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茗荷谷駅前地区第一種市街地再開発事業及び高度利用地区（茗荷谷駅前地区）の　　　　　
都市計画案に対する意見書

・意見書の殆どは、共通書式により提出された。

・一通で複数の項目が記載されているものは、意見要旨に合わせてそれぞれの項目に分け意見を集計した。
・自由書式により提出されたものについては、各意見書ごとにまとめた。

１　共通書式による反対の意見書 ２-1 共通書式による応援の意見書
自由記入欄の内訳に記載のあった個別の意見 自由記入欄の内訳に記載のあった個別の意見

２-2　共通書式による賛成の意見書
自由記入欄の内訳に記載のあった個別の意見

（１の自由記入欄の内訳） （２－１・２－２の自由記入欄の内訳）

①市街地再開発事業の推進について ①市街地再開発事業の推進について

②建築物の高さの最高限度について ②建築物の高さの最高限度について

③周辺環境への対策について ③周辺環境への対策について

④歩行者空間の整備について ④歩行者空間の整備について

⑤駐輪場の整備について ⑤駐輪場の整備について

⑥補助金について ⑥補助金について

⑦住民対応について ⑦住民対応について

⑧防災対策について ⑧防災対策について

⑨その他 ⑨その他

無記名 ① ② ⑦ ２-3共通書式による応援の署名式の意見書

３　自由書式による反対の意見書　 ４　自由書式による賛成の意見書

・反対の意見書の共通書式には5項目の理由が記載されていた。
・応援、賛成、応援署名式の意見書の共通書式には7項目の目標が記載されていた。

1件 2件 1件 297通

・それぞれの共通書式には、自由に意見を記入できる欄があり、提出された意見書は、①市街地再開発事業の推進について ②建築物の高さの最高
　限度について ③周辺環境への対策について ④歩行者空間の整備について ⑤駐輪場の整備について ⑥補助金について ⑦住民対応について ⑧
　防災対策について ⑨その他の９項目に分類整理した。

意見書総数1629通（2394人)

(1人)

(1,023人) (264人)

5件

1,023通

50件

264通
168通

1通

22件

7件

62通 (62人)

5件

20通 (20人)

51件

2件

5件

70件

79件

(168人)

34件

5件 7件

46件 1件

2件

5通 (20人)

4件

101件

(1,062人)

(5人) 20通

37件

331件

資料第１号
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区の見解は、意見の要旨を９項目に分類し、項目ごとに見解をまとめた。

区の見解

① 市街地再開発事業の事業推進について

② 建築物の高さについて

③ 周辺環境への対策について

・電波障害
　　施設建築物により電波障害が発生した際は、「高層建築物による受信障害解消についての指導要綱」に基づき組合が対応するよう指導していく。

　　区の見解

　茗荷谷駅周辺は、交通の便が良く、多くの公共公益施設や大学等の教育施設が立地する区民生活の拠点となっている地区である。また、茗荷谷駅は
1日平均約65,000人が利用する区内でも最大級の駅となっている。
　しかしながら、居住者や学生等の多様なニーズに対応する商業施設が不足し、人々をひきつける憩いのある空間が不足している。また、駅周辺は、
歩行者の安全性が確保された歩行者空間整備が遅れ、特に駅前の区道は放置自転車が多数あり、歩行者の安全性に問題がある。
　駅西側には老朽化した木造家屋の密集地域があり、駅前の住環境の整備が遅れている。南側の小日向方面には「消防活動困難区域」が広く存在し消
防活動などの防災面にも不安がある。
　区は地区のこれらの課題を解消していくために、周辺住民の理解と協力を求め、「文の京」にふさわしい活力のある地域拠点の核となる茗荷谷駅前
地区市街地再開発事業を推進する。

　茗荷谷駅前地区は、文京区都市マスタープランで再開発の推進と商業拠点の形成を図る地域拠点に位置づけられており、歩行空間や、滞留空間等の
空地の整備、さらには、緊急車両の進入路の確保等が課題となっている。これらの課題を解消するため、細分化された敷地を一つにまとめ、空地を整
備することを優先させ、建築物は出来る限り一箇所にまとめ、地域環境の許す範囲で高層建築の計画が可能な都市計画としている。
　高さの限度については、敷地形状や他の都市計画等の高さの限度の算定式をもとに、事業可能な範囲で最高限度100mとしている。また、付近の圧迫
感の低減や景観を考慮し、道路に面する部分は30ｍを最高限度としている。具体的な施設計画については、環境への影響に配慮し、100ｍを最高限度
として、事業計画の成り立つ範囲で出来る限り低くするよう指導していく。

・風環境
　建物建設による風環境の変化については、東京都環境影響評価技術指針で認められている「風環境評価基準」により、「住宅地としての風環境」を
維持するように指導している。
　準備組合では、現在の施設計画を基に、専門のコンサルタントに委託、風洞実験を実施し評価を行い、「住宅地としての風環境」に収まるとの結果
を都市計画（案）説明会でも説明している。
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④ 歩行者空間の整備について

⑤ 駐輪場の整備について

⑥ 補助金について

⑦ 住民対応について

　市街地再開発事業は、住環境の改善や都市機能の再生、まちの防災性の向上、活力あるまちづくりなど、地域に大きく貢献できる有効な施策であ
る。特に第一種市街地再開発事業は、権利者が主体的に行う事業であるが、区道の拡幅をはじめ、広場や通路といった公共公益施設の整備も事業の中
で行うなど、公共性の高い事業であり、区としても推進している。
　しかし、権利者にとっては、公共公益施設の整備や、区道への土地提供、共同建築による敷地の共有化に伴う負担があり、事業実施には多大な時間
と労力や費用がかかる。このため、権利者の負担を軽減し、事業の円滑な推進を図るために、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の他
「文京区市街地再開発事業等補助金交付要綱」等に基づき支援するものである。

・緑化
　 「東京都緑化基準」「文京区緑化ガイドライン」「文京区みどりの保護条例」等の関係基準に基づき、敷地の空地や屋上の緑化に努め、既存の緑
　　と一体感のある緑化空間となるよう指導していく。

　茗荷谷周辺のまちづくり計画については、区民参加を求めて、文京区都市マスタープラン、茗荷谷駅周辺まちづくり基本計画、茗荷谷駅前地区地区
計画の策定と段階を追って進めてきた。
　平成16年7月には都市計画案の説明会を準備組合と共催で開催し、施設計画の検討状況についても説明した。その後、個別に要望のあった「茗荷谷
の環境を考える会」とも意見交換を行っている。
　今後も、要請にあわせた、個別対応等の方法で、意見交換、話し合いを続け、茗荷谷駅前地区にふさわしい施設計画となるよう準備組合に対し指導

・景観
　　都市景観に対する配慮として、沿道部分の建物の高さを抑えるとともに、建物のスリム化により採光、通風を確保し、圧迫感の低減を図ってい
　　る。
　　また、建築物の周辺や屋上に多くの植栽をおこない、街路樹等の既存の緑との調和を考慮した計画となるよう指導していく。

　茗荷谷駅周辺は、公共公益施設や、教育施設が立地し、歩行者の多い地区であるが、現在は、十分な歩行者空間が確保されていない。このため、市
街地再開発事業により、地区計画に定められた区道の拡幅や、通路の確保、広場の整備などの地区施設の整備を行い、安全で快適な歩行者空間の整備
を行う。整備にあたっては、バリアフリーに配慮し、違法駐車等がなく、歩行者や車両が利用しやすいものとなるよう準備組合と協議していく。

　茗荷谷駅前の放置自転車の問題は、地域のまちづくりにとって重要な課題である。区はこれまでも駐輪場の設置等を行い放置自転車対策に努めてき
たところであるが、さらに、再開発準備組合に対しても公共駐輪場の整備を含んだ事業となるよう依頼している。
　また、放置自転車対策は、区と地元が協力し、再開発事業の実施により、駅前の放置自転車をなくすよう検討している。
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⑧ 防災対策について

⑨ その他

（１）商業施設について

（２）教育環境について

（３）その他

a．都市計画の位置づけ

文京区都市マスタープランでは、茗荷谷駅周辺は、再開発を促進し、都市機能の更新を図るとともに、地域住民や学生の多様なニーズに対応で
きる商業機能の集積を図り、にぎわいのある地域拠点を形成するとしている。
　また、マスタープランをより具体化した茗荷谷駅周辺まちづくり基本計画では、多様なニーズに対応した活気のある地域拠点の形成及び、バ
ス車庫を含む駅前再開発の早期実施により、駅前交通環境を改善し安全で快適な歩行者空間の形成や春日通り・駅前道路の整備を推進し日常生
活に必要な商業を中心とした商店街の活性化と、良質な住宅供給により、バランスのとれた複合市街地を形成するとしている。

　交通局バス車庫内にガソリン貯蔵庫等が近接してあるが、東京都交通局により安全に管理運用されている施設であり、通路の使用に問題は無いと考
えている。

　スーパーマーケット等の商業施設については、茗荷谷駅周辺まちづくり基本計画の検討段階から地元住民の要望があった事項である。茗荷谷駅前を
地域拠点として整備していくには、駅前に利便性の高いスーパーマーケット等を企画し、地域の集客力を高めることは、にぎわいの創出と生活利便性
の向上、地域の活性化につながる。茗荷谷駅前地区にふさわしい商業施設の整備を行うよう準備組合と協議していく。

　教育環境にとって、児童や学生が安全に通行できる歩行者空間を整備することは重要である。
　教育環境の向上につながる市街地再開発事業を推進していく。
　学童の多い地区として維持・発展させるには、学童等が安全で安心な通学路の確保等が求められる。茗荷谷駅前地区は、細街路、行き止まり路や放
置自転車が多いため、都市機能の更新を図る必要がある。
　また、文教地区は、学校、図書館等の教育文化施設の立地している区域及び良好な文教的環境の保護を図るため指定し、用途制限をしている。指定
基準により住居系地域については第一種文教地区を、その他の地域については第二種文教地区を指定するものである。駅前地区では、再開発関係権利
者の事業継続、用途地域の見直しの中で第二種文教地区としたが、地区計画の中でパチンコ店を制限し、地域の環境保護を図っている。

今後 請 個 話 合 続 茗荷谷 計 準備組合 指

していく。

　茗荷谷駅前地区市街地再開発事業は「茗荷谷駅周辺まちづくり基本計画」に基づき、駅前の木造密集地の解消や小日向地区に広範にある「消防活動
困難区域」の解消など地域の防災性向上を目的の一つとしている。
　そのためには、道路、広場、通路など防災性の高いまちづくりに有効な基盤を整えることによって、不燃化された、耐震性の高い、安全な地域の実
現を目指す。
　また、敷地内に防災用通路を確保し、小日向地区の「消防活動困難区域」の解消のための緊急車両用通路を確保すると同時に、避難場所である教育
の森公園へ続く通路として整備を行う。
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b．地区計画の区域について

c．小日向地区の計画について

d．住宅計画について

e．交通計画について

f．工事中の支障について

g．駅前広場について

h．ごみ処理について

i．意見書の処理について

　さらに、地区の課題として、地区内に広く存在する「消防活動困難区域」の解消のため、防災・生活道路の整備が必要とされている。
　茗荷谷駅前地区市街地再開発事業は、これらの上位計画に基づき、活性化の核となる、商業施設や既存の商業・業務施設を整備するととも
に、定住人口の確保を図るものである。また、交流活動の場となる集会室や広場の整備、交通環境を改善するための、区道拡幅や歩道状空地、
広場、防災通路、公共駐輪場の整備等も計画している。
　さらに、施設内の空地や屋上などを出来る限り緑化し、地域環境の向上を目指している。

　第１種低層住宅専用地域については「文京区都市マスタープラン」の中で、低層住宅市街地として位置づけられており、区としても現在の住環境の
保全を図っていきたいと考えている。

　市街地再開発事業の都市計画案では住宅建設の目標として約２３０戸としている。準備組合では権利床を除く部分は分譲の予定である。

　今回の計画では、再開発ビルに出入りする車両は、春日通りからの出入りしかない。春日通りの開発区域周辺の交差点部分で、影響調査をしてお
り、交差点の飽和状態などから、支障はない。

　工事については、着工前に工事施行者が決定した段階で工事説明会を開催し、工事中の騒音、振動についての対応方法等を説明するよう指導してい
く。

　駅前の広場は、道路に面して120㎡が都市計画により公共的な空間として位置づけている。現在の計画では、この広場状空地に面する個所の建物を
後退させ、全体で240㎡程度の空地となる計画である。広場の利用については、一般の方が使える空間となるよう準備組合と協議をしていく。

　今回の計画では、再開発ビルから出るごみは、すべて地下１階に集積され、回収も直接地下で行うため、周辺に対する被害は発生しない。

　茗荷谷駅周辺まちづくり基本計画で拡幅整備が位置づけられている拓殖大学の北側に面する道路（区道173号線）が、自主整備で拡幅されたことに
より、将来新たな建替え計画が想定される。
　そこで、地区のまちづくりのルールを地区計画として定めておくことにより、計画の規制・誘導を図り地域環境の保全・維持をしていくものであ
る。
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j．省エネルギーについて

k．バリアフリーについて

　消費電力等のエネルギー問題は、今後の設計の中での検討となるが、省エネルギーに配慮した施設となるよう指導していく。

　敷地内の広場や通路だけでなく、商業施設などの施設や住宅についても、バリアフリーに配慮した施設となるよう指導していく。

　都市計画に関する意見書は、賛否を問うものではなく、広く意見を聞くためのもので、意見書が提出されないから賛成とみなすことはない。
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１．地域住民への説明が不十分 （区の見解　⑦　）

２．景観や環境に多大な影響を及ぼす100メートルビルは不要 （区の見解　②　）

３．環境影響について説明が不十分であり、影響を過小評価している （区の見解　③　）

４．都市マスタープランに示されている「拠点の形成」には当たらない （区の見解　⑨(3)a　）

５．これ以上の財政悪化を放置してまで必要な事業ではない （区の見解　⑥　）

風洞実験や日影に関する詳細な資料については、説明会では全く配布されないまま、影響はないと説明されているが、詳細な報告書を関係住民等が簡
単に入手できるように措置されていない現状では、環境への影響がないという判断には根拠が示されていないというほかありません。風洞実験等の妥
当性についても、影響を受ける住民に対してわかりやすい説明は一切なされていません。

拠点形成の一環としてスーパーマーケットを誘致することとなっていなすが、説明会では「スーパーマーケットの利用者は近隣の住民を想定してお
り、自動車等で遠方から来る人は想定していない」との説明がなされていたため、新たに「拠点」ができるわけではありません。以前のアンケート調
査ではスーパーマーケットの要望があったとの説明ですが、このアンケート調査実施後、茗荷谷駅前にはスーパーマーケット・○○○ができており、
要望は満たされています。新たなスーパーマーケットを誘致しても、既存の人流が若干移動するだけで、むしろ地元の古くからある商店に悪影響をあ
たえます。

文京区は、赤字財政の中で、すでに老人福祉、保育園、出張所など、区民の生活に欠かせない部分への支出を削っています。このような状況であるに
もかかわらず、21億円という巨額の補助金がこの事業に費やされることが明らかになっています。区民の生活向上のために、財政再建がまったなしに
なっている中で、財政悪化を助長してまでこのような景観・環境を損なう事業を行う緊急性・必要性はありません。

茗荷谷駅前市街地再開発事業の都市計画案については、区側は短時間の説明会を２回開催したのみです。住民からの質問・意見を受け付ける時間が極
めて短かかったため、質問・意見を述べられなかった住民も多く、質問・意見に対する説明者側の回答も不十分なまま、説明会を打ち切られていま
す。都市計画の公告・縦覧・意見書の提出の前提となる手続きが十分でないまま手続きのみが先行しており、計画案には、計画により影響を受ける住
民の意見が反映されていません。このまま再開発事業を進めることは、居住環境上の権利の侵害につながります。

茗荷谷駅前のような文教地区で、景観上圧迫され、通勤・通学にも支障が出る恐れのある風害の可能性もあるような１００ｍビルは許容されません。
この地区の街並みや環境の観点から、再考が必要です。
これまでの説明会では、１００ｍビルを建設することは法的に問題がないとの説明しかされておらず、建設可能な範囲でなぜ１００メートルを選択し
たのか不明で、１００メートルでなければならない理由は考えられません。また、地権者への権利変換等、事業の採算性を考慮すると１００メートル
必要であるとの説明が区側よりなされていますが、具体的にどのような採算状況になるのか内容が一切明らかにされておらず、１００メートルでなけ
ればならないとは考えられません。

１　共通書式による反対の意見書　1023通（1023名）
共通の書式による反対の意見書には、反対意見と5つの理由が印刷されており、自由に記入できる欄がついている。

反対意見及び5つの理由

このたび、茗荷谷駅前地区市街地再開発事業に係る都市計画案について、私は、下記の理由によって反対いたします。

内　　　　　　容
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自由記入欄の意見

1 （区の見解　②　）

2 （区の見解　③　）

3 （区の見解　②）

4 （区の見解　②，④　）

5 （区の見解　③　）

6 （区の見解　②　）

7 （区の見解　⑥　）

8 （区の見解　①，②　）

9 （区の見解　②，③　　）

10 （区の見解　①，⑥，⑦　）

内　　　　　　容

駅ビルや近隣のビルと似合う高さを希望します。設計の段階で風の影響について、よく検討してください。今後高齢化が進みます。風が強く駅前を歩
けないのでは困ります。

補助金の使用は一切認めない。文京シビックセンターのような愚挙を繰り返してはならない。区民の生活を脅かすような政治をこれ以上看過できな
い。

茗荷谷周辺に超高層ビルは必要ありません。

茗荷谷駅を利用します。植物園・教育の森・御茶ノ水大学、そして近くに護国寺・豊島ヶ岡皇族墓所があり、高層ビルによって景観環境をこわしてほ
しくない。

隣の区なので何かと茗荷谷駅を利用します。大塚周辺とは違い落ち着いた環境なので、その良さを保つためにも、100ｍ高層ビルはふさわしくないと思
います。

再開発=高層化と考えるのが正しいのか。ゆっくり再考することが必要かと思われます。街づくりは性急にすると必ず失敗し、取り返しのつかないこと
になります。

共通書式による反対の意見書のうち、自由意見の記載されたもの　168通（168名）

５のような多額の補助金の決定は、どこの機関でどの様な経緯を経て決まるのですか？途中経過など区報で報告されているのですか？

高層ビルは茗荷谷駅には、不似合。環境をこわすと思います。

ビル風がひどいと思う。

突出した27階建ての超高層ビルは、茗荷谷駅近ぺんの街並とふつり合いかつ車道、歩道幅を考えると、交通渋滞や自転車事故等,環境面でも不都合が出
てくると思われます。
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11 （区の見解　①，③，⑥，⑨(1)×２　）

12 （区の見解　①，③　）

13 （区の見解　⑦　）

14 （区の見解　②　）

15 （区の見解　⑥×２　）

16 （区の見解　②×２　）

17 （区の見解　④　）

18 （区の見解　①　）

19 （区の見解　③　）

詳細な事項については、それぞれ専門家におまかせして、日々の生活が少しでも良くなっていく様な施策がほしいものです。

ビル風がどんなに周辺に影響するか、ご存じない方々が計画されていませんか。駅の近くに１００ｍ余のビルが出来たら雨の日等、通学、通勤の
方々、又、病院等へ行かれるご老人にとって、とても迷惑です。是非見直して頂きたいと思います。

いきいきプランの税金の使い方に反対です。財政難を理由に保育園、育成室の民営化を行いながら、再開発に多額の税金を使うのは反対です。

聞く所によれば、道路に面した場所は、高さが１４階まで制限されているとの事です。都市景観上の整合性を重視しての立法措置だとか・・・。それ
なのに、公的機関である区がからむと、その規制は易々と破ることが出来るのですか。先ず此の素朴な質問に答へて下さい。痛くもない腹をさぐられ
る様な事は行政はすべきではない。明解な説明を望みます。
六本木や、汐留の真似をする必要なし。国立のビルの頭を切られた事は以って他山の石とすべきである。建てるなら５０米の高さでよい。周囲との整
合性が得られるのではないか。猛省を望みます。

15階建てのマンションの横を雨の日、風の日に通ったことはありますか？風で子供の傘は飛ばされるくらいになります。実際にこのようなときに実験
してください。（共通様式３の後に記入あり）
何で21億円もの大金がこの事業に費やされなければならないのか、はっきりした理由がわからない。私たち何十年も３代に渡り住んでいる商人はスー
パーマーケットの進出にどれだけ影響を受けているのか区長さんは判っていらっしゃいますか。高級マンションが、いくつも出来人口が増加すれば商
店も売上増加と思うかもしれません。でも、現実はまるで違います。茗荷谷周辺の商店を見てください。発展していますか。ここ茗荷谷は池袋にも近
い。まず地の利が非常に良いです。マンションの住民は池袋のデパート、大型スーパーにと買い物に行きます。地元で買い物をして下さる人は、昔か
らの、お年寄りとなります。いくら役所が商店街発展に力を入れても、現実は、この様子です。よく調べてから、本当に古くから居る住民が、がん
ばって生活できる希望の街を作って下さい。高級マンション、大型高級スーパーが出来るだけが街ではありません。皆様で良く考えて下さい。お願い
します。

最近、東京湾沿いに、汐留カレッタ、品川の高層ビル群が建設され、その後海風が入らないという事実が露呈した。この様に建設後に事実が出ても手
遅れ。子供たちの通学の多いこの地域に、第一にその実験結果等を公表してから説明が手順。あまりにも今、批判されている住民を無視した行政のよ
うな仕方は賛成しがたい。再開発の必要性を感じない住民の一人です。

小学生が良く通るので、あぶない！！

絶対に反対！！

文京区の景観をこれ以上悪くしないで下さい。

9



20 （区の見解　⑦，⑨(2)　）

21 （区の見解　②，⑥，⑨(1)　）

22 （区の見解　①，⑥　）

23 （区の見解　②　）

24 （区の見解　②，⑨(2)　）

25 （区の見解　①　）

26 （区の見解　②，③，⑥　）

27 （区の見解　②　）

28 （区の見解　⑦　）

29 （区の見解　①×２，⑦　）

30 （区の見解　①×２　）

特に建設が予定されている場所は、近くに学校が多く子供達への影響が心配されます。文京区の財政考えると地域住民のみならず文京区全体の問題で
あり、説明責任を果たさなければいけない懸案だと考えます。

1.何故21億円の補助金が決定したのか説明を具体的にして下さい。
2.ﾋﾞﾙが出来たから商店街が活性化すると云う自民党的な発想は前時代の化石思想である。現在の地元商店街の活性化策を更に前進させるべきである。
3.安易な発想の高層ビルは○○対策や環境問題に大きな悪影響を及ぼすので再考を求めたい。

21億円もの補助金が何故一部の利益の為に使われるのでしょうか。今の時代少子化対策、老人対策等早急に取り組むべき問題は山済みです。公共の為
になる計画を求めます。

高さを見なおしをして下さい。

最近の文京区には高層マンションが乱立しすぎていると思います。静かな文教区というイメージが無くなってしまっている。学校が近くに多いので子
供達の事も心配です。（車の問題など含めて）

住民としてほこりを持っていた地域を壊して行く、起点となる様な事をしてほしくない。

文京区は緑豊かな街並みが誇りです。当該計画はじめ、小石川、後楽など100ｍを超える計画があると聞いていますが、高層ありきの計画は見直すべき
だと考えます。又、5でも触れていますが、21億円もの補助金を支出する計画はただちに見直して欲しい。

高い建物は嫌です。

役所の都合ばかりではなく住民のことも考え、担当者も（自身がこの様な環境になったことも）計画を立ててほしいですね。

煙山区長体制そのものに対して、ぬぐいがたい不信感を抱きはじめています。土建区政をこれ以上させるのであれば、私も区民の一人として、相当な
覚悟を固めなければ、と考えています。事業計画の一日も早い撤廃を望みます。

全く納得の行かない決定・計画だと考えています。説明も不十分であり、我々の基本生活に不可欠な予算をギセイにしてこうした事業を進める道理は
ないと思います。これ以上「土建行政」が進むのであれば、「煙山区政」そのものを不信任してゆかなくてはと思っています。
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31 （区の見解　①，⑦　）

32 （区の見解　③，⑥　）

33 （区の見解　③，⑥　）

34 （区の見解　⑥×２　）

35 （区の見解　①，②×４，⑨(2)，⑨(3)b，⑨(3)c　）

36 （区の見解　①，②　）

37 （区の見解　①×２，⑦　）

・まず「超高層は全て反対ありき」という立場ではないことをお断りしておく。
・超高層を１棟建てて活性化の起爆剤に、という手法は各地で用いられているが、必ずしも成功しているとは思えない。
・茗荷谷地区は、文京地区である。緑多く,静かな教育環境に恵まれた地域として、更に環境の整備をすべき場所である。
・此処を拠点とし、この超高層を起爆剤として将来計画を思い描いているというが、どのような将来像を描いているのか、どのように変わっていくと
読んでいるのか、というイメージが全く見えない。むしろ、もっとヒューマンなスケール計画とヒューマンな環境整備をする事が、住民に受け入れら
れるイメージとなるのではないか。
・この地区計画が、100ｍビル周辺（大塚車庫跡）だけではなく、拓大にまで伸びているのは、図面で見ていると非情に奇異である。何故拓大地区まで
伸びているのか、どうゆう計画があるのか説明、発表すべきである。
・又以前の説明会で、この地区をスタートとして、将来、小日向地区など全ての道路を6ｍに広げ、その見返りとして、住居専用地域から中高層住居地
域に緩和する計画を説明していたが、とんでもない事である。ディべロッパーは喜ぶであろうが、住民が歓迎するとはとても考えられない。
・地域の環境を変えるような計画は、動かしがたい状態のまで詰めた状態で計画を発表し、形式的にガス抜き作業として、住民の意見を聞く機会を作
るのではなく、住民の意向を集約した上で、計画を立てるべきだと思う。今回の計画も、一度全てを白紙に戻して、これまでの手法を改めた上、ス
タートすることは出来ないのだろうか？

駅前の再開発は是非やってほしいです。でも100ｍのﾋﾞﾙはいやです。町並み、景観というものがあるでしょう。バランスを欠いた変な風景は文教の町
にに似合いません。

区長が変わった途端にどうしてこういうことになるのでしょうか。次回は不信任を投じたいと思っています。一日も早い計画の中止を!!

