
「新たなる基本構想」素案に対する意見と検討結果（回答）一覧

件名 意見の本文

1 Ⅰ 基本構想の意義 Ⅰ基本構想の意
義

上から与えるものでなく、共に創り上げるというのは当り前です。そういう意識がないと福祉や子育て、
教育が円滑にゆきません。その為にも自分の街を愛する私たちは一緒に努力します。年寄りを弱い人
間と自分を決めつけず適度の運動、近所づき合いなどをしましょうと声をかけ合いましょう。私は10年
前に来て以来、しもた屋で商いを営む小父さん、小母さんににお世話になっています。（マンション化
（ビル化）淋しいですが）

基本構想の意義にご指摘の趣旨を盛り込んでい
ます。

2 Ⅰ 基本構想の意義 なぜ、計画期間を10年としているのかを説明に加えた方がよい。 基本構想の意義にご指摘の趣旨を盛り込んでい
ます。

3 Ⅰ 基本構想の意義 昼間文京区に来ていただいている方、それ以外の方々がたくさんいる。学生や働きに来ている方に対
して、彼らも区民であると記載されているが、そこをどのように意識付けするのかということが非常にポイ
ントになるのではないか。

基本構想の意義にご指摘の趣旨を盛り込んでい
ます。

4 Ⅰ 基本構想の意義 前回の基本構想策定に関わった者として、よくおまとめいただいていることに感謝します。但し、
1)ｐ３の0-14才年齢に関する解説「Ｈ17までは一貫して減少」は、表・グラフによれば、Ｈ12-17の絶対
数は増加しているので不適切と思います。（揚げ足取りです。すみません）

ご指摘を踏まえ、文言を修正しました。

5 Ⅱ 基本構想を貫く理念 「男女平等」及び「人権の尊重」を明確に示して、基本に据えてほしい。 基本構想を貫く理念にご指摘の趣旨を盛り込ん
でいます。

6 Ⅱ 基本構想を貫く理念 ①まちづくりの基本視点・理念
文京区で暮らすすべての人々が、安心してその人の人生を生き通せる安全で美しいまち。

基本構想を貫く理念にご指摘の趣旨を盛り込ん
でいます。

7 Ⅱ 基本構想を貫く理念 文京区新たなる基
本構想素案

私は文京区在住の学生が通っている学校で教員をしております。その立場から、本計画に意見を述
べさせて頂きたいと思います。
まずは１．基本的理念について。
本校の生徒にも性自認の不安定さで悩んでいる生徒が複数おります。その生徒たちに必要なのは、
もし自分が性同一性障害でも同性愛でもそれはそれで良いんだよというメッセージです。そのメッセー
ジが社会ではもちろん学校の中でも残念ながらきちんと発信できていません。私一人が行っても、一
人の力ではあまりに微力すぎます。ぜひ、文京区の基本構想10ページ「（３）だれもがいきいきと暮らせ
るまちをつくります」の中にあえて性的少数者を文言化し、配慮をしているという姿勢を見せて頂けれ
ば、校内での教員むけの研修がやりやすくなるのはもちろん、在住している生徒たちにも希望を与え
てもらえるのではないかと思います。

広く人権の尊重については、基本構想を貫く理
念に盛り込んでいます。
なお、具体的な事項等については、個別に検討
の対象になりうるものと考えます。

項目

＊意見については、原則として原文どおり記載しています。

番号 章
意見

検討結果（回答）

1



「新たなる基本構想」素案に対する意見と検討結果（回答）一覧

件名 意見の本文
項目番号 章

意見
検討結果（回答）

8 Ⅱ 基本構想を貫く理念 第1　意見の趣旨 「文京区基本構想」において、性自認や性的指向に関する問題、すなわち性同一性障害や同性愛等
の問題にも積極的に取り組まれるよう求めます。
具体的には、「Ⅱ　基本構想を貫く理念」の「（3）だれもがいきいきと暮らせるまちをつくります」中、「男
女が性別にかかりなく平等な立場で」とある部分を、「一人ひとりの人間が性別や性的指向等にかかわ
りなく平等な立場で」と修正し、さらに、各論部分において、性自認や性的指向に関する、区職員や区
民に対する啓発活動、学校教育・生涯学習や各種保健現場における正確な知識の普及、支援・相談
体制の整備等を基本的取組として組み込まれるよう求めます。

第2　意見の理由
1　自己紹介

私は、文京区に在住し、都内の法律事務所に勤務している弁護士です。
現在、過労死・過労自殺案件を中心に、セクシュアルマイノリティーの人権問題、子どもの問題（少年
非行、児童虐待等）、北朝鮮による人権侵害問題（拉致、強制収容所問題、脱北者支援）等に取り組
んでいます。
特に、セクシュアルマイノリティー分野に関しては、私が中心となって「LGBT法律家支援ネットワーク」
を立ち上げ、日本全国の、LGBT（L＝レズビアン、G＝ゲイ、B＝バイセクシュアル、T＝トランスジェン
ダー・トランスセクシュアル）弁護士・行政書士等のネットワーク化を進めています。

2　基本構想につ
いて

この度、「新たなる基本構想」素案に初めて接し、「基本構想を貫く理念」で述べられている、「だれも
が･･･地域生活を構成する様々な人々の人権を尊重し、お互いの立場を思いやりながら行動するとと
もに、男女が性別にかかわりなく平等な立場で、社会のあらゆる分野への参画を進めることによって、
一人ひとりが個性豊かにいきいきと暮らせる地域社会を作ります」と、人権尊重の理念を基本構想全
体に貫徹される姿勢を示されていることに、深く敬意を表します。
特に、過労死・過労自殺案件に多く接する身としましては、その犠牲者の圧倒的多数が男性であるこ
とから、男性の固定的役割分業意識の解消のためにも、この基本構想の意義は大きなものがあると考
えます。
人間の「性」は、人格的生存にかかわる重要な問題であり、自己実現、自己決定の基盤です。今日の
社会ではむしろ「性」を理由にその自己実現、自己決定が妨げられている現状があり、これを改善して
いかなければなりません。そのためにも、この基本構想に期待しているところです。

3　セクシャルマイ
ノリティーの置かれ
ている状況
（1）総論

しかしながら、非常に残念でならないのは、この基本構想中に、性同一性障害や同性愛等に触れた
部分が一切ないことです。
私たちは、「男性は女性に惹かれて当然、女性は男性に惹かれて当然」という社会の中で育ちます。
思春期に入り、自分の性的指向が同性愛であると気付いたときの葛藤は、言葉では容易に言い表す
ことができません。
「同性愛は異常ではない、そのままで良いのだ」というインフォメーションをどこからも得られず、友人や
学校の先生、家族にも相談できない苦しみ、孤立感を何年も抱え続けます。 近ではインターネットの
普及により、誤った情報や危険な情報が氾濫しています。
ようやく自分で自分の性的指向を受け入れられるようになった後も、次に自分の性的指向を周囲の人
に話す（カミングアウトする）ことができない壁に突き当たります。
一度カミングアウトをしてしまうと取消しが効きません。無理解・偏見ゆえに学校や職場での排除、いじ
めの対象となる可能性が高く、また家族から勘当されるという事例も多くあります。
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8 Ⅱ 基本構想を貫く理念 圧倒的多数の同性愛者は、カミングアウトの条件が整わず、日常生活では異性愛者のふりを強いられ
ています。
たとえ、周囲の人一人一人が同性愛者に対して抱いている差別意識・偏見が小さなものであったとし
ても、その差別意識・偏見が集積してのしかかるとき、性的少数者は、自らの性的指向を明らかにする
ことを躊躇し、異性愛者であることを前提に生き方を規定され、場合によっては、精神的健康や生命ま
で害されることさえあります。そして、法律や条例、さらに行政の施策まで、同性愛者の存在を無視し
続けることが、この差別意識・偏見に消極的にであれ荷担している、ということを、みなさんにぜひご理
解いただきたいと思います。

3　セクシャルマイ
ノリティーの置かれ
ている状況
（２）具体的事例か
ら‐ある少年事件を
例に‐

私は、同性愛に関する法律相談や事件の依頼を多く受けます。特に、以前受任したある少年事件は、
社会の同性愛に対する偏見の解消の必要性を切実に感じた事案でした。
両親からの愛情を十分に受けられず非行を繰り返していたその少年は、途中から自分の同性指向に
気づき始めました。しかし、親にも、教師にも、学校や地域の友人、非行仲間にも、警察にも、家裁に
も、そして少年院でも、その悩みについて話をすることはできませんでした。真に自分を理解してもら
える機会、自分を受け入れてもらえる場所はありませんでした。

