質問時間を十分にとった説明会を何度でも開くべきだと思う。

今年度の予算で、茗荷谷地区用に3億円があるが、日本設計にいくら、どんな理由で支払われる
のか

これ以上説明会を開くつもりは無いとの答えだったが、意見集約が必要であり、再度開いてほし
い。

道路や公園を作るために空地を確保していくと、上に伸びるしかなく、やむを得ず100m規模の高
さが必要になってきます。
都市計画として、地域拠点の位置づけにあり、賑わいが必要な地区であると認識しています。

都市計画については、平成8年に区の都市マスタープランを作り、平成10年には基本計画を作成
しました。基本計画の作成にあたっては、勉強会などを開き、意見を反映しています。
長い時間かけて事業を進めてきたと認識しています。

8m道路を作りたいというのが計画の当初にあった。広場や集会室も皆様の役に立ちたいと考え
て計画している。施設の使い方等は、いい案があれば出して頂きたいと考えています。

このような形での説明会はもうやるつもりはないが、今までと同様に町会単位でも団体単位でも
個人でも、要請があれば説明に出向き対応していきたいと考えています。

事業性を持たすためには資金の問題がある。再開発事業は地権者取得床以外を処分して資金
を捻出する仕組みなので、ある程度の床が必要になる。最低限成り立つ計画にするための床を
作るためには高さを高くするか、横に広げるしか有りません。

快適な人の流れを作るために、空間を広げ、自転車と電柱が歩行者の邪魔になっているので、整
備して取り除くことが必要だと考えています。
駐輪所は再開発事業で整備して、区に無償貸与を考えています。
また、駐輪場を作るだけでなく、駅前の違法駐輪を撤去する仕組みを区と協議していきたいと考
えています。

権利者で準備組合ができた当初に日本設計をコンサルタントとして決定し、これまで検討を重ね
てきました。
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日本設計

今日上映した実験結果などを希望される方には後日お渡しします。

文京区
風環境の資料は冊子になっているので、区か準備組合事務所でごらん頂く機会を作ります。

質問
説明会はこれで終わりなのか。まだ行う必要があると考えるがどう対応するのか。
なぜあそこが茗荷谷の表玄関なのか。
説明会はこれで終わりじゃないとの答えが欲しい。

答え 事務局
全体での説明はこれで終わりと考えています。
町会や近隣の方々とは案を以て昨年の11月以来話し合いをしてきました。

文京区
区もその時は同席します。

質問
意見は聞く､説明はする、手続きを進めるとの意味合いは何か。

答え 文京区
基本的な手続きの仕組みがあると説明しました。
今後、意見を伺っていく必要があると考えています。

質問
公告縦覧手続きが後ろにずれる可能性は無いのか。
なぜ変更できないのか。

答え 文京区
現在、その予定で進めています。

文京区
手続き上変更できません。

質問
なぜ変更できないのか。
手続き上の問題とはなぜか。
いつどの町会にいつどう言う説明をしたのか。

答え 文京区

都市計画に関しての説明は十分行ってきたと考えています。
事務局

質問

答え コンサルタント
特養老人ホームのような公共施設の話は答えることができません。
集会室だけでなく、地域貢献施設についてはこれからも考えていきます。
是非ご意見頂いて検討できるものは検討していきたいと考えています。
文京区

要望があれば、範囲を少なくして、個々でも構わないので説明をさせていただきたいと考えていま
す。

全体の説明会では、準備が大変でになるので、個別でお願いします。

縦覧とは情報を公開し、意見を聞くための手続きなので、それを変更する必要は無いと考えてい
ます。

今の茗荷谷駅前は溜まることができないと考えている。地域の方や学生に集っていただく場所に
することが賑わいだと考えています。

排ガスの問題は渋滞時の排ガスが原因だと考えている。このビルが完成する頃には春日通りの
拡幅が完了しているので渋滞が緩和されると想定しています。

意見を伺ってそれでどうなるかは今後の問題で、ただ今後の流れがどうなっているかは説明させ
てもらった、資料で予定となっている部分は今後の流れで変わることもあります。

