
【資料第 16号】 

基本構想実施計画（素案）に対する意見について 
 

 

１ パブリックコメント 

⑴ 実施期間 

    平成 25年 12月６日（金）から平成 26年１月６日（月）まで 

⑵  意見提出者数 

   46人 

⑶ 意見件数 

   58件 

 ⑷ 意見及び回答 

   別紙１のとおり 

 

２ 区民説明会 

⑴ 開催状況 

   平成 25年 12 月 15日（日）文京シビックセンター 

        12 月 16日（月）目白台交流館 

        12 月 17日（火）不忍通りふれあい館 

⑵ 参加区民人数 

   ８人 

⑶ 意見件数 

   22件 

 ⑷ 意見及び回答 

   別紙２のとおり 

 

３ 意見の合計と内訳 

分 類 件 数 

子育て・教育 13 

福祉・健康 19 

コミュニティ・産業・文化 14 

まちづくり・環境 21 

その他 13 

合計 80 

 



【別紙１】

Ｎｏ． 件名 意見【原則的に原文通り】 回答 所管

1
コミュニティ
・産業・文化

観光 史跡・旧跡の標示板について
旧駒込林町周辺は、徳川家と縁のある史跡や旧跡があるので、そ
の由来などを解説する標示板が設置できないか。本郷、湯島、春
日に比べると標示板が少ない気がします。

区では、平成24年９月に「文京区案内標識
等統一化計画」を策定したところです。
今後、本計画に基づき整備する標識におい
て、設置場所付近の観光地等の情報を掲載
してまいります。
なお、文化財標示板は、一定の基準に基づ
いて設置しています。区の指定文化財に設
置する他、文化財史跡、伝説、民話などに
関するもので価値の高いもの、廃校・橋・
大名屋敷・地蔵等の中から設置しており、
今回のご意見も参考とさせていただきま
す。

アカデミー推進部
土木部
教育推進部

2 まちづくり・環境 防犯・安全対策
総合的自転車対策の推進につ
いて

自転車は車道左側通行が守られていません。歩道は子供と70才以
上ですが左側通行を守るよう指導をお願いします。特に若い人、
東大生はメチャクチャに歩道を歩いています。

ご意見は、「230 交通安全普及広報活動」
の実施に当たり、参考とさせていただきま
す。

土木部

3 子育て・教育 子育て支援 子育て・教育について

子供世代への配慮ありがとうございます。ただ、保育園問題に熱
心に取り組んでいただいている一方、育成室の増加が少なく、大
変心配です。来年小学校に入る予定の我が家も地域の育成室（向
丘）にはとても入れない（条件としてフルタイムでないと例年入
れていない）とのことで、仕事を辞めざるを得ない瀬戸際です
（民間は高すぎる）。一日も早く育成室をつくってください。子
供のために仕事を少しセーブしたら、仕事を続けられなくなるの
はあまりに残念です。

育成室については、子育て支援計画に基づ
いて整備を進めております。子育てに関す
るニーズ調査の結果を踏まえ、今後の育成
室の整備についても検討してまいります。

男女協働子育て支援部

4 福祉・健康 高齢者福祉 老人の特養と退出について
これだけ盛沢山書いてあるのに計画にないのはおかしい。文京区
内にあと10ヶ所作って頂きたい

「071 民間事業者による高齢者施設の整
備」を実施してまいります。

福祉部

5 福祉・健康 生活福祉 老人の特養と退出について
区営の葬祭場もコンビニのＰＯＳのようにもっと区民のニーズを
くんで下さい。勝手に行政や議員（若い元気な）が想像して作文
するのではなく。

ご意見は、今後の事業運営の参考とさせて
いただきます。

福祉部

6 まちづくり・環境 住環境 まちづくりについて
大塚４丁目、５丁目の春日通り側の区画整理を早く進めてくださ
い。

春日通りの道路拡幅事業については、国土
交通省関東地方整備局東京国道事務所の所
管となり、現在、設計中と伺っておりま
す。

土木部

7 その他 行財政運営について 選挙の際に言っていた「区議員の削減」を進めて下さい。
区議会において適切な判断がなされるもの
と考えております。

総務部

基本構想実施計画（平成26年度～平成28年度）（素案）に対する意見及び回答一覧

分野
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Ｎｏ． 件名 意見【原則的に原文通り】 回答 所管分野

8
コミュニティ
・産業・文化

文化振興 71 区史について 既に文京区史５巻があるので更に充実したもの
ご意見は、「167 区制70周年記念事業「文
京区史」の発行」の実施に当たり、参考と
させていただきます。

アカデミー推進部

9 まちづくり・環境 住環境 82 まちづくりについて 景観まちづくりについて景観を見つけ又歩く会等を推進する

講師の解説を聞きながら、文京区のまち並
みを景観の観点でじっくりと眺め、評価
し、まちの良いところ・悪いところを再発
見していく事業として、「まち並みウォッ
チング」を25 年度は２回開催しておりま
す。

都市計画部

10 まちづくり・環境 住環境 85 バリアフリーについて

バリアフリーについては区の建物だけでなく区内のビルについて
進める。現在区の設備例えば向丘出張所は階段が多くエレベー
ターの使用が出来るように。本郷郵便局は５Ｆ迄もエレベーター
がありますので参考にして実行してください。

ご意見は、「193 文京区バリアフリー基本
構想の策定」の実施に当たり、参考とさせ
ていただきます。

都市計画部

11 子育て・教育 子育て支援 一時保育事業について

キッズルームの定員を増やして欲しいと思います。（又は、キッ
ズルームを新しく増やす等）予定の10日前くらいからは、予約が
取りづらい状況で、急な予定で預けたい時には預けられない事が
多く残念です。また、予約方法が現在は電話＋Ｆａｘですが、イ
ンターネットによる予約状況の確認や予約ができるようになる
と、大変便利なのではないでしょうか。

一時保育事業の拡充のため、キッズルーム
シビックの定員増や新たなキッズルームの
開室を計画しております。
また、利用者の利便性の向上のため、現
在、電子申請システムによる利用申請の受
付を検討しております。