その少年は、10代後半に、同性愛者が集まる新宿二丁目に出入りするようになり、そこで初めて自分
の「居場所」を見付けました。しかし、金銭的に困窮してひったくりを犯し、逮捕されました。私を含め２
名の弁護士が付添人として就任し、少年は自分が同性愛者であることの苦しみを、初めて周囲の大人
達に語り始めました。しかし、自己肯定感を得て少しずつ立ち直り始めた矢先の審判直前に、家庭裁
判所調査官が同性愛に対して偏見ある態度をとったために、少年は悔しさのあまりに鑑別所の中で暴
れ、結果、再度の少年院送致となった事案でした。

私たち弁護士が、勾留から審判までの約６週間という短い期間で、父親や家裁調査官へ同性愛に関
する正確な理解の働きかけを行うには限界がありました。共同で受任したもう一人の弁護士に対して
も、私から同性愛について基本的な説明することから始めなければなりませんでした。
少年自身が 初から同性愛に関する正確なインフォメーションを受け、また、養護施設職員や家族、
家庭裁判所調査官、弁護士等、周囲の大人たちが同性愛に対する正確な理解を 初から有していた
ならば、新宿二丁目にしか居場所がないということにもならなかったはずですし、２度の少年院送致と
いう結果は避けられたはずだと考えます。

3　セクシャルマイ
ノリティーの置かれ
ている状況
（３）同性カップル
の法的保障

近年、欧米諸国では同性カップルにつき婚姻ないしパートナーシップを法的に認める国が相次いで
いますが、日本においても同性パートナーの法的保障についての意識が高まりつつあります。私のも
とにも、同性パートナーの法的保障に関するテーマでの講演の依頼が来ます。
病気や死亡等様々な問題に直面する高齢のカップル、ジェンダー故に所得が十分でないレズビアン
カップル、在留資格の問題がからむ外国人とのカップル、パートナーの親の介護が必要なカップルな
どが、特に法的保障の問題に関して敏感です。
行政のバックアップのない現状では、公正証書で共同生活契約を締結したり、養子縁組を組んだりし
て、個別に生活を守っていかざるを得ない（しかもそれは保障としては弱い）のです。
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8 Ⅱ 基本構想を貫く理念 ４　多様な性のあり
方
（１）生物学的な性

従来、法律の世界においては、「性別」といえば当然のように生物学的な性（染色体で決まる）を指しま
した。一般に「男女平等」というときも、この生物学的な性を基準に、不適切な「性別」別の役割分担を
解消しようという意味合いで使用されることが多いと思われます。
しかし、この生物学的な性をみても、男と女の２種類だけではなく、「インターセックス（半陰陽者）」と呼
ばれる人たちが存在します。遺伝子、内分泌、性器などの面で、男性・女性・それ以外に分化した特
徴を様々な組み合わせで持っています。本人が幼いころに手術によって本人の意思と無関係に男性
又は女性にされてしまう場合もありますし、思春期に体の異変が生じて気付く場合もあります。

４　多様な性のあり
方
（２）性自認

自分で自分を「女性」と思うか「男性」と思うか（性自認）について、個人による差異が極めて大きいこと
が明らかとなっています。
生物学的な性と性自認が一致しない場合に、「トランスジェンダー」と呼び、その中でも、身体的にも自
分の性別を変更しなければ精神的安定が得られない場合を「トランスセクシュアル」と呼びます。
性同一性障害と呼ばれるのは、この「トランスセクシュアル」の場合です。
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律が制定され、また世田谷区で上川あやさんが
区議会議員に当選したことで、社会にその存在が一定程度認識されるようになりました。また、この間、
性同一性障害の生徒・児童に配慮する学校について複数報道がありました。一定程度理解が進みつ
つありますが、しかし、当事者が抱える生活上のさまざまな不利益は、多く残されたままです。

４　多様な性のあり
方
（３）性的指向

自分自身で自分の性別をどう思うか（性自認）を前提に、性的な意識が同性に向くか、異性に向くかが
「性的指向」です。例えば、自分が女性だと思っている人が、女性に惹かれれば同性愛、男性に惹か
れれば異性愛、両方に惹かれれば同性愛です。
一人の人間の中には、「同性指向」と「異性指向」がある一定の割合で存在し、その割合を自分の意思
で変更したり選択したりすることは極めて困難であることがわかっています。
同性愛者はどの時代・どの地域においても人口の 低３～５％はいると推定されています。アメリカ精
神医学会は1973年に精神障害診断基準であるDSM-IIから同性愛を削除し、WHOも国際疾病分類
ICD-10で、「同性愛はいかなる意味でも治療の対象とはならない」と宣言しました。日本でも94年に厚
生省がこのICD-10を公式基準として採用しています。

４　多様な性のあり
方
（４）多様な性のあ
り方とその認識の
共有の必要性

以上のように性のあり方は多様であるにもかかわらず、性自認と性的指向が誤解されたり、あるいは同
性愛者の集まるいわゆる「ゲイバー」で従業員らが異性装をしているなどの誤解・偏見が少なくないの
が現状です。
ジェンダーを語るとき、その前提となっている「性」についての正しい理解がなによりも必要不可欠で
す。そして「性」に関する誤解・偏見により個々人がどのような不利益を受け、どのように改善していな
ければならないのか、その認識の共有しなければなりません。
そのためにも、行政が主導して、区職員や区民に対する啓発活動、学校教育・生涯学習や各種保健
現場における正確な知識の普及、支援・相談体制の整備等が必要です。
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8 Ⅱ 基本構想を貫く理念 ５　真の人権尊重
とは
（１）一人一人の性
の尊重の重要性

男女共同参画社会基本法の前文では、以下のように述べられています。
「我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、男女平等の実現に向け
た様々な取組が、国際社会における取組とも連動しつつ、着実に進められてきたが、なお一層の努力
が必要とされている。
一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等我が国の社会経済情勢の急速な変化に対応し
ていく上で、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個
性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現は、緊要な課題となっている。
このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実現を二十一世紀の我が国社会を決定する 重要
課題と位置付け、社会のあらゆる分野において、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の推
進を図っていくことが重要である。」

私は、この法律の趣旨に心から賛同するものです。そして、性別にかかわりなくその個性と能力を十分
に発揮することができる社会、個人が個人として尊重され、法の下で平等に扱われる社会を心から望
んでいます。
すでに述べたとおり、人間の「性」は、人格的生存にかかわる重要な問題であり、自己実現、自己決定
の基盤です。そして、その「性」は、身体的な性のみならず、性自認や性的指向を含めて極めて多様
であり、私たち一人一人がそれぞれの性を尊重しあえる社会こそ必要です。
「男女平等」という言葉が示すのは、性を尊重し合い、性に基づいて不合理な差別や偏見、固定的な
価値感の押し付けを排除して豊かな社会を築こうというものであり、扱う対象を身体的な性のみに限定
すべき理由はありません。
身体的な性だけを取り出して論じても、それ以外の「性」によって不利益を受ける区民が存在し続ける
以上、真に豊かな社会は実現は困難ですし、むしろ、セクシュアルマイノリティーに焦点を当ててそこ
から社会を俯瞰することで、男女平等への新たな視点も生まれると考えます。

５　真の人権尊重
とは
（２）他の取り組み
の例

ア　国際的な動きとしては、2006年11月、インドネシアのジョグジャカルタにおいて、「性的指向及び性
別自認に関連する国際人権法の適用に関するジョグジャカルタ原則」が採択され、性的少数者に関
する国際人権法上の諸原則をまとめた初の文書として注目され、活用されています。
イ　日本においても、平成16年（2004年）に「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」
が施行され、一定の要件を満たした場合に戸籍上の性別を変更できることになりました。

ウ　裁判例としては、同性愛団体が都立の施設で合宿利用中に、他団体による差別・嫌がらせを受
け、さらに、施設長が「都民のコンセンサスを得られていない同性愛者の施設利用は今後お断りする」
と発言し、さらに都教委が「男女は別室に泊まらなければならない」という慣例（男女別室ルール）をた
てに同性愛者の宿泊利用を拒否した事案において、一審東京地裁及び二審東京高裁ともに、原告の
同性愛団体勝訴で終了していますが、高裁判決は、「平成二年当時は、一般国民も行政当局も、同
性愛ないし同性愛者については無関心であって、正確な知識もなかったものと考えられる。しかし、一
般国民はともかくとして、都教育委員会を含む行政当局としては、その職務を行うについて、少数者で
ある同性愛者をも視野に入れた、肌理の細やかな配慮が必要であり、同性愛者の権利、利益を十分
に擁護することが要請されているものというべきであって、無関心であったり知己氏がないということは
公権力の行使に当たる者として許されないことである。このことは、現在ではもちろん、平成二年当時
においても同様である。」と明確に判示しています（東京高裁平成９年９月16日判決判例タイムズ986
号206頁）。
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「新たなる基本構想」素案に対する意見と検討結果（回答）一覧