なぜこの様な高額の補助金が一部の建物に出されるのか理解できません。他に使う道はあると思います。（福祉or教育など）この高さのマンションは
害ばかりで利は何もないと思います。（風害、ワンルームならば住民かん境への影響など）

高額の補助金がなぜ一部の建物に対して出されるのか理解に苦しみます。他に使うべき皆の税金は多々あると思います。高層ビルは害ばかりで（風
害、他との景観など）利は何もないと思います。

税金の使途は天下万民のために平等に支出されることを要望します。
今回茗荷谷駅前に建設予定の100ｍﾋﾞﾙは区･都・国から21億円が支出されると聞き及んでおります。すべて天下万民から徴収された税金です。100ｍﾋﾞﾙ
建設に関与するゼネコン諸氏には、かけがえのない事業でしょう。しかし、私は要望します。同等の21億円の支出を文京区民たちへ社会保障事業の援
助金として支出して頂きたいと要望するものです。区長１人のための文京区の予算ではありません。文京区民全体へ平等に支出されんことを要求しま
す。
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38 （区の見解　②　）

39 （区の見解　⑥　）

40 （区の見解　⑥　）

41 （区の見解　②　）

42 （区の見解　②×２，⑦　）

43 （区の見解　②，⑨(3)　）

44 （区の見解　②，⑨(3)　）

45 （区の見解　②×２，③　）

46 （区の見解　②　）

港区が再開発の名のもとに超高層ビルを次から次へと建設しています。しかしそのかげでどれ程の人が泣いているか全く無視されています。文京区に
超高層ビルは必要ありません。将来の建て替えの問題・公衆衛生学上の弊害の問題があります。違う形を考え直す必要があります。先日の都市計画審
議会に於て、後楽西地区150ｍのビルを伴う再開発問題に於て、更なる審議が必要（結論を出すには早すぎる）であるという意見が出されたのにもかか
わらず、区側は強引に採決にもっていきました。
こういうことは文京区のために許されないことであり、茗荷谷駅前地区では、「計画」ありきの決定がなされないよう御願い致します。

現在は和光市に住んでいますが、以前はずっと小日向に住み小・中・学校・高校もずっと茗荷谷駅近くの学校に通っていました。この文京・小学生・
老人が利用する駅の近くに高層ビルは不必要です。弱い人々に風害が心配、何故100ｍ27Fの建物なのですか？

区民の憩いの施設寿会館を廃止して財源を開発に使う事は許せない。区民のために財源を使ってほしい。

上記に加え、都内であり山手線の内側である、という理由で高層化を推進するむきがあるが、無目的な高層化は、それに伴うデメリットを一切無視し
て単に「高層化＝善」という計画に等しいと考える。このような計画に区が補助金を出す必要は全くない。

文京区に超高層ビルはいりません。

・文京区内に高層ビルはシビックだけでたくさんです
・「文の京」に１００メートルビルは不要と思います
・区の事業として計画するのであれば区民の投票によって決定してほしい。区の財政が潤うとはとても、とても考えられません
・区外の業者が潤うだけです

都市計画審議会の傍聴をしておりますが、１００ｍビルの必然性は全く理解できません。文京区はどんどん住みにくいところになりつつあります。審
議会の議長も提言しておられましたが、十分な審議をつくされますよう切望します。

千石２丁目の○○○との問題等、とにかく、マスタープランと合致しないことばかり行う区になっていっていますね。すべては、煙山の私腹を肥やす
ためとしか言いよーがありません。ハコモノ行政から脱却し、緑（環境）と子供と交通を第一に考えるようにならないものでしょうか？私のように頭
ごなしに反対となる前に、根気よく、地域住民と話すべきです。また、ハコものには、区はできる限り、タッチしない方がベターです。文京区の将来
へ汚点となることだけは、やめなさい。

茗荷谷に高層ビルは似合いません。今のままで充分。

茗荷谷駅周辺に高層ビルは不必要では？ふさわしくありません。
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47 （区の見解　③×２　）

48 （区の見解　⑥　）

49 （区の見解　②　）

50 （区の見解　①，②　）

51 （区の見解　②　）

52 （区の見解　⑥　）

53 （区の見解　②　）

54 （区の見解　②，④，⑦　）

55 （区の見解　①　）

56 （区の見解　②，④　）

特に５は重大です。このようなビルは区民全体の利益にはつながりません。

文教の区に高層ビルはふさわしくありません。

通勤で降りる茗荷谷駅の周辺は、静かな落ち着いた街並みだと、いつも感じています。ビルの高低差があまりないのがその一因になっているように思
えます。いつまでも心豊かに過ごすことができる街でありつづけてほしいと願っています。

通勤で茗荷谷駅前を利用しております。私が在住しているさいたま市の駅前に高層ビルが建ち、毎日ビル風に悩まされています。駅前の影響をもう少
しお考えになってほしいと思います。雨の時などはカサがさせない状態です。

先日、春日通りの○○に、○○として女性の裸体写真が数枚展示されており、通園・通学路に相応しくないと違和感を覚え、警察に相談。警察が直ち
に事業主と話し合い、写真を撤去して頂いた。環境悪化の主たる原因は、住民の小さな油断である。政治（government)の土台は自治（self-
government)、それを構築するのは住民一人一人のcitizen-shipである。この半世紀の開発至上主義を反省し、名（文京）を汚さずその名に値する地域
に再構築する時は今であり、競輪反対と歩を同じくするべきである。

結婚してこの町に住めば、五代目の住人となる子どもの親となる。この四半世紀の間でさえ、景観は大きく変化し、住宅街の通学路の危険度も増して
いる。人口予測から考えても、武蔵野市のように、中・低レベルの高さのビルが木々の間に見えるような美しい町を復活すべきである。茗荷谷はビジ
ネス街でも歓楽街でもない。

27階高層ビルが建設されることにより、景観がこわされるため

文京区で生まれ育った自分は、子供の教育に適した区であると思ってきました。くだらない事に血税を使わず、子供達の将来の為になる事に、大切に
使っていただきたいと思います。

以前小日向に住んでいました。今も茗荷谷駅は使用します。高層ビルは作ってほしくありません

年数回、長男の家でで生活する身障高齢者です。広い歩道、段差の解消その他、文京区は私の現住地に比べて、バリアフリー化が遅れています。高齢
者中心の定常型社会が続く今後のことを考えると為政者の、長期的視点に立脚した選択こそが、後世に評価されることでしょう。今の利益より未来の
尊敬を目指して頂きたい。巨大ビルは末代の恥でしょう。
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57 （区の見解　③　）

58 （区の見解　⑦　）

59 （区の見解　①，⑥，⑨(3)d　）

60 （区の見解　①　）

61 （区の見解　②×３　）

62 （区の見解　②，③　）

63 （区の見解　②，③，⑨(2)　）

64 （区の見解　⑧　）

65 （区の見解　③　）

私の会社が秋葉原にあり、すぐ裏に再開発の127mのビルが建築中です｡そのため、風害はものすごい影響があり、想像を絶するものがあります｡現に、
私どものビルにあった宣伝用の垂れ幕はやぶれ、支柱は落下してしまいました｡ですから、学生、通勤の方々への影響は大変なものがあります｡

建物の建設予定地地下近辺に丸の内線が通っている。御徒町の春日通りで陥没があり、被害者がでたことは記憶に新らしい。また、東京湾岸のビル壁
によるヒートアイランド現象の激化からも、最新の建築工学の限界、環境への二次的・三次的影響に関する計測の限界をまざまざと見せつけられてい
る。誰も、絶対の安全を保証できない。

（１に矢印を引き記入）もし建つとしたならば100ｍビルの中にはいる施設、店、マンション等のより具体的なプランを教えていただいて、住民の意見
も聞いてほしいと思うのですが．．．．

今、マンション、オフィスビル需要は建設された物件の７０％程度の入居率といわれていますが、今後、巨大ビルを建設し、１００％の入居率がある
のか｡この財政難の時代、文京区が巨大な資金を提供するビル建設は必要ないと思います。予定地を公園等緑化体策に知恵をしぼって使ったらいいので
はないか｡

茗荷谷駅付近の春日通りは、かの○○○ﾏﾝｼｮﾝ（○○○）ですら14階で、スカイラインがそろっています｡１００mでなくとも採算は取れているはずで
す｡地下鉄の上にも駅ビル(9階)程度は建てられるはずです｡
音羽通りのように高層を建ててから高さ制限するのではなく、早めに自主規制及び法的規制をすべきと考えます｡

これ以上茗荷谷の環境を壊さないで下さい｡心からお願い致します｡

今年の猛烈な暑さは、汐留や品川などの高層ビル群の影響があって、ヒートアイランドになっているのではないかという説もあるようです｡必要以上の
高層ビルが一棟建説されると、その周辺で他にも建設される可能性があると思います｡環境破壊にもつながると懸念されます｡

高層ビルが身体に及ぼす影響が次第に明らかになっています。環境に対しても、高層ビルは温度変化、風の変化をもたらします｡圧迫感なども精神的い
やしの面では対立するものだと思います｡小学校･中学校･高校の多い地区にふさわしくない建物。文京区の中も地区別に特徴があるので、それは、こわ
さないでほしい。春日は区役所もあり、東京ドーム･後楽園など遊きょ場、繁華街、その様な所はシビックセンターの様なシンボル的建物も合うかもし
れませんが、茗荷谷の駅周辺には高層ビルは、そぐわないと思います｡

街を良くするためには高層ビルを建てることより、防災上の観点から、茗荷谷駅から拓大、あるいは小日向方面への道路を拡張して消防車や救急車がスムーズに入
れるようにすべきである｡何故、高層ビルを建てなければならないのか理解できない。
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66 （区の見解　③×３　）

67 （区の見解　③×３　）

68 （区の見解　①，②，⑥　）

69 （区の見解　⑥，⑦　）

70 （区の見解　⑦　）

71 （区の見解　①×２　）

72 （区の見解　⑧　）

73 （区の見解　⑨(1)×２　）

この計画に全く関係ないと思われる多くの都民区民の税金を使うのに十分納得をもらえる説明がされていない｡
強行して多くの人々に悪い影響が出たり周辺商店街に廃業が出たりで実際この計画が失敗であった場合行政側は誰がどの様な責任をとるのか明示して
欲しい　転勤などでうやむやにすることは絶対に許されません｡民間企業並の責任のとり方を求めます｡

この計画が、ごく一部の人達の利益、思惑のために進められているように思われる｡是非とも事業としての透明性を確保して欲しい｡

都市計画自体がひんこんな発想である｡ビルを建設して何をしようというのか｡住宅地と商業地工業地を明確に分け、住宅地には緑地交通規制、歩道、
植林が必要であるにもかかわらずビル建設とは？？
住宅地には一定の不便さがあるが住みよい緑、静けさ、治安、ちょうぼうその他が必要でありビルではない｡何を考えているのか！はらだたしい

文京区は防災などに対する考えが甘すぎます｡来たるべき、必ず襲ってくるであろう、M８級の大震災に備える必要が早急に求められています｡今、小日
向地区のひなん所は小日向台町小、つくば大附属のグラウンドなどです｡文京区では今、ひなん場所に対する見直しがなされているとききますが、広さ
の意味で都バス停留所の跡地は最適と考えられます｡広い芝ふの広場にして万一のときはひなん所として利用できる、そんなスペースが小日向には絶対
必要です。100メートルのビルを茗荷谷に建てたときそこの住民たちのひなん場所などは、どう考えているのでしょうか｡

私どもの事前に風害の予想データをもらいましたが、実際の影響はひどいものです｡

駅の利用者はお年寄りや学生が多く風害の悪影響が想定される｡住民としては山の手内という交通の便が良い都会とは思えないくらい緑も多く台地に高
層ビルもない生活環境を愛しておりそれが損なわれるのは許せない｡台地に高層ビルを建てたら、かなりの高範囲にわたって日影の問題が発生すると思
われるので充分な検証が必要と思料する｡

茗荷谷駅付近の古くからの住居地域に住む高齢者や、幼稚園、小学校に通う子供たちが100mもの建物による風害を受ける可能性は大です｡その上、この
ような高い建物がいかに景観を損なうかを考えると、計画、設計者の常識を疑いたくなります｡欧米の先進国では、建物の高さを抑え景観を重要視して
居住環境を護っています｡｢文の京｣とまで謳っていながら、恥ずかしいとは思いませんか｡問題になっているヒート・アイランド現象の片棒を担ぐこと
にさえもなります｡

どうして100mのビルが必要なのでしょうか？周辺の環境等を考えた場合、メリットはないと思います｡地権者の方はごく一部の方だけであり、周辺の住
民、茗荷谷駅を利用する人々、学生、この人達が一生嫌な思いをして生活していかなければなりません｡その為に補助金が使われるなんて納得が行きま
せん｡文教地区である茗荷谷駅･文京区の為に使って頂きたい｡そういうことが都市計画なのではないでしょうか？
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74 （区の見解　⑨(2)　）

75 （区の見解　①，②，③　）

76 （区の見解　①，⑨(3)　）

77 （区の見解　③，⑥　）

78 （区の見解　①×２，②×３，⑥×２，⑦　）

コンビニや大手のチェーン店の林立、｢カフェ｣が無い、良い本屋がない、茗荷谷は学生の利用が多い駅なのにただ通過するだけの魅力のないところと
いうかんじです｡
民度が低いとはこういうことなのでは？
経済効果を考えての高層ビルなのですか？大手チェーンの店がいっぱいつまった箱はいらない｡

駅、近くは学校が集中し文京のスローガンである「文の京｣はどうなるのでしょう。　　子供たちの安心、安全のよい環境はどうなるでしょう。

音羽地区や六義園地区の様に、茗荷谷地区にも高さ制限をすぐに作ってください。駅前に起高層ビルはいりません｡区は又｢バブルの塔｣を建てるのです
か。この地域(公園、学校が多い)を住んでいる人達、来る人達を含めもっと広い視野で見て、計画を根本からやり直してください｡｢文の京｣の駅前再開
発には、はずかしいとても不似合な計画です｡時代に逆行した不透明で利便性、採算性にのみとらわれたこの計画には区民として反対いたします｡駅前
のバス車庫に今ある、｢大きい桜｣の木の並木もそのまま残した計画を茗荷谷を｢住みたい街｣｢行ってみたい所｣にしていただきたいと思います｡

　地下鉄が通っている上に建物をつくろうとするから無理がある拠点とか活性化というと｢高い建物｣という発想は昔のこと｡
　その地域の特性を大切にし、生かす事が、地球環境をこわさず大切にする今の時代の流れです｡茗荷谷、小日向は豊かな水と陽の当る丘であった｡空
気がキレイと言って引っ越してきた人もいる｡起伏が多く細い路地のあるこの地域では、小型消防車や手押しポンプが災害時に活躍する｡心の豊かさを
育む自然と調した街並、住民が仲良く集う町民会館(集会所)など住み良い街づくりこそが幸せを感じ人が集まる町ではないか｡

大学進学のために茗荷谷に引っ越してきましたが、都心という立地にありながら緑が多く、静かで暮らしやすい街だと思い大変気に入っています｡しか
し、100mビルができることで、ビル風がおきたりし、住民が暮らす環境が悪化すると考えると残念です。
　もっと区民が住みやすくなるような別の事業にお金を使ってもらいたいです｡いち文京区民としてお願いします｡

・高さ制限100mのゾーンが、春日通り側でなく、○○○(隣地)側に傍よっていることは通常の都市計画ではどのように考えても疑問を拭いきれない｡
・周辺建物のほとんどが30m程度であり、前面春日通りの幅員からしても通常の規制をはるか（倍以上も)に上まわる高さまで緩和するような計画は一
般に考えにくく、茗荷谷ひいては文京区の都市計画として全国の視点で見ても認められるものとは考えにくい｡
・茗荷谷周辺を見まわしてみても27階もある建物はどこにもなく、機能的に集約が必要でありシンボル性も求められる文京シビックセンターでさえ２6
階である｡区役所は商業･アミューズメントの集積地だからこそ存在している｡住・文京ととらえられる茗荷谷で27階の住宅集積（超高層マンション）は
ありえる事とは考えにくい｡
・民間の完全な住宅開発といっていい、この建設事業に対し、総額の約3割程度にも及ぶだろうと推察できる２１オクという異例の高額補助金を出すに
見合う事業(施設内容)とは思えない｡補助金を出すならば、もっと住民のためになる駅前にふさわしい、公共性のある施設内要としてほしい｡21オクも
あればすばらしい施設ができてしまう｡
・用途的に純然たる住宅開発に21オクもの補助金を出し、なおかつ270％もの容積割増をする事業は
・全国的にも希有であり、今回の計画が、この地域にふさわしい都市計画内容であるとは納得できない｡
・共同住宅の集積化は容積800％をこえると劣悪なものになるといわれるなか870％にもなる容積割増は一般的に考えにくい｡また、このような事業計画
に補助金を出し、区が推進するということが、後世にまで残ることが素晴らしいとは思えない。このような計画を認め、支援した事が文京区の汚点と
して語りつがれる事がないことを祈るばかりです｡
･この計画地周辺には、教育の森や、小学校、大学というすばらしい既存の環境が広がっています。春日通りをはさんだ向い側の大塚女子アパート跡の
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79 （区の見解　⑨(1)　）

80 （区の見解　①×２，④，⑦×２　）

81 （区の見解　③　）

82 （区の見解　②　）

83 （区の見解　⑥　）

84 （区の見解　①×２　）

85 （区の見解　①　）

計画も未見えない中で、これらの既存のすばらしい環境との関係をふまえた計画としなければ、これまでのこの一帯のすばらしい街づくり、、先人達
のすばらしい功績を台無しとしてしまう恐れがあります｡悪しき前例をつくり乱開発となり、マスコミにネタとされ、さげすまされるような事にはなっ
てほしくありません。
・ともかく地権者、周辺地域住民と何度もよく話し合い、すばらしい誰もが喜び幸せとなる開発事業として頂くことを心より願います｡

丸の内線沿線に後楽園池袋といった繁華街があるにもかかわらず新しいビルを建てて、テナントを誘致するメリットは見当らない｡

・駅前に広場や歩行者用通路をつくることには賛成です｡
建物形状を“太く低い”より“細く高い”ものを選択したことにも賛成です｡
しかし建物ボリュームはこのまちにふさわしいと思えません｡
事業性のためには現計画程度の床面積が必要とのことですが、建物規模を小さくし、全体の総工費を下げることで、事業を成立させることができない
のか。都市計画案では建物高さは限度で示すとの事ですが、床面積がかわらないかぎり、“細く高い”、“太く低い”にかかわらずそれだけのボ
リュームが出てきます｡
・区は、事業主体はあくまで組合だと言い張りますが、事業に伴って都市計画を変更するわけですから、区も十分主役と考えます｡しかし区と住民は敵
対するものではなく、我々住民では手の回らない部分を考え、案まで出してくれる｡ここから、区と住民が意見を出し合い、計画をつめていく過程こそ
が都市計画の本番なのではないでしょうか｡話し合いもそこそこに、“とりあえず手続きだけ進めてしまいましょう”という姿勢には賛成しかねます｡
・いいものつくろうとしていることはわかっています。がんばって下さい｡

老人介護を受けています｡風が強いと外に出られません｡高いビルは不用です。

100メートルのビルとは、どの位の高さであるのか、実際に経験してみようと、探して、この位かと見上げた工事中のビル(今、最上階までの高さある
とのこと)－（大塚4丁目、○○○病院の左隣)が41メートルでした。その下に立って、この2倍半の高さのものが、いつも通る駅前に、これ程の背の高
いビル－全く空が見えない－が、他には、まだない地域にいきなりできて、毎日、その下を通くことは、圧迫感が強すぎます｡“品川駅前へ行くと、め
まいがするから行きたくない”と言うこともききました。

⑤に関連して 小学生を持つ親として年々、幼稚園や小学校の経費削減が進んでいることに不満を感じています｡また中学校は一部を除いてどんどん入
学希望者が減ってきています｡区立の小中学校、幼稚園の教育内容の充実のためにお金をあてて欲しいと願っています。

再開発事業の計画予定地は、茗荷谷駅前の開放的な印象を最も良くあらわす重要な場所だと思います｡春には桜も咲き、たいへん美しいところなので、
それを活かした、公園、もしくは、何らかの形で住民及び駅利用者の憩いの場となるような再開発をして欲しいです。

何のための、誰のための開発か、疑問に思います｡

17



86 （区の見解　③　）

87 （区の見解　①　）

88 （区の見解　①，②　）

89 （区の見解　①，⑦　）

90 （区の見解　②　）

91 （区の見解　②　）

92 （区の見解　②　）

93 （区の見解　⑥　）

94 （区の見解　①×４　）

95 （区の見解　③　）

96 （区の見解　①，⑥，⑨(1)　）

電波障害は、私の家の付近は｢100m予定ビル｣から見れば、電波が来る方向であるが、ビルに反射した電波が戻ってくることによってTVの映像が2重写し
になる恐れがある｡

近隣住民の幸福を無視した馬鹿な計画は即刻中止をして欲しい｡

100mではなく、近隣の既存の建物の高さに変更を要求致します｡環境の激しい変化は承諾できません｡｢文の京｣にふさわしい町並保持を区民として願っ
てやみません｡どうぞよろしくお願い申し上げます｡

現在の植生が著しく破壊されてしまう本計画案には反対いたします｡
地元の生活者の声をきちんと聞いていただきたいと考えます｡

町の景観もすっかり変化するので住民としては悲しむべきプランです｡調和のとれる高さにしてほしい｡高層マンションの風害については他の場所で
知っていて、歩くのが恐ろしい強風です｡

45mビルにして何本か建て、間に道路花壇を作る

45mのビル3～4本建て、間に道/花壇にする！！

（５と重複しますが、）保育園に関係した仕事をしておりますと、本当に生きたお金を使っていただきたいと思います｡将来をになう子供の生命の安全
のために暖房機を新しくしていただきたい等、図書をたくさんふやしていただきたい等。21億円はだれのために支出するのですか｡