男女協働子育て支援部

12
コミュニティ
・産業・文化

地域コミュニティ
地域コミュニティの育成につ
いて

超高齢社会においては、地域住民の交流共助が気軽に生まれるよ
うに茶飲み話や井戸端会議ができる場を増やすことが大切だと思
う。健康安全防災減災は自助に任せきれない。孤独、孤立してあ
きらめないよう、地域のふれ合いによる共助について、地域活動
センターやふれあいサロンを、広い家を借り上げたり、公園空地
を活用して、身近につくる。新江戸川公園施設を早急に改修し
て、坂の上の交流館まで行かなくてすむように。

ご意見は、今後の事業運営の参考とさせて
いただきます。

総務部
区民部
福祉部
土木部

13 行財政運営
アカデミー向丘の整備につい
て

第六中学改築後に移転したら現在の地はどの様に使うのでしょう
か。私は是非ここに「特別養援老人ホーム」を作っていただきた
いと切に願います。文京区に特養は少なすぎます。アカデミー向
丘の跡地は日本医科大学、東大病院とも近いので最高の地だと思
います。

アカデミー向丘跡地については、引き続き
効果的な活用を検討してまいります。

アカデミー推進部
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Ｎｏ． 件名 意見【原則的に原文通り】 回答 所管分野

14 まちづくり・環境 住環境 83 バリアフリーに関して

バリアフリーの基本計画はこれから考えるということですので大
変期待しています。一つだけお考えの中に入れて頂きたいこと。
私はある福祉施設の建築からたずさわったものです。福祉施設の
利用者の大半は足が不自由な方です。ですから凹凸があっては、
また急な坂があってはなりません。このたびのご案内には道路の
ことが触れられていません。私も足が弱い方ですし、世の中には
車いすの方もいらっしゃいます。先日、文京区以外の住民から言
われました。文京区に坂があるのは仕方ないとしても、あまりに
も左さがり右さがりの歩道が多い。文京区民はよく黙っているね
と。特にえんま様の前です。なんとかして下さいませんか。車い
すが傾いて倒れて人身事故が起きたら文京区は賠償責任に問われ
ますね。

ご意見は、「193 文京区バリアフリー基本
構想の策定」の実施に当たり、参考とさせ
ていただきます。

都市計画部
土木部

15
コミュニティ
・産業・文化

生涯学習
70 文京区立図書館のサービ
スについて

図書館に新聞を読みにゆくと無料試食券があり（餃子の王将他）
ハガキ、雑誌を切りぬく人が多い。うしろの記事が読めない。よ
そは、みんな黒く塗りつぶしたり、ハガキなどは大きくハンコを
押して使用出来ない様に工夫してます。考えてみてはどうでしょ
うか？

ご意見は、「166 文京区立図書館のサービ
ス向上」の実施に当たり、参考とさせてい
ただきます。

教育推進部

16 まちづくり・環境 住環境
82 景観まちづくりの推進に
ついて

最近、景観を形成していた狸坂の住宅が取り壊され、かなり大き
な樹木が何本も切られました。また、本郷においても同様のこと
が起きています。瀬川邸のように不動産的な工夫がされないと保
全はむずかしいでしょう。貴重な屋敷林を残す工夫の検討をして
いただきたい。（屋敷林を残した事業者へのインセンティブな
ど）

既存の樹木については、可能な限り残すよ
うに指導しておりますが、不可能な場合
は、それに代わる緑の設置をお願いしてお
ります。

都市計画部

17 まちづくり・環境 環境保護
使用可能な家具等のリサイク
ルについて

十分使用できる家具や家電製品を廃棄処分するのではなく、欲し
い人に使ってもらうための展示の場を設けて下さい。展示の日付
など区報で流していただければ、再利用され、ゴミの軽減にもな
ると思います。処分のステッカーが貼られて置かれた家具に、引
き取って使えたらなぁと思うことがよくありました。よろしくお
願いします。

区が担うリサイクル事業としては、区民主
体の不用品リサイクル活動の支援が中心と
なると考えております。
なお、そのような活動の中において、再使
用できる粗大ごみの抽選会も実施しており
ます。

資源環境部

18 まちづくり・環境 住環境 まちづくり・環境について

有楽町線・江戸川橋駅に地上行きエレベーターを設置していただ
きたい。改札から地上までが長く、階段が急で多すぎます。ベ
ビーカーをかかえて困っている若いお母さん、息切れしているお
年寄をよく見かけます（60才でもきついです）。この駅は周辺住
民にとって銀座、渋谷、池袋等に行くのに使用する駅ですが、小
さい子供のいる家族、お年寄にとって、便利でも使えない駅に
なっています。（江戸川公園の桜、椿山荘に行くのにも便利な駅
のはずです）是非エレベーターの設置をお願いします。

江戸川橋駅のエレベーター設置について
は、東京メトロより各種調整を進めている
旨を聞いております。

都市計画部

19 子育て・教育 教育 子育て・教育について

・自分の子供は人任せでなく、自分で育てる。育てられないなら
生むな。
・ベビーカーでのかけこみ乗車をしない。
・犯罪者を育てないようにする。法に触れていなくても、犯罪に
近い事をする人間は多い。子供のうちからしてはいけない事を学
ばせる。
・子供を乗せた自転車で赤信号は渡らないようにする。
・スーパー内で菓子を食べさせないようにする。
・電車内でやたら飲食させない。
・幼稚園の友だちの耳に粘土をつめたら、しっかりと叱る。

ご意見を参考とさせていただきます。 教育推進部
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Ｎｏ． 件名 意見【原則的に原文通り】 回答 所管分野

20 福祉・健康 生活衛生環境
地域福祉コーディネーターに
ついて

この項に申し上げるべきかは良く分かりませんが…。私は今ペッ
ト（犬）を飼っております。おとなしく利口です。引っ越して来
てまだ３年になりませんが、ペットに関してよそよそしいのがと
ても寂しいです。墨田区におりましたが、どこでも優しくあたた
かかったです。人とペットが触れ合う区を…。

ご意見は、「132　動物との共生社会支援事
業」の実施に当たり、参考とさせていただ
きます。

保健衛生部

21
コミュニティ
・産業・文化

スポーツ振興 スポーツ指導者の育成と活用

文京区内には公益社団法人日本空手協会や柔道の講道館があり、
中学校（又は小学校でも）スポーツ（武道）指導の際に連携され
て行かれるといいと思います。指導を通じ相手を敬うことも教え
られるからです。