件名 意見の本文
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8 Ⅱ 基本構想を貫く理念 エ　日本弁護士連合会は、平成21年（2009年）９月17日、受刑中の性同一性障害者に対し、自認する
性と異なる性の衣類・髪型を強制されていた件に関して、憲法13条の定める個人の尊厳原理に違背
するとして、刑務所長及び法務大臣に対し勧告を発しました。
また、私の所属する東京弁護士会も、平成20年（2008年）６月30日、未決勾留中の同性愛者に対する
図書閲読の自由が侵害されていたケースにつき警告を発しています。
オ　地方自治体においても、性的少数者に配慮した動きが出ています。大阪府堺市の「堺市男女平
等社会の形成の推進に関する条例2002年（平成14年）」の第１章３条（６）では、「男女の性別にとどま
らず、性同一性障害を有する人、先天的に身体上の性別が不明瞭である人その他のあらゆる人の人
権についても配慮すべきこと」とあります。また、東京都小金井市の「小金井市男女平等基本条例
2003年（平成15年）」の第２条８「市民」の定義の中で「性別、年齢、…、性的指向等にかかわらず、…」
と挙げられています。
文京区においても、同様の取り組みがなされることを切望します。

第３　結語 以上のとおり、「文京区基本構想」において、性自認や性的指向に関する問題、すなわち性同一性障
害や同性愛等の問題にも積極的に取り組まれること、具体的には、「Ⅱ基本構想を貫く理念」の「（３）
だれもがいきいきと暮せるまちをつくります」中、「男女が性別にかかわりなく平等な立場で」とある部分
を、「一人ひとりの人間が性別や性的指向等にかかわりなく平等な立場で」と修正し、さらに、各論部
分において、性自認や性的指向に関する、区職員や区民に対する啓発活動、学校教育・生涯学習や
各種保健現場における正確な知識の普及、支援・相談体制の整備等を基本的取組として組み込まれ
るよう求める次第です。

広く人権の尊重については、基本構想を貫く理
念に盛り込んでいます。
なお、具体的な事項等については、個別に検討
の対象になりうるものと考えます。

9 Ⅱ 基本構想を貫く理念 ２）「おせっかいなまち」「地域とのかかわり」「伝承」「みんなで作る」はいずれも大賛成ですが、区民全
体の運動とする、あるいは意識改革が必要と思いますが、「どうやって」が私にもまだ思い当たりませ
ん。したがってそのための「第一歩」を基本構想に是非提示していただきたいと思います。でないと、
「思い」だけの基本構想に終わってしまいかねません。よろしくお願いいたします。
以上
たとえば「おせっかい運動」をスタートさせる、「おせっかい連」を発足させる、などなど。よろしくお願い
いたします。

基本構想を貫く理念にご指摘の趣旨を盛り込ん
でいます。

10 Ⅱ 基本構想を貫く理念 基本構想を貫く理
念（３）だれもがい
きいきと暮らせるま
ちをつくります　 に
対する意見

以下の文章のなかに、[性的な少数者]を明記してください。セクシュアルマイノリティが暮らしていること
は、性同一性障害の人たち、ゲイ、バイセクシュアル、レズビアンの存在示しています。私は、NPOの
職員で、HIV/AIDSの問題にかかわっていますが、 近の厚生労働省の研究（名古屋市立大学：市川
誠一）で、１００人の男性がいれば３～４人は、男性に性的に引かれる人が存在することが、住民名簿
をつかった調査で明らかになりました。ゲイだけでも、これだけいるのですから、より多くの性的な少数
者が存在しています。そのことを位置づけることで、増え行くHIV感染広がりを予防するという観点から
も、大切なことです。ですので、ぜひ、先進的な取り組みを行っている、文京の理念にいれていただけ
たらと思います。

（３）だれもがいきいきと暮らせるまちをつくります
だれもが、同じ文京区で生活する者として、子ども、高齢者、障害者、外国人をはじめ、地域社会を構
成する様々な人々の人権を尊重し、お互いの立場を思いやりなが ら行動するとともに、男女が性別に
かかわりなく平等な立場で、社会のあらゆる分野への参画を進めることによって、一人ひとりが個性豊
かにいきいきと暮らせる地域社会をつくります。

広く人権の尊重については、基本構想を貫く理
念に盛り込んでいます。
なお、具体的な事項等については、個別に検討
の対象になりうるものと考えます。
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「新たなる基本構想」素案に対する意見と検討結果（回答）一覧

件名 意見の本文
項目番号 章

意見
検討結果（回答）

11 Ⅲ 文京区の将来都市像 「協治・協働」や
「おせっかい」の唱
導を区政の責任回
避の口実にするな
という点

「おせっかい」とは「他人の事に不必要に立ち入る」ことである。区がやるべきことは、十分に声を上げ
られない人を含め、区民の要求を理解し、それに応えることである。区民は地域主権の当事者として、
区がこの責任を果すことを求めているのであって、自分たちが自主的にやるべきことに区が「おせっか
い」をすることを望んでいるのではない。

将来都市像については、協議会での検討の結
果、「歴史と文化と緑に育まれた、みんなが主役
のまち「文の京」」としました。

12 Ⅲ 文京区の将来都市像 Ⅲ文京区の将来
都市像

私は、②を支持します。①のおせっかいなまちでは、イメージ的には文京区というより、台東～荒川～
葛飾区にお似合いの表現ではないかと思います。③は、あまりにボヤけて、具体的でないと思いま
す。私は、出来れば②にプラスして頂きたいのが、”文豪を生んだ、育んだまち”という内容を加味して
もらえたらと思います。日本中、他の地域から文京区を仰ぎ見て、漱石・鴎外を抱えるまちは、 大の
アピールポイントと思います。

将来都市像については、協議会での検討の結
果、「歴史と文化と緑に育まれた、みんなが主役
のまち「文の京」」としました。

13 Ⅲ 文京区の将来都市像 文京区の将来都市像は、「歴史と文化と緑に育まれた『ひと』が主役のまち『文の京』」
が もふさわしいと考えます。

将来都市像については、協議会での検討の結
果、「歴史と文化と緑に育まれた、みんなが主役
のまち「文の京」」としました。

14 Ⅲ 文京区の将来都市像 【歴史と文化と緑に育まれた「ひと」が主役のまち「文の京」】のキャッチフレーズがよいのではないで
しょうか。

将来都市像については、協議会での検討の結
果、「歴史と文化と緑に育まれた、みんなが主役
のまち「文の京」」としました。

15 Ⅲ 文京区の将来都市像 「新たなる基本構
想」素案に対する
意見ついての意見

○Ⅲ将来都市像のキャッチフレーズは、２番が も適切と思いますが、「育まれた『ひと』」の部分が曖
昧なので、その辺を少し明確にして、
歴史と文化と緑を大切に守る、区民が主役のまち「文の京」
としてはいかがでしょうか。

「おせっかい」という言葉には、他人のことに「不必要に」立ち入る、または「余計な」世話を焼く、という
意味があります。文京区民はもともと、他人の心を思いやり、相手の立場を尊重して、適度な距離感を
保った節度のある接し方を身上としてきたように思いますので、「おせっかい」の語感には違和感があ
ります。また、どこまでが親切でどこからがお節介なのか、人によって受け止め方が違い、お節介自体
に対する評価も人によって異なることから、選挙のためのキャッチフレーズならともかく、区民全員のた
めの 高位の行政計画の文言としては、合意ができにくく相応しくないと考えます。

将来都市像については、協議会での検討の結
果、「歴史と文化と緑に育まれた、みんなが主役
のまち「文の京」」としました。

16 Ⅲ 文京区の将来都市像 文京区の将来都
市像

将来像は２番の「歴史と文化と緑に育まれた「ひと」が主役のまち「文の京」」を希望しています。
仮に、将来都市像としては選ばれなくとも、２番のキャッチフレーズ及び説明文の文言は、基本構想の
どこかに入れて欲しいと思います。

将来都市像については、協議会での検討の結
果、「歴史と文化と緑に育まれた、みんなが主役
のまち「文の京」」としました。

17 Ⅲ 文京区の将来都市像 次に、人のつながりについて「おせっかい」という言葉が使われていますが、どの辞書を見ても良いイ
メージはありません。古き良きという説明もないわけではありませんでしたけれど、古き良きの定義があ
りませんから、どんな「おせっかい」なのか分かりません。これは「思いやり」とすべきだと思います。
３の文京区の将来都市像の文章の冒頭に、将来都市像（一つ）については、とあります。一つというの
は意味が分かりません。