なぜ100mビルか、それは地下鉄上の建物は2階しか建てられないからです。地権者の方々にとって現状(2階建ての老朽化した商店)をどうにかしたいの
は当然の考えかと思います｡しかし、今までなぜそれに甘んじなければならなかったのかは公にされていません｡
地下鉄建設当時にそれなりの保障を受け取ったからでしょう｡それに目をつぶり、いわく付きの土地を周囲の土地とシャッフルして、効率だけを考えた
建物しかできないのです｡一度建設してしまったら元には中々戻せません｡建てるなら効率のみでなく住民、利用者が誇りに思える駅前の顔を提案して
下さい｡複数建設プランが出され、それを検討してからでも遅くないと思います｡

春日通り沿いは、風の強い日は歩けません｡特に茗台中と都のビルの間は、強風になります｡老人の方々はヨロヨロしてます。小日向の住民はこのビル
によりまるで、壁に囲まれ、風にさらされる様になるか心配です｡住民の住環境を守るのが行政の仕事です。住民があっての文京区です｡
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97 （区の見解　⑥　）

98 （区の見解　①，②　）

99 （区の見解　①　）

100 （区の見解　②　）

101 （区の見解　②　）

102 （区の見解　①×２，③　）

103 （区の見解　②　）

104 （区の見解　①，②，⑥　）

105 （区の見解　①，⑥　）

106 （区の見解　③　）

ここ（４の本文「むしろ地元の古くからある商店に悪影響を与えます。」）には、反対。このような既得権益維持的な意見は控えるべき。（スーパー
はまにあっている、は同意）　（４の本文末尾に記入有り）
せっかく静寂なのに、春日、後楽園みたいにしないで欲しい。もう、上モノ行政は、やめにしませんか？低層の美しい静かな街なみを、我々文京区民
は後世にのこすべきです。今、ビルが乱立する港区は、とても「みにくい」です。21億円、もっと有効に使いましょうよ。

文京区当局の補助金を出すこと　とんでもない

文京区の環境を守るため１００ｍのビルの建設には絶対に反対します。福祉・行政・教育を中心にして区民のために役にたつことをもっと考えて下さ
い。

20年程前、教育の森公園を造る計画の中に、樹齢何百年という見事な桜の木を100本切って植木を置くという無謀な計画が有りました。当時、茗荷谷駅
周辺の美意識のない発展に心を痛めていた故○○○氏（イタリアの大理石の彫刻家として活躍していた）の尽力で心ある大勢の区民が立ち上がり、遠
藤区長にかけあい、70本位残し、それは延命桜と名付けられ、今でも春になると美しい桜が遊歩道をかざり、歩く人の心をなごませます。
　どうぞ、文京区の自然と、住む人々の心を大事にする計画をお考え下さいますよう。それが文化だと思います。

せめて高さを半分以下にしていただけないでしょうか？景観的にも１００ｍビルでは周囲の環境にそぐわないと思われます。

１００ｍは必要ないと思います　もう少し考えてほしいと思います。

文京区役所前もすでに風が強く、避けて通っています。凸版ビルの隣に住んでいたときも、陽あたりが悪く、困っておりました。この上まだ大きなビ
ル、しかも住宅街である小日向のすぐ近くには必要ないと感じます。茗荷谷駅前は十分ににぎわっていると思います。東京に引っ越してきて3年、文京
区には緑も多く、ビルの少ない地域もあり、気に入って住んでいましたが、がっかりしました。

高層ビルは大反対します。

100メートルという途方もない高い建物をたてることに反対。現在でも空部屋がたくさんある近隣のビルのことを考えると、スラム化することも考えら
れる。税金のムダ使い

（５から矢印をひいてかきこみ）福祉関係に十分に税金をまわして下さい！土地資源の有効利用は賛成ですので、皆に喜ばれる親しみやすい建物を内
容を工夫して下さい。楽しみにしています。

地域住民だけでなく、茗荷谷駅を利用する子供・老人・身体障害者への風害を全く考慮していない。
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107 （区の見解　③，⑧　）

108 （区の見解　⑥×２，⑨(3)d　）

109 （区の見解　③，⑥　）

110 （区の見解　⑦　）

111 （区の見解　①，②，⑨(1)　）

112 （区の見解　①　）

113 （区の見解　⑦　）

114 （区の見解　①，⑥　）

115 （区の見解　②　）

文京区には大災害が発生したときの広域（広い広場という意味）の避難場所がないのではないでしょうか。都営バスの跡地はそういった意味で広い場
所、広場を確保できる文京区の最後のチャンスではないでしょうか。Ｍ８級の大地震が発生した時、そこは、絶好のひなん所になります。地球温暖化
がさけばれる中、広い緑地を確保することは、東京のヒートアイランド現象のかんわにも役立つと考えられます。

文京区の財政はこのままで行くと破たん状態と「寿会館廃止」の説明会でなされました。この財政難の時に21億円もの巨費を補助する茗荷谷駅前の100
ｍビルの構想は賛成できません。区の職員の給料問題（23区内3番目の高額）や職員数（区民数に対して多すぎる）など、まず区側が状況を見直して財
政建て直しをはかってからにしてほしい。
巨大ビルの入居率などもどう考えているのでしょうか。

上記に書かれている通りです。１００メートルビルが何のメリットがあるか、もう一度考えてみてください。ビル風に悩まされたり日当りが悪くなっ
たりと、周辺の方々がとても住みづらくなると思います。また、21億円もの私たちの大切な税金をこんなことに使ってほしくありません。もっともっ
と必要とするところがあるのではないでしょうか。

文京区のかかわり方に問題がある。

○○○のビルでさえ風害がひどくて、小石川（五）の郵便局へ行くのを風の強い日は控えております。超高層ビルは日本の伝統文化に似合わないと思
います。パリでは屋根の勾配まで揃えて統一感のある街並みを大切にしております。バランスのある風景を大切にお願いいたします。地元民が穏やか
につつましく安定の日常にあって、これ以上スーパー等は必要ありません。超高層は中止の方向でお願い申し上げます。

小難しい議論以前の話で、本当に気持ちの良い空間として実現されるか疑問が残る。

もっと区民の生活に根ざした行政を意識してください。

（１）都市計画案は、高層部に住宅を設けることとしているが「第19回文京区政に関する世論調査」で明らかなように、区の施策に対する不満の第一
位に挙げられている、高齢者施策に資する、という視点が全くない。補助金を出すのであれば、老人医療や介護等に資する設備・住宅を設け、文京区
に永く住み続けることを希望する区民の希望に応えるべきだが、その姿勢が全く見られないこと。
（２）100メートルビル建築による環境悪化が深刻である場合の責任の所在が不明確であることを放置したまま、区が補助金を支出するということは、
補助金の源泉である税金を納付している地域住民に犠牲を強いるだけの建築物になる恐れがあること。

街の景観は調和が大事だと思います。埋立地、海浜地域のランドマークではないのです。
１００ｍビルはあまりにも調和を乱します。広場と100ｍビルで茗荷谷をミニ新宿にしないで下さい！！
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116 （区の見解　③，⑥　）

117 （区の見解　②　）

118 （区の見解　①，②　）

119 （区の見解　⑥×２，⑦，⑨(1)　）

120 （区の見解　③×２，⑨(1)，⑨(3)e ）

121 （区の見解　⑨(2)，⑨(3)e　）

122 （区の見解　①，②　）

100ｍビルの建設によって風害は必ず起きると思います。それがどの程度なのか生活感覚で説明し、22億円の公金を使う以上、その補償対策等を明らか
にすべきです。その上で受忍限度云々を説明して下さい。又、都バス車庫・女子アパート跡を含めたもっと巨視的なものが公金を投資する再開発とい
うものではないでしょうか。あまりに微視的です。

空間利用は良いが必要以上に高層も考えようかと思います。

・高層ビルは若者、成年向けの施設で、後楽園付近、池袋などで十分足りている。
・桜並木付近は、並木が美しく整備されることで、街として、魅力、価値が、増している。地域開発というと、ビルを建てると、いうのではあまりに
安直です。老人、子供にやさしい、緑の多い地域として、人をひきつけ発展させていく方向はないのでしょうか。

１．文京区都市マスタープランにある「学生・若者の町、文の都にふさわしい再開発」とあるが、計画には何一つ生かされていない。これは近年各地
で中止に追いこまれているダム計画とまったく同じではないか！こんな計画に税金をつぎ込む理由はない。
２．審議会で「住民に十分な説明をしなさい」と指導され、開かれた説明会も、運営方法、司会者がおそまつで何一つ解答は得られませんでした。
「茗荷谷の環境を考える会」主催で３回目の説明会、質問会を開き、次々と疑問な点が明らかになりました。
１）アンケートによりスーパーマーケットを望む声が多数ありとの事でしたが、当日出席した約５０人のうちアンケートをもらった、回答したと答え
た人は０人でした。全員近隣の住民です。いったいどこの地域のアンケートを採用したのでしょうか。
２）風洞実験等で影響はほとんどなしと結論づけています。質問の結果、区の担当職員は他地区の高層ビルの風害等の調査をまったく実施しておら
ず、現地に足を運び近隣住民の聞き取り調査をするという基本的な仕事をやっていません。区民の税金、国民の税金を使う側に立つ人々を区役所はも
う一度再教育してほしいものです。
多数の質問の結果、区は一部再考してもよいと解答しましたが、日程は動かせないの一点ばりで意見書をだした後、又は審議会の後、計画が変更にな
る可能性がでてきました。
この様な状況では審議会にかける案件としてはあまりにおそまつすぎると考えます。

ビル風の恐ろしさは御存知ないのですか？西新宿のビル街は高令者にはこわくて歩けません。桜の木は皆大事に春が来るのを地域の人は待っているの
です。桜の木を切ると怨念が残るといわれています。民俗学の学者さんにきいて下さい。とにかくはんたいします
近くに保育園もありますし、お店飲食店の経営にもひびきます。
昭和３５年から住んでますがこの通りで交通事故などありませんでした。今後が心配です。

近隣の学校の通学路での大型の建設工事は、大変危険であり、現在でさえ、春日通りの車輌の渋滞や相変らず改善されない駐輪の取り締まりなど、さ
らに悪化する恐れがあり、賛成できない。

ここ２ヶ月程に説明会続けてありましたが、最初から思った通り、出席されている方は、ほとんど１００米建設に反対が強く、このままでは解決は難
かしいと感じます。いつ迄も、このままでは地権者の方も含め、区役所の方も、ぜひとも再検討される事を希望します。
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123 （区の見解　③，⑨(1)　）

124 （区の見解　①，②，③　）

125 （区の見解　②×２，③　）

126 （区の見解　①　）

127 （区の見解　③　）

128 （区の見解　⑦，⑨(3)f　）

129 （区の見解　⑦×２　）

130 （区の見解　②　）

131 （区の見解　⑤　）

132 （区の見解　⑥，⑦　）

併せて我等住民側もただ反対のための反対でなく同じ町会に住む者として、環境の良い町会になる事を望みます。

毎朝ラジオ体操に教育の森に行きますが寒い北風が吹く季節には茗荷谷の駅前は風、雨の強さは私達にはとてもきびしいですこれ以上高い建物では風
の時などは外に出る事さえ思い知らされます。（他区のスーパーマーケットより安い品物が出る事は考えられません）

私は西新宿の高層ビル街に勤務しているが、ビル風が相当に強い。日々実感している為、１００ｍビルが建設された後の風害が容易に想像されるがそ
の対策はどうなっているのか。また、「５」にもあるが、今後は少子化対策等をメインに挙げるべき行政なのに、商業地区ではない茗荷谷に１００ｍ
ビルを建てる意味が見出せない。飯田橋で大規模な再開発を予定しているので、それで再開発事業は十分なのでは？

・学校の多い文教地区と閑静な住宅地が広がる茗荷谷駅前に１００ｍビルはいらない。
・景観も街並にあわないし、風害については、お年寄り、幼児が特に影響を受けると思われるがなにも対策がとられていない。
・地権者がなぜ１００ｍビルが必要かを説明できないし、スーパーを誘致すれば人々が集まるといっているが、そのための駐車場もないし駐輪も、
　もっとひどくなり、環境は悪くなるばかりだ。

茗荷谷という独自の景観を有している地域に他と同じビルを建て独自性を失うのは損失が大きく、長い目で見て計画する必要があると思われる。

風害・下水道の問題、区側が目指している理点がわからないです。

工事中の振動、そう音が心配。説明不足。

2回行われた説明会では、建築基準法に則った合法的な開発計画であると強調し、その説明に終始した印象を受けた。区民の側に立った行政を強く望み
ます。

茗荷谷に１００ｍビルはいりません。

１００メートルビルが建つことで駅周辺の人口が増加するのは当然のことと予想されています。茗荷谷駅は小規模で、現在の状況、つまり駅前の人と
車の流れの悪さ、特に春日通りの渋滞、通勤通学時の混雑、違法駐車駐輪を考えると、まずはその対応が先ではないでしょうか？環境が整わずに建物
を建ててしまうほうのが混乱を招くことは子供だってわかります。
文京区に４０年近く住んでいますが条件は悪くなるばかり。いったい区内で何が起こっているんですか？かなりオカシイですよ。

文京区役所の建設による赤字のおかげで福祉に大きな影響をあたえ、その改善にも満足に答えを出してもいないのに、又こんな事をして区長はどうか
しているのでは？区長はだれの為の政治を行っているのですか？なぜ弱者の味方になってくれはしないのですか？文京区民として悲しくなります。
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133 （区の見解　⑦，⑨(2)　）

134 （区の見解　①，⑥，⑦　）

135 （区の見解　③　）

136 （区の見解　⑥　）

137 （区の見解　②，⑤　）

138 （区の見解　②　）

139 （区の見解　⑨(2)　）

140 （区の見解　①，③，⑧　）

「文の京」と自称する区でありながら、文化を感じさせるのは昔の建物と学校と学校跡地の公園だけ。後楽園のシビックセンター周辺は景観が破壊つ
くされ「文の京」の中心として文化を感じるものは皆無。今また、ここ茗荷谷を破壊すべく当計画が推進されようとしている｡後楽園は都営三田線、大
江戸線、丸の内線、ＪＲ水道橋近くで文京区のＨＵＢ故、住民を無視した開発が今も続く。完全にコミュニティが破壊されつくした。でも茗荷谷は違
う。ＨＵＢではない。住民も静かな環境を親って集まっている。学校が集積する文京地区だ。それをどこにでもありそうで、誰でも考えそうな２０世
紀の汚物のような計画で破壊しようとしている。「文の京」のまさに文京地区であることを地権者も文京区と開発関係者も自覚し、少数の金銭欲を満
たすだけの無責任な本計画を撤回されたい。

生後同じ地区に８０年育ったものとして、「文の京」を称えている区議会が、何の「文の京」づくりの哲学（考え方）のないことを示した開発事業で
あり、断固と反対致します。
何をこの地区に開発の要があるのか、住民が納得する問題点を明示し、議論すべきです。
教育の地区としての文京区の持つ特性をいかすのに不要な出費は止め、もっと有効に税金を使って欲しい。

小石川一丁目、千石と高層ビルが完成し、風害の状況も具体的なデータとして出てきているかと思います。風によって自転車に乗った小学校が転倒す
るなどの事故が起きている現実を文京区はどのように受け止めているのでしょうか。

５．の事項、共感できます。同じ区内に住む友人が、保育園は順番待ちと言っていました。
少子化社会である今、子供を沢山産みたくても、金銭的な問題や地域環境がよくないため産めない人がいると思います。私たち２０代がもらえる将来
の年金はこれから産まれてくる子供たちにかかっていると思います。そのためにみ、今一番必要とされていることに税金を使ってほしいです。

子供が小学生の為どうしても通る道なので心配です。（高さが１００メートルビルまで必要なのですか考えてほしい）

春日通りのマンションと同じ高さを希望します。

次世代を担う子供たちは負の資産ばかり承継されられてまで、この区民税のめちゃめちゃ高い故郷にしがみついて生活するでしょうか？私も２人の子
供（１８才、１３才共に男の子）にはココをすすめられません。現に１８の兄の時と比べ、今年、文京一中に入った弟の方の教育環境はかなり悪化し
ていて驚きました。

駅前再開発に対する私見
１）国道よりの進入口、駅ビルと○○○及び数件が開発反対で再開発より除かれ、前面道路が旧来のまま４ｍの巾員ではすっきりした再開発ビルとは
云えないのではなかろうかと思います。再度反対地権者と良く談合の上、地型のよいビルを建築することを願います、防災上から疑念を感じます。
２）風害、駅ビル建設の時点でも事前に調査されたのだと思考しますが既状実態は雨風の時、Ｔ字路に於ては強い風のため（いわゆるビル風が起き）
南方面より駅を利用する場合困却しており、私も被害者の１人ですが過去に傘２本を破損しました。
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141 （区の見解　⑥，⑨(3)h　）

142 （区の見解　⑦，⑨(1)　）

143 （区の見解　①，②，⑥，⑨(2)　）

144 （区の見解　①，②，③，⑧，⑨(1)　）

145 （区の見解　①×２，③×２　）

146 （区の見解　⑥　）

147 （区の見解　③　）

依って高層ビルが建つことにより、依り強いビル風が起き近隣の駅利用者はめいわくすると思います。開発ビルを建設するための予算、経費等に掛る
金銭上の問題で高層ビルを建てるのであれば、建設を止めるべきだと思います。近隣の方は現状に不自由を感じていないと思います。

無駄に税金を使うな！茗荷谷駅集近（特に１億円もらえる人達）の出す生ごみの臭さとそれに寄ってくるカラスの多さにはたえられない！そうゆう所
から変えていってほしい！

文京区煙山区長殿　立場上もっと区民の事を考えて下さい。茗荷谷駅は外部より通う人々です。混むだけ。何をやっても商売はむりの場所です。

・行政の一方的な再開発に反対
・地域環境に合った建物を（１４階建位い）
・民間マンションを建てるのに何故２１億円も？
・文教地区に合った開発を

○○○です。店境界線から道路を入れ１０ｍのところに１００ｍビル建とうとは夢にも思わず？ビックリ。近年は国際通り外務省の跡地を○○○が
買った為。東南アジア留学生を始め、白いから黒までの学生が通るようになった。本国に帰ればその国を担う逸材になる人々です。そこに風害ビルは
いらない。スーパは○○○と○○○見てもベンリの所に車、自転車を置いてある。勤通学＋スパでは、大混乱、今現在でも自転車をどけて車がようや
く、通る駅前はこの地に５８年間み続けています。８ｍ通路（災害時に教育の森にぬける避難路とある。都バスのガソリン貯蔵タンク２基そして、都
バス７０台がガソリンを積んでいるなぜ、災害時に避難路になるのか？地権者の為の建てものを街並み合致した

・この夏の暑さを考えると、大きなビルの冷房の換気熱が放射されさらにこの付近が暑くなる。
・数十年後（あるいはもっと速く）空きビルが続出するといわれているのに建てる必要があるとは思えない。
・このビルが何百年という単位で保存されるような価値ある建造物になるのか？必要がなくなって、壊された時の建築廃材は大きな環境問題となる。
・今、必要なのは高層建築よりも文京区内（この付近でも）減り続けている緑を増やすことだと思う。

特に私は五番の文京区の赤字財政を何とかして再建すべきだと思います。それが出来ず、区民が学習室も充分使えない状態なのに、２１億円もの補助
金を出そうとの計画をするなんて論外です。

風環境について補足資料によると建設前と後で４ヶ所程度ランクが上がっているのみで他の地点では殆んど変化ないとの評価になっている。とても信
じられない評価である。
昨年１０月２８日、境市の風害による損害賠償訴訟で住民勝訴の大阪高裁判決があった。それによると高さ３５ｍ１棟と５７ｍ２棟のビルが原告の家
屋から２０ｍのところに建てられた結果毎秒１５ｍを超える風速が出現するのが建築前は年２回であったのが年２６回と大幅に増え、危険レベルであ
る毎秒２０ｍを超える風速の出現頻度が年０回から６回に増加した。その結果、原告家屋の瓦が飛ぶようになり転居を余儀なくされたため慰謝料等を
求めたものである。
地形とかビルの形状とかで一様には言えないとは思うが高さ５７ｍで上記の様な被害が出たとなると１００ｍでは半径５０ｍ位の所までは村上基準で
いうランク３からランク４位の環境になるのではないかと思われ恐しくなって来る。
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148 （区の見解　②，⑦　）

149 （区の見解　①×２，⑤，⑦×３，⑨(3)g ）

150 （区の見解　②，⑥，⑦　）

151 （区の見解　②　）

152 （区の見解　①×２，②，③　）

153 （区の見解　①，②　）

もし建築側の予測に反して人的、物的損害が出た場合、区、建築主建築業者はどう責任を取るのか存念をききたい。

全区民に対する広報でのきちんとした説明、公開なしに具体的な話（計画案等）が一部の関係者の間で成立させられ、その結果が一部の区民にようや
く発表されたということ。説明会というより報告会で質問として区民の意見は聞きながされていることへの怒り！！でいっぱいです。１００ｍなんて
絶対に許せません。環境破壊としか言えないです。

１）〔イ〕当初の再開発事業計画から今日まで年数をかけて検討されてきたにも拘らず、何故最近になって急に１００ｍビル計画が出てきたのか、多
くの方々が疑問を感じているのは事実です。この疑問に対し区担当者の説明会（７月４日）では唯この１００ｍビル建設には法的問題はないと回答し
ていますが、法的問題がなければそれでよいのか？地域のため、住民のためにと役所の方々はよく言はれますが、それはその関係する一部地区のため
だけでなく何等かの影響を受ける付近の住民等の意見をもよく聞いた上で計画をすることではないでしょうか。
〔ロ）〕また、当初計画された頃に比べ時代の要請は大きく変化してきております。これからに時代のキーワードは『安心と安全』です。特に教育機
関の多い茗荷谷にとって大手スーパーの誘致など商業の振興よりは、『環境の問題、治安の問題、災害対策』を最重点として本計画を再検討されるこ
とを強く望みます。
２）先日の説明会で配布された計画の考え方と景観イメージについて
〔イ〕駅前（憩いの広場）駅前イメージ図（※イメージ図であり、実際とは異なることがあります）緑に囲まれた広場奥行１２ｍと記されています
が、この程度の広さでは憩を感じられる状況ではなく、設計、建設業者のよくある宣伝デザインにすぎないと存じます。
〔ロ〕計画される駐輪場も現在の駅周辺の状況を緩和するには程遠い広さにすぎず唯ビル推進の言訳にすぎないと考えます。
〔ハ〕建物の圧迫感を緩和するための壁面緑化とありますが何故身近な方々に圧迫感を与える建物を建てるのか？行政の原点にかえってこの計画を再
検討すべきではないでしょうか？

本当に区民住民の声をきいての開発なのでしょうか？実際に意見をきかれたことはありません。一部の利益の為だけにこれだけの予算が使われ、その
為に、保育園の民営化など、福祉の切り捨てが行われているのはおかしいと思います。何よりも守るべき子ども老人のことを考えてください。
また、自宅の目前に１００ｍのビルが建つとしたら・・・ということを計画者は考えてほしいと思います。自分の家が影響を受けるとしたら・・・同
意できますか？！毎日、何かにおびやかされながら暮らせますか？

２０階以下が望ましいと思います

なぜ１００ｍでなければいけないのか、その説明はいつもはぐらかされます。利益がでないから、いやもっといろいろなシュミレーションを作り、皆
が納得いくように計画はできないものなのか。以前の計画では駅と一体化してという案があった。そうなればいい街ができるのかなとの期待もあった
が、ポツンと１００ｍビル！もっと大きな計画の上での街づくりを考えてほしい。今でも駅ビルができてから風の強い日お老よりがころんでいること
もある。これ以上はみていられません。皆が住みやすい街“よかった”と云える街づくりを望みます。

これ以上文京区の町をこわさないでください。不忍通り、春日通り・・税金（住民税）ほしさにバンバン高いマンションを建て、町並みを破壊する区
政は問題ありと考えます。
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154 （区の見解　①，②　）