縦覧期間は都市計画の案をお知らせし、意見をもらう手続きなので、それを動かす必要は無いと
考えています。

昨年の10月11月に大塚１・2丁目町会、茗荷谷町会他町会に説明した。特に大塚町会には町会
長・役員に昨年秋と今年の4か5月に説明させてもらっている。基本的に案の説明だが、出た意見
で修正した部分もあります。

茗荷谷駅前のごちゃごちゃした所が綺麗になるのは良いことだし消防車が入れるのは歓迎だ。た
だ100mは納得できない。ビルの中に納得できる施設が何一つない。特養老人ホーム等を作る気
があるのかを伺いたい。金儲けの話しか感じられない。

金儲けのための事業ではありません。法定再開発は基盤整備と周辺の防災性の向上など街づく
りを都市計画法に則って行っている事業です。
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意見 地権者

意見 地権者

質問
風や環境を考えると不安に感じる。
100mに拘らず、再検討して欲しい。

答え 事務局
この地区は下に地下鉄が通っているので、その上には建物がのりません。
色々計画を考えたが、影や風の問題とか事業性の問題などで今の形になりました。

質問
バブルも崩壊し、大規模店舗を建てることだけが活性化ではない。
区民全体のことを考えて、計画をしてほしい。
区の施設が廃止される方が問題。

答え 地権者
立地が違う。駅前の立地を生かす計画をしています。
住民が増えれば、それだけ区にもお金が入る。赤字を埋めることをなぜ考えないのですか。
今のままで我慢していると言うことですか。

答え 事務局
スーパーは前にアンケートを取った結果、一番多かった意見です。

質問
どの機関がこの計画を決定するのか。
審議会の構成メンバーは。

答え 文京区
区決定なので、決定権者は文京区になります。
審議会は、学識経験者や区議会議員、行政関係者、区民で構成されています。

質問
責任のある回答がほしいので、議事録を公開して欲しい。
個人的に話をして、納得したといっても公的に効力は無い。

答え 事務局
個人的に質問をしたい人も、グループでも、いつでも質問に答えていきます。
また、説明が必要であれば、いつでも対応していきます。

質問
大筋としては大変良いと思っている。
区域においてなぜ駅前の角が外れているのか。
駐輪場対策について検討して欲しい。
スーパーマーケットはどこが入るのか。

答え 事務局

スーパーはまだ決まっていない。ただ希望しているスーパーはあります。

駐輪場は再開発の中で何とか対応しようと公共駐輪場を作る予定で、区とも協議しながら進めて
いきたいと考えています。

駅前の角を含めて何年か検討してきた。ただ角の方は自分でやると、抜けられました。
壁面の指定などがあるので、まちづくりは個別で協力願えると考え、やむを得ず今の形になりまし
た。

私たちも協力していくので、皆さんも協力してください。

ここは防火地区になっていて、奥の住民は個別の建替えは出来ません。
地権者が協力してここまでやってきたので、皆さんも協力してください。

周辺の防災性等を考えて、何とか事業をやろうと長い年月検討してきました。ご理解をお願いしま
す。

色々な不満があるのはわかりますが、事業を進めていかなければいけないということをご理解い
ただきたい。近隣の方とは話し合いを続け、いい案があれば取り入れたいと考えています。

自分たちの土地を提供して事業を行う。私たちも住み続けたい。
今は、電車で大塚や池袋などに買い物に行く人が多く、豊島区にお金が落ちている。この地域を
活性化させないといけない。そのために私たちも土地を差し出して協力しています。
すでに、補助金が出ていて、権利者が貰っていると言われたが、私たちは１銭も貰っていないし、
金額も聞いていない。まだ決定していないと思っています。
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