将来都市像については、協議会での検討の結
果、「歴史と文化と緑に育まれた、みんなが主役
のまち「文の京」」としました。

18 Ⅲ 文京区の将来都市像 「おせっかい」はとても良い言葉だと思うし、今後も「おせっかい」を大切にしてほしい。 各論の「子育て・教育」及び「コミュニティ・産業・
文化」において、ご指摘の趣旨を盛り込んでいま
す。

19 Ⅲ 文京区の将来都市像 おせっかいという言葉は、やっと出てきたなという印象である。プラス思考で捕らえていきたい。 各論の「子育て・教育」及び「コミュニティ・産業・
文化」において、ご指摘の趣旨を盛り込んでいま
す。

20 Ⅲ 文京区の将来都市像 「おせっかい」という文言に違和感を覚える。基本構想は区の 高規範となるため、具体的に「何」がな
されるまちになるのかが分かる言葉で表してほしい。

将来都市像については、協議会での検討の結
果、「歴史と文化と緑に育まれた、みんなが主役
のまち「文の京」」としました。
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「新たなる基本構想」素案に対する意見と検討結果（回答）一覧
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21 Ⅲ 文京区の将来都市像 「ひと」という言葉もあいまいであり、「区民」の方が分かりやすい。 将来都市像については、協議会での検討の結
果、「歴史と文化と緑に育まれた、みんなが主役
のまち「文の京」」としました。

22 Ⅲ 文京区の将来都市像 将来都市像のキャッチフレーズとその説明について、採用されなかった残りの２つの文言を、別の場
所に必ず反映してほしい。

採用されなかった将来都市像の候補について
も、その趣旨を採用された将来都市像及び第Ⅳ
章に盛り込んでいます。

23 Ⅲ 文京区の将来都市像 ②その目標は
地域の多様な資源を活かし、多様な人材をつないで、ご近所で支え合う、お互いの顔が見える新しい
コミュニティづくり。

第Ⅳ章の「コミュニティ・産業・文化」において、ご
指摘の趣旨を盛り込んでいます。

24 Ⅲ 文京区の将来都市像 おせっかいをしたら怒られますよ。
時代が違います。

将来都市像については、協議会での検討の結
果、「歴史と文化と緑に育まれた、みんなが主役
のまち「文の京」」としました。

25 Ⅲ 文京区の将来都市像 「新たなる基本構
想」素案

「おせっかい」（良き意味での）は大いにやるべし 各論の「子育て・教育」及び「コミュニティ・産業・
文化」において、ご指摘の趣旨を盛り込んでいま
す。

26 Ⅳ 子育て支援 「協治・協働」や「お
せっかい」の唱導を区
政の責任回避の口実に
するなという点

区の責任は保育所の待機児や特養の待機者をなくし、（54と重複掲載） 基本的取組⑤において、ご指摘の趣旨を盛り込
んでいます。

27 Ⅳ 子育て支援 子育て支援 保育園の待機児童を解消して下さい。区の施設を増やさなくてもよいので、私立保育園でもよいで
す。柳町幼稚園のように幼保一体化もよいと思います。

基本的取組⑤において、ご指摘の趣旨を盛り込
んでいます。

28 Ⅳ 子育て支援 特に、教育・子育てに力を入れて欲しいと思います。区には良い学校や公園が沢山あります。①希望
者は、必ず／すぐに保育園、学童に入れる。

基本的取組⑤及び⑥において、ご指摘の趣旨
を盛り込んでいます。

29 Ⅳ 子育て支援 子育て支援 ・ファミリーサポートの提供者がみつからず困っています。子を預かれるシステムの向上をお願いした
い。
・子を預ける場も必要だが、働く保護者は、仕事場から早く帰れるような社会になるよう望みます。

基本的取組④及び⑥において、ご指摘の趣旨
を盛り込んでいます。

30 Ⅳ 子育て支援 ②子育て環境の
充実

②児童館・図書館のエレベータ設置（赤ちゃんを抱っこして階段の昇り降りはとても危険）
　・区立保育所の増設及び募集人員の増加・歩道の段差をなくし、バギーの運転しやすく

基本的取組⑤、⑥及び⑨において、ご指摘の趣
旨を盛り込んでいます。

31 Ⅳ 子育て支援 ２）「おせっかい」の文字を止め　他の字句に変更
子育て支援（１）人々

子育て支援には、良い意味での「おせっかい」が
必要であるため、使用しており、「おせっかい」の
前に「思いやりにあふれた」を加え、誤解を受け
ない表現に修正しました。

32 Ⅳ 子育て支援 介護や子育てについては、おせっかいの度合いがわからない。子どもが虐待により餓死した事件が
あったが、もっと行政がもう一歩踏み出せばよかったのではないか、それも良い意味でのおせっかい
ではないか。（60と重複掲載）

基本的取組②において、ご指摘の趣旨を盛り込
んでいます。

33 Ⅳ 子育て支援 「地域で子どもを育てる」というのは無責任な感じがする。学校で行うなら学校長という責任者がいる
が、地域といった場合、団体はたくさんあるが統括する地域長はいない。責任が無いというのは、誰も
やらないということになる。

地域で活動する各主体がそれぞれの責任を果
たすことを想定しています。

34 Ⅳ 子育て支援 子育て支援 保育園での受け入れ児童の数が少ない今、一人でも多くのお子さんを受け入れるために、児童館を
活用してはいかがでしょうか。もちろん、児童館としての機能も大切なので、一部のスペースを保育園
として活用します。設備も整っていますし、ほとんどの児童館は保育園と隣接しているので、職員も行
き来しやすいと思います。

基本的取組⑤及び⑥において、ご指摘の趣旨
を盛り込んでいます。
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35 Ⅳ 子育て支援 教育　子育て 子供を育てるには、「おせっかい」と地域の力がとても重要になると思います。いろいろ言われると、「う
るさい」と感じることもありますが、子供をほめられれば親はうれしいはずです。
そして、その延長として、地域ぐるみで、子供を育てる事は、とても自然なことです。地域の方は、小さ
い時から、子供を知っているから、子供も地域にとけ込んでいるし。というわけで地域の学校は無くさ
ず、中学校までは、親・学校・地域で、子供を育てていきたいです。

将来像及び基本的取組②において、ご指摘の
趣旨を盛り込んでいます。

36 Ⅳ 子育て支援 １ 子育て・教育
１－１ 子育て支援

本文の抜粋の後、↓印に続けて★印で囲って意見を書きました。
（１）検討分野ごとの将来像 ～10 年後にあるべき姿
＜キャッチフレーズ＞
地域のおせっかいの輪の中で、みんなが楽しく育ち合えるまち
＜具体的内容＞
子どもと大人が笑い声の中で、楽しく安心して育ち合い、それを区民や子育てにかかわる
すべての人々が、思いやりのあるおせっかいの心で支え合うまちを目指します。

（２）実現に向けた基本的取組
① 子育て中の世帯が孤立することがないようにするため、区民・地域活動団体・事業者・区などが連
携し、世代を超えて地域ぐるみで子育ち・親育ちを支援します。
② 子育て世帯はもちろんのこと、これから子育てをしようとしている人々も安心して子どもを産み、地域
で楽しく子育てができるようにするため、情報提供、相談体制、各種子育て支援施策の充実を図りま
す。
③ 保護者が仕事と生活の調和も踏まえた上で、子育て支援にかかわるメニューを柔軟に選択できる
ようにするため、区民・地域活動団体・事業者などの参画により、多様な支援メニューを整備します。
⑥ 子どもの権利を保障し、子どもが健やかに成長していくため、児童虐待やいじめを見過ごさない仕
組みを充実させ、子どもの人権が尊重されるまちをつくります。
⑨ 男女が共に協力して子育てができるようにするため、育児休業制度などについての区民や事業者
等に対する情報提供や啓発、育児に関する講座の開催や保育環境の整備などに取り組んでいきま
す。

↓　↓
★世界には手本にすべき制度がたくさんある。
育児休業制度は北欧やオランダが先進的で手本とすべきである。
子どもの健全健康な発達のために生後３年間は母親と過ごすことが良いことが調査で分かっている
し、推奨もされている。
そうした考えをベースにして、希望があれば、生後１年から有給で３時間あるいは４時間という短い時
間だけフレキシブルに働ける形で職場復帰できるような制度を取り入れることをぜひ文京区から実践し
ていただきたい。★