155 （区の見解　⑥　）

156 （区の見解　⑨(3)i　）

157 （区の見解　①，②，③×２　）

158 （区の見解　①×２　）

159 （区の見解　②，⑤×２，⑥　）

160 （区の見解　②，⑥　）

161 （区の見解　③　）

162 （区の見解　②，⑦　）

163 （区の見解　②　）

建設許可の取下げを強く要望いたします。学生の街､文教の街にサンシャイン並みの高層ビルは似合いません｡せめて５０m位に｡

再開発は良いと思います。でもなぜ１００Ｍのビルが必要なのですか。血税を使うなら若い人が安心して結婚し子供を生める様な区にしてほしいと思
います。

・１００ｍのビルは不要、その１/３位で良い。
・その縮小した財源を福人施設、老人ホーム、介護センター等の建設費用
に使用してもらいたい。
・駅周辺の都市計画であれば駐輪場の整備、駐車場の設置とか今度のビル建設の折に完全にやってもらいたい。
・消防上のこともあり公道には自転車等を置かせない様にして欲しい。
・計画はずい分前よりあるのに住民への説明が足りないと思う。

個性豊かで歴史的遺産も多い茗荷谷地区に画一的な開発はあまりに安易で国際都市東京の魅力がどんどんそぎ落される感あり。この高層化は文京地区
にも波及し、緑豊かで低密度の環境が失われることを危惧します。茗荷谷、文京区の魅力、コンテクストを守ることは長期的に重要だと思います。

現在、また将来において、高齢化がますます進み、ますます老人福祉問題が増える。最今、赤字財政の中での２１億円もの補助金をこの事業に費やさ
れることか？納得いかない。老人福祉にもお金を費やして明るい住みやすい社会になるよう努めてほしい。

「反対意見の提出ない人は賛成とみなす」という判定の下し方は理にかなっていないと思います。

１．居住性の好環境に満足している現況から１００ｍビルに景観殊に午前の日照が完全に奪われてしまう。また、電波障害の恐れも。
２．音羽通り六義園周辺の１４階建規制同様ならば容認できる。
３．茗荷谷での超高層は将来の維持管理に規模、利用内容から困難が容易に推定できる筈。道路、ダム、箱物その他の構築物の管理（収支バランス
面）で幾多の失敗例があり、無謀との懸念が大きく賛成できない。

地域住民に対するメリットが何も感じられない。区や地主のみの利益しか考えられてないのではないかと思う。
１００ｍのビルを建てたことによって地域が活性化されるとは思えない。
文の京らしい都市計画をもっと考えてほしいと思う。

ビル風が心配です。
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164 （区の見解　①，②　）

165 （区の見解　①　）

166 （区の見解　③　）

167 （区の見解　⑨(3)　）

168 （区の見解 ③，⑥，⑦×２，⑨(1) ）

１００ｍ超のビルだと電波障害を受ける範囲が広いはず、特に東京タワーから対角に位置する窪町小、教育の森方向の地上波を見ている家は、電波障
害が必発する。

すみなれたこのいえでくらしたいです。

１．について補足
茗荷谷駅前地区市街地再開発事業（以後同事業と記す）の通知を文京区より初めて受けたのが平成14年12月であり、平成9年より街づくり研究会として
情報を得ていた他地権者に比べ同事業を検討する時間が極めて短く、不平等な立場に置かれている。当方は再三上記の件（当方に通知が遅れた事）の
説明を求めたが、誠意ある返答は区より無く、区の説明は杜撰と考える。
さらには当方の所有する不動産の権利関係を誤認した内容の書簡が、同事業準備組合理事長より区議、議長に提出されている。この様にいい加減な準
備組合を指導している区の責任は重大であり、この書簡が区議会での同事業決定に影響を及ぼしたのであれば、個人の財産権の侵害に当たると思われ
る。当方は都に、所有する文京区大塚の土地、建物の固定資産税、都市計画税を納めているとはいえ、区より行政上のサービスを受ける権利は当然有
すると考えるが、サービス以前の財産の保護や情報の開示すらなされていないのが現状である。
２．３．について補足
１００ｍビルは景観問題や風害等の環境問題を内包しており、すでに周辺住民から多くの反対意見が提出されている。この様な状況下では、地域住民
との調和を重んじる一地権者として、同事業に賛同できない。
４．について補足
記載されている様に地元の商店街に悪影響を及ぼすのであれば、やはり地権者として同事業に賛同しかねる。
５．について補足
補助金は国や都からも交付されると聞くが、地域住民の反対が強いのであれば同事業の必要性が了解できず、地権者としてだけでなく、一納税者とし
ても同事業に反対である。
追記
①　　平成16年7月26日付け「都市計画の案について（文京区告示第80号）」より街区番号Ⅰ、Ⅱといった記載がなされている。以前の告示ではこの記
載はなく、どのような経緯で街区が決定されたのか全く説明が無い。地権者として、この変遷について情報開示を要求する。
②　　文京区告示第81号「都市計画の案について（東京都市計画高度利用地区に係る都市計画の案）」に対しても前期１から６の理由により高度利用
を図る意図に賛同できず、反対である。

２７階の高層ビルは反対。

５０mビルであれば考えますが・・・やはり、１００mは必要ナイし、茗荷谷には似合わない気がします。現在住んでる人達の気持ちも大切にしていか
なくチャ・・・
ワケのわからないどーでも良い、まとまりのない街になってしまうかも・・・。

反対理由は１～５迄のすべてであるが、不相応な区役所の建設が財政悪化の元凶とも思えるのに、懲りることなく今回の計画を推進していることに憂
慮を禁じ得ない。文京区は地味なまちでありたい。（序でに後楽園競輪絶対反対）
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住所・氏名の記載が無い意見書は、提出人の特定ができないため、意見書として受付けていないが、記載意見を参考としてまとめた。

参考　自由記入欄の意見

1 （区の見解　①，②　）

2 （区の見解　②，⑦　）

些細は論外として、文京区長、しっかりして下さい。都内に於ける「文京区」の存在意義を真剣に考えろ。
いかなる理由をつけようと、高層ビルは必要ない。
同じ労力と資金を使うなら、公園等、区に相応しい施設の設置を考えろ。
因みに我家庭は計画を続行するなら文京区に失望し、転居する。

参考  共通書式による反対の意見書のうち、住所、氏名の記載がなかった意見書　２通

規制緩和になってから、どんどん再開発が進み、何階という制限がなくなり、建築が許可され、住民の話し合いが間に合わず、みんな泣きねいり状態
が現状です。小石川１丁目は特にひどく、高層建築のそばの住民は、風の強いには、歩くことも出来ず、飛ばされてしまいます、高いビルは、なぜ必
要なのですか、文の京にふさわしい町づくりを切にお願い致します。

内　　　　　　容
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区の見解

自由記入欄の意見

1 （区の見解　①）

2 （区の見解　①×２）

3 （区の見解　①）

4 （区の見解　①　）

２-１　共通書式による応援の意見書　264通（264名）

応援すると記載された共通書式による意見書には、7つの目標が印刷されており、自由に記入できる欄がついている。

　左記7項目の目標を達成する為には、地域特性や地域貢献などを踏まえた
建築計画を誘導できる市街地再開発事業を推進する必要がある。
　区は茗荷谷地区駅前地区準備組合の協力を得、また、関係行政機関との協
議を重ねた末に、都市計画案を立案した。
　区はこれからも、茗荷谷駅前地区市街地再開発事業への期待に応えられる
よう、地権者をはじめとした地域住民と協力し合い、地域に貢献できる事業
を推進していく。

などの目標達成を願い、再開発が進むよう応援します。

共通書式による応援の意見書のうち、自由意見の記載されたもの　62通（62名）

地域住民、通学・通勤者が安全に歩行できる空間の確保。

災害時の避難通路の確保。

消防活動困難区域解消への寄与。

連続する緑の道。

意見及び7つの目標

放置自転車の無い駅前。

食品スーパーマーケットなど生活利便施設の整備。

緑に囲まれた広場の創出。

内　　　　　　容

　私は、茗荷谷駅前地区市街地再開発事業が掲げている

茗荷谷駅前を表玄関として、明るくより良くする。

内　　　　　　容

おしゃれなニュータウンに生まれ変わってほしい。

文教地区の中心となる街並を作る再開発は是非とも必要です。

再開発事業を､速やかに進めてください。

私の勤務先は再開発地区内にあります。いずれ利便性の高い新ビルに入れることを首を長くして待っています。一日も早い事業の推進･実現を希求しま
す。
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5 （区の見解　①　）

6 （区の見解　④　）

7 （区の見解　④　）

8 （区の見解　①×２　）

9 （区の見解　④　）

10 （区の見解　①　）

11 （区の見解　①　）

12 （区の見解　①　）

池袋､大塚､後楽園という大きな町にはさまれて今ひとつインパクトにかける茗荷谷という場所が新しい再開発で､若々しい､緑の多い学生街として生まれ変わると素敵
だと思います。

駅前であるこの地区は他の地区の再開発地区に比べ､最も地域住民､通勤者が利用する頻度が高い場所です。すなわち最も社会貢献が高い開発ではないでしょう
か。
ぜひみなさんのご協力をお願いします。

再開発の動きの中で､家屋を建て替えずに待ちつづけた人たちの望みを純粋に叶えるべき時である。

放置自転車があるため歩道にならない歩道。
再開発地区の緑の少なさ。
早い再開発を望みます。

歩道がとても狭く､不便です。早く再開発が進むことを希望します。

再開発準備組合ができて､10年以上の歳月が経過し､その準備に取り組んできた人たちの高齢化が顕著です。是非とも､その努力が一日も早く結実しますように近隣
住民の温かい支援を望みます。

公の場所が増える､広がることが､地域住民にとってはとても大切だと思います。個人にはできない地域の活性化が広がります。日本の都市開発は個々
の住民や､個々の企業の周辺を考えない開発によってますます共同体意識が薄れ温かみの無い､殺伐とした社会に変わりつつあります。現在､未来へとつ
ながっていく時､公共性を蔑ろにしてはならないのではないでしょうか。

歩道が狭く自転車の往来も多く､大変危険に感じていますので早急に整備を望みます。
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13 （区の見解　①　）

14 （区の見解　③，④　）

15 （区の見解　①，⑥　）

16 （区の見解　①　）

17 （区の見解　③　）

18 （区の見解　①，③，④　）

19 （区の見解　③　）

20 （区の見解　⑧　）

21 （区の見解　④，⑤　）

道路拡幅の準備も進む中で､駅前再開発は､今の社会情勢のニーズでもある。

近年茗荷谷駅は近代的に新築されとても利用しやすくなりました。また､駅より少しはなれたところにもオフィスビルが増え駅を利用する人々が格段と増え確実に茗荷
谷の町は発展しつつあります。しかし、せっかく駅前は広く美しく変わりましたが､駅の左側は右側に選べて古い家屋が多く美観も損なわれています。
それと何より駅の左側の通りの道幅は非常に狭く最近とみに増えた通勤者と3･4校の学生たちとでとても歩きにくい状態です。学生たちの登下校､特に雨の日は小学
生たちにはとても危険です。
しかし、この町は一歩奥に入れば町の人々の為の立派な公共施設があり緑が多くゆったりとくつろげる清潔な公園があり､今ではどんな町でも見られる過激な風俗営
業の店も無く､安心して子供も育てられる環境の良い住みやすい町だと思います。春日通りを走るたくさんの車の窓から見える茗荷谷駅前の風景もこの町の住民みん
なが誇れるような街並であって欲しいと思います。この町で育ち今も家族が暮らすこの茗荷谷の町が大好きな私の願いです。

住宅が増え､それにともない人口も増え､今以上の活気に満ちた町となり､何より文京区としても税収が増えると思う。

｢時期尚早｣という言葉の正に対極にある状況下に私たちは置かれている。開発を待って､待って､10年以上が経過した。これ以上｢待つ｣ということを強いる力が､どこ
にあるのでしょうか！

建物を集約して､地域に開放された安全な公園､緑道､歩道の拡幅等を実現して欲しいと思います。

出勤の最寄駅は茗荷谷です｡文京区は､緑の多い地区です｡よりネットワークが開かれるよう､駅前に緑の広場ができることにより､教育の森や大学の緑との連携ができ
ると思います｡また､朝通学しているお茶大生や跡見多くの学生が細い歩道をあふれるように歩いているのは､危険な感じがします｡一刻も早く､再開発が完成すること
を願っています｡

現在の雑然としたまちの状況が改善され､緑豊かな広場のあるような駅前になれば良いと思います｡

私たちの地区は木造建築が密集し､すでに建て替えの時期を迎えています｡

茗荷谷駅を起点とした対象再開発地区への導線が確保されること－放置自転車が解消され､子供たちが安全に通行できるようになることを切望します｡
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22 （区の見解　①×２，④×２　）

23 （区の見解　①，③，⑨(3)　）

24 （区の見解　①，⑤　）

25 （区の見解　①　）

26 （区の見解　①　）

27 （区の見解　①　）

28 （区の見解　①，④，⑤　）

29 （区の見解　①，④，⑦　）

実際に再開発の話が出てから約30年は過ぎようとしております｡その間､地権者は高齢化､建物は老朽化し私共は生活に大変不便を感じております｡また､衛生面で
も､ライフラインにおいても下水道の不備による道路の陥没､害虫による被害が出ております｡
春日通りは朝･夕の通学路が道一杯になり､反対方向への通行は車道を通っている現状です｡いつ事故がおきてもおかしくない状況です。その上､道路に大きな看板
のようなものを置いている店もあり､それでよくぶつかりかすり傷を負う事もあります。
再開発による不安もありますが、地域がより安全な生活を営む為には、必要な事業だと考えております｡

○　ペット可
○　現在再開発地区に住んでいる住民が納得する居住スペースと商業スペースの確保
○　屋上庭園（ペット散歩可）

通勤で来てますが駅前の自転車で困っています！早く再開発してください！

以前に店舗が有った所で(○○○）、一日でも早くビルを完成してまたテナントとして居りたいですし街に活気が出るのが楽しみです｡

文京の街らしく

茗荷谷の駅は､私が小さな頃から住んでいますが､本当に住みやすく大好きな町です｡近くにスーパーなどもあるし､緑も多いし、なにより安心して町を歩けます｡このま
まの街づくりをしていただきたいと思います｡

茗荷谷に住んで40年になります。
時代も変わり駅もビルになり住む人通勤､通学も多くなり駅付近など自転車の洪水そして駅より都バス車庫方面歩道は人が車道にはみ出しとても心配です｡
早く進むことをお願いします｡
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30 （区の見解　①×２　）

31 （区の見解　①，④×２　）

32 （区の見解　①，②，⑨(3)j×２　）

33 （区の見解　①，④×２，⑤　）

34 （区の見解　①×２　）

35 （区の見解　①，④　）

茗荷谷駅前の開発には賛成いたします｡そのためには､駅前の広さを確保してすきっとした調和の取れた風景を望みます｡
そのための青写真がわからないので､もう少し詳しい資料作成が必要かと思われます｡そうしないと､周りの方々との賛同を得られないのではと思います｡

学園都市のこの界隈で歩道の狭さに困惑しております｡ましてや雨の日には傘をさして歩く時三列位になって歩いてるので雫が肩にかかったりいやな想いをしたこと
があります｡
人口密度も高くなり発展してゆくのは賛成です｡この度の開発は茗荷谷としては進めて欲しいと思っております｡

この再開発がなくなれば､国道側だけの建替えが起こり､奥はそのままになる｡それが､この地域のためになるとは､とても思えない｡
早期実現をお願いします｡

開発には大賛成ですが､20Fのビルには反対です｡
10Fを二つたてるくらいの方が良いと思います｡
シビックセンターの例もあるようにエレベーターの問題もあるし、電力消費のこともあるし高いものがより近代的であるということは無い｡エネルギーのかからない建物こ
そこれからの人の幸せではないか？

茗荷谷駅を利用するようになって、26年目を迎えた私ですが､駅ビルが新しくなっても、駅前の道の狭さは変わりありません｡歩道も人であふれ思うように道を歩けない
程です。放置自転車の多さにも驚きです｡
茗荷谷駅前を表玄関として､明るくより良くする茗荷谷駅前地区再開発事業が進むよう応援します｡

袋小路の奥で仕事をしてきたもの(住民の方はもとよりですが)にとって、この再開発は年来の悲願です｡安全で､快適で､美しい街へと一日も早く生まれ変わって欲し
いと切望しています｡

学生時代から30年間｢茗荷谷｣駅の乗り降りをしている私として感ずることは、この駅は地域の駅であるとともに児童生徒､学生たちの駅でもあることです｡
朝方は､春日通り沿いの歩道が筑波大付属の小学校､中学校お茶大付属の子､、それに跡見学園の中学･高校生で道が一杯になり､ここをコンビニ等の車が通り抜け
ていきます｡帰りの通勤時間にも同じような状況になります｡
ここは駅周辺全体を整備し､生活環境としての価値が高まる方策が施されることを切に期待します｡
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36 （区の見解　⑤，⑧，⑨(3)k　）

37 （区の見解　②，⑧　）

38 （区の見解　⑧×２　）

39 （区の見解　④　）

40 （区の見解　①，④　）

41 （区の見解　①　）

42 （区の見解　①×２　）

43 （区の見解　①　）

44 （区の見解　①×２，④　）

現在の駅前は道幅も狭く､ぎっしりと放置自転車が置かれ､人とぶつかりそうになることもしばしばです｡よく目の不自由な方とすれ違いますが､うっかりしていると正面衝突
しかねません｡このような状態で万が一災害が起こったら､至近の避難場所にすらたどり着けないでしょう｡身体の不自由な方や子供･老人でも安心して暮らすことが出来
る街並を是非整えてください｡

古い家屋の多い地域なので、火災､地震などが心配です｡
駅前にランドマークとなる建物が出来れば街もにぎわうでしょう｡

駅付近の道路は大変狭く、自動車まして大型車両が通ると、歩行者は大変危険です｡またこのような状態では、万一の時の緊急車両の通過にも支障があります｡ぜひ
安全な住･交通環境を整備するため再開発事業の推進をお願いします｡

災害時､自分はどのようになるのだろうと奥まった小路の端場で不安に思います｡安全に暮らせる街にしてください｡

駅前の拓大へ通ずる道は車が通ると歩行者のスペースがなくなりこわいです。

再開発がすみやかに進むことを希望します｡

このまま､再開発が進まないようでは､老人の多い茗荷谷地区はゴーストタウンにもなりかねません｡旧いところの長所を残し、新しい所の長所を取り入れ､ぜひとも住み
やすい茗荷谷にして欲しいと思います｡

安全で清潔な空間

長年にわたり､茗荷谷駅を利用し､通勤しているものです｡30年間、この土地の変化を見ているわけですが､その間､やっと駅舎の入っている駅ビルが完成しましたが､
その周りの開発は教育ビルにしても､今回の再開発地域にしても一向に変わることなく､学校がたくさんあるわりには､生活に密着した商業開発もなく､歩道は狭く､足元
も整備されていない状況があり､ここを利用している人たちは､この再開発を待っていた感があると思います｡“やっと､やっと変わるのか”と。土地に関する問題は､所有
者の損得が議論の中心でしょうが､そこに残ると決めた時には､影響はまぬがれません｡多くの人たちや地域のことを考えて､再開発に踏み切るべき時ではないでしょう
か｡
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45 （区の見解　①　）

46 （区の見解　①　）

きれいな町にしたいですね

47 （区の見解　⑦　）

48 （区の見解　④　）

49 （区の見解　⑧　）

50 （区の見解　⑧　）

51 （区の見解　①　）

52 （区の見解　①　）

53 （区の見解　①　）

54 （区の見解　①　）

55 （区の見解　①　）

56 （区の見解　①　）

57 （区の見解　①　）

58 （区の見解　①　）

59 （区の見解　①　）

再開発の早い取組みを願っております。

周りが納得する再開発を・・・。

茗荷谷をもっと有名にしたいです｡

子供と歩いていても、安全で快適なゆとりある歩行者空間を再開発事業により整備していただけることを強く願います。

関東大震災が起きた時のためにも、災害時の避難通路の確保は、重要だと思います。

災害に強いまちになることを望みます。

多くの学生が誇れる様な立派な駅前に変わる事を期待しています。

早く造って欲しい

将来につながる魅力ある街づくりをお願いします。

魅力ある街づくりをお願いします。

賛成

土地の有効活用と、良好な住宅・スーパーマーケットの建設は、この地域に早期必要とされている。

早期に建設を進めて欲しい。
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60 （区の見解　①，④　）

61 （区の見解　⑤　）

62 （区の見解　④　）

事業の早期実現を期待しています。

学生達の歩きやすい空間形成をお願いします。

様々な人が憩うことのできる空間が欲しい。駅前の立地を生かして、住民がより快適にすごせるまちになってほしいと思う。

放置自転車のない駅前にしてほしい
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区の見解

参考　自由記入欄の意見

1

2

3

4

5

内　　　　　　容

賛成

災害時の避難通路の確保。

連続する緑の道。

などの目標達成を願い、再開発が進むよう応援します。

　左記7項目の目標を達成する為には、地域特性や地域貢献などを踏まえた
建築計画を誘導できる市街地再開発事業を推進する必要がある。
　区は茗荷谷地区駅前地区準備組合の協力を得、また、関係行政機関との協
議を重ねた末に、都市計画案を立案した。
　区はこれからも、茗荷谷駅前地区市街地再開発事業への期待に応えられる
よう、地権者をはじめとした地域住民と協力し合い、地域に貢献できる事業
を推進していく。

　私は、茗荷谷駅前地区市街地再開発事業が掲げている

茗荷谷駅前を表玄関として、明るくより良くする。

放置自転車の無い駅前。

緑に囲まれた広場の創出。

地域住民、通学・通勤者が安全に歩行できる空間の確保。

消防活動困難区域解消への寄与。

２-３　共通書式による署名式の応援の意見書　297通（1062名）
応援すると記載された共通書式による署名式の意見書は、4名まで署名が出来るようになっており、7つの目標の目標と自由に意見を記
入できる欄がついている。

意見及び7つの目標

食品スーパーマーケットなど生活利便施設の整備。

内　　　　　　容

是非、早い着工をお願いします｡

文京区の基本構想｢文の京をつくる｣を大切にしながら､車が来ても放置自転車の為､脇へよけようもない駅周辺の整備など改善できるところは改善して
ほしいと思います。

共通書式による署名式の応援の意見書のうち、自由意見の記載されたもの　29通
4名まで署名できる書式になっているため、自由意見として記載された意見が誰の意見か特定できないため、記入された意見は参考とし
ている。

頑張って下さい｡

3年間通学で利用した茗荷谷駅がきれいになることを期待しています｡
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6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

茗荷谷の駅に行き交う人たちの年齢層などを考慮して、それに見合った駅周辺の開発と時代に即した子ども･高齢者に優しい街づくりを期待します｡

茗荷谷駅前地区が再開発により、住み良い環境に生まれ変わることを応援します｡

是非街の発展に寄与してください｡

商店が多く、人がいっぱいの方が、夜もこわくなく楽しい町が良いと思う｡

古き良き時代の香りを残す文京区は犯罪も他の区に比べて少ないと思われます｡再開発にともない犯罪が増加する様では、賛成の手をあげた意味があり
ません｡そこを最重視して、開発を進めて下さるとうれしいです｡

何十年も前から聞いていますが今だに実現していませんね｡いろいろ困難なことはあるのでしょうが一日も早い実現を望みます｡

賛成

日本全体が良くなることにつながります｡賛成です｡

どちらでもいいです！

学童が安心して通学できる周辺環境を望みます｡

自転車も通行人もゆったりと歩ける歩道を！！

夜になっても危くない環境、安心して歩ける道を求めます｡学生街にしては本屋が少ないのはなぜだろう｡

地震等、災害に強い街並みをつくるため、一刻も早い地区再開発等による整備を希望します｡

○
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20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

在住、在勤、在学の人たちにとって住みやすい街づくりを期待しますが、再開発が目ざす、表玄関としての駅のイメージが漠然としている気がしま
す。コンセンサスが得られずとも目ざすものは、明瞭であって欲しいと思います｡

着工早くお願い致します｡

自転車で駅まで行けないのも不便なもの、区営バスを走らせたところ15分30分おきじゃ不便、チョット行きたいと思った時に自転車でやはり行きたい
のです駅地下など自転車置場をきちんととって整備して欲しい！