ご意見は、今後の事業運営の参考とさせて
いただきます。

アカデミー推進部

22 まちづくり・環境 災害対策 災害協定の拡充
区内の本郷仏教会・小石川仏教会と協力し、区内寺院にて災害時
のご遺体の安置をお願いする。

ご意見は、今後の事業運営の参考とさせて
いただきます。

総務部

23 福祉・健康 高齢者福祉
子育て・教育、福祉・健康に
ついて

昨日、六中卒業生として何十年ぶりかに新校舎を見学してきまし
た。総工費30億円以上もかける必要があったか？他の学校ではま
だまだ老朽化のまま使っているものもあり、よくよく現状をみて
ほしい。
区長はイクメンで子供優先の進め方はいかがなものか。高齢者福
祉については事業概要が記されているものの、具体的な進め方な
どまったくなく、ただのきれい事にしか感じられなく区内のお年
寄りの人数も多く、施設を利用したくても何百人待ちでは、いつ
利用できるのか。家で介護している人には何の手助けもならない
区行政だ！
もっと価値のある私たちの税金を使ってほしい。

「056　老朽校舎の改築」において、誠之小
学校及び明化小学校について、改築基本構
想の策定に着手することとしており、校舎
等、計画的に教育環境の整備に取り組んで
まいります。
また、高齢者福祉施策についても、本実施
計画や地域福祉保健計画等に基づき、子育
て支援施策と同様、効果的に実施してまい
ります。

福祉部
教育推進部

24 行財政運営 計画そのものについて

そもそもこのようなものをまとめることにどんな意味があるので
しょうか？誰もが反対しないような内容だけが記載されていて、
この実現による副作用（例えば増税）についてや、検討の結果と
して削除された項目についての記載もありません。追加的な財政
措置を伴うようなきれい事だけが読みにくく羅列されています。
区民にとっての判断材料として提供されるべきものは、これらの
計画の実施に伴う行政コストの増減や、他の自治体で実施されて
いながら文京区では敢えて実施しない項目（もしあれば）であり
ます。さもないと、全国水準からみれば極めて潤沢な区税等収入
を持つ文京区の「散財計画」と言われかねません。行財政改革の
理念はどこに行ってしまったのでしょうか？

本実施計画に掲げる事業の事業費や、財政
計画等については、今後、お示ししてまい
ります。
なお、行財政改革については、別に行財政
改革推進計画を策定し、健全な財政運営の
確保と区民サービスの向上の両立に取り組
んでいるところです。

企画政策部

25 行財政運営 全般について

すべてにおいてサービス向上により緊縮財政にして欲しいです。
スポーツジムなど民間会員の方も多く、区が自前でやらずとも済
むことも多いと感じます。するにしても、一部の人しか受けられ
ないのでウォーキングなどお金のかからない物に特化して欲しい
です。

行財政改革推進計画に基づき、引き続き、
民間活力の活用に取り組んでまいります。

企画政策部

26
コミュニティ
・産業・文化

地域コミュニティ
アカデミー向丘の整備につい
て

アカデミー向丘の洋室をいつも使っています。駅から近いのと、
何といっても400円で半日借りられるのが魅力です。緑に囲まれた
環境も良いのでなくさないでください！

公の施設及び公有地の有効活用の観点か
ら、アカデミー向丘について移転・整備を
実施するものです。

アカデミー推進部
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Ｎｏ． 件名 意見【原則的に原文通り】 回答 所管分野

27 まちづくり・環境 災害対策
電線・通信線地中埋設（電柱
不要化）について

震災時・大災時の避難・消火を含む災害防止活動が容易になる。
（避難路確保・安全化、消防車等の通行容易化）特に裏通り（区
道）は電柱が道路にはみ出しているところが多く、普段でも危
険。
副次的効果として、「まち」の景観が良くなり、史蹟巡り等の観
光客の更なる誘致が進み、経済的な効果拡大も期待できる。

区で電線類の地中化を行うには、一定以上
の歩道幅員が必要であり、狭あいな区道に
おける電線類の地中化は困難な状況です。

土木部

28 福祉・健康 高齢者福祉 高齢者福祉について
高齢者の1人世帯が多いと思われるので、高齢者の様々の問題を聴
取して解決する窓口の充実が肝要と考えます。

「088　地域包括支援センター（高齢者あん
しん相談センター）の充実」において、ご
指摘の趣旨は盛り込んでおります。

福祉部

29 福祉・健康 高齢者福祉 高齢者福祉について
地域の地価の高地域ため、区営関係の福祉施設の建設よりも、民
間施設の援助を中心にして介護対象者の入所の援助を中心にした
方が効率的ではないか。

「071　民間事業者による高齢者施設の整
備」、「073　地域密着型サービス施設の整
備」に取り組んでまいります。

福祉部

30 子育て・教育 教育
誠之小老朽化校舎の改築につ
いて

１）過去に六中との老朽化計画で中仙道をはさむ2分割校の計画を
くつ返した経験からも、十分検討し実現的な建設をしてほしい。
２）校舎だけでなく、土地（裏手崖部）の老朽化が著しい為、予
想される大型地震に耐える設計をお願いしたい。
３）又崖に沿った道路も区の定める車道として機能するよう拡張
して欲しい。（校舎等はデザイナーブランドでなく、合理的な使
い易い設計を望む。）

ご意見は、「056　老朽校舎の改築」の実施
に当たり、参考とさせていただきます。

教育推進部

31
コミュニティ
・産業・文化

生涯学習
文京区立図書館のサービス向
上について

システムを整備しても、肝心の図書を予約してから手元にくるま
でが長すぎます。図書館の本来の用途は、読みたい本を買わなく
ても読める、リクエストして少し待てば読める、ということだと
思いますが、人気のある図書は100人近く待つこともあります。た
だだからいつまでも待て、というのはサービス向上からかけ離れ
ていると思います。今話題になっている本は少なくとも３か月以
内に読めるよう、冊数を考慮してください。以前に比べて予約待
ち時間がかなり長くなったと思います。

ご意見は「166 文京区立図書館のサービス
向上」の実施に当たり、参考とさせていた
だきます。

教育推進部

32 まちづくり・環境 住環境
「文京区バリアフリー基本構
想」について

「基本構想」策定の必要は理解しますが、具体的には江戸川橋駅
の地上行き施設は当区に転入して13年待っていますものの、いま
だにありません。メトロとの関係もあるのかも知れませんが、だ
んだん年を取ってきたので、一刻も早く実現するようお願い申し
上げます。