１ 子育て・教育
１－１ 子育て支援

★母乳育児は子どもの権利でもあり、女性の権利でもある。厚生労働省では、２歳までは母乳を続け
よう、できれば２歳以上も継続することが望ましいと推奨している。
ＷＨＯやユニセフも、以前から、少なくとも２歳までは母乳を、できれば２歳を過ぎても続けることが望ま
しいと同様のことを以前から提唱している。
母乳育児は乳幼児虐待の予防になり、母子の健康を創り出すことが知られている。文京区は母乳育
児を推奨し、国際認定ラクテ―ションコンサルタントなどを積極的に起用して、都心 初の母乳育児宣
言自治体になるべきである。
母乳育児人口が増加することで文京区の保健予算は大幅に削減できるであろうし、保育園に預けら
れている子どもの病気が激減することで、母親が職場に穴をあけることもなくなり、安心して働けるよう
になる。
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「新たなる基本構想」素案に対する意見と検討結果（回答）一覧

件名 意見の本文
項目番号 章

意見
検討結果（回答）

36 Ⅳ 子育て支援 ①②③⑥については、世界で 大規模の母乳育児団体で、WHOやユニセフと連携をとって活動して
いる、ラ・レーチェ・リーグという母乳育児支援団体が都内でも活発に活動を行っている。トレーニング
を受けて認定されたリーダーが、無料で母親の母乳育児や子育ての相談に乗り、スムーズに楽しく子
育てができるようにサポートしている。
母乳育児をしながら職場復帰する方法も提供している。世界的なネットワークを持ち非常に高いレベ
ルの支援を提供するラ・レーチェ・リーグと連携したり力を借りたりして、未来への投資として積極的に
乳幼児時代の母子支援を行って行っていくべきである。★

基本的取組④及び⑦において、ご指摘の趣旨
を盛り込んでいます。

基本的取組の記述については、今後、実施計画
等における具体的な事務事業の中で検討してい
きます。

37 Ⅳ 教育 2　学校給食を高校まで拡大する。 区の所管事業の範囲外なので、基本構想には
盛り込んでいません。

38 Ⅳ 教育 2　学校の制服を廃止する。 具体的な事項等については、個別に検討してい
きます。

39 Ⅳ 教育 「協治・協働」や
「おせっかい」の唱
導を区政の責任回
避の口実にするな
という点

塾に子供をやらなくてもよい公教育を実現することである。
すなわち小・中学校での学級児童数を少なくし、十分な数の教師が、無駄な事務から解放され、自由
にのびのびと教育できる環境を作ることである。

基本的取組⑥において、ご指摘の趣旨を盛り込
んでいます。

40 Ⅳ 教育 就学援助について わが家も就学援助を受けていますが、このシステムについて、以前から疑問を持っていました。もとも
と、収入が少ない家庭が、教育費を捻出するのが困難だから、申し込んでいるのに…
一旦、家庭から出して、何カ月も経ってから、振り込みがあるという制度がおかしいと思います。これで
は、援助ではなくて、立て替えですよね？ぜひ、これからは、せめて給食費など、学校からの引き落と
しなどは、文京区が、初めから支払っていただきたいと思います。区立の中学入学の際も、制服から体
操着など、そろえなければいけないものも、沢山あり、困ってしまいます。こういう場合も、子供の学校
が決まった時点で、文京区から、支払いを一旦保留してもらえるような、手形というか、保証書という
か、何か策を考えていただきたいです。文京区という、名前にもあるように、誰もが教育を平等に安心
してうけられる区にしてください。

具体的な事項等については、個別に検討してい
きます。

41 Ⅳ 教育 提案 小中学校の統廃合の跡地について
子供の体力が非常に落ちてます。運動する場所不足です。グランドにして下さい。又、小中学校校庭
は日曜日はすべて1日開放することが必要です。その様な所に体指をおくと良いと思います。

小中学校統廃合の跡地活用については、別途
検討してまいります。

42 Ⅳ 教育 ４、「教育」の（２）実現に向けた基本的取組の中の②の文章に、「広い意味での学力や」とありますが、
これは「学識」ではないでしょうか。

次の（３）「子どもたち一人ひとりの基礎・基本の」とありますが、「基礎」だけで良いのではないか。基礎
学力とは言いますが基本学力とは、普通言わないと思います。

次の（４）で「小・中の連携」とありますが、区立が小・中のせいでしょうか。高校や大学はいらないので
しょうか。そしてその先に「校種を越えた」の「校種」には違和感を覚えます。「学校の種類」でしょうね。

協議会での検討を踏まえて、「学力」という言葉
を使用しています。

「基本学力」という言葉は広く使われていますの
で、使用しています。

ご指摘の趣旨も踏まえて、「校種を超えた」という
言葉は削除しました。
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「新たなる基本構想」素案に対する意見と検討結果（回答）一覧

件名 意見の本文
項目番号 章

意見
検討結果（回答）

43 Ⅳ 教育 子育て・教育 障害者権利条約の理念を踏まえ、インクルーシブ教育の構築は各自治体の大きな使命になっていき
ます。
それだけに、文京区の施策の基本となるべきもの基本構想の文章に「インクルーシブ教育の構築」を
謳った文章がないのは残念です。
時代を見据え、インクルーシブ教育についての文章が加筆されることが肝要と考えます。
インクルーシブ教育について書かれることを強く望みます。

基本的取組⑨のとおり取り組んでまいりたいと考
えております。

44 Ⅳ 教育 ⑦に「地域とのかかわりを大切にした学校支援体制の整備」とある。実際には、既に十分に整備されて
いるのではないか。

協議会での検討を踏まえて、重要な取組である
ことから、盛り込んでいます。

45 Ⅳ 教育 文京区は良い教員が揃っているという発言があったが、中学３年生が卒業してしまうと教員が２名も減
らされてしまう、区外にベテランの先生が引き抜かれるなど、転入者が非常に多く非常に悩んでいると
ころである。

基本的取組⑩において、ご指摘の趣旨を盛り込
んでいます。

46 Ⅳ 教育 教育の分野にも食育はない。「食」に関しては家庭が基本であるという認識はあるが、家庭に対して何
らかのアクションを起こさせるのは学校なので、この分野でないのは問題である。15ページにあるようだ
が、それでは弱い。

基本的取組③において、ご指摘の趣旨を盛り込
んでいます。

47 Ⅳ 教育 文京区基本構想のパブリックコメントに対して意見を寄せさせていただきます。私は疫学や健康教育
を専門とする研究者として、十数年来HIV予防研究に取り組んできました。その立場から、１）HIV感染
症の予防および２）同性愛者への正しい理解と適切な教育・保健サービスの提供の必要性について
述べさせていただきます。その上で、性的指向と健康問題に関する課題を文京区の基本構想に是非
盛り込んでいただけるよう提言させていただき、必要な対策を実施していただけるよう要望いたしま
す。
わが国の新規HIV感染者の感染経路別内訳をみると、男性同性間性的接触によるものが圧倒的多数
を占めていますが、その現状を正しく知られていない状況にあります。そもそも特定の集団になぜ、特
定の疾病の拡大があるのかを理解する必要性があります。そのうえで、実態に即した対策を行うことが
重要です。HIV予防対策の実施を考えるうえで、当該集団を対象にした様々な研究の結果を紐解く
と、学齢期における多種多様かつ多くの困難な生育歴があることがわかってきています。

厚生労働省エイズ対策研究事業による国内の男性同性愛者を対象にした調査（過去10年間で累積2
万人の研究参加者）によれば、学齢期に同性愛について適切な情報提供をされていない者が90％を
超えており、なかには同性愛は異常であるといった非中立的な情報提供を受けたと答える者も一定数
存在することがわかっています。加えて、HIV予防教育においても同性間における感染の可能性につ
いて教育を受けた者は低率であることが示されており、現在の感染拡大の状況に即した教育が行わ
れているとは言い難い現状にあります。
（参照 http://www.j-msm.com/report/report02/index.html）

社会的にも少数者である性的マイノリティである彼らは、一般に、ストレス過多・メンタルヘルスの悪さ
が米英をはじめとする諸外国や国内研究においても繰り返し述べられています。社会の多数派を占
める異性愛男性と比較すれば、自尊心の低さ、抑うつや不安、孤独感の強さなどが顕著であり、その
背景としては同性愛に対する社会の偏見や誤解、無理解などが強く影響していると考えられます。
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「新たなる基本構想」素案に対する意見と検討結果（回答）一覧