駅サイドの開発がおくれているので、もっとすむーずにみんなが協力し合って開発に努力してほしいです｡

茗荷谷駅前地区再開発により、地域の発展が進むと考えます｡是非、実現する事を望みます｡

早期実現を望みます｡

美しい街並に変わることを、期待しています｡

安心安全なまちづくりは大賛成です｡

1日も早い再開発を希望します！

じん速に、計画を進めてください｡
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区の見解

自由記入欄の意見

1 （区の見解　④，⑤　）

仕事で茗荷谷をよく利用する。現在の駅前は違法駐輪でひどい状態であり、非常時も心配である、再開発での無電柱化を含む、きれいな街並整備、特
に歩行者が歩く部分の整備を望みます。

内　　　　　　容

　左記7項目の目標を達成する為には、地域特性や地域貢献などを踏まえた
建築計画を誘導できる市街地再開発事業を推進する必要がある。
　区は茗荷谷地区駅前地区準備組合の協力を得、また、関係行政機関との協
議を重ねた末に、都市計画案を立案した。
　区はこれからも、茗荷谷駅前地区市街地再開発事業への期待に応えられる
よう、地権者をはじめとした地域住民と協力し合い、地域に貢献できる事業
を推進していく。

茗荷谷駅前を表玄関として、明るくより良くする。

などの目標達成を願い、再開発が進むよう賛成します。

共通書式による賛成の意見書のうち、自由意見の記載されたもの　１通（１名）

連続する緑の道。

地域住民、通学・通勤者が安全に歩行できる空間の確保。

消防活動困難区域解消への寄与。

２-２　共通書式による賛成の意見書　20通（20名）

賛成すると記載された共通書式による意見書には、7つの目標が印刷されており、自由に記入できる欄がついている。

意見及び7つの目標

　私は、茗荷谷駅前地区市街地再開発事業が掲げている
内　　　　　　容

災害時の避難通路の確保。

放置自転車の無い駅前。

食品スーパーマーケットなど生活利便施設の整備。

緑に囲まれた広場の創出。
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３　自由書式による反対の意見　5通（5名）
５通の意見書ごとに意見を整理した。

内　　　　　　容 区の見解
1

　文京区都市マスタープランでは、茗荷谷駅周辺は、再開発を促進し、都市
機能の更新を図るとともに、地域住民や学生の多様なニーズに対応できる商
業機能の集積を図り、にぎわいのある地域拠点を形成するとしている。
　また、マスタープランをより具体化した茗荷谷駅周辺まちづくり基本計画
では、多様なニーズに対応した活気のある地域拠点の形成及び、バス車庫を
含む駅前再開発の早期実施により、駅前交通環境を改善し安全で快適な歩行
者空間の形成や春日通り・駅前道路の整備を推進し日常生活に必要な商業を
中心とした商店街の活性化と、良質な住宅供給により、バランスのとれた複
合市街地を形成するとしている。
　さらに、地区の課題として、地区内に広く存在する「消防活動困難区域」
の解消のため、防災・生活道路の整備が必要とされている。
　茗荷谷駅前地区市街地再開発事業は、これらの上位計画に基づき、活性化
の核となる、商業施設や既存の商業・業務施設を整備するとともに、定住人
口の確保を図るものである。また、交流活動の場となる集会室や広場の整
備、交通環境を改善するための、区道拡幅や歩道状空地、広場、防災通路、
公共駐輪場の整備等も計画している。
　さらに、施設内の空地や屋上などを出来る限り緑化し、地域環境の向上を
目指している。

　市街地再開発事業は、住環境の改善や都市機能の再生、まちの防災性の向
上、活力あるまちづくりなど、地域に大きく貢献できる有効な施策である。
特に第一種市街地再開発事業は、権利者が主体的に行う事業であるが、区道
の拡幅をはじめ、広場や通路といった公共公益施設の整備も事業の中で行う
など、公共性の高い事業であり、区としても推進している。
　しかし、権利者にとっては、公共公益施設の整備や、区道への土地提供、
共同建築による敷地の共有化に伴う負担があり、事業実施には多大な時間と
労力や費用がかかる。このため、権利者の負担を軽減し、事業の円滑な推進
を図るために、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の他「文京
区市街地再開発事業等補助金交付要綱」等に基づき支援するものである。

茗荷谷駅前地区市街地再開発事業に係る都市計画案について、私は、下
記の理由によって反対致します｡
記
１　文京区都市マスタープラン（1996年議決、現在、文京区で販売中)を形骸
化する計画であること

①本事業の計画案はマスタープランの中で提言している東京都交通局大塚
自動車営業局との一体的な開発の姿を示さず、将来に不安を残す計画であ
ること
②同じくマスタープランの中で演劇,音楽活動に対応可能な施設整備を図
る・・・等　　情報発信的な文教･商業地区の形成の提言が生かされていない
計画であること
③マスタープランにまったく触れられていない防災道路が,この計画の主要な
目的としてあげられ、それに伴う建築面積の減少、そして容積率消化として
の高層建築を主とした計画に変化していること｡

　以上のごとく、法的な拘束力をもたないとはいえ、その提言が無視されるこ
とは、現在、文京区が進めている各種基本構想、区民憲章、文京区住宅マ
スタープラン、等の信頼度、信憑性を損ない、行政の地位、区民と行政との
倫理関係を大きく損なうものです｡

２　高層化、公費支出の再開発計画への説明不足
この都市計画案が地域住民に提案され、説明されるとき、それは、用途地域
見直し、地区計画決定等の節目になされます｡この際、区は、建蔽率、容積
率等の数字と法規の文章をもって説明され、具体的な再開発事業の姿(高層
ビル)は一切、区民には見ることが出来ません｡
また再開発事業に公費が補助金として投入されることも一切触れられていま
せん｡この補助金に関しては、2003年9月、小日向台町町会まちづくり勉強会
が区の担当者を招き、再開発事業の説明を求めた際、一切触れられず、会
場からの｢まさか、税金は使わないのでしょうな｣との声にも一言の説明がな
かったごとく、極めて透明性、公明性にかける行政の姿勢でありありました｡
　さらに、再開発準備組合の地域に配布した印刷物にも、補助金に関しては
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３　再開発の具体的な姿を提示しない、法整備だけを進めた間違い
行政は法的に高層ビルが建てられる用に、順次、法整備をしているのですか
ら、計画された建物は、法規制には触れません｡しかし、具体的な再開発の
姿(ビル等の姿)を最初に提示せず、行政の考えた再開発計画を実施する為
の法整備だけを進めてくれば、地域住民の違和感、疎外感、無力感は怒り
になり行政に跳ね返ります｡その住民の怒りと、行政がわの法規制クリアー論
理の対立は不毛であり、無意味です｡
この教訓を生かして計画のやり直しを求めます｡

４　１００ｍビル、防災道路の必要度の問題
　１００mビルを建設することは法的に問題がないとの説明しかなされておら
ず、建設可能な範囲の中でなぜ１００ｍｍを選択したのか不明です｡地権者
への権利変換等、事業の採算性を考慮すると１００m必要であるとの説明が
区側よりなされていますが、具体的にどのような採算状況になるのか内容が
一切明らかにされておらず、１００mでなければならないとは考えられません｡
　防災道路、広場を作るための１００mであるならば、防災道路を望んだ地域
の要請があったのかないのか、その効果を説明し、地域住民に防災道路の
判断を仰ぐべきです｡道路が出来ることにより防災を含めるメリットが増えるの
はあたりまえです｡しかし、地域、唯一の交通機関の窓口、またそこに通じる
路地の規模、数の少なさまた、文京施設の多い地域性等を慎重に考慮する

　茗荷谷周辺のまちづくり計画については、区民参加を求めて、文京区都市
マスタープラン、茗荷谷駅周辺まちづくり基本計画、茗荷谷駅前地区地区計
画の策定と段階を追って進めてきた。
　平成16年7月には都市計画案の説明会を準備組合と共催で開催し、施設計
画の検討状況についても説明した。その後、個別に要望のあった「茗荷谷の
環境を考える会」とも意見交換を行っている。
　今後も、要請にあわせた、個別対応等の方法で、意見交換、話し合いを続
け、茗荷谷駅前地区にふさわしい施設計画となるよう準備組合に対し指導し
ていく。

　第一種市街地再開発事業は、区域内の権利者が主体的に行う事業であり、
権利者の合意が無くては事業は成立しない。このため、事業計画は権利者組
合が文京区都市マスタープランなどの上位計画に基づき、検討することとな
る。
　区では、事業計画に住民の意見や、地域特性を生かしたものとなるよう、
指導していく。
　茗荷谷駅前地区では、「茗荷谷駅周辺地区まちづくり基本計画」を住民参
加で作成し、この基本計画にそった事業とするこで、近隣住民の意見を取り
入れた事業計画を作成している。

　茗荷谷駅前地区は、文京区都市マスタープランで再開発の推進と商業拠点
の形成を図る地域拠点に位置づけられており、歩行空間や、滞留空間等の空
地の整備、さらには、緊急車両の進入路の確保等が課題となっている。これ
らの課題を解消するため、細分化された敷地を一つにまとめ、空地を整備す
ることを優先させ、建築物は出来る限り一箇所にまとめ、地域環境の許す範
囲で高層建築の計画が可能な都市計画としている。
　高さの限度については、敷地形状や他の都市計画等の高さの限度の算定式
をもとに、事業可能な範囲で最高限度100mとしている。また、付近の圧迫感
の低減や景観を考慮し、道路に面する部分は30ｍを最高限度としている。具
体的な施設計画については、環境への影響に配慮し、100ｍを最高限度とし
て、事業計画の成り立つ範囲で出来る限り低くするよう指導していく。

一切の記述がなく、環境への貢献に対する補助金の支出のある公的な側面
の強い事業者としての自覚に欠ける運営です｡
　しかるに、この事業は公的事業として準備されたものとしては、一部地権者
手続きに齟齬が指摘され、まして、地域住民に対する説明の期間、内容、姿
勢に多くの問題を含み、地域に歓迎される再開発事業の性格を欠いてし
まっています｡
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なら、駅施設に隣接する高層建築は極めて慎重に計画されるべきです｡ラン
ドマークとしての高層ビル、それに付随する広場といったどこにでもある開発
は文教地区にふさわしくありません｡海浜地区、大工場跡地等が存在をア
ピールするのと文教地区は違います｡　　教育施設の子供たちの安全と、地
域に調和した建物、たたずまいこそ文教地区のランドマーク・再開発と考えま
す｡

　茗荷谷駅前地区市街地再開発事業は「茗荷谷駅周辺まちづくり基本計画」
に基づき、駅前の木造密集地の解消や小日向地区に広範にある「消防活動困
難区域」の解消など地域の防災性向上を目的の一つとしている。
　そのためには、道路、広場、通路など防災性の高いまちづくりに有効な基
盤を整えることによって、不燃化された、耐震性の高い、安全な地域の実現
を目指す。
　また、敷地内に防災用通路を確保し、小日向地区の「消防活動困難区域」
の解消のための緊急車両用通路を確保すると同時に、避難場所である教育の
森公園へ続く通路として整備を行う。

　茗荷谷駅周辺は、交通の便が良く、多くの公共公益施設や大学等の教育施
設が立地する区民生活の拠点となっている地区である。また、茗荷谷駅は1
日平均約65,000人が利用する区内でも最大級の駅となっている。
　しかしながら、居住者や学生等の多様なニーズに対応する商業施設が不足
し、人々をひきつける憩いのある空間が不足している。また、駅周辺は、歩
行者の安全性が確保された歩行者空間整備が遅れ、特に駅前の区道は放置自
転車が多数あり、歩行者の安全性に問題がある。
　駅西側には老朽化した木造家屋の密集地域があり、駅前の住環境の整備が
遅れている。南側の小日向方面には「消防活動困難区域」が広く存在し消防
活動などの防災面にも不安がある。
　区は地区のこれらの課題を解消していくために、周辺住民の理解と協力を
求め、「文の京」にふさわしい活力のある地域拠点の核となる茗荷谷駅前地
区市街地再開発事業を推進する。

・風環境
　　　建物建設による風環境の変化については、東京都環境影響評価技術
　　指針で認められている「風環境評価基準」により、「住宅地としての
　　風環境」を維持するように指導している。
　　　準備組合では、現在の施設計画を基に、専門のコンサルタントに委
　　託、風洞実験を実施し評価を行い、「住宅地としての風環境」に収ま
　　るとの結果を都市計画（案）説明会でも説明している。

　市街地再開発事業は、公共公益施設の整備や、区道への土地提供、共同建
築による敷地の共有化に伴う負担があり、事業実施には多大な時間と労力や
費用がかかる。これらを全て権利者が負担する事業であるため、事業採算が
確保されなければ事業を行うことは出来ない。

　事業計画は、国、都、区において審査され、適正なものとなっている。具
体的な数値で個人の財産に係る部分は公開出来ない。

５　環境影響について説明が不十分であり、影響を過小評価している
風洞実験や日影に関する詳細な資料については、説明会では全く配布され
ないまま、影響はないと説明されているが、詳細な報告書を関係住民等が
簡単に入手できるように措置されていない現状では、環境への影響がない
という判断には根拠が示されていなというほかありません｡風洞実験棟の
妥当性についても、影響を受ける住民に対して、生活上の影響のわかりや
すい説明は一切なされていません｡
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　文京区都市マスタープランでは、茗荷谷駅周辺は、再開発を促進し、都市
機能の更新を図るとともに、地域住民や学生の多様なニーズに対応できる商
業機能の集積を図り、にぎわいのある地域拠点を形成するとしている。
　また、マスタープランをより具体化した茗荷谷駅周辺まちづくり基本計画
では、多様なニーズに対応した活気のある地域拠点の形成及び、バス車庫を
含む駅前再開発の早期実施により、駅前交通環境を改善し安全で快適な歩行
者空間の形成や春日通り・駅前道路の整備を推進し日常生活に必要な商業を
中心とした商店街の活性化と、良質な住宅供給により、バランスのとれた複
合市街地を形成するとしている。
　さらに、地区の課題として、地区内に広く存在する「消防活動困難区域」
の解消のため、防災・生活道路の整備が必要とされている。
　茗荷谷駅前地区市街地再開発事業は、これらの上位計画に基づき、活性化
の核となる、商業施設や既存の商業・業務施設を整備するとともに、定住人
口の確保を図るものである。また、交流活動の場となる集会室や広場の整
備、交通環境を改善するための、区道拡幅や歩道状空地、広場、防災通路、
公共駐輪場の整備等も計画している。
　さらに、施設内の空地や屋上などを出来る限り緑化し、地域環境の向上を
目指している。

　市街地再開発事業は、住環境の改善や都市機能の再生、まちの防災性の向
上、活力あるまちづくりなど、地域に大きく貢献できる有効な施策である。
特に第一種市街地再開発事業は、権利者が主体的に行う事業であるが、区道
の拡幅をはじめ、広場や通路といった公共公益施設の整備も事業の中で行う
など、公共性の高い事業であり、区としても推進している。
　しかし、権利者にとっては、公共公益施設の整備や、区道への土地提供、
共同建築による敷地の共有化に伴う負担があり、事業実施には多大な時間と
労力や費用がかかる。このため、権利者の負担を軽減し、事業の円滑な推進
を図るために、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の他「文京
区市街地再開発事業等補助金交付要綱」等に基づき支援するものである。

　　資料は希望者には、都市計画（案）説明会で使用した資料を後日送
　付した。

また、準備組合事務所や区役所の地域整備課の窓口で、風環
　境調査報告書を準備組合の承諾を得て閲覧、貸し出しをするなど、情
　報提供を行っている。

６　これ以上の財政悪化を放置してまで必要な事業ではない
文京区は、赤字財政の中で、すでに老人福祉、保育園、出張所など、区民
の生活に欠かせない部分への支出を削っています｡このような状況である
にもかかわらず、２１億円という巨額の補助金がこの事業に費やされるこ
とが明らかになっています｡区民の生活向上のために、財政再建がまった
なしになっている中で、財政悪化を助長してまでこのような景観･環境を
損なう事業を行う緊急性･必要性はありません｡
以上

５　都市マスタープランに示されている｢拠点の形成｣には当たらない
拠点形成の一環としてスーパーマーケットを誘致することとなっています
が、説明会では｢スーパーマーケットの利用者は近隣の住民を想定してお
り、自動車等で遠方から来る人は想定していない｣との説明がなされてい
た為、新たに｢拠点｣が出来るわけではありません。以前のアンケートの要
望があったとの説明ですが、このアンケート調査実施後、茗荷谷駅前には
スーパーマーケット･○○○ができており、要望は満たされています｡新た
なスーパーマーケットを誘致しても、既存の人流が若干移動するだけで、
むしろ地元の古くからある商店に悪影響を与えます。

また、文京区が進める事業である以上、受任限度の範囲を、学童、老人を
基準に具体的に提示し、地域住民の判断を仰ぐべきです。
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○１００メートルビルの必要性は本都市計画案や文京区都市マスタープラ
ン等では説明されておらず、景観や環境に多大な影響を及ぼすことを考慮
すれば必要性のない１００メートルビルは不当
１．都市計画の案の理由書では、１００メートルのビルを建築しなければ
ならない理由は一切述べられておらず、理由書として不十分である。ま
た、理由書では本件が「文京区都市マスタープラン」に沿うものとしてい
るが、文京区都市マスタープランでは、当該地域に関する商業施設の集積
や拠点商業地域の形成の必要性について述べられているのみであり、１０
０メートルの高さの必要性を述べているわけではない。したがって、１０
０メートルの高さは「都市マスタープラン」に沿っているものとは言え
ず、景観への環境や風害等々さまざまな影響を考慮するとこのような高層
ビルは妥当性に欠ける。

○地域住民への説明が不十分
１．都市計画法上、都道府県又は市町村は、都市計画の案を作成しようと
する場合は、公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を
講ずることとされているが、本件に関しては、文京区は短時間の説明会を
２回主催したのみである。また、これらの説明会においては、住民からの
質問・意見を受け付ける時間が極めて短かったため、質問・意見を述べら
れなかった住民も多く、さらに質問・意見に対する説明者側の回答も不十
分なまま、説明会を打ち切られている。このような状況にあるにもかかわ
らず、文京区側はこれ以上の説明会を主催することを拒否し、相談があれ
ば個別に説明に応じるのみとする対応に終始している。こうした対応は、
都市計画法に定める「住民の意見を反映させるために必要な措置」を講じ
ているとは到底言えず、都市計画の公告・縦覧・意見書の提出の前提とな
る手続きが十分にとられないまま手続きのみが先行している状態であり、
本件都市計画案は、計画により影響を受ける住民の意見が反映されていな
い。なお、文京区は、説明会の場で「住民の意見は公告・縦覧の際に意見
書として提出できるので、意見を言う場はある」との説明をしているが、
意見を提出するためには十分な説明及び質問に対する回答があり、これま
での説明会のみではこれが満たされていない。このまま再開発事業を進め
ことは、居住環境上の権利の侵害につながる。

　茗荷谷駅前地区は、文京区都市マスタープランで再開発の推進と商業拠点
の形成を図る地域拠点に位置づけられており、歩行空間や、滞留空間等の空
地の整備、さらには、緊急車両の進入路の確保等が課題となっている。これ
らの課題を解消するため、細分化された敷地を一つにまとめ、空地を整備す
ることを優先させ、建築物は出来る限り一箇所にまとめ、地域環境の許す範
囲で高層建築の計画が可能な都市計画としている。
　高さの限度については、敷地形状や他の都市計画等の高さの限度の算定式
をもとに、事業可能な範囲で最高限度100mとしている。また、付近の圧迫感
の低減や景観を考慮し、道路に面する部分は30ｍを最高限度としている。具
体的な施設計画については、環境への影響に配慮し、100ｍを最高限度とし
て、事業計画の成り立つ範囲で出来る限り低くするよう指導していく。

２．これまでの説明会においては、１００メートルビルを建設することは法的に
問題がないとの説明しかされておらず、建設可能な範囲の中でなぜ１００メー
トルを選択したのか不明である。これまでの再開発の事例から１００メートルは
許容範囲などとする説明があったが、他の事例と茗荷谷駅前のような文教地

・風環境
　　　建物建設による風環境の変化については、東京都環境影響評価技術
　　指針で認められている「風環境評価基準」により、「住宅地としての
　　風環境」を維持するように指導している。

　茗荷谷周辺のまちづくり計画については、区民参加を求めて、文京区都市
マスタープラン、茗荷谷駅周辺まちづくり基本計画、茗荷谷駅前地区地区計
画の策定と段階を追って進めてきた。
　平成16年7月には都市計画案の説明会を準備組合と共催で開催し、施設計
画の検討状況についても説明した。その後、個別に要望のあった「茗荷谷の
環境を考える会」とも意見交換を行っている。
　今後も、要請にあわせた、個別対応等の方法で、意見交換、話し合いを続
け、茗荷谷駅前地区にふさわしい施設計画となるよう準備組合に対し指導し
ていく。

　第一種市街地再開発事業は、区域内の権利者が主体的に行う事業であり、
権利者の合意が無くては事業は成立しない。このため、事業計画は権利者組
合が文京区都市マスタープランなどの上位計画に基づき、検討することとな
る。
　区では、事業計画に住民の意見や、地域特性を生かしたものとなるよう、
指導していく。
　茗荷谷駅前地区では、「茗荷谷駅周辺地区まちづくり基本計画」を住民参
加で作成し、この基本計画にそった事業とするこで、近隣住民の意見を取り
入れた事業計画を作成している。
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３．また、説明会において、地権者への権利変換等、事業の採算性を考慮す
ると１００メートル必要であるとの説明が区側よりなされているが、具体的にど
のような採算状況になるのか内容が一切明らかにされていない。さらに、同じ
建ぺい率でも床面積を広くとれば、１４，５階建てのビルを建設することも可能
である旨の説明も区側からされており、１００メートルでなければならない理由
はない。必要性が示されていない以上、本件の都市計画案をこのまま決定
すべきでない。

４．消防活動困難区域解消への寄与、歩行者空間の確保等を根拠に１００
メートルビルを建設しても、これらの必要性と景観への影響及び周囲の環
境への影響を比較考量するのが当然であるが、現況で具体的に何が問題と
なっているのか説明がなく、また、重大な支障が生じているとは考えられ
ない。景観や環境を考えずに１００メートルありきで計画を進めることは
許されない。少なくともこれまでの説明では、採算上必要な１００メート
ルを創出するために災害時の安全性の確保等の措置を取っているという本
末転倒の説明しかなされていない。

　事業計画は、国、都、区において審査され、適正なものとなっている。具
体的な数値で個人の財産に係る部分は公開出来ない。

　意見交換会の席上で、コンサルタントから一般論としての説明をしたが、
この地区の敷地形状や、条件にあわせると、建築可能な区域が制限されるた
め、実際に14、5階の建物で事業を計画することは出来ない。

　市街地再開発事業は、公共公益施設の整備や、区道への土地提供、共同建
築による敷地の共有化に伴う負担があり、事業実施には多大な時間と労力や
費用がかかる。これらを全て権利者が負担する事業であるため、事業採算が
確保されなければ事業を行うことは出来ない。

・景観
　　都市景観に対する配慮として、沿道部分の建物の高さを抑えるととも
　に、建物のスリム化により採光、通風を確保し、圧迫感の低減を図って
  いる。
　　また、建築物の周辺や屋上に多くの植栽をおこない、街路樹等の既存
　の緑との調和を考慮した計画となるよう指導していく。

　茗荷谷駅周辺は、交通の便が良く、多くの公共公益施設や大学等の教育施
設が立地する区民生活の拠点となっている地区である。また、茗荷谷駅は1
日平均約65,000人が利用する区内でも最大級の駅となっている。
　しかしながら、居住者や学生等の多様なニーズに対応する商業施設が不足
し、人々をひきつける憩いのある空間が不足している。また、駅周辺は、歩
行者の安全性が確保された歩行者空間整備が遅れ、特に駅前の区道は放置自
転車が多数あり、歩行者の安全性に問題がある。
　駅西側には老朽化した木造家屋の密集地域があり、駅前の住環境の整備が
遅れている。南側の小日向方面には「消防活動困難区域」が広く存在し消防
活動などの防災面にも不安がある。
　区は地区のこれらの課題を解消していくために、周辺住民の理解と協力を
求め、「文の京」にふさわしい活力のある地域拠点の核となる茗荷谷駅前地
区市街地再開発事業を推進する。