江戸川橋駅のエレベーター設置について
は、東京メトロより各種調整を進めている
旨を聞いております。

都市計画部

33 福祉・健康 高齢者福祉 地域医療連携推進

私は幼い頃から区内で生活しております。しかし、近所の高齢者
の人達は（実母も同じでした）特養にはなかなか入居できず、近
県に移住して有料老人ホームに入居するしかない状態です。病院
入院迄は可能でも退院後が問題なのです。そこで、自宅を施設の
居室の一部と考えて対応できるシステムを考えて頂き、人生最期
迄、この文京区で生活できたら嬉しいです。幸い文京区では生活
に不安がなくとても良いと皆さん口々に言っております。よろし
くお願い申し上げます。

「071　民間事業者による高齢者施設の整
備」
「072　介護保険サービスの充実」
「073　地域密着型サービス施設の整備」
「087　医療と介護の連携強化」
「088　地域包括支援センター（高齢者あん
しん相談センター）の充実」
「089　認知症施策の総合的な推進」
「090　地域医療連携推進」において、ご指
摘の趣旨は盛り込んでおります。

福祉部
保健衛生部
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Ｎｏ． 件名 意見【原則的に原文通り】 回答 所管分野

34 まちづくり・環境 防犯・安全対策

１日100円などで不定期の駐輪でも利用できる駐輪場も増やして欲
しい。
御茶ノ水駅以北に駐輪場がないため放置自転車が目につく。どこ
かにできないでしょうか。

駅周辺の駐輪場については、本来、鉄道事
業者等が整備するものですが、本区には地
下鉄しかないため、土地の確保が困難と
なっております。しかしながら、ご指摘の
とおり、放置自転車対策は急務であるた
め、可能な限り駐輪場設置に努めていると
ころです。

土木部

35
コミュニティ
・産業・文化

スポーツ振興
テニスコートキャンセルに
ついて

区民が身近な場所で楽しめるよう…⇒安全に健康に楽しめるよ
う、テニスコートにＡＥＤを設置してありますか？
熱中症予防対策として、気温髙い時はキャンセルを有効にしてほ
しいです。体調管理は本人の責任だと思いますが、決行するか辞
めるかの選択はさせてほしいです。よろしくお願いします。

竹早テニスコート及び目白台運動公園テニ
スコートについては、ＡＥＤを設置してお
ります。
当日キャンセルについては、より多くの方
にご利用いただくため、利用料金の還付は
しておりません。
なお、気温が高い時のテニスコート利用に
ついては個人の判断によるものでございま
すが、光化学スモッグ警報が発令されるな
ど、明らかに使用者の責任によらない理由
でコートの使用ができないときには利用料
金を還付しています。
いただいたご意見は、施設運営方法の見直
しを行う際の参考とさせていただきます。

アカデミー推進部
土木部

36 福祉・健康 高齢者福祉
民間事業者による高齢者施設
の整備

他の区をもっと見習って早急にホームを建設して下さい。
特養が不足しているのは分かっています。もっと民間事業者に区
の学校、公共の土地を提供し早く早く希望者が在宅で死や苦労を
しないで旅立たれるようにして下さい。何千万円の入居費用は無
理でも１千万以内で入れて看取りまでしてくれるホームが欲し
い。在宅介護や認知症の介護の経験者は区の息のかかった老人
ホームを心待ちにしています。早く早く急いで増やしてくださ
い。

「071　民間事業者による高齢者施設の整
備」に取り組んでまいります。

福祉部

37 子育て・教育 教育 学校支援地域本部事業

効果的な学校支援を図るために、地域が、学習や部活動等の学校
ニーズを組織的に支援していく取組みは、将来像の「学校を核と
した家庭や地域の連携」につながる、良い施策だと思います。
事業者・企業等が有するノウハウを活用して更なるレベルアップ
を図るために、「事業者等が」を追加し、「地域住民、事業者等
が学校を組織的に支援し…」とすることをご提案します。

本事業は、地域住民が中心となり学校を
様々な角度から支援していく事業ですが、
直接支援する方々は、地域住民だけではな
く、企業やＮＰＯ法人、大学なども想定さ
れます。そのようなことから、ご指摘のと
おり「地域住民・事業者等」といたしま
す。

教育推進部

38
コミュニティ
・産業・文化

生涯学習

貴区のこれまでの区民への様々な学習機会及び発表の場を提供さ
れてきたことは、「文の京生涯学習日本一のまち」に向けた重要
な取組みと考えます。生涯学習においてはより幅広く実行的な展
開が必要になりますが、今後環境の視点も不可欠なものと考えま
す。
事業概要に「環境」の文言を追加し、「地域、文学、歴史・社
会、芸術、語学、くらし、環境、健康・スポーツなどバラエティ
に富んだ内容を…」とすることをご提案します。

環境の視点の重要性は認識しており、これ
までも「社会」分野の中で講座を実施して
まいりました。引き続き同分野に分類して
取り組んでまいりたいと考えておりますの
で、ご理解を賜りたいと存じます。

アカデミー推進部

6



Ｎｏ． 件名 意見【原則的に原文通り】 回答 所管分野

40
コミュニティ
・産業・文化

スポーツ振興 スポーツ振興について

プールやスポーツジムの利用料を見ると文京区以外の区では区民
に対して安く設定されております。健康維持の観点からも検討し
ていただきたいと思います。例をあげると中央区はプールの利用
が65歳以上は無料、泳ぐ目的ではなく歩行をされている方を多数
見受けられます。ジムも安くなっています。他の区でも何らかの
費用を安く設定しております。

スポーツセンター及び総合体育館について
は、65歳以上の方は、減免された利用料で
お使いいただいております。

アカデミー推進部

41 行財政運営 行財政運営について

シビックセンター内の使い方、区の設備、施設に無駄が多数ある
と思われます。無駄を省くプロジェクトを立ち上げて（縦割り行
政ではなく）検討していただきたいと思います。
今回の基本構想実施計画は各部局が提出した内容が羅列されてい
るだけで部局間の調整が出来ているのでしょうか？お互いの縄張
りがあって、例えば障害福祉施設の区民センターの利用などは区
民部の縄張りなので福祉部の意見は出せないとか？疑問に感じて
おります。