件名 意見の本文
項目番号 章

意見
検討結果（回答）

47 Ⅳ 教育 学齢期に傷ついた自尊心は様々な健康問題に影響を与える可能性があり、特に自尊心の低さは予
防的保健行動の阻害要因になることが一連の研究で示されています。加えて重大な健康問題として
は、自殺未遂率の高さがあります。国内男性同性愛者を対象にした約6,000人規模の調査では、65％
がこれまでに自殺を考えたことがあり、実際に15％弱は自殺未遂の経験があることが示されています
（朝日新聞2007年9月9日など）。また、HIV予防や思春期の健康問題に関する実態把握のために大
阪の繁華街で若者男女約2,000人を対象に実施された街頭調査では、男性においては、様々な要因
の影響を排除してもなお性的指向と自殺未遂経験に強い関連が示され、非異性愛男性（男性同性愛
者、両性愛者あるいは自らの性的指向が確定せず悩んでいる者など）は異性愛男性と比べるとおよそ
6倍の自殺未遂経験があることがわかっています。
（参照： http://www.health-issue.jp/suicide/ および朝日新聞2008年10月29日大阪版）

以上、当該集団を対象とした調査結果の一部を引用しましたが、文京区の基本構想に性的指向と健
康問題に関する施策を盛り込んでいただくことを要望すると共に、その上で少なくとも以下のような対
策が必要であると考えられます。
１）教育現場で同性愛など多様なセクシュアリティ教育、正しい情報提供がされる必要があること
２）教職員を対象にした、セクシュアリティ教育やその教示方法を学ぶ研修機会を恒常的に確保するこ
と

人権教育全般については、基本的取組①に、ま
た教員への研修については基本的取組⑩に盛
り込んでいます。
なお、具体的な事項等については、個別に検討
の対象になりうるものと考えます。

48 Ⅳ 教育 ２．１－２教育につ
いて。

キャッチフレーズの中に学校を核として学校や地域が連携し、共に楽しく学び合うまちをめざします、と
なっていますが、現在の小中学校選択制との矛盾はないのでしょうか？学校を核とした地域づくりとい
うのであれば、ある程度の学区域は必要で、学校間を人気取りのために競わせるのではなく、地域の
学校として愛され必要とされていくためには何が必要なのかを考えていかなければいけないように思
います。学校選択制は地域の崩壊を促進しているように思います。ぜひ、その整合性をとる計画にし
ていただきたいと思います。

また、その「地域」に障がいをもった子どもは入っているのでしょうか？特別な支援が必要ということで
自分の兄弟姉妹が通っている地域の学校ではなく、遠くの特別支援学級や特別支援学校に行かされ
てはいませんか？また、その選択がいかにも保護者の選択というようになっている風潮がありますが、
本当にそうなんでしょうか。そこで⑨「特別な支援が必要な子どもたちが･･･」の文章の中に「基本は地
域の学校で特別な支援を受け、学校生活が送れるように配慮する」という文言を入れて頂くことによっ
て、インクルーシブな教育が文京区から始まっていくと思います。ぜひ、障がいをもった子どもたちが
地域でイキイキと生活し学べるための環境を作り出して行って頂きたいと思います。

基本的取組⑨及び⑪において、ご指摘の趣旨
を盛り込んでいます。

49 Ⅳ 青少年の健全育成 次、「青少年の健全育成」の（１）検討分野ごとの将来像、キャッチフレーズですが、「光る笑顔」とありま
すが、分からなくはありませんが、「輝く笑顔」ではありませんか。

次、同じところの(2)、実現に向けた基本的取組の中の①の文章のお終いごろですが、「場づくりを」の
次の、「青少年の視点を踏まえて」は、上で使っているので、もういらないと思います。

「場づくりを充実する」はおかしいので、「場づくりを重視します」だと思います。文章を整理すべきで
す。

協議会での検討を踏まえて、「光る笑顔」という
言葉を使用していますが、ご指摘の趣旨を踏ま
え「青少年が笑顔で輝きながら」に説明文を修正
しました。

協議会での検討を踏まえて、「青少年の視点を
踏まえて」という言葉を使用しています。

協議会での検討を踏まえて、「場づくりを充実さ
せます」という言葉を使用しています。

50 Ⅳ 青少年の健全育成 長い目で見ると、生活についても教育するというスタンスも必要ではないか。若いうちにお金を使って、
年老いてからお金が無いので人のお金をあてにするのではいけないと思う。

基本的取組②及び④において、ご指摘の趣旨
を盛り込んでいます。
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「新たなる基本構想」素案に対する意見と検討結果（回答）一覧

件名 意見の本文
項目番号 章

意見
検討結果（回答）

51 Ⅳ 青少年の健全育成 消費生活センターが、高校に行ってお金の教育をすることも考えられる。大学生がクレジットカードで
多重債務になった話を聞いたことがある。お金の使い方の啓発を行うことが必要である。

基本的取組②及び④において、ご指摘の趣旨
を盛り込んでいます。

52 Ⅳ 高齢者福祉 見た目や形式的な審査による障害や介護の認定を行うのではなく、その人の生活実態に則したサー
ビスを提供してほしい。（68と重複掲載）

基本的取組①において、ご指摘の趣旨を盛り込
んでいます。

53 Ⅳ 高齢者福祉 もっと老人ホーム
を作って

高令者が増え年令と共に病気になります。入院して○○になると退院として病院を出なければなりま
せん（家庭で看護出来ない病人もいます）大至急老人施設を造って下さい。安心して退院して老人
ホームへ行ける様におねがいします。至急･･･有料はあるのですが高すぎて･･･

基本的取組①において、ご指摘の趣旨を盛り込
んでいます。

54 Ⅳ 高齢者福祉 「協治・協働」や
「おせっかい」の唱
導を区政の責任回
避の口実にするな
という点

特養の待機者をなくし、（26と重複掲載）

介護保険についても、介護予防に力点を移すとしながら地域包括支援センターが高齢者が利用でき
ない遠くにある状況を解決するため、旧出張所を利用するか、巡回サービスを導入する等の方法を講
ずべきである。

基本的取組①及び⑥において、ご指摘の趣旨
を盛り込んでいます。

55 Ⅳ 高齢者福祉 高齢者福祉・住環
境

高齢者が安心して暮らせるよう、バリアフリー化等の整備とあるが、現実には歩道を歩くにも不安を感
じる。自転車の高速運転、此れを何とかして欲しい。自転車は車道をと云うが全く守られていない。又
ある場所は歩道の幅が50cm以下（幹線道路、裏道ではない）（例、春日通り、本郷三丁目～湯島）、然
も傾斜している。

又、歩道に敷かれた盲目者用の凸凹も狭い歩道一面で足がつまづく大きな原因になっている。歩道
橋も高齢にとっては階段の昇り降りが大変で使用出来ない。実際に高齢になりつくづく感じている。
こう云った点を若い目線でなく考えて欲しい。

基本的取組①において、ご指摘の趣旨を盛り込
んでいます。

56 Ⅳ 高齢者福祉 高齢者福祉 観光に力を入れるより公立の特養老人ホームの建設を是非進めて。入所出来ず病院にも入院出来ず
困っている。
人が周辺、待っています。うわさ迄ひろがりコネもあるのではと。是非もう１ヶ所作って、文京区は子供
は少なく、是非老人が安心して住める区にしてほしい。

基本的取組①において、ご指摘の趣旨を盛り込
んでいます。

57 Ⅳ 高齢者福祉 ２、次は問題点の一つですが、高齢者の活動しやすい場或いは障害者の利便性を考えると言いなが
ら、既に決まりました第五中学校跡に福祉センターをもっていって建て替えるという件です。
説明の要はないと思いますが、あの場所は現在とても不便な場所ですし、都バスさえも通っていませ
ん。江戸川橋の有楽町線駅にはエレベーターも全くありません。これで構想にあった福祉センターが
できるのでしょうか。再審議しても良いと思っています。

基本的取組①において、ご指摘の趣旨を盛り込
んでいます。

58 Ⅳ 高齢者福祉 次、「福祉・健康」の、「高齢者福祉」の(2)の中に「介護予防」という言葉があります。これは小泉内閣が
作った言葉で政府は使ってはいますけれども、おかしな言葉です。予防というのは病気や災害が起こ
る前に、起こらないように防ぐことを言います。介護を防ぐというのはどういうことでしょうか。「老化予防」
なら分かります。

⑥の中で、「医師や医療機関などと介護サービスの連携の強化を図る」とありますが、これはどういう連
携になるのでしょうか。具体的には分かりません。したがって、このことは別の表現が必要ではないで
しょうか。

介護予防とは、「要介護状態の発生をできる限り
防ぐ（遅らせる）こと、そして要介護状態にあって
もその悪化をできる限り防ぐこと」と定義され、現
在広く使用されています。

医療と介護のニーズを合わせ持つ高齢者への
対応について連携を図ることを想定しています。

59 Ⅳ 高齢者福祉 一人暮らしの高齢者を対象とした施策も考えてほしい。例えば、高齢者が多く居住している地区にお
いて、空いた土地に若い世代に住んでもらうことによって、まちに活気を呼び戻すなど。