区に類似性はなく、景観上圧迫され、通勤・通学にも支障が出る恐れのある
風害の可能性もあるような１００メートルビルを文教地区に建設することは許
容されない。

　　　準備組合では、現在の施設計画を基に、専門のコンサルタントに委
　　託、風洞実験を実施し評価を行い、「住宅地としての風環境」に収ま
　　るとの結果を都市計画（案）説明会でも説明している。
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７．なお、１００メートルの高さについて、周辺住民から非常に強い反対
があることを踏まえ、文京区は「１００メートルの高さについては、他の
案を現在検討している」と述べている。１００メートルの妥当性について
再考を余儀なくされている以上、１００メートルビルを前提とした都市計
画を決定することは不適当であり、検討後の新たな都市計画案を提示すべ
きである。

○環境影響について説明が不十分であり、影響を過小評価している
１．都市計画の案の理由書では、環境上影響がないことが確認できない。
各地における高層ビルの風害実態に鑑みると、本件１００メートルビルに
ついても風害が発生することは十分に予想され、風害の影響を考慮せずに
都市計画を決定することは問題がある。区が主催した説明会においても、
風洞実験等の詳細な内容について、影響を受ける住民にたいしてわかりや
すい説明は一切なされていない。区側は風害の影響は少ないとしている
が、きちんとした説明をしないままの評価には疑問がある。

　　資料は希望者には、都市計画（案）説明会で使用した資料を後日送
　付した。また、準備組合事務所や区役所の地域整備課の窓口で、風環
　境調査報告書を準備組合の承諾を得て閲覧、貸し出しをするなど、情
　報提供を行っている。

５．文京区景観条例において、「区は、公共施設の整備を行うに当たり、
景観づくりにおいて先導的な役割を担うよう努めるものとする」と規定さ
れているが、本件都市計画案においては景観上の影響についての配慮が一
切示されておらず、景観上重大な影響があるとする住民側の意見に対して
も説明がなされていない。同条例の目的は、「貴重な景観資源である
「坂」と「緑」と「史跡」を生かした個性豊な魅力ある景観づくりを推進
する」こととされているが、１００メートルビルを建築することによるこ
れら周辺環境への影響が全く考慮されておらず、条例の趣旨にもそぐわな
い。

６．景観上の影響を十分に考慮せずにこのような高層ビルを建築すれば、
今後のこの地区の開発にも影響を与え、地区全体の景観の破壊にもつなが
りかねない。景観への配慮を踏まえた、周辺に調和した高さに変更すべき
である。

・景観
　　都市景観に対する配慮として、沿道部分の建物の高さを抑えるととも
　に、建物のスリム化により採光、通風を確保し、圧迫感の低減を図って
  いる。
　　また、建築物の周辺や屋上に多くの植栽をおこない、街路樹等の既存
　の緑との調和を考慮した計画となるよう指導していく。

　施設建築物の高さは、100ｍを限度に、事業計画の可能な範囲で検討する
よう、準備組合に指導している。

・風環境
　　　建物建設による風環境の変化については、東京都環境影響評価技術
　　指針で認められている「風環境評価基準」により、「住宅地としての
　　風環境」を維持するように指導している。
　　　準備組合では、現在の施設計画を基に、専門のコンサルタントに委
　　託、風洞実験を実施し評価を行い、「住宅地としての風環境」に収ま
　　るとの結果を都市計画（案）説明会でも説明している。
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○都市マスタープランに示されている「拠点の形成」には当たらない
１．都市計画の案の理由書では、文京区都市マスタープランを引用して、
この地区については、「地域拠点の形成及び駅前交通環境の改善を図る」
としているが、正確には都市マスタープラン上は、「学生や若者を対象と
した商業施設や住民の日常生活に関連した商業施設の集積を図り、にぎわ
いのある拠点商業地域の形成を進めていく」としている。しかし、本件都
市計画案についてのこれまでの説明では、「にぎわい」は、「買い物客や
学生が滞留する場所がないのでこれに対応するもの」との説明しかなされ

　文京区都市マスタープランでは、茗荷谷駅周辺は、再開発を促進し、都市
機能の更新を図るとともに、地域住民や学生の多様なニーズに対応できる商
業機能の集積を図り、にぎわいのある地域拠点を形成するとしている。
　また、マスタープランをより具体化した茗荷谷駅周辺まちづくり基本計画
では、多様なニーズに対応した活気のある地域拠点の形成及び、バス車庫を
含む駅前再開発の早期実施により、駅前交通環境を改善し安全で快適な歩行
者空間の形成や春日通り・駅前道路の整備を推進し日常生活に必要な商業を
中心とした商店街の活性化と、良質な住宅供給により、バランスのとれた複

２．日最大瞬間風速を計算するに当たっては、「ガスト・ファクター」を
使用するが、本件に関する風洞実験の報告書では、茗荷谷地区における実
測から得られたガスト・ファクターではなく、他の地区の法則を求める際
に用いられたガスト・ファクター（２．０）を検証することなく用いてい
る（昭和５８年の村上論文からの引用）。ガスト・ファクターは地域の状
況によって異なるものであるから、単純に他の地区で用いたものを用いる
ことは適当でない。ガスト・ファクターの設定によっては、日最大瞬間風
速は大きく変動するので、十分な検証なくガスト・ファクターを用いてい
る本件の風洞実験の結果は信頼性に欠けるものであり、風害の影響は少な
いとする評価は問題である。こうした風洞実験について検証することな
く、都市計画を決定することは、環境上問題が大きい。
３．本件の風洞実験で引用している論文の著者である村上氏は、通常はガ
スト・ファクター２．５を用いている（本郷剛・中山かほる（２００３
年））。したがって、本件の風洞実験で用いているガスト・ファクター
２．０は、風害を過小評価している可能性が高い。

　風環境は、風環境を専門にしている業者に準備組合が委託し、評価をして
いる。一般に2.0は通常の市街地で使用される数値であり、信憑性にかける
数値ではない。

　春日通りの大気環境を見ると、茗荷谷駅前付近と、本郷三丁目交差点付近
の環境値が前後の区域と比較しても悪くなっている。これは、渋滞部分と重
なる結果であり、道路拡幅により渋滞が緩和されれば周辺並みの数値になる
と予想される。
　また、今回計画されている駐車施設は、住宅用が主であり、一般的に交通
環境にあたえる影響は小さい。

４.都市計画の案の理由書では、交通量は大気汚染への影響についても全
く触れられておらず、この点についても検証しないまま都市計画を決定す
ることは問題がある。区の主催した説明会では、交通量予測の結果、自動
車の増加は６００台程度、春日通りの１日当たりの交通量の３％程度と説
明されているが、春日通り（お茶の水女子大前の自動車排出ガス測定局)
は二酸化窒素、浮遊粒子状物質とも環境基準を超過しており、これ以上の
交通量増大はわずかであっても問題である。なお、説明会では、春日通り
は道路拡幅工事が行われているので、排出ガスについては問題が解消され
るのではないかとの説明がなされているが、詳細なシュミレーションを
行っているわけでなく、根拠が示されていない。

48



○住宅マスタープランに示されている方針にも沿っていない
１．本年３月に公表された「文の京」住宅マスタープランでは、山の手地
域中央の整備・保全の方針は「茗荷谷駅・教育の森公園周辺では山の手地
域の拠点として商業・文化・居住性能の維持・向上」とされているが、必
要性のないスーパーマーケットの誘致のみではこの方針に合致していな
い。さらに、１００メートルビルによる新たな居住空間の確保が必要だと
いう説明も住宅マスタープランでは読み取れない。妥協性がどこにも示さ
れていない１００メートルの高層住宅の建設は、都市計画決定以前に見直
すべきである。
２．住宅マスタープランでは、「住宅・まちづくりに関する専門家、ＮＰ
Ｏ、大学、研究機関が、住民とともに継続的に地域の住宅・まちづくり活
動に取り組めるように環境の整備を進める」としているが、本件都市計画
案の進め方は、住民の意見を取り入れる素地がまったくなく、住宅マス
タープランの方針に反しており、このまま都市計画決定することには問題
がある。

　文京区住宅マスタープランでは、「住宅の更新・供給」として、低・中層
商業施設等の建替えによる商業機能の更新と、中高層階部分に良質な住宅供
給を誘導するとなっている。また、事業手法の中に市街地再開発事業も含ま
れており、この計画に則したものである。

○これ以上の財政悪化を放置してまで必要な事業ではない
１．文京区は、赤字財政の中で、すでに老人福祉、保育園、出張所など、

　市街地再開発事業は、住環境の改善や都市機能の再生、まちの防災性の向
上、活力あるまちづくりなど、地域に大きく貢献できる有効な施策である。

ていない。こうした空間利用者が滞留することが「にぎわい」であるとは
言えず、本件都市計画案は都市マスタープランに沿った計画にはなってい
ない。また、居住区間を創出し、住民の増加による「にぎわい」を目指し
ているのであれば、当該地域は春日通沿いにすでにマンションが多数建設
されており、１００メートルビルによる居住区間が新たに必要になってい
る状況ではない。
２．スーパーマーケットの誘致により「にぎわい」を創出するつもりなの
であれば、区が主催した説明会では「スーパーマーケットの利用者は近隣
の住民を想定しており、自動車等で遠方から来る人は想定していない」と
の説明がなされており、新たに「にぎわい」ができるわけではない。ま
た、都市計画マスタープランでは「商業施設の集積」としているのであ
り、スーパーマーケット１軒と居住空間による１００メートルビルは「商
業施設の集積」とは言えず、この点においても都市マスタープランに沿っ
たものにはなっていない。なお、以前のアンケート調査ではスーパーマー
ケットの要望があったとの説明であるが、このアンケート調査実施後、茗
荷谷駅前にはスーパーマーケット・○○○ができており、要望は満たされ
ている。新たなスーパーマーケットを誘致しても、既存の人流が若干移動
するだけである。

合市街地を形成するとしている。
　さらに、地区の課題として、地区内に広く存在する「消防活動困難区域」
の解消のため、防災・生活道路の整備が必要とされている。
　茗荷谷駅前地区市街地再開発事業は、これらの上位計画に基づき、活性化
の核となる、商業施設や既存の商業・業務施設を整備するとともに、定住人
口の確保を図るものである。また、交流活動の場となる集会室や広場の整
備、交通環境を改善するための、区道拡幅や歩道状空地、広場、防災通路、
公共駐輪場の整備等も計画している。
　さらに、施設内の空地や屋上などを出来る限り緑化し、地域環境の向上を
目指している。
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いこいの広場と称されている土地は、スーパーマーケット誘致の際の出入
り口でもあります。商業拠点として賑わうスーパーの前はキャリーカー、
自転車等が置かれ　買い物客の通行があるでしょう。２４０㎡のスーパー
の出入り口を広場と称し　公共のスペースとする説明はおこがましいと言
うか　正しい日本語を勉強して欲しいとさえ思います。

　駅前の広場は、道路に面して120㎡が都市計画により公共的な空間として
位置づけている。現在の計画では、この広場状空地に面する個所の建物を後
退させ、全体で240㎡程度の空地となる計画である。広場の利用について
は、一般の方が使える空間となるよう準備組合と協議をしていく。

区民の生活に欠かせない部分への支出を削っている。このような状況であ
るにもかかわらず、２１億円という巨額の補助金がこの事業に費やされる
ことが明らかになっている。区民の生活向上のために、財政再建がまった
なしになっている中で、財政悪化を助長しててまでこのような景観・環境
を損なう事業を行う緊急性・必要性はない。

特に第一種市街地再開発事業は、権利者が主体的に行う事業であるが、区道
の拡幅をはじめ、広場や通路といった公共公益施設の整備も事業の中で行う
など、公共性の高い事業であり、区としても推進している。
　しかし、権利者にとっては、公共公益施設の整備や、区道への土地提供、
共同建築による敷地の共有化に伴う負担があり、事業実施には多大な時間と
労力や費用がかかる。このため、権利者の負担を軽減し、事業の円滑な推進
を図るために、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の他「文京
区市街地再開発事業等補助金交付要綱」等に基づき支援するものである。

○自転車置き場、いこいの広場について
現在でも駅ビルに付属した自転車置き場があります。その利用が熱心に呼
びかけられているとは言えません。自転車の放置は自転車置き場の設置と
共に適切な管理がなされなければ実効は上がりません。
　地下という利用しにくい場所にスペースを取るだけで放置自転車の問題
が解決されると考えるのは浅慮の感が否めません。

○敷地内通路について
　容積率算定の基礎に入っている私有地であり且つ１００ｍのビルの壁に
隣接する敷地内通路が区民の緊急避難路と説明されていることに納得いき
ません。
　どのような緊急時を予測しているのか　１００ｍの壁の脇が心理的に安
全な避難路と認識されるか、緊急避難時、１００ｍ上からの落下物の危険
性はないのかなど安全性の面に大きな疑問があります。
私有地であれば不特定区民に対し、恒久的に便益供与が行われる確約（公
開質問状に対し小祝氏の説明では　無いということなのですが）はあり得
ません。
そのような敷地内通路が公共施設として補助金組成の対象になっているの
はおかしいことです。

　市街地再開発事業では、地区の不燃化、耐震化を推進するため安全性は向
上する。また、敷地内通路は地区計画の中で地区施設として定められている
ため、公共的な空間とするよう指導していく。
　また、補助金の対象は、今後、設計が具体的になった段階で、国庫補助採
択基準により精査し決定される。

　茗荷谷駅前の放置自転車の問題は、地域のまちづくりにとって重要な課題
である。区はこれまでも駐輪場の設置等を行い放置自転車対策に努めてきた
ところであるが、さらに、再開発準備組合に対しても公共駐輪場の整備を含
んだ事業となるよう依頼している。
　また、放置自転車対策は、区と地元が協力し、再開発事業の実施により、
駅前の放置自転車をなくすよう検討している。
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　準備組合では、平成3年から長い年月をかけ、駅前環境整備のため検討を
しているが、公共用地を含むなど地域の特性により、市街地再開発事業によ
る方法が最適であると判断し活動をしている。

　茗荷谷駅前地区は、文京区都市マスタープランで再開発の推進と商業拠点
の形成を図る地域拠点に位置づけられており、歩行空間や、滞留空間等の空
地の整備、さらには、緊急車両の進入路の確保等が課題となっている。これ
らの課題を解消するため、細分化された敷地を一つにまとめ、空地を整備す
ることを優先させ、建築物は出来る限り一箇所にまとめ、地域環境の許す範
囲で高層建築の計画が可能な都市計画としている。
　高さの限度については、敷地形状や他の都市計画等の高さの限度の算定式
をもとに、事業可能な範囲で最高限度100mとしている。また、付近の圧迫感
の低減や景観を考慮し、道路に面する部分は30ｍを最高限度としている。具
体的な施設計画については、環境への影響に配慮し、100ｍを最高限度とし
て、事業計画の成り立つ範囲で出来る限り低くするよう指導していく。

茗荷谷駅前を良い街、良い環境にするには再開発手法に拠らなくても方法
はあります。
なぜ、再開発意外の手法を検討すらしないのでしょう。

○１００ｍビルは要らない
再開発地域指定による　容積率の上乗せ、共用部分の容積率不参入などで
１００ｍビルが合法であることと　１００ｍビルが行政の関与するビルと
して適切であるかは全く別の問題です。合法であるから建てるのではなく
合法なものの中で何が最良かを選んでください

○事業の採算について
　再開発事業決定をする、総事業費が決まる、補助金額が決まる、という
行政上の仕組みがあるのはわかりますが　２１億のお金　をつかうことに
を前提にしてかんがえてみましょう。
　文京区マスタープランを実現するために「防災道路を作る」「駐輪場を
作る」「駅前に憩いの空地を作る」にはいくらかかるでしょう。
（計算例１）必要な空間を買い上げる（路線価　春日通側の９０万/㎡と
して）
　　防災道路　　　幅８ｍ　長さ９０ｍ　　７２０㎡　　　６．４８億円
　　駐輪場　　　　３００㎡として　　　　　　　　　　 　 ２．７億円
　　いこいの広場　１２ｍ×２０ｍ　　　　２４０㎡　　  ２．１６億円
　　公共の用に供する土地代（小計）　　　　　　　　　１１．３４億円

（計算例２）不燃化を実現するため　全ての権利者のために　今と同じ床
面積を新築してあげる。
　登記されている建築物　３４７０㎡　建築費２５万/㎡として　８．７
億円
計算例１と２の合計２０．０４億円。
補助金をもらった上１００ｍビルを建てなければ採算が取れないというの
計算が合いません。

　市街地再開発事業は、公共公益施設の整備や、区道への土地提供、共同建
築による敷地の共有化に伴う負担があり、事業実施には多大な時間と労力や
費用がかかる。これらを全て権利者が負担する事業であるため、事業採算が
確保されなければ事業を行うことは出来ない。
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　茗荷谷駅周辺は、交通の便が良く、多くの公共公益施設や大学等の教育施
設が立地する区民生活の拠点となっている地区である。また、茗荷谷駅は1
日平均約65,000人が利用する区内でも最大級の駅となっている。
　しかしながら、居住者や学生等の多様なニーズに対応する商業施設が不足
し、人々をひきつける憩いのある空間が不足している。また、駅周辺は、歩
行者の安全性が確保された歩行者空間整備が遅れ、特に駅前の区道は放置自
転車が多数あり、歩行者の安全性に問題がある。
　駅西側には老朽化した木造家屋の密集地域があり、駅前の住環境の整備が
遅れている。南側の小日向方面には「消防活動困難区域」が広く存在し消防
活動などの防災面にも不安がある。
　区は地区のこれらの課題を解消していくために、周辺住民の理解と協力を
求め、「文の京」にふさわしい活力のある地域拠点の核となる茗荷谷駅前地
区市街地再開発事業を推進する。

　準備組合では、平成3年から長い年月をかけ、駅前環境整備のため検討を
しているが、公共用地を含むなど地域の特性により、市街地再開発事業によ
る方法が最適であると判断し活動をしている。

　市街地再開発事業は、住環境の改善や都市機能の再生、まちの防災性の向
上、活力あるまちづくりなど、地域に大きく貢献できる有効な施策である。
特に第一種市街地再開発事業は、権利者が主体的に行う事業であるが、区道
の拡幅をはじめ、広場や通路といった公共公益施設の整備も事業の中で行う
など、公共性の高い事業であり、区としても推進している。
　しかし、権利者にとっては、公共公益施設の整備や、区道への土地提供、
共同建築による敷地の共有化に伴う負担があり、事業実施には多大な時間と
労力や費用がかかる。このため、権利者の負担を軽減し、事業の円滑な推進
を図るために、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の他「文京
区市街地再開発事業等補助金交付要綱」等に基づき支援するものである。

　
　既存の樹木は、事業計画の中で可能な限り残せるよう検討を指導してい
る。

○駅前整備　再開発以外の方法
まちづくり基本計画の実現へ向けて十余年にわたる活動がありました。
当初、再開発に誘われていた地権者はコンサルタントから「実現の可能性
を検討し、駄目なら止める」という説明を受けていました。３分の一以上
の土地を持つ複数地権者の反対の意思が確認されたとき　計画は頓挫せ
ず、大口反対者を除いた形で継続しました。
まちづくりのルールを定めた上での個別建替え、共同建替え、コンペによ
る町づくりへの呼びかけなど他の手法が検討すらされなかったのはなぜで
しょう。
再開発地区内には　再開発に参加したくない人が居ます。平成１６年４月
１４日に承認された地区計画では　それらの人が個別建替えをすることが
出来なくなるような規制がいくつかおり込まれています。承認されてし
まった案件に異を唱えても遅いけれど　これらのことから　再開発ビル建
築こそが目的であったことがわかります。

○補助金について
国から或いは都からもらえるといっても私達が払った税金が遣われること
に変わりはありません。
費目の操作で　多額の予算が自動的に決まることが問題です。
一万円単位の福祉予算が削られている中で　私が払った税金が　納得のい
かない事業に使われるのは許せません。

○桜の木
茗荷谷駅ビルを建てるとき４本の桜が切られました。
貞静学園校舎の建設のため、拓殖大学校舎建設のため　二校の桜が数本切
られました。１００ｍビルが建設されると都バス車庫の桜が５本切られま
す。播磨坂の桜、植物園の桜だけが観光資源ではありません。駅を降りて
すぐ見える、有名な播磨坂、植物園に行く道沿いの桜。観光客であれ、居
住者であれ、通る道道にある桜に惹かれる人は多いと思います。今ある財
産を壊して　１００ｍビルを建て　マンションを高く売り捌いたとしても
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記

　茗荷谷周辺のまちづくり計画については、区民参加を求めて、文京区都市
マスタープラン、茗荷谷駅周辺まちづくり基本計画、茗荷谷駅前地区地区計
画の策定と段階を追って進めてきた。
　平成16年7月には都市計画案の説明会を準備組合と共催で開催し、施設計
画の検討状況についても説明した。その後、個別に要望のあった「茗荷谷の
環境を考える会」とも意見交換を行っている。
　今後も、要請にあわせた、個別対応等の方法で、意見交換、話し合いを続
け、茗荷谷駅前地区にふさわしい施設計画となるよう準備組合に対し指導し
ていく。

　権利者対応は、基本的に準備組合で行っている。準備組合に適切な対応を
するよう指導していく。また、区としても説明するなど権利者対応をしてき
た。

これ以上桜を切っては　茗荷谷の価値は大幅に下がるでしょう。コンク
リートの塊には　多くの人は魅力を感じなくなっています。既に桜が切ら
れてしまった拓殖大学、貞静学園など私有地の管理に注文をつけられない
のならせめて都有地など公的な土地の自然は守ってください。それが文京
区民の居住環境を良くし　又文京区全体の不動産の価値を高めることであ
ると思います。

○地域住民への説明が不十分
去る４月１４日の審議会で　近隣住民への充分な説明をという付帯意見を
頂きました。それに基づき開かれた二回の説明会は　開催のお知らせが
期日の直前、かつ、お知らせポスターも粗雑なもので　多くの人に説明し
たいという意図は全く感じられないものでした。二回で２００人ほどの出
席者がありましたが　長い説明の後、質疑応答の時間はほとんど無いまま
閉会されました。
再度の説明会開催、意見書提出の期日の延長などの希望は　断られまし
た。
「茗荷谷の環境を考える会」が主催して区に質問をさせていただく会を設
けましたが、そこに出席なさった近隣住民３０余人の中で区の区報で「地
区計画の変更、再開発ビル計画」を知ったという方は皆無でした。
今回の意見書提出期限８/９までに　出来るだけ多くの方にこの計画をお
知らせし、ご意見を伺っています。
１００人にご説明すると９５人は「知らなかった」「どこに建つの」
９０人以上が「茗荷谷に１００ｍは要らない」「学校の町に高層ビルはそ
ぐわない」という反応です。周知の不足、民意の乖離　が明白です。
今回の意見書の数を　どう受け止められかですが、更に時間を頂き、近隣
住民の皆に説明が出来れば　その９０パーセントはこの計画に疑問を唱え
るでしょう。
限られた期間の　仕事の合間に手弁当で集めての数字だということを　考
慮に入れてくださいますようお願いいたします。

当方は同市街地再開発事業区域内の地権者であるが、上記都市計画案には
下記の理由で反対する。

１、同再開発事業計画においては、同再開発準備組合や文京区の対応がず
さんかつ無責任であり、地権者の意見が集約されるべく合意形成に向けて
の努力が十分に行なわれているとはいい難い。
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　事業協力者は、準備組合が事業を推進するにあたり、決定するものであ
る。決定にあたっては、準備組合で十分検討し総会などで組合員の承認を得
ている。

③　同再開発準備組合や文京区は同再開発事業の成功面のみを強調した説
明によって地権者の合意形成を図っており、同事業の不採算性や計画によ
る高層ビル建築が成された場合に発生する多額の維持管理費等、権利床を
取得した地権者の負担面については検討や説明が不十分である。

④　同再開発準備組合の事業協力者の選定の根拠や経緯の説明が成されて
おらず不透明である。一部の組合員に事業協力者より高額の調査費と称し
た金銭の授受があり癒着の疑惑がある。区議会建築委員会で討論された低
層建築物による再開発事業も検討が可能であるのに、高層ビル建築を結論
として、そのような代替案に対する提案を黙殺している現状では上記の疑
惑の払拭は困難である。