行財政改革推進計画に基づき、庁内での調
整を十分に行いながら、必要な検討を進め
てまいります。

企画政策部

企画政策部
福祉部

39 福祉・健康 障害者福祉
日中活動系サービス施設の
整備

実施計画・素案ということは変更が可能という前提で意見を記述
いたします。本郷交流館を取り壊し、そのあとに障害者福祉施設
を建設するという説明を１２月４日、１２月１６日、２回にわた
り障害福祉課から説明を受けました。本郷交流館横遊び場も壊し
敷地面積２６９．０９㎡に５階建て約７００㎡の建物を想定して
いるようですが地域住民の意向を全く無視したこの計画に大反対
です。まず遊び場は小さなお子さんが利用している姿をよく見か
けます。土地の用途は商業地域、近隣商業地域ですがここに以前
から住んでいる住民は低層の住宅に住んでいる方がほとんどで
す。（別紙参照）（この地域の住民は高齢化が進み残念ながら説
明会に出てくる体力も気力も無く、諦めているようです）当該土
地に接する道路は３ｍです。このような場所に中層階の建物が出
来るということは日影が出来てしまい更に住環境が悪化します。
私の家はすでにマンション、事務所ビルのために太陽の光はあた
りません。この地域をこれ以上、悪化させたくないのです。（こ
の地域、低層の建物に住むのは我儘、もっと環境の良い場所に
引っ越せという某学識経験者の意見もあるようですが）文京区が
めざす住環境の将来像、「だれもが住み続けたい・住みたくなる
快適で魅力的なまち」とは全く逆で区の施設が環境を破壊するこ
とになるのです。この土地を有効活用する、また700㎡確保出来な
ければこの事業が成り立たないとの説明もありました。計画に対
する面子だけで住民を無視してこの狭い土地に建物を建設しよう
としているのでしょうか？福祉部だけの都合、いわゆる「省益」
の追求だけではないでしょうか？例えば最近出来た総合体育館な
どは土地が有効に利用できているのでしょうか？この狭い土地に
区の施設を作るということは全く理解できません。むしろ、この
跡地は増加傾向がみられる小さなお子さんのために全部子供の遊
び場にしても良いと思っております。住環境も多少改善されま
す。障害福祉施設が必要であれば交通の便利な区民会館（真砂市
場も含む）の活用、民間の事務所ビル（空事務所が多数ある）の
利用、廃校になった元町小学校、東京都が所有する東京ワンダー
サイト（本郷２－４－１６、昔、東京都の職業訓練所だった）の
使用申し入れ等、いくらでも考える余地があると思います。
シビックセンター内の１階、カフェを廃止、アートサロン、ギャ
ラリーシビックの機能を区民広場に移し、その後に障害福祉施設
を設けるというくらいの案があっても良いと思います。（建設費
用は東京都と国からの補助金を前提としているとの説明でした
が、補助金をあてにする案も反対です）

区有地・区有施設については、行財政改革
推進計画に基づき、行政需要や地域特性等
を踏まえ、複合化や集約化も含め、その有
効活用を検討しているところです。
当該施設についても、漸増する特別支援学
校の卒業生の進路対策や、企業就労から離
職した障害者等が日中活動を行っていく場
の充実を図ること、これまで本郷交流館で
提供してきた区民施設の貸室機能を維持す
ることという行政需要に鑑み、検討した結
果となっております。
また、障害者福祉施設の整備・運営は、福
祉に係る専門的なノウハウのある民間事業
者が行うことになりますが、その事業者が
安定的かつ健全な財政基盤を確立し、維持
していくために、国や都の施設整備費補助
金の活用を図ることが重要であると考えら
れます。区としましても、限られた財源の
中で、様々な行政需要に応えていくため
に、国や都の予算編成の動向を踏まえ、区
の政策実施上、必要と認められる補助金等
については積極的な確保に努めることが必
要であると考えております。
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Ｎｏ． 件名 意見【原則的に原文通り】 回答 所管分野

42 まちづくり・環境 住環境

私の住所は本郷２丁目、家の前の道路は３ｍ幅です。（改築の際
50㎝ずつ宅地が削られ４ｍ幅に将来なります）
20番地の南側の家は２階建て４軒、３階建て３軒、４階建て１軒
です。
23番地の南側は２階建て２軒、３階建て７軒です。
21番地の北側は２階建て１軒、３階建て２軒、マンション１棟で
す。
22番地の北側は２階建て４軒、３階建て３軒、マンション１棟、
事務所ビル１棟です。
このような地域に高さ制限45ｍ→46ｍ、50ｍ→60ｍに誘導する案
はとても受け入れることができません。現実離れしております。
これ以上の住居環境の悪化は我慢が出来ません。（過去に建てら
れた建築物にはとやかく言いません）
計画の再度見直しを強く要求いたします。

制限値については、これまで、区議会や都
市計画審議会において、また、区民の皆様
との議論を重ねた上で、都、特定行政庁と
の協議を経た数値であり、見直しを行うこ
とは困難です。
なお、絶対高さ制限については、良好な住
環境の保全や、景観まちづくりの推進、建
築紛争の防止等を図ることを目的としてお
り、その高さにまで建築物を誘導するもの
ではなく、まち並みから突出した建築物の
出現を防ぎ、秩序ある市街地の形成を目指
すものです。
何卒、本都市計画の趣旨について、ご理解
賜りたく存じます。

都市計画部

43 子育て・教育 教育 老朽校舎の改築について

誠之小の西側に私共の町会があります。校舎に添って長さ約100m
高さ高い場所で約８mの擁壁があります。今春この擁壁のコンク
リートが割れて路上に落下していました。近くの住民が学校と区
に連絡をとり調査をし亀裂の補修は終了（平成25年４月）但し耐
震の強度については不明のままです。今も壁面から絶えず排水が
続き、住民は非常に不安を感じています。校舎改築の際はこの擁
壁の撤去等について検討お願いいたします。

誠之小学校校舎については、改築基本構想
策定のため、学校・地域関係者、学識経験
者及び行政で構成する会議体において検討
を行う予定です。ご指摘の西側擁壁の耐
震、取扱いを含め施設全体の方向性を調
査・検討してまいります。