基本的取組③において、ご指摘の趣旨を盛り込
んでいます。
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60 Ⅳ 高齢者福祉 介護や子育てについては、おせっかいの度合いがわからない。子どもが虐待により餓死した事件が
あったが、もっと行政がもう一歩踏み出せばよかったのではないか、それも良い意味でのおせっかい
ではないか。（32と重複掲載）

基本的取組④において、ご指摘の趣旨を盛り込
んでいます。

61 Ⅳ 高齢者福祉 食育については記述がない。「健康づくり」として食べることも大事なので、衛生だけでなく、健康づくり
や高齢者の方にも反映すべき。（78と重複掲載）

高齢者も含めて、健康づくりの基本的取組①
に、ご指摘の趣旨を盛り込んでいます。

62 Ⅳ 高齢者福祉 住環境 文京区に生れ育った62才女性です。今後もこの文京区で住らしていきたいと願っています。ついては
区のシルバーピア及び高齢者アパートの入居条件を60才以上と見直していただけないでしょうか。
今、現在都民住宅に入居していますが娘の結婚によりひとりになり、定年を迎え嘱託とはなったものの
収入減。ここ都民住宅の家賃（収入に関係なく契約家賃に到達する迄上昇。入居後８年を経過したの
で契約家賃）がとても負担になっています。
是非見直しの検討をお願い致します。

具体的な事項等については、個別に検討してい
きます。

63 Ⅳ 高齢者福祉 高齢者福祉につ
いて

ますます高齢者が増大が予想されます。
特別養護老人ホーム建設や在宅サービスの強化などの政策の実現を望みます。

基本的取組①及び④において、ご指摘の趣旨
を盛り込んでいます。

64 Ⅳ 高齢者福祉 高齢者福祉 私は、今、81才で元気でいるが、これから高齢者の増加に伴い、自分が介護が必要になった時に、満
足な介護が受けられるのか。（1）、（2）①～⑥の記述のとおりの施策が出来得るのか。
介護保険は強制的に納付させられていながら、介護が受けられないのではないかということです。老
人が集まると一番心配なのは「そのこと」です。
保険を徴収している以上、介護行政の充実を切に要望します。

基本的取組の記述については、今後、実施計画
等における具体的な事務事業の中で検討してい
きます。

65 Ⅳ 高齢者福祉 ２ 福祉・健康
２－１ 高齢者福祉

（１）検討分野ごとの将来像 ～10 年後にあるべき姿
＜キャッチフレーズ＞
歳を重ねても、いきいきと自分らしく暮らせるまち
（２）実現に向けた基本的取組
① 高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、高齢者本人や家族、地域、事業者、行政など
の役割分担を明確化し、自助・互助・共助・公助を適切に組み合わせることによって、まちのバリアフ
リー化や住まい及び施設の整備等のハード面と、介護、医療体制の充実や外出の支援等のソフト面
の両面から生活環境を整備します。
↓　↓
★まずは一人ひとりの高齢者本人がどのようにしたいのか、というところをおさえられているかどうかで、
一人ひとりが満足するか否かが決まるのではないでしょうか。心に耳を傾けるデリカシーを持ち、一人
ひとりの思いや願いを大切にしたまち、であるところから真の安心が初めて生まれるので、そうした考え
を基盤にし、ソフト面でもハード面でも一人ひとりの心によりそったものにしていただきたい。★

高齢者施策の実施に当たり、ニーズを把握する
ため、区民の声を幅広く取り入れてまいります。

66 Ⅳ 高齢者福祉 高齢者福祉と障害
者福祉　１級　の
事

５月に93才になる老人（女）です。福祉では有難い位お世話になり感謝して居ります。さて充分に福祉
は100％活用させて頂いて居りますが、長女の世話になっておりますが、週２回泊ってくれますが、介
護３を頂いてますが、週２日泊まってくれる、丈で家事援助は受けられません。
それに月に１回か２回位長期地方出張があり買物に行けません。殆ど歩けないので買物が出来ませ
んので、何とか家事援助を受けられる事になりませんか？脳外科、リウマチ科、食道外科手術など、心
筋硬そくなど命がけの手術を受けやっと生き延びています。どうぞ家事援助も受けられるようにお願い
いたします。

具体的な事項等については、個別に検討してい
きます。
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67 Ⅳ 高齢者福祉 Ａ　高令者福祉 　Ａ　①特養ホームを増やす計画を早急にたてて下さい。
　　　②高令者住宅を区として大量に建設して下さい。借り上げも含めて
　　　③肺炎球菌ワクチンへの助成を！

①について、基本的取組①において、ご指摘の
趣旨を盛り込んでいます。
②について、具体的な事項等については、個別
に検討していきます。
③について、基本的取組⑥において、ご指摘の
趣旨を盛り込んでいます。

68 Ⅳ 障害者福祉 見た目や形式的な審査による障害や介護の認定を行うのではなく、その人の生活実態に則したサー
ビスを提供してほしい。（52と重複掲載）

基本的取組①において、ご指摘の趣旨を盛り込
んでいます。

69 Ⅳ 障害者福祉 私の主張する数値目標は、入りませんでしたのでこれは残念でした。 数値目標については、具体的な事務事業の中
で定めてまいります。

70 Ⅳ 障害者福祉 「障害者福祉」(2)の中の①に「障害者のネットワークづくり」とありますが、具体的にどういうことを言って
いるのかよくわかりません。

障害者福祉サービスの向上に向け、障害者の
方々自身を含めた様々な連携を想定していま
す。

71 Ⅳ 生活福祉 ホームレス対策（121と重複掲載） 基本的取組①において、ご指摘の趣旨を盛り込
んでいます。

72 Ⅳ 生活福祉 次、「生活福祉」の(2)の中の①ですが、「生活困窮者は、自分自身で早期に自立した社会生活が送れ
るよう経済的自立に努め」とありますけれども、これはそうなれば問題はないのであって、そうするため
にはその点の後、「その上で、」以下「区などの」と述べられていますが、方法の方が先であって、それ
によって困窮者が自立できるようになるはずです。文章の整理が必要だと思います。

その先の③、ドメスティック・バイオレンスですが、これは「家庭内暴力」と日本語で言った方が分かりや
すいのではないでしょうか。

ご指摘の趣旨を踏まえて、基本的取組①の表現
を改めました。

「ドメスティック・バイオレンス」という言葉は、広く
使われており、脚注に定義を掲載します。

73 Ⅳ 生活福祉 生活福祉の分野で生活困窮者の部分があるが、暮れに派遣村の話で800人位の人が集まって、100
人位の人がお金だけを貰ってどこかへ行ってしまったという話がある。本当に仕事が無くて困って仕事
が欲しくても無い人と、そうじゃない人を区別するシステムが必要である。

基本的取組①において、ご指摘の趣旨を盛り込
んでいます。

74 Ⅳ 生活福祉 行政は困っている人を救うのが大事かもしれないが、生きていくのは自分で生きていくわけで、甘やか
しすぎるのも問題である。女性がパートで15万円もらうのもたいへんだというのに、何もしないで12万円
貰っているのは問題である。

基本的取組①において、ご指摘の趣旨を盛り込
んでいます。

75 Ⅳ 健康づくり ①医療人材の確
保

①都立病院の非常勤務医の待遇向上
（時間外労働の給与未払の改善）

区の所管事業の範囲外なので、基本構想には
盛り込んでいません。

76 Ⅳ 健康づくり ②子育て環境の
充実

・Hib等のワクチンの無料化
・妊婦検診の各種検査（血液等）についても補助金支給

基本的取組②において、ご指摘の趣旨を盛り込
んでいます。

77 Ⅳ 健康づくり その先の「健康づくり」の(2)の②、「各種健康診断や健康相談等の予防の」とありますが、「疾病予防」
としないと、なんとなくは分かりますけれど、意味が通じないと思います。

「切れ目ない医療」の「切れ目ない」が分かりません。

基本的取組②において、「疾病の」という言葉を
加えました。

「切れ目ない医療」とは、医療機関の連携を図
り、急性期から回復期、在宅医療に至るまで連
携した医療サービスを確保することを示します。

78 Ⅳ 健康づくり 食育については記述がない。「健康づくり」として食べることも大事なので、衛生だけでなく、健康づくり
や高齢者の方にも反映すべき。（61と重複掲載）

基本的取組①において、ご指摘の趣旨を盛り込
んでいます。
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79 Ⅳ 健康づくり 高令者福祉 肺炎球菌ワクチン、インフルエンザワクチンなど高令者に無料にする（他、区、市、など）で実施してい
る所もあり、区でその様なことを行ない予算のことなどと思うでしょうが、早目に予防し通院、入院など
少なくすれば、医療費も少なくなり、区民の予防医療を考えてください。予防をし介護になるのを少し
でもおそくなる様元気にいられるように。