　準備組合の総会や、勉強会の中で、事業の性質や負担などについても十分
説明されている。

　区の都市計画に関する通知は、全ての関係者に平等に通知している。

　再開発事業の区域は、原則的に街区単位とされている。茗荷谷駅前につい
ては、角の2件が個別建替となっても、地区計画によりまちづくりが推進で
きるなど、地区の現状に合わせて判断している。

①　当方には平成14年7月に同市街地再開発準備組合から、平成14年12月
に文京区から書状が送付される迄、都市計画、同再開発事業について何も
連絡が無く、従前より周知していた他の地権者に比べ当方は不平等を強い
られており、それに対する説明を同再開発組合や文京区に再三書状で求め
ているが無責任な回答を繰り返されているのが現状である。この度の市街
地再開発事業の都市計画案の広告・縦覧、利害関係人の意見書提出につい
ての知らせも文京区より当方に届いたのは7月26日に縦覧開始した後の8月
2日であり（区の差出日は7月30日となっている）、連絡が遅すぎる。当方
の検討に必要な時間を軽視してる。あらかじめ再開発に対し賛成する者に
対してのみ情報を伝え、事実上先行して合意形成しており、公的な計画の
進行方法として手続的に極めて不平等、不公正である。

②　上述の様に、当方が都市計画、同再開発事業を何ら感知していない時
期において既に茗荷谷駅前の地権者二名は同再開発事業計画を知らされ不
参加の意を表している。同二名の不参加により同事業計画予定地は大きく
不整形となり、都市計画案に謳われている駅前拠点の形成、拠点にふさわ
しい商業・業務及び居住機能等による良好な複合市街地の整備や公共的空
間の創出、駅前交通環境の改善といった目標とは整合し得なくなるにもか
かわらず事業可能として再開発区域から早々と除外を認める一方で、連絡
を遅延された当方には都市計画の目標が達成出来ないとの理由で当方所有
地を再開発区域外とする事は出来ない旨を強要しており全く不平等、理不
尽で人権侵害である。
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　都市計画（案）説明会でも説明しているが、敷地内通路により敷地が2つ
に分割され、今回の事業で高度利用を図る区域と、公共交通機関の機能を集
約する施設を整備する区域に分けたものである。

　茗荷谷周辺のまちづくり計画については、区民参加を求めて、文京区都市
マスタープラン、茗荷谷駅周辺まちづくり基本計画、茗荷谷駅前地区地区計
画の策定と段階を追って進めてきた。
　平成16年7月には都市計画案の説明会を準備組合と共催で開催し、施設計
画の検討状況についても説明した。その後、個別に要望のあった「茗荷谷の
環境を考える会」とも意見交換を行っている。
　今後も、要請にあわせた、個別対応等の方法で、意見交換、話し合いを続
け、茗荷谷駅前地区にふさわしい施設計画となるよう準備組合に対し指導し
ていく。

　文京区都市マスタープランでは、茗荷谷駅周辺は、再開発を促進し、都市
機能の更新を図るとともに、地域住民や学生の多様なニーズに対応できる商
業機能の集積を図り、にぎわいのある地域拠点を形成するとしている。
　また、マスタープランをより具体化した茗荷谷駅周辺まちづくり基本計画
では、多様なニーズに対応した活気のある地域拠点の形成及び、バス車庫を
含む駅前再開発の早期実施により、駅前交通環境を改善し安全で快適な歩行
者空間の形成や春日通り・駅前道路の整備を推進し日常生活に必要な商業を
中心とした商店街の活性化と、良質な住宅供給により、バランスのとれた複
合市街地を形成するとしている。
　さらに、地区の課題として、地区内に広く存在する「消防活動困難区域」
の解消のため、防災・生活道路の整備が必要とされている。
　茗荷谷駅前地区市街地再開発事業は、これらの上位計画に基づき、活性化
の核となる、商業施設や既存の商業・業務施設を整備するとともに、定住人
口の確保を図るものである。また、交流活動の場となる集会室や広場の整
備、交通環境を改善するための、区道拡幅や歩道状空地、広場、防災通路、
公共駐輪場の整備等も計画している。
　さらに、施設内の空地や屋上などを出来る限り緑化し、地域環境の向上を
目指している。

⑤　この都市計画案の説明会を文京区は地域住民に対して二回開催したの
みである。しかも短時間の開催で十分な質疑の時間が参加者に与えられ
ず、住民の質問に対して曖昧な回答しか行なわずに説明会を打ち切ってお
り問題である。

⑥　平成16年7月26日付「都市計画の案について（文京区告示第80号）」
資料で、事業区域の区分けにおいて初めてⅠ、Ⅱ街区といった表現が成さ
れている。初めて記載するのであれば関連説明が必要であるのに全く認め
られず、説明資料として極めて不完全である。当方ら地権者にとっては重
要な案件にて、全く説明されていないこの区分けの意図や各々の街区の建
築基準の設定の根拠等について説明を書状で要求する。特にⅡ街区につい
て、どの様な利用計画があるのかどうか、資料では商業等とだけ記載され
ているがテナントビル等の具体的な建築プランを有しているかについても
書状で確実に回答される事を求める。

２、同再開発計画で建築される高層ビルでは住戸が大半を占める事になり
（現在、文京区には約１３０００戸の余剰住戸ストックがあるにもかかわ
らず）、文京区マスタープランや茗荷谷駅前地区まちづくり基本計画で謳
われている地域住民や学生・就業者等多様なニーズに対応した活気のある
地域拠点の形成といった目標（この目標自体、具体的な内容説明を欠き客
観性乏しい）とは整合せず、本来の都市計画目標より逸脱している。
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　　資料は希望者には、都市計画（案）説明会で使用した資料を後日送
　付した。また、準備組合事務所や区役所の地域整備課の窓口で、風環
　境調査報告書を準備組合の承諾を得て閲覧、貸し出しをするなど、情
　報提供を行っている。

　市街地再開発事業は、住環境の改善や都市機能の再生、まちの防災性の向
上、活力あるまちづくりなど、地域に大きく貢献できる有効な施策である。
特に第一種市街地再開発事業は、権利者が主体的に行う事業であるが、区道
の拡幅をはじめ、広場や通路といった公共公益施設の整備も事業の中で行う
など、公共性の高い事業であり、区としても推進している。
　しかし、権利者にとっては、公共公益施設の整備や、区道への土地提供、
共同建築による敷地の共有化に伴う負担があり、事業実施には多大な時間と
労力や費用がかかる。このため、権利者の負担を軽減し、事業の円滑な推進
を図るために、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の他「文京
区市街地再開発事業等補助金交付要綱」等に基づき支援するものである。

　市街地再開発事業は、公共公益施設の整備や、区道への土地提供、共同建
築による敷地の共有化に伴う負担があり、事業実施には多大な時間と労力や
費用がかかる。これらを全て権利者が負担する事業であるため、事業採算が
確保されなければ事業を行うことは出来ない。

　この地区では地下鉄軌道上の荷重制限や地区施設のための敷地確保があ
り、基盤整備を図りながら低層にするプランでは事業として成立しない。

・景観
　　都市景観に対する配慮として、沿道部分の建物の高さを抑えるととも
　に、建物のスリム化により採光、通風を確保し、圧迫感の低減を図って
  いる。
　　また、建築物の周辺や屋上に多くの植栽をおこない、街路樹等の既存
　の緑との調和を考慮した計画となるよう指導していく。

・風環境
　　　建物建設による風環境の変化については、東京都環境影響評価技術
　　指針で認められている「風環境評価基準」により、「住宅地としての
　　風環境」を維持するように指導している。
　　　準備組合では、現在の施設計画を基に、専門のコンサルタントに委
　　託、風洞実験を実施し評価を行い、「住宅地としての風環境」に収ま
　　るとの結果を都市計画（案）説明会でも説明している。

低層の代案と十分に対比して、メリット、デメリットを分析し、情報を公
開して経済的にも地域景観、地域環境的にも最適なプランを選択すべきで
ある。

４、財政困難に陥っている文京区が、老人福祉施設、保育園、出張所の住
民福祉施設の縮小を強行した上で、同再開発事業に巨額な補助金を投入す
る事は計画内容としても一部の住民の利益の獲得・保護に他ならず公益性
に反した行政である。

３、同再開発事業で予定されている高層ビルは約１００ｍの高さで周囲の
建築物から突出しており、現況の景観とは全く不調和である。また、高層
建築物により発生が予想される風害等の環境破壊に対して、説明会におい
て風洞実験値を始めとする客観的な結果の公表もせずに影響は無いとの説
明を行なっており、その根拠が不明で検証が不徹底と言わざるを得ない。
近隣からも反対運動が生じる可能性が強く、地権者として許容出来ない内
容である。
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　市街地再開発事業は、住環境の改善や都市機能の再生、まちの防災性の向
上、活力あるまちづくりなど、地域に大きく貢献できる有効な施策である。
特に第一種市街地再開発事業は、権利者が主体的に行う事業であるが、区道
の拡幅をはじめ、広場や通路といった公共公益施設の整備も事業の中で行う
など、公共性の高い事業であり、区としても推進している。
　しかし、権利者にとっては、公共公益施設の整備や、区道への土地提供、
共同建築による敷地の共有化に伴う負担があり、事業実施には多大な時間と
労力や費用がかかる。このため、権利者の負担を軽減し、事業の円滑な推進
を図るために、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の他「文京
区市街地再開発事業等補助金交付要綱」等に基づき支援するものである。

　茗荷谷駅周辺は、多くの公共公益施設や、教育施設などが立地し、多様な
人が集まる地区であるが、歩行者空間や、滞留空間、商業施設など地域のに
ぎわいを支える施設が不足している。
　このため、市街地再開発事業により、道路や空地、敷地内通路などを確保
し、駅前の環境整備と、小日向方面の消防活動困難区域の解消を目指してい
る。
　駅前角の事業区域から外れている個所についても、地区計画の定めにより
壁面後退を行い、空間整備に協力してもらうことで、地区全体の都市機能の
更新を図る。

　第一種市街地再開発事業は、区域内の権利者が主体的に行う事業であり、
権利者の合意が無くては事業は成立しない。このため、事業計画は権利者組
合が文京区都市マスタープランなどの上位計画に基づき、検討することとな
る。
　区では、事業計画に住民の意見や、地域特性を生かしたものとなるよう、
指導していく。
　茗荷谷駅前地区では、「茗荷谷駅周辺地区まちづくり基本計画」を住民参
加で作成し、この基本計画にそった事業とするこで、近隣住民の意見を取り
入れた事業計画を作成している。

②　脱温暖化に公金を使うべき所、逆にヒートアイランド現象に由る温暖
化を招く迷惑高層建築に補助金を出す高度利用の必要性は無い。今年の異
常高温も、汐留や品川の再開発の影響が指摘されており、十分な解明が必
要である。

③　駅前の最も開発に必要な場所、駅前拠点となる地域をはずし、バス
ターミナルやタクシー乗り場やベンチ等整備されない再開発は公共性の点
から都市機能更新とは言えない。

Ⅰ　文京区告示第80号、都市計画に反対する。その理由である合理的な高
度利用及び都市機能更新に異議がある。
①　税金を投入する以上、全地権者及び半径１００ｍ範囲内住民に対し、
計画の初期段階で周知徹底して、再開発をやるかやらないか、やるとして
どういうコンセプトでやるかという段階から意向を聞いて方針を決めるべ
きである。すでに方針を一部のものだけで固めて、補助金の決定後に説明
し、事後承諾を求められても納得出来る住み良い街づくりとは言えない。
初期の段階で町全体の将来像を話し合う事が必要と思われる。
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　区の都市計画に関する通知は、全ての関係者に平等に通知している。

　報告の誤りについては、準備組合より訂正の報告がなされている。
　また、権利者間の信頼関係は、事業を進める上で重要になるため、今後
も、話し合いの場を持ちながら、信頼関係を築くよう指導していく。

　文京区都市マスタープランでは、茗荷谷駅周辺は、再開発を促進し、都市
機能の更新を図るとともに、地域住民や学生の多様なニーズに対応できる商
業機能の集積を図り、にぎわいのある地域拠点を形成するとしている。
　また、マスタープランをより具体化した茗荷谷駅周辺まちづくり基本計画
では、多様なニーズに対応した活気のある地域拠点の形成及び、バス車庫を
含む駅前再開発の早期実施により、駅前交通環境を改善し安全で快適な歩行
者空間の形成や春日通り・駅前道路の整備を推進し日常生活に必要な商業を
中心とした商店街の活性化と、良質な住宅供給により、バランスのとれた複
合市街地を形成するとしている。
　さらに、地区の課題として、地区内に広く存在する「消防活動困難区域」
の解消のため、防災・生活道路の整備が必要とされている。
　茗荷谷駅前地区市街地再開発事業は、これらの上位計画に基づき、活性化
の核となる、商業施設や既存の商業・業務施設を整備するとともに、定住人
口の確保を図るものである。また、交流活動の場となる集会室や広場の整
備、交通環境を改善するための、区道拡幅や歩道状空地、広場、防災通路、
公共駐輪場の整備等も計画している。
　さらに、施設内の空地や屋上などを出来る限り緑化し、地域環境の向上を
目指している。

④　私事であるが、平成14年暮れに地区計画、整備計画素案の知らせをう
けたので、平成14年暮れを他地権者が第一回街づくり説明会を聞いた平成
9年と同列と見なして、少なくても5年ないし10年の遅れがある。他地権者
と同等の考える時間、読んだりする時間、調査検討し、情報交換の機会が
必要で、時間の圧縮は認められない。私共は、正当な筋道を経た計画では
無いので白紙撤回を求める。

更に準備組合は私共の財産について事実と異なる報告を区議長、区議に地
権者の署名まで添付して提出している。これでは信頼関係が成立しない。

Ⅱ　文京区告示第81号、東京都市計画高度利用に係る都市計画案に反対す
る。その理由とする土地の合理的かつ健全な高度利用による都市機能の更
新をはかるに対し異論がある。

①　建築物の容積率の住宅用途に供する部分の床面積の敷地面積に対する
割合が住宅を多く作る様になっていて、区の指針であったマスタープラン
中にぎわいのある街づくりがすり替えられ区内に１３０００戸住宅が余っ
ている上に、更に住宅を供給しようとする都市計画は合理的ではなく、高
度利用の必要性を認めない。
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　都市計画（案）説明会でも説明しているが、敷地内通路により敷地が2つ
に分割され、今回の事業で高度利用を図る区域と、公共交通機関の機能を集
約する施設を整備する区域に分けたものである。

　都市計画案の説明会でも説明されているが、近隣に対する配慮として風環
境検討や、植栽、空地等による圧迫感の低減、などがなされている。また、
今後の詳細設計等の中で具体的に対応するよう指導している。

・風環境
　　　建物建設による風環境の変化については、東京都環境影響評価技術
　　指針で認められている「風環境評価基準」により、「住宅地としての
　　風環境」を維持するように指導している。
　　　準備組合では、現在の施設計画を基に、専門のコンサルタントに委
　　託、風洞実験を実施し評価を行い、「住宅地としての風環境」に収ま
　　るとの結果を都市計画（案）説明会でも説明している。

　再開発ビルの管理、運営については、事業計画の中で具体的な検討をして
いる。共益費や維持費、などについても具体的に検討し、権利者組合で決め
ていくことになる。

Ⅲ　同事業について、一部のエリアは都と土地の交換を行うと多くの方か
ら聞いているが、この件について書面での説明がなされていない。
平成16年7月付都市計画案の説明で新たに事業区域をⅠ街区、Ⅱ街区と決
めようとしているが、これ迄そのような説明の文章は送られていない。第
1種の１街区は都の土地を使うが、その代償として都は建物のどの程度を
確保するのか、2街区とあるが、都との交換ではなく３０ｍの建物なの
か、何かの変更であるのか疑問点が多々ある。この点については書面での
説明を要求する。

尚、7月30日付け都市計画縦覧の通知を、平成16年8月2日に私共は受け
取ったがこの通知も遅れており、区の告示姿勢に問題があると言わざるを
得ない。縦覧は7月26日からであり、検討する時間が必要でそれを考慮す
るなら7月上旬に届けるべきである。

②　近隣住民への配慮が欠けていて一方的である。通常の生活を営む上で
近隣の方々にとってプライバシーと景観権の侵害、風害、ヒートアイラン
ド現象等未来永劫に続くストレスの源を作る迷惑建築である。この高層建
築によるつけは健全なものと言えず、環境破壊である。区は許容範囲と言
うが反対住民側は限度を超えていると主張しており、この溝をどうするの
か。私は地権者として、近隣より反対されるような計画に加わる事は良心
が許さない。少々の緑公開空地が飴でその代償が１００ｍビルの鞭であ
る。当たり前の自分達の生活を守ろうとする地元住民や地権者の声を反映
しない行政であってはならないと考える。建築基準法上は適法だとしても
周辺住民との協調が不可欠と思われる。

③　建築後建替え時の計画が無く、先の事が不明なので反対する。商業ビ
ルと住宅が一つのビルで不特定多数の人が出入りするし、共益費、維持費
の面でも分担が複雑で問題である。
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２０通の意見書ごとに意見を整理した。

内　　　　　　容 区の見解
1
文京区都市計画審議会各位

2
文京区長殿

茗荷谷駅前地区第一種市街地再開発事業都市計画に賛成です。
全国に広がる市街地再開発事業により､江戸時代からの古い市街地を地権
者老若男女皆さんが自ら､制度を基本に各行政企業の御参加協力を得、大
変厳しい諸条件を乗り越えた基本計画が行政に承認を得､この度の説明会
開催を迎えた事は行政区民一同称賛すべきです。
都内各再開発地区の現況は地域全体が相乗効果を高め、その結果､異文化
的近代生活の発展向上が一目瞭然です。当地区の将来の発展と文京区のシ
ンボルタワーマンションとし､地権者の子々孫々への誇りと努力の結晶を
再開発事業ビルとして実現させて下さい。

追伸
平成16年7月9日当説明会に出席致しましたが､質疑応答の内容は地区以外
の出席者で､結果的には私利私欲とで終始しました。要は国税の無駄使い
で大変迷惑だとの認識と受け止めました。嫉妬心や劣等感で感情的批判が
多く､大変次元の低さに驚きました。国賊に値する実感です。特に地域以
外の出席者には目的が異なっていても甚だ迷惑千万で疎外感に陥りまし
た。
再開発事業は採算性が原則です。基本計画を迅速遂行が第一です。権利者
の債務地獄を避ける為にも基本計画を厳守し､行政のご指導を宜しくお願
い申し上げます。
ビル集団住宅売却条件として高層が大変重要なポイントであり、都内一般
的には40階130～150ｍが常識です。完売しなければ権利者の責任です。外
に眺望スタイル等の評価が商品価値を上げ、促進が倍増します。助成金、
補助金等について、完成後固定資産税等により還元し区政区民の発展に寄
与すると確信いたします。体験者として行政の寛大な御配慮と御協力を宜
敷くお願い申し上げます。

地元地権者の方々が長年かかって苦労されてきた事業であり､私ども周辺
住民にとりましても歩道が､広がり歩きやすくなり､駅前駐輪場が整備さ
れ､利便性が高まります。

　区は準備組合の掲げているまちづくりの方針である、災害時の安全性の確
保、安全で快適な歩行者空間の確保、賑わいの創出と生活利便性の向上、豊
かな緑の確保を支援し、事業を推進する。

４　自由書式による賛成の意見　２０通（２０名）

　茗荷谷駅周辺は、交通の便が良く、多くの公共公益施設や大学等の教育施
設が立地する区民生活の拠点となっている地区である。また、茗荷谷駅は1
日平均約65,000人が利用する区内でも最大級の駅となっている。
　しかしながら、居住者や学生等の多様なニーズに対応する商業施設が不足
し、人々をひきつける憩いのある空間が不足している。また、駅周辺は、歩
行者の安全性が確保された歩行者空間整備が遅れ、特に駅前の区道は放置自
転車が多数あり、歩行者の安全性に問題がある。
　駅西側には老朽化した木造家屋の密集地域があり、駅前の住環境の整備が
遅れている。南側の小日向方面には「消防活動困難区域」が広く存在し消防
活動などの防災面にも不安がある。
　区は地区のこれらの課題を解消していくために、周辺住民の理解と協力を
求め、「文の京」にふさわしい活力のある地域拠点の核となる茗荷谷駅前地
区市街地再開発事業を推進する。
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5
　権利変換は、従前の権利の大きさに見合った床が与えられるように行われ
る。一般に従後の資産に関して行う評価は、施設建築物等の概算額である。
そのため、施設建築物の規模によって、権利床と保留床の面積割合は変わ
る。

　施設建築物は組合所有の私有財産であるが、区は公共の福祉の観点及び組
合施行の市街地再開発を支援する立場から、準備組合等に指導や助言を行
う。今後も、地元権利者とは十分な協議を行い、相互の信頼関係を築き、準

平成16年7月27日の｢茗荷谷の環境を考える会｣との対話集会において文京
区の高橋課長は14～5階も検討するかのような話をされていました。反対
派の○○○が述べていましたが､100mだと権利床はどれくらいになり、そ
れが90mや50mに下げられた場合の権利床と同じなのかどうか。建物の大き
さにより権利床が変化するのか。
14～5階になった場合､権利床が減ぜられるとすれば､我々地権者の許可無
く簡単に14～5階も検討すると述べた発言は問題ではないか。権利床とは
絶対的な数値なのか､それとも建物の床面積に対しての相対的な割合なの

駅前周辺地区整備は､どの主要駅周辺でも積極的に進められ､特別な事では
ありません。
大事なのは、どのように環境整備し､利便性と賑わいを高めていくかだと
思います。
茗荷谷再開発を是非推進していただきたいと考えます。

文京区都市計画部様
　地元に住んでいる人間にとりまして､防災･防犯上の街の課題を解決して
いくためには避けて通れない再開発と考えます。
周辺住民にとりましても､環境改善が図られ､高層化により､緑地･空地が増
え駐輪場が整備されることは､駅前地区の限られた土地活用という点で､望
ましい整備方針と思います。
環境が損なわれないよう､十分配慮され､地元に多大な貢献される再開発を
期待しております。

茗荷谷再開発準備組合御中
　茗荷谷駅を利用する地元住民に取りましては､駅前周辺の利便性が高ま
ることは大変結構な事と思います。
環境の調和が損なわれないよう十分配慮した計画にすべきことは当然なこ
とと思います。
但し､現状の猥雑なイメージのままで良いとは思っておりません。
伝統と文化的な茗荷谷地区にふさわしい駅前地区の顔づくりという観点か
ら今回の再開発は望ましいと考えます。
ご関係者皆様のご尽力を祈念しております。

　環境を損ねないように十分に配慮していく。そのためには、空地の整備が
重要であり、建物は搭状になり、限度は100ｍにならざるをえない。搭状部
分の壁面を可能な限り周囲から後退させ、周辺への圧迫感を低減させ、良質
な建物外観をデザインすることにより、茗荷谷駅前にふさわしい再開発にな
るよう準備組合を指導していく。

　駅周辺の利便性の向上と環境への配慮は両立するとの考えのもとに市街地
再開発事業を推進している。区は今後も準備組合等と共に検討を重ね、地域
のまちづくりに貢献する事業を推進する。
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　指摘の事実誤認については、準備組合により訂正が行われている。

6

7

備組合等の活動を支援していく。
保留床は施設建築物の一部で、権利者に床が与えられた残りの床である。権
利床の規模は施設建築物との相対的割合のみで決まるものではない。なお、
権利変換計画は事業の施行者となる再開発組合が作成するものである。区が
明らかにする事柄ではない。

　茗荷谷駅周辺は、交通の便が良く、多くの公共公益施設や大学等の教育施
設が立地する区民生活の拠点となっている地区である。また、茗荷谷駅は1
日平均約65,000人が利用する区内でも最大級の駅となっている。
　しかしながら、居住者や学生等の多様なニーズに対応する商業施設が不足