教育推進部

44
コミュニティ
・産業・文化

地域コミュニティ 地域コミュニティについて

湯島、本郷地区はBグルが走っていない。文京区役所や茗荷谷のス
ポーツセンターへ行く為には都バスで往復400円かかる。Bグルな
ら往復200円で済む。同じ区民税払っているのに大変不公平であ
る。区内のどこに住んでいても、公平なサービスを受け入れられ
るようにしてもらいたい。

コミュニティバスは、既存バス路線網を補
完し、公共交通を必要とする度合いが高い
地域に対し運行を行うものであり、現在の
路線は、公益性と経済性のバランスを考え
た上で設定されたものです。新たに湯島、
本郷地区を通るルートを設定すると、コ
ミュニティバスと既存バスとの競合によ
り、既存バス路線の減便や廃止の危険が生
じるほか、バス運行補助金や追加のバス購
入のための補助金も大きく増加することと
なります。したがいまして、ご意見にあり
ますバスルートの追加につきましては難し
いものと考えております。

区民部

45 まちづくり・環境 災害対策
文京区基本構想実施計画（素
案）についての意見

別紙参照 別紙参照 総務部
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Ｎｏ． 件名 意見【原則的に原文通り】 回答 所管分野

46 福祉・健康 生活衛生環境 住環境について

ペットや野良猫に関する条例等も作ってほしい。ペットを連れて
散歩している人がいるが糞の始末をしない人が多い。ペットを持
つ人に税金をかけている地区があると聞いたが、そのような条例
や糞の始末をしない人に罰金を課すとか何かしてほしい。又、野
良猫にエサを与える人、野良猫の去勢をしたというが実はしてい
ない人、問題が多い。去勢についてはその事実の証明書の提示を
義務付けるとか、野良猫の餌付けを禁止するとか、美しい町作
り、住みやすい住環境のために何か行動をとってほしい。

適正な飼育の普及・啓発や飼い主のマナー
向上に向けて、「132　動物との共生社会支
援事業」を実施してまいります。

保健衛生部

47 子育て・教育 子育て支援
区内で児童を狙った犯罪があとを絶ちません。育成室に通う子ど
もたちの安全を確保するためにスクールガードのような見守りシ
ステムを確立してほしいです。

これまで同様、育成室ごとに大通りまで集
団で帰宅する際に職員が付き添う等、可能
な対応を行ってまいります。

男女協働子育て支援部

48 子育て・教育 子育て支援
保育サービスの安定的な提供と量的拡大を図るには、区立幼稚園
預かり保育時間の延長が必要だ。（保育園と同じであるべき）

平成25年度より預かり保育の更なる時間延
長を行ってまいりました。
幼稚園、保育園、家庭的保育、さらには認
定こども園など、今後、子育て環境とし
て、様々な選択肢が考えられますが、子ど
もの育ちや、その時代の保護者ニーズを的
確にとらえ、施策に反映してまいります。

教育推進部

49 子育て・教育 教育
学校図書館の利用に制限があり、読書活動を推進しているとは思
えない。専任司書教諭を配置し、学校図書館の活性化を図ってほ
しい。

区では、ほとんどの学校に司書教諭資格を
有する教員を配置し、読書活動推進、学校
図書館充実に係る取組を進めております。
現在のところ、学校図書館に専任の司書を
配置する予定はございませんが、平成23年
３月に策定した「子ども読書活動推進計
画」に基づき、真砂中央図書館が学校図書
館への人的支援をモデル事業として実施し
ており、今後の拡充について検討する予定
です。

教育推進部

50 福祉・健康 生活衛生環境

「２‐５.生活環境衛生」における「123.動物との共生社会支援事
業」について、現在の施策を推進することに加え、千代田区のよ
うに「殺処分ゼロ」（区内で捕獲された犬・猫の東京都による殺
処分をゼロにする）を目指して、保健所の態勢を強化し、ボラン
ティアとの連携を強めることを提案します。文京区が行っている
飼い主のいない猫の避妊・去勢費用の助成事業は他の自治体の引
けを取らないものですから、その成果をアピールし、一層の成果
につなげて全国の模範となるべきと考えます。

ご意見は、「132　動物との共生社会支援事
業」の実施に当たり、参考とさせていただ
きます。

保健衛生部
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Ｎｏ． 件名 意見【原則的に原文通り】 回答 所管分野

51 まちづくり・環境 災害対策

また、「４－３.災害対策」に関連して、環境省は災害時のペット
の同行避難のガイドラインを打ち出しています。文京区でもこれ
に沿って災害時の避難所におけるペットの受け入れ態勢の整備を
急ぐべきと考えます。

地域防災計画に基づき、避難所における
ペット受入れ等についてのルールの策定
（飼養場所等の確保等）に取り組んでまい
ります。

総務部

52 まちづくり・環境 防犯・安全対策 本駒込３丁目の道路について 車がすれちがえない幅なのに一方通行でないので非常にあぶない
交通規制につきましては、交通管理者であ
る警察の所管となります。ご意見は、駒込
警察にお伝えします。

土木部

53 まちづくり・環境 住環境
住環境・防犯安全対策につい
て

歩道、車道に放置された自転車だけでなくバイクも交通の妨害と
なり、放置車両のすき間から高齢者や子どもがとび出して事故に
つながる。区だけでなく、区内の警察署にも、バイクの駐車取締
りを要望し、誰もが通行しやすい道路を整備すべきだ。

ご意見は、今後の事業運営の参考とさせて
いただきます。

土木部

54 まちづくり・環境 防犯・安全対策
住環境・防犯安全対策につい
て

マンション、大規模住宅、企業ビルなどの屋上や１階などに花や
木を植え、その周囲全体の温度を下げたりするなど、地球温暖化
対策になると同時に心地よく暮らせる環境の整備のため、区、大
学などの研究機関が協力して、助成金などで街を良くしてほし
い。

都市部のヒートアイランド現象、大気汚染
の緩和、地球温暖化の防止など、良好な生
活環境の保全と改善を図るため、屋上緑化
や接道部に生垣造成等を行う方へ、必要な
経費の一部を助成しております。