基本的取組②において、ご指摘の趣旨を盛り込
んでいます。

80 Ⅳ 健康づくり ４）メンタルヘルスや自殺対策など精神保健福祉行政の重要課題として、性的指向も盛り込むこと
　以上、ご検討いただけると幸甚です。

基本的取組②において、ご指摘の趣旨を盛り込
んでいます。

81 Ⅳ 健康づくり 福祉、健康 健康についてはかかりつけ医の指導に従い気をつけていますが介護状態になった場合を考へると目
の前真暗になってしまいます。でも外に出ていろいろな人達と交流しストレッチ等体を動かすことを心
がけています。が近頃火事で亡くなった方々の事を思うとどうなるのでしょうか？施設入居の為に順番
待ちが多勢いるとか･･･。病気・ケガに気をつけましょう。

基本的取組①において、ご指摘の趣旨を盛り込
んでいます。

82 Ⅳ 健康づくり Ｂ　健康づくり Ｂ　①特定健診の項目をもっと増やして下さい。
　　②健保家族の方の健診の充実（無料で項目も増やし、区内の開業医でもできるように
　　してほしい）
　　③前立腺健診を実施してほしい。

基本的取組②において、ご指摘の趣旨を盛り込
んでいます。
なお、具体的な事項等については、個別に検討
していきます。

83 Ⅳ 生活衛生環境 1　賞味期限切れの食品を家畜のえさなど利用する 区の所管事業の範囲外なので、基本構想には
盛り込んでいません。

84 Ⅳ 生活衛生環境 ３）HIV感染症をはじめとする感染症対策の実施にあたり、当該集団を個別重点的に対象にすること 具体的な事項等については、個別に検討してい
きます。

85 Ⅴ 地域コミュニティ 2　町連等との飲食会・忘年会の禁止 具体的な事項等については、個別に検討してい
きます。

86 Ⅳ 地域コミュニティ 全事業 自治会は崩壊している。自治会役員は卑しい人達の集まり。年金では飯は食えぬ。
地域コミュニティーは崩壊している事を認識した方が良い。

基本的取組①のとおり、自治会・町会は、地域コ
ミュニティの活性化に不可欠な存在であると考え
ています。
なお、個別具体的な内容等については、所管課
で検討していきます。

87 Ⅳ 地域コミュニティ ２）「おせっかい」の文字を止め　他の字句に変更（重複）
コミュニティ（１）楽しい

地域コミュニティ活性化には、良い意味での「お
せっかい」が必要であるため、使用しています。

88 Ⅳ 地域コミュニティ コミュニティー・産
業・文化に関し、
特に「地域コミュニ
ティー」「産業振
興」「文化振興」に
ついての具体策の
提言

区報“ぶんきょう”の「新たなる基本構想」素案、拝読いたしました。
利便性も高く都心にして緑も豊かで、暮らしていて気持ちの良い街です。
しかし、課題がないわけではありません。従前より考えていた、商店や地域コミュニティーの活性化の
アイデアを基に纏めてみました。
「基本構想」というより具体策ではありますが、立案の一助となれば幸甚です。
よろしくご査収のほどお願い申し上げます。

【問題認識】
◇商店の衰退と活気の低迷・・・総じて区内にある商店は元気がありません。世代交代、利便性より銀
座や池袋に流れてしまう等々、理由があるのかも知れませんが、特徴や個性があれば差別化は出来
るはずです。そういう工夫が希薄と思えます。近隣の商店は「老舗」を除けば出来ては閉店を繰り返し
ているのが実情です。
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88 Ⅳ 地域コミュニティ ◇人口増とコミュニティーの変化・・・一昨年のデータですが、平成20年４月の30代、40代の人口は、
その凡そ３年前の16％（8,300人）も増えています。 近のマンション建設で更に増えることは間違いな
いでしょう。然し乍ら、商店は衰退しているという実態を考えるに釈然としない感は拭えません。郊外の
ベッドタウンではないのですからもっと地域密着で活性化出来ていいはずです。
さらに付け加えるに流入者にとって横に繋がるコミュニティーを活発にしないといけないとも思います。
勤務先と自宅の行き来が主で、行くのは近所のスーパー程度が平均的な行動範囲では街に住む楽し
さは半減します。その意味でも商店の持つ役割は欠かせないと思います。

◇散策するに恰好な場が多く存在する・・・一方で文化財、寺、坂、学校そして緑も多い。中心部に
あって希有な区だと思います。こうした素材をそのまま「巡る」だけでなくコミュニティー活性化のために
活用しない手はないと思います。

【提案】
商店などの「商業」、「住民」、「文化財などの場」をもっと有機的に結びつけられないか。その手段の一
つとして「アートで街を面白くし新たなコミュニティーを創る」ことを提案いたします。
地方ではこうした取り組みはここ数年で飛躍的に広がっているのはご存知だと思います。その意義や
解釈はそれぞれに固有のものがあるでしょうが、大切なのは住民の参加です。一握りのキュレーター
達が盛り上げても周りは遠目に見ているようなイベントは所詮内輪のお祭りになってしまいます。概念
イメージを添付しました。
こうした取り組みは、行政が主導するという類いのものではないのかも知れません。しかしコミュニ
ティーの活性化は、もはや従来の町会、商店会などの細分化された単位では限界があると思っていま
す。区側が場の提供や後押ししていただけるようなことで随分と進展するものと思っております。
「新たなる基本構想」の具現化の一助になりましたら幸甚です。
以上

基本的取組④において、ご指摘の趣旨を盛り込
んでいます。
なお、具体的な事項等については、個別に検討
していきます。

89 Ⅳ 地域コミュニティ 次、「コミュニティ・産業・文化」の「地域コミュニティ」は、「地域社会」と日本語で言ってはどうでしょう
か。

次の(2)の中の、②の中に「創出」という言葉がありますが、これから以下「創出」という言葉が何回か出
ますけれども、辞書にないわけではありませんが、創り出すという意味ですから「創り出す」とした方が
分かりやすいと思います。

そして、この重点取組は、③だと言っていますが、これは①のはずだと思います。

そして、③の中に「単身世帯」とありますが、単身世帯への働きかけというのは大変難しい、つまりいな
いことが多いわけでして、このへんはどう考えるのか、働きかけは大変難しいので、これはもう一回考え
直した方が良いと思います。

「地域コミュニティ」という言葉は広く使われてい
ますので、使用しています。

「創出」という言葉は広く使われていますので、使
用しています。

重点取組については、協議会で検討のうえ、取
扱いを取りやめました。

単身世帯への働きかけも大切な取組なので、基
本的取組②に盛り込んでいます。

90 Ⅳ 地域コミュニティ 地域コミュニティ 町会、自治会への加入促進に反対です。
発想の基本が安易です。町会、自治会は会費、赤十字、歳末たすけあい、祭礼と金ばかりもとめ、通
常は全く疎遠です。役員は、ほぼ不動産屋、建設屋で当然自己の利益のために町会、自治会を利用
しているのが実体です。町民の実体をみた構想を

基本的取組①のとおり、自治会・町会は、地域コ
ミュニティの活性化に不可欠な存在であると考え
ています。

91 Ⅳ 地域コミュニティ 市民主体の新しい
コミュニティづくり

③ふれあい活動圏の構築を！
誰もが気軽に歩いて行ける、半径300メートﾙ程度の範囲の中心に「ふれ合い活動センター」をもつ、
地域共同体をつくる。

基本的取組①において、ご指摘の趣旨を盛り込
んでいます。
なお、個別具体的な内容については、所管課で
検討していきます。
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92 Ⅳ 地域コミュニティ 「新たなる基本構
想」素案に対する
意見ついての意見

○同様にⅣ３－１の地域コミュニティのキャッチフレーズの「みんなが集う、おせっかいのまち」も内容
が曖昧で語感が悪いと思います。「みんなが集い、発信し、合意をつくれるまち」などがよいと思いま
す。

地域コミュニティ活性化には、良い意味での「お
せっかい」が必要であるため、使用しています。

また、基本的取組にはとても良いことが盛り込まれていますが、キャッチフレーズの提案に合わせて①
の後半部分に少し追加して、「アサーション、コミュニケーションのスキルを研く機会を設定することによ
り、アドヴォカシーのできる人材・組織の育成を支援するとともに、それらの人や組織に活動の場を提
供します。」としていただきたいと思います。

基本的取組①において、ご指摘の趣旨を盛り込
んでいます。

93 Ⅳ 産業振興 電気のスマートグリッドのように人