か。また､その時の保留床（処分床）の面積又は割合も明らかにすべきで
す。

先日、茗荷谷駅周辺の一帯に｢茗荷谷の環境を考える会｣の○○○から郵便
物が送付されました。それによると､○○○と○○○との権利関係につい
て準備組合が事実誤認をしていると指摘していました。
　再開発を進める上で事実誤認などあってはならないことです。各権利者
の権利の確定には､土地や建物の登記簿､契約書､官公署発行の証明書等に
よって厳正に対応すべきです。思い違いや憶測や伝聞に基づく言動は排斥
されなければなりません。
　私が過去のヒアリングにおいて借地権割合をたずねたところ｢借地権割
合7対底地権3」という返事でした。○○○･○○○・○○○3名の代理人で
ある○○○弁護士が平成15年度の東京国税局発行の路線価を調査したとこ
ろ､春日通に面する私の借地の借地権割合は｢8対2」であることが判明しま
した。そこで同弁護士は、それに現行借地契約書（これも○○○弁護士作
成）の内容を加味して「借地権割合9、底地権1」とすべきであると主張し
現在、国土交通省や地主の○○○と交渉中です。

十年以上も待たされている地権者の意見です。
地域の為にも再開発を進めていただきたいです。
通勤通学の方々の為にもこの地区は古い木造の耐震性の無い建物です。い
ままで再開発の為に皆がまんしてきました。20年近く前に再発の話があり

茗荷谷駅前地区を､街らしい街にして､楽しい生活空間を作りたいと存じま
す。暮し易く､地域住民だけでなく､茗荷谷を利用する人すべてにとって､
きちんと再開発を行うことが絶対必要です。
100mの高さのビルなど決して高くはありません。高層化は､このような商
業地域では当然のことです。経済性､社会性､環境的観点からみても､あた
りまえのことで､もっと高くても､全く問題ではありません。もっと長期
に､広範囲に視点を向ければ今の計画はベストです。一日も早い決定をお
願いいたします。
　早く推進していただきたいです。

　茗荷谷駅前地区は、文京区都市マスタープランで再開発の推進と商業拠点
の形成を図る地域拠点に位置づけられており、歩行空間や、滞留空間等の空
地の整備、さらには、緊急車両の進入路の確保等が課題となっている。これ
らの課題を解消するため、細分化された敷地を一つにまとめ、空地を整備す
ることを優先させ、建築物は出来る限り一箇所にまとめ、地域環境の許す範
囲で高層建築の計画が可能な都市計画としている。
　高さの限度については、敷地形状や他の都市計画等の高さの限度の算定式
をもとに、事業可能な範囲で最高限度100mとしている。また、付近の圧迫感
の低減や景観を考慮し、道路に面する部分は30ｍを最高限度としている。具
体的な施設計画については、環境への影響に配慮し、100ｍを最高限度とし
て、事業計画の成り立つ範囲で出来る限り低くするよう指導していく。
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　茗荷谷駅周辺は、交通の便が良く、多くの公共公益施設や大学等の教育施
設が立地する区民生活の拠点となっている地区である。また、茗荷谷駅は1
日平均約65,000人が利用する区内でも最大級の駅となっている。
　しかしながら、居住者や学生等の多様なニーズに対応する商業施設が不足
し、人々をひきつける憩いのある空間が不足している。また、駅周辺は、歩
行者の安全性が確保された歩行者空間整備が遅れ、特に駅前の区道は放置自
転車が多数あり、歩行者の安全性に問題がある。
　駅西側には老朽化した木造家屋の密集地域があり、駅前の住環境の整備が
遅れている。南側の小日向方面には「消防活動困難区域」が広く存在し消防
活動などの防災面にも不安がある。
　区は地区のこれらの課題を解消していくために、周辺住民の理解と協力を
求め、「文の京」にふさわしい活力のある地域拠点の核となる茗荷谷駅前地
区市街地再開発事業を推進する。

　茗荷谷駅周辺は、交通の便が良く、多くの公共公益施設や大学等の教育施
設が立地する区民生活の拠点となっている地区である。また、茗荷谷駅は1
日平均約65,000人が利用する区内でも最大級の駅となっている。
　しかしながら、居住者や学生等の多様なニーズに対応する商業施設が不足
し、人々をひきつける憩いのある空間が不足している。また、駅周辺は、歩
行者の安全性が確保された歩行者空間整備が遅れ、特に駅前の区道は放置自
転車が多数あり、歩行者の安全性に問題がある。
　駅西側には老朽化した木造家屋の密集地域があり、駅前の住環境の整備が
遅れている。南側の小日向方面には「消防活動困難区域」が広く存在し消防
活動などの防災面にも不安がある。
　区は地区のこれらの課題を解消していくために、周辺住民の理解と協力を

し、人々をひきつける憩いのある空間が不足している。また、駅周辺は、歩
行者の安全性が確保された歩行者空間整備が遅れ、特に駅前の区道は放置自
転車が多数あり、歩行者の安全性に問題がある。
　駅西側には老朽化した木造家屋の密集地域があり、駅前の住環境の整備が
遅れている。南側の小日向方面には「消防活動困難区域」が広く存在し消防
活動などの防災面にも不安がある。
　区は地区のこれらの課題を解消していくために、周辺住民の理解と協力を
求め、「文の京」にふさわしい活力のある地域拠点の核となる茗荷谷駅前地
区市街地再開発事業を推進する。

ました。
今駅前もきれいになり､人もふえました。
雨の日傘の波で走けません。
春日通をきれいにし道幅も広く､緑も植え､新しい住民もふえ､町全たいを
文京区一番の地域にしたいです。

すでに再開発準備組合が設立されて十年余り再開発を前提に我慢の生活を
強いられてきました。
今、この時期決断しなければ､次のチャンスは百年後といっても過言では
ないと思います。なぜなら、春日通沿いは国土の拡幅事業が入っており､
来年にも立ち退きを迫られているからです。
老朽化した家屋が密集しているこの地域がこのままでいいはずがありませ
ん。
今住民は団結しています。
この火を消さないよう皆様のご協力をお願いいたします。

茗荷谷駅前の活性化
木造住宅密集の改善の為にも再開発が必要と感じています。
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求め、「文の京」にふさわしい活力のある地域拠点の核となる茗荷谷駅前地
区市街地再開発事業を推進する。

　茗荷谷駅周辺は、交通の便が良く、多くの公共公益施設や大学等の教育施
設が立地する区民生活の拠点となっている地区である。また、茗荷谷駅は1
日平均約65,000人が利用する区内でも最大級の駅となっている。
　しかしながら、居住者や学生等の多様なニーズに対応する商業施設が不足
し、人々をひきつける憩いのある空間が不足している。また、駅周辺は、歩
行者の安全性が確保された歩行者空間整備が遅れ、特に駅前の区道は放置自
転車が多数あり、歩行者の安全性に問題がある。
　駅西側には老朽化した木造家屋の密集地域があり、駅前の住環境の整備が
遅れている。南側の小日向方面には「消防活動困難区域」が広く存在し消防
活動などの防災面にも不安がある。
　区は地区のこれらの課題を解消していくために、周辺住民の理解と協力を
求め、「文の京」にふさわしい活力のある地域拠点の核となる茗荷谷駅前地
区市街地再開発事業を推進する。

昭和の時代から始まった茗荷谷駅前市街地再開発事業。この16年間再開発
に向けて勉強会や総会等を経て､今日に至り､ここ数年になって実現の目途
が立ってきました。
　当地区は、茗荷谷駅前という立地にそぐわない老朽家屋の密集地で､不
燃化が進んでいないどころか､延焼の危険性を感じています。
　文京区の拠点として更なる発展を望み､安全性の向上を図るためにも再
開発事業の実現を目指したいと考えています。

私たち地権者は個別の建替では限界があります。春日通りの拡幅事業も始
まっており､自らの生活再建もかかっております。駅前の立地でありなが
ら､有効かつ魅力的な利用をされておりません。尚､このままでは今まで同
様池袋に流れます。豊島区にお金を落とすよりは人口を増やし便利にし､
集客力を高めれば、文京区にお金が入ります。
敷地を有効かつ創意工夫をしながら､魅力あるまちづくりにしていきたい
と思います。
開発のタイミングを迎えた今､なにとぞ｢再開発｣で生きかえらせて下さ
い。

　茗荷谷駅周辺は、交通の便が良く、多くの公共公益施設や大学等の教育施
設が立地する区民生活の拠点となっている地区である。また、茗荷谷駅は1
日平均約65,000人が利用する区内でも最大級の駅となっている。
　しかしながら、居住者や学生等の多様なニーズに対応する商業施設が不足
し、人々をひきつける憩いのある空間が不足している。また、駅周辺は、歩
行者の安全性が確保された歩行者空間整備が遅れ、特に駅前の区道は放置自
転車が多数あり、歩行者の安全性に問題がある。
　駅西側には老朽化した木造家屋の密集地域があり、駅前の住環境の整備が
遅れている。南側の小日向方面には「消防活動困難区域」が広く存在し消防
活動などの防災面にも不安がある。
　区は地区のこれらの課題を解消していくために、周辺住民の理解と協力を
求め、「文の京」にふさわしい活力のある地域拠点の核となる茗荷谷駅前地
区市街地再開発事業を推進する。
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古い家､狭い道、駅前自転車 　茗荷谷駅周辺は、交通の便が良く、多くの公共公益施設や大学等の教育施

設が立地する区民生活の拠点となっている地区である。また、茗荷谷駅は1
日平均約65,000人が利用する区内でも最大級の駅となっている。
　しかしながら、居住者や学生等の多様なニーズに対応する商業施設が不足

登校･下校時の学生による歩行の困難さ､
駅周辺に残る老朽化した建物群や袋小路。
安全で美しい街並を希望します。

　茗荷谷駅周辺は、交通の便が良く、多くの公共公益施設や大学等の教育施
設が立地する区民生活の拠点となっている地区である。また、茗荷谷駅は1
日平均約65,000人が利用する区内でも最大級の駅となっている。
　しかしながら、居住者や学生等の多様なニーズに対応する商業施設が不足
し、人々をひきつける憩いのある空間が不足している。また、駅周辺は、歩
行者の安全性が確保された歩行者空間整備が遅れ、特に駅前の区道は放置自
転車が多数あり、歩行者の安全性に問題がある。
　駅西側には老朽化した木造家屋の密集地域があり、駅前の住環境の整備が
遅れている。南側の小日向方面には「消防活動困難区域」が広く存在し消防
活動などの防災面にも不安がある。
　区は地区のこれらの課題を解消していくために、周辺住民の理解と協力を
求め、「文の京」にふさわしい活力のある地域拠点の核となる茗荷谷駅前地
区市街地再開発事業を推進する。

私共は長年当開発の地域内に店舗兼住宅を持ち暮らしております。再開発
の話が具体的になった最近になり、近隣と思われる方々(中には遠方にお
住まいの方)より反対運動が起こっています。
　ごく最近になり､一部反対の地権者と思われる方より配達証明付きの郵
便物が届いたり､個人的には等価交換をすると､もうこの土地には住めなく
なり､追い出されることになる。それでもいいのか。と言われ､それ以来､
何を言われるか怖わくて､反対している人々と顔を合わせるのに恐怖心を
感じています。
　本来なら同じ町内で仲良くおだやかに暮らしていられるのに､外に出る
と大きな貼り紙が目に入り､最近は町会の案内板にも反対の貼り紙が貼っ
てあり､いつ町会で決定したのかわかりませんが､町全体で､私たちを白い
目で見ているのではないかと感じられる様に思えてたまりません｡反対の
方々も私たちの苦しみを理解くださり､今後もより良い人間関係が続けら
れるような方法を取っていただきたいと願っております。

　茗荷谷駅周辺は、交通の便が良く、多くの公共公益施設や大学等の教育施
設が立地する区民生活の拠点となっている地区である。また、茗荷谷駅は1
日平均約65,000人が利用する区内でも最大級の駅となっている。
　しかしながら、居住者や学生等の多様なニーズに対応する商業施設が不足
し、人々をひきつける憩いのある空間が不足している。また、駅周辺は、歩
行者の安全性が確保された歩行者空間整備が遅れ、特に駅前の区道は放置自
転車が多数あり、歩行者の安全性に問題がある。
　駅西側には老朽化した木造家屋の密集地域があり、駅前の住環境の整備が
遅れている。南側の小日向方面には「消防活動困難区域」が広く存在し消防
活動などの防災面にも不安がある。
　区は地区のこれらの課題を解消していくために、周辺住民の理解と協力を
求め、「文の京」にふさわしい活力のある地域拠点の核となる茗荷谷駅前地
区市街地再開発事業を推進する。

65



15

また緊急車両の進入は非常に難しく､火災など万が一の事故が発生した場
合は誰が責任を負うのでしょうか。

２．朝夕の通勤･通学者が道路脇のゴミ置き場を避けるように狭い歩道を
我慢して通っております｡また逆に茗荷谷駅に来る人はそのために車道を
歩くことを余儀なくされており､車両が飛び込んできたら大変な事故にな
るのではないでしょうか｡

現在､我が家は非常に恵まれた環境です｡閑静で日当たりがよく、猫の額ほ
どの庭ですが､花を鑑賞したり､庭には柿の木があり､秋には収穫を楽しん
でいます｡その恵まれた環境ではありますが､下記の現状から茗荷谷の環境
を良くする為再開発に賛成で推進して頂きたくお願いいたします｡

１．駅前の狭い道路に自転車が放置してあり､その中を通行車両が人を無
視したように進入して参ります｡よく事故がおきないものだと思っており
ます｡

　茗荷谷駅前地区市街地再開発事業は「茗荷谷駅周辺まちづくり基本計画」
に基づき、駅前の木造密集地の解消や小日向地区に広範にある「消防活動困
難区域」の解消など地域の防災性向上を目的の一つとしている。
　そのためには、道路、広場、通路など防災性の高いまちづくりに有効な基
盤を整えることによって、不燃化された、耐震性の高い、安全な地域の実現
を目指す。
　また、敷地内に防災用通路を確保し、小日向地区の「消防活動困難区域」
の解消のための緊急車両用通路を確保すると同時に、避難場所である教育の
森公園へ続く通路として整備を行う。

　茗荷谷駅周辺は、公共公益施設や、教育施設が立地し、歩行者の多い地区
であるが、現在は、十分な歩行者空間が確保されていない。このため、市街
地再開発事業により、地区計画に定められた区道の拡幅や、通路の確保、広
場の整備などの地区施設の整備を行い、安全で快適な歩行者空間の整備を行
う。整備にあたっては、バリアフリーに配慮し、違法駐車等がなく、歩行者
や車両が利用しやすいものとなるよう準備組合と協議していく。

　茗荷谷駅前の放置自転車の問題は、地域のまちづくりにとって重要な課題
である。区はこれまでも駐輪場の設置等を行い放置自転車対策に努めてきた
ところであるが、さらに、再開発準備組合に対しても公共駐輪場の整備を含
んだ事業となるよう依頼している。
　また、放置自転車対策は、区と地元が協力し、再開発事業の実施により、
駅前の放置自転車をなくすよう検討している。

し、人々をひきつける憩いのある空間が不足している。また、駅周辺は、歩
行者の安全性が確保された歩行者空間整備が遅れ、特に駅前の区道は放置自
転車が多数あり、歩行者の安全性に問題がある。
　駅西側には老朽化した木造家屋の密集地域があり、駅前の住環境の整備が
遅れている。南側の小日向方面には「消防活動困難区域」が広く存在し消防
活動などの防災面にも不安がある。
　区は地区のこれらの課題を解消していくために、周辺住民の理解と協力を
求め、「文の京」にふさわしい活力のある地域拠点の核となる茗荷谷駅前地
区市街地再開発事業を推進する。
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６．建物の高さ100mについては、少しでも広い権利床を地権者が確保出来る
ならば､それが120ｍ～150mでも構いません｡自分たちの土地を提供して地域
の環境に寄与するわけです｡今は高層化の時代です｡皆様､是非ご理解を宜し
くお願いいたします｡

３．古い家が多く､建て替えたくても建てかえる事も出来ずに高齢者等は
生活に支障を来たしているのが現状です｡
４．その結果､周辺にはネズミ･ゴキブリ･ハエ･蚊などが蔓延り、地域の環
境を悪化している状況です｡

　茗荷谷駅周辺は、交通の便が良く、多くの公共公益施設や大学等の教育施
設が立地する区民生活の拠点となっている地区である。また、茗荷谷駅は1
日平均約65,000人が利用する区内でも最大級の駅となっている。
　しかしながら、居住者や学生等の多様なニーズに対応する商業施設が不足
し、人々をひきつける憩いのある空間が不足している。また、駅周辺は、歩
行者の安全性が確保された歩行者空間整備が遅れ、特に駅前の区道は放置自
転車が多数あり、歩行者の安全性に問題がある。
　駅西側には老朽化した木造家屋の密集地域があり、駅前の住環境の整備が
遅れている。南側の小日向方面には「消防活動困難区域」が広く存在し消防
活動などの防災面にも不安がある。
　区は地区のこれらの課題を解消していくために、周辺住民の理解と協力を
求め、「文の京」にふさわしい活力のある地域拠点の核となる茗荷谷駅前地
区市街地再開発事業を推進する。

　市街地再開発事業は、住環境の改善や都市機能の再生、まちの防災性の向
上、活力あるまちづくりなど、地域に大きく貢献できる有効な施策である。
特に第一種市街地再開発事業は、権利者が主体的に行う事業であるが、区道
の拡幅をはじめ、広場や通路といった公共公益施設の整備も事業の中で行う
など、公共性の高い事業であり、区としても推進している。
　しかし、権利者にとっては、公共公益施設の整備や、区道への土地提供、
共同建築による敷地の共有化に伴う負担があり、事業実施には多大な時間と
労力や費用がかかる。このため、権利者の負担を軽減し、事業の円滑な推進
を図るために、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の他「文京
区市街地再開発事業等補助金交付要綱」等に基づき支援するものである。

　茗荷谷駅前地区は、文京区都市マスタープランで再開発の推進と商業拠点
の形成を図る地域拠点に位置づけられており、歩行空間や、滞留空間等の空
地の整備、さらには、緊急車両の進入路の確保等が課題となっている。これ
らの課題を解消するため、細分化された敷地を一つにまとめ、空地を整備す
ることを優先させ、建築物は出来る限り一箇所にまとめ、地域環境の許す範
囲で高層建築の計画が可能な都市計画としている。
　高さの限度については、敷地形状や他の都市計画等の高さの限度の算定式
をもとに、事業可能な範囲で最高限度100mとしている。また、付近の圧迫感
の低減や景観を考慮し、道路に面する部分は30ｍを最高限度としている。具
体的な施設計画については、環境への影響に配慮し、100ｍを最高限度とし
て、事業計画の成り立つ範囲で出来る限り低くするよう指導していく。

５．我々地権者は再開発事業によって茗荷谷地域の環境を良くするために
土地を提供するわけです。そのためには補助金額21億円では少なく､我々
の権利を守るためにもっと要求したいと思っています｡
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私の所は防災地区に定められて居りますが､私のまわりはほとんど古い木
造住宅で､しかもそこに住んでいる人は皆80代の方ばかりです｡
大地震や大火災が起きたら避難場所である教育の森まで行く事は出来ませ
ん｡高齢者のためにも一日も早い決定をして頂きたいと思います｡

私の家は築43年でボロボロで、あちこち補修しながら居住している状況で
す｡15年待って､やっと本格的に開発が進められてきました｡
一日も早く実施されることをお願いします｡

　茗荷谷駅周辺は、交通の便が良く、多くの公共公益施設や大学等の教育施
設が立地する区民生活の拠点となっている地区である。また、茗荷谷駅は1
日平均約65,000人が利用する区内でも最大級の駅となっている。
　しかしながら、居住者や学生等の多様なニーズに対応する商業施設が不足
し、人々をひきつける憩いのある空間が不足している。また、駅周辺は、歩
行者の安全性が確保された歩行者空間整備が遅れ、特に駅前の区道は放置自
転車が多数あり、歩行者の安全性に問題がある。
　駅西側には老朽化した木造家屋の密集地域があり、駅前の住環境の整備が
遅れている。南側の小日向方面には「消防活動困難区域」が広く存在し消防
活動などの防災面にも不安がある。
　区は地区のこれらの課題を解消していくために、周辺住民の理解と協力を
求め、「文の京」にふさわしい活力のある地域拠点の核となる茗荷谷駅前地
区市街地再開発事業を推進する。

再開発は組合がまとまって事業を起こすことが第一義ですのに、道路の角
に当たる○○○と○○○(○○○)が抜けていることが話が進まない原因で
はないでしょうか？
先ず組合の役員の方々が文京区長さんや出来れば(都知事さんにも）会っ
て実情を話して二軒を説得して仲間に入れることだと思います｡すばらし
い建物が立ち上がりますよう楽しみにしております｡よろしくお願いいた
します｡役員の方々の長年のご苦労には心から感謝しております｡

　茗荷谷駅前地区市街地再開発事業は「茗荷谷駅周辺まちづくり基本計画」
に基づき、駅前の木造密集地の解消や小日向地区に広範にある「消防活動困
難区域」の解消など地域の防災性向上を目的の一つとしている。
　そのためには、道路、広場、通路など防災性の高いまちづくりに有効な基
盤を整えることによって、不燃化された、耐震性の高い、安全な地域の実現
を目指す。
　また、敷地内に防災用通路を確保し、小日向地区の「消防活動困難区域」
の解消のための緊急車両用通路を確保すると同時に、避難場所である教育の
森公園へ続く通路として整備を行う。

　道路の角の二軒については、事業への参加の説得を行ってきたが、了解を
得ることができなかった。合意が整えば検討するが、現在の状況では、都市
計画案のとおり事業を推進すべきと考えている。
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私達の地区は、昭和20年代、30年代に建てた木造住宅が密集し、すでに建
替えの時期を迎えています｡その上、裏側は都バスの車庫で通り抜け出来
ない行き止まりの地区の為、地震や火災等の危険も感じています｡又、春
日通り側は歩道が狭く、通学時間帯は茗荷谷駅へ向かう通勤者は車道を歩
く危険な状態になっています｡このような危険を回避する為にも防災道
路、歩道等、安全で快適な歩行空間を整備出来る再開発を早急に実現した
いと考えています｡

準備組合で賛成の署名を集めたところ1,032通の賛同の書名を頂きました｡

　茗荷谷駅周辺は、交通の便が良く、多くの公共公益施設や大学等の教育施
設が立地する区民生活の拠点となっている地区である。また、茗荷谷駅は1
日平均約65,000人が利用する区内でも最大級の駅となっている。
　しかしながら、居住者や学生等の多様なニーズに対応する商業施設が不足
し、人々をひきつける憩いのある空間が不足している。また、駅周辺は、歩
行者の安全性が確保された歩行者空間整備が遅れ、特に駅前の区道は放置自
転車が多数あり、歩行者の安全性に問題がある。
　駅西側には老朽化した木造家屋の密集地域があり、駅前の住環境の整備が
遅れている。南側の小日向方面には「消防活動困難区域」が広く存在し消防
活動などの防災面にも不安がある。
　区は地区のこれらの課題を解消していくために、周辺住民の理解と協力を
求め、「文の京」にふさわしい活力のある地域拠点の核となる茗荷谷駅前地
区市街地再開発事業を推進する。

10数年にわたり茗荷谷駅前の再開発を準備組合を通じ検討してきました｡
駅前としての整備､大塚一、二丁目、小日向への災害時の避難通路の確保
等を検討している、まちづくりを早急に実現したいと考えています｡

　茗荷谷駅周辺は、交通の便が良く、多くの公共公益施設や大学等の教育施
設が立地する区民生活の拠点となっている地区である。また、茗荷谷駅は1
日平均約65,000人が利用する区内でも最大級の駅となっている。
　しかしながら、居住者や学生等の多様なニーズに対応する商業施設が不足
し、人々をひきつける憩いのある空間が不足している。また、駅周辺は、歩
行者の安全性が確保された歩行者空間整備が遅れ、特に駅前の区道は放置自
転車が多数あり、歩行者の安全性に問題がある。
　駅西側には老朽化した木造家屋の密集地域があり、駅前の住環境の整備が
遅れている。南側の小日向方面には「消防活動困難区域」が広く存在し消防
活動などの防災面にも不安がある。
　区は地区のこれらの課題を解消していくために、周辺住民の理解と協力を
求め、「文の京」にふさわしい活力のある地域拠点の核となる茗荷谷駅前地
区市街地再開発事業を推進する。
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