土木部

55
コミュニティ
・産業・文化

生涯学習
70 区立図書館のサービスに
ついて

①中央館が千代田区、豊島区、目黒区、世田谷区に較べて著しく
見劣りする。
②準中央館として位置づけられる小石川図書館の老朽というか、
身障者、高齢者、乳母車を使用する若いお母さんに対する、差
別、エレベーターがない、隣接する小公園から外づけで、２Ｆ、
３Ｆ、４Ｆの非常階段横に建設可能である。やって出来ない工事
はありません。ヤル気がないだけです。小石川図書館の４Ｆで催
物をやることは老人、身障者にくるなという事と同じです。区会
議室にいくら言ってもラチがあきません。

「166 文京区立図書館のサービス向上」に
おいて、中央館の機能の充実を図ることと
しております。
小石川図書館の改修については、区有施設
全体の計画の中で図書館の大規模改修につ
いて検討してまいります。

教育推進部

56 まちづくり・環境 防犯・安全対策
83 「文京区バリアフリー基
本構想」の策定について

本郷通りの赤門の反対側の舗道を直すよう、国土交通省に文京区
から働きかけて下さい。あまりにひどすぎます。
シルバーカー、車いすはもちろん普通の歩行も大変危険です。何
度も万世橋の管理事務所に電話しましたが、個人ではどうにもな
りません。
よろしくお願いします。
全面舗装やり直しをお願いして下さい。

区から国道事務所にご要望の内容をお伝え
します。

土木部
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Ｎｏ． 件名 意見【原則的に原文通り】 回答 所管分野

57
コミュニティ
・産業・文化

生涯学習 障害者福祉について

文京区の「心のバリアフリーハンドブック」を拝読しました。最
後に「私たちにできること」という頁がありました。そこで私は
「文の京」を大切にしておられる文京区が公の施設である小石川
図書館のバリアフリー化を実現させていないことをきちんとうっ
たえることが、私にできる障害者福祉への行動だと考えました。
車イスの方も平等に利用できる図書館を一日もはやく区民ノため
に手に入れたいと願って止みません。どうぞよろしくお願い致し
ます。エレベーターを設置してください。

小石川図書館の改修については、区有施設
全体の計画の中で図書館の大規模改修につ
いて検討してまいります。

教育推進部

58 その他 産業について

産業政策についてが欲しい。文京区●●けて区民に補助する事。
●をやって欲しい。区へのＭＳの誘致して電力料金の値下げ、区
有地に太陽光パネルを設置して、ＭＳに配電する事によって、コ
ストを下げる。

区政運営に当たっては、歳出削減等にも積
極的に取り組み、限られた経営資源の下で
あっても、区民ニーズにかなったサービス
を効果的に実施してまいります。

企画政策部
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【別紙２】

意見
番号

日付 会場 意見 回答 所管

1 12月15日
シビック
センター

福祉・健康 高齢者福祉
「民間事業者による高齢者施設の整備」について、現在の実施計
画を引き継いでいるものと捉えてよいか。引き継いでいるのであ
れば、今後新たに出てきた要望への対応は行わないのか。

基本的には引き継いでおります。本日お示
しした素案はあくまでも、計画期間である
３年間、予算の裏付けをもって区民にお約
束をする最低限の事業計画であり、新たな
要望については、必要に応じて単年度の予
算等で対応してまいります。

福祉部

2 12月15日
シビック
センター

福祉・健康 高齢者福祉
福祉の対象としての高齢者だけでなく、元気な高齢者に対する観
点も盛り込んでほしい。

「ふれあいいきいきサロン事業」や「シニ
アプラザ」、「高齢者施設ボランティア講
座」等において、ご指摘の趣旨は盛り込ん
でおります。

福祉部

3 12月15日
シビック
センター

まちづくり
・環境

災害対策
災害時、区内の大規模事業所等を避難所として利用できるような
協定づくりを考えてはいかがか。

区内に存する学校施設や民間事業所等と、
災害時に避難者を受け入れる施設として利
用できるよう協定を締結しておりますが、
今後も拡充に向けて申し入れを行ってまい
ります。

総務部

4 12月15日
シビック
センター

子育て・教育 子育て支援
子育て家庭の転入増に対応できるよう、スピード感をもって育成
室の整備を進めてほしい。今後、学童保育に入れるかどうか不安
である。

育成室については、子育て支援計画に基づ
いて整備を進めております。子育てに関す
るニーズ調査の結果を踏まえ、今後の育成
室の整備についても検討してまいります。

男女協働子育て支援部

5 12月15日
シビック
センター

福祉・健康 高齢者福祉
小日向・千石地域等でショートステイ施設の整備を進めていくと
のことだが、予算規模はどのくらいか。

現在、小石川五丁目でショートステイ施設
の整備を進めており、平成24年度に土地を
４億7,900万円で購入しました。今後、民間
事業者が整備するに当たり、施設整備に係
る予算として約8,600万円を予定していま
す。

福祉部

6 12月15日
シビック
センター

福祉・健康 高齢者福祉
高齢者の中には、区民説明会のような場に出てきて意見を言うこ
とが困難な方もいるが、申出等を行えば個別に対応していただけ
るのか。

出前講座制度を実施しておりますので、ご
活用いただければと存じます。

企画政策部

7 12月15日
シビック
センター

福祉・健康 高齢者福祉
一人暮らし高齢者も増えているが、空き家等を活用して、孤立を
防ぐような施策はできないか。

一人暮らし高齢者に対する支援について
は、「ふれあいいきいきサロン事業」、
「みまもり訪問事業」、「ハートフルネッ
トワーク事業の充実」、「空き家等対策事
業」等において、取り組んでまいります。

区民部
福祉部

8 12月15日
シビック
センター

コミュニティ
・産業・文化

地域コミュ
ニティ

職員の方が地域を見回りながら、それぞれの地域固有の課題に対
応・解決してくれるようなことはできないか。

地域の課題は地域で解決できるよう、数年
前から地域活動センターに管理職を配置
し、地域広聴員の機能強化を図るなど各地
域活動センターにおいて工夫を行っている
ところです。

区民部

基本構想実施計画（平成26年度～平成28年度）（素案）区民説明会での意見及び回答一覧

分野
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意見
番号

日付 会場 意見 回答 所管分野

9 12月15日
シビック
センター

福祉・健康 高齢者福祉
大塚地区での高齢者施設整備予定はあるか。旧寿会館は今後どう
なるのか。

小石川五丁目においてショートステイ施設
の整備を進めています。
また、音羽一丁目の文京福祉センターが移
転する平成27年度から、跡地を活用した介
護老人保健施設の整備を行う予定です。
なお、旧大塚寿会館の大塚北交流館は木造
建築物であるため、耐震性の問題により平
成27年４月以降の取り壊しが決まっており
ますが、新たに、集会機能を備えた施設を
整備する予定です。

福祉部

10 12月15日
シビック
センター

行財政運営 行財政運営
行政コストの明確化について、（育成室の）受益者負担はどうな
るのか、方針が決まっていれば教えてほしい。

使用料及び手数料については、一昨年、行
財政改革推進計画に基づいて改定を行った
ところです。今後とも計画に基づき、３年
ごとに見直しを行っていく予定であり、新
たな考えを取り入れることは想定しており
ません。

企画政策部

11 12月15日
シビック
センター

まちづくり
・環境

住環境
文京区は坂や階段が多く、高齢者にとっては歩きづらい場合や、
シルバーカーが通れない道も多い。バリアフリー基本構想を早く
進めてほしい。

バリアフリー基本構想の策定については、
早急に進めていく必要があると感じてお
り、来年度に着手いたします。

都市計画部

12 12月17日
不忍通り
ふれあい館

福祉・健康 障害者福祉

12月16日の福祉部の説明会にて、本郷交流館を取り壊し、5階建て
の障害者福祉施設を整備すると聞いたが、唐突すぎる。あの周辺
は高くても３階建て程度の建物がほとんどで、とても容認できな
い。

本郷交流館については、第３次行財政改革
推進計画の中で耐震上の対応について検討
することとしておりました。４交流館検討
分科会において、その有効活用も含めて検
討し、現在の整備に入っております。

企画政策部

13 12月17日
不忍通り
ふれあい館

行財政運営 開かれた区役所 行革計画は区報等で周知していたのか。
今回の基本構想実施計画素案と同様に、区
報特集号での周知及びパブリックコメント
を実施いたしました。

企画政策部

14 12月17日
不忍通り
ふれあい館

行財政運営 区の公共施設
施設の高度利用という話が出ているが、総合体育館などは高度利
用されていない。本郷交流館跡地以外に適切な施設やスペースが
あると思うが、いかがか。

総合体育館は湯島地域活動センターも入る
複合施設として平成25年４月14日にオープ
ンしました。老朽化している施設について
は、改築時等に他の施設との複合化、集約
化による有効活用を図るなど、区有地・区
有施設については、行財政改革推進計画に
基づき、行政需要や地域特性等を踏まえ、
その活用を検討しているところです。

企画政策部

15 12月17日
不忍通り
ふれあい館

福祉・健康 障害者福祉
本郷交流館跡地に建設する福祉施設の整備には国や都から補助金
がでるとの説明があったが、この施設に国や都の補助を受ける必
要などないのではないか。区の予算だけで建設すればいい。

本案件は、福祉に係る専門的なノウハウの
ある民間事業者が区有地を活用して施設整
備を行うものです。整備事業者が安定的な
施設運営を図るためには、事業者の負担軽
減が必要になります。国・都の施設整備費
補助制度を活用し、かつ区独自の施設整備
費補助制度を設けることにより、福祉施設
整備の推進を図るものです。

福祉部
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意見
番号

日付 会場 意見 回答 所管分野

16 12月17日
不忍通り
ふれあい館

行財政運営 区民サービスの向上
シビックセンター１階の喫茶店は必要ない。また、アートサロン
や区民ひろば等の活用方法をもっと見直していくべきである。

シビックセンター低層階の見直しについて
は、第３次行財政改革推進計画に基づき実
施してきたところですが、引き続き検討し
てまいります。

企画政策部

17 12月17日
不忍通り
ふれあい館

行財政運営 区の公共施設
中央区はプールの利用料が65歳以上は無料である。文京区は高
い。

スポーツセンター及び総合体育館のプール
については、65歳以上の方は、減免された
利用料でお使いいただいております。

アカデミー推進部

18 12月17日
不忍通り
ふれあい館

子育て・教育 教育

不登校出現率の指標について、2.8％という数値の「維持を目指
す」必要などなく、限りなく不登校ゼロを目指すべきである。ゼ
ロにするのが現実的でないというのであれば、少なくとも下げて
いく姿勢を見せるべきではないか。

ご指摘の意見を踏まえて、再度、指標を見
直しさせていただきます。

教育推進部

19 12月17日
不忍通り
ふれあい館

子育て・教育 教育

授業理解度の指標について、塾通いのお子さんと塾に通っていな
いお子さんとの格差がある。塾に行かなくてもわかるように、と
いうのが本来の教育行政の姿ではないのか。この指標をみると学
校が頑張っているように見えるが、必ずしもそうではない。この
指標は意味がないのではないか。

指標を用いた評価は、どうしても施策のあ
る側面を捉えて行うため、難しい部分もご
ざいますが、評価の方法等については今後
とも丁寧に検討してまいります。

企画政策部
教育推進部

20 12月17日
不忍通り
ふれあい館

子育て・教育 教育
学校支援本部やコミュニティスクールについて、現在15校程度が
実施していることと思うが、全校に広げる等具体的な目標は掲げ
られないか。何年後に何校くらい等。

学校支援地域本部事業については、計画案
に今後３年間の事業量・事業費についてお
示しすることとなっております。
コミュニティスクールについては、平成23
年度から２校（誠之小・音羽中）をモデル
校として４年間指定しています。今後の動
向については、モデル校における成果検証
を踏まえ、検討してまいります。

教育推進部

21 12月17日
不忍通り
ふれあい館

行財政運営 開かれた区役所
区民の声で意見を出したこともあるが、返答については納得でき
ない。せっかく区民の声という制度があっても、意見が反映され
ていないと感じる。

「区民の声」で寄せられたご意見について
は、区長に報告するとともに、直ちに担当
する各部がその対応を検討し、区政運営の
参考として、実現可能なものについては実
現していきます。

企画政策部

22 12月17日
不忍通り
ふれあい館

行財政運営 開かれた区役所
説明会の出席者が少ないが、周知は十分行っているのか。駒込駅
の前の広報スタンドに区報が入っていない。入れ物はあるにも関
わらず、区報が入っているのを見たことがない。

JR駒込駅については、平成25年４月より広
報スタンドを設置し区報の配付を行ってい
るところです。12月25日号より配付部数を
増やし、不足がないように努めておりま
す。

企画政策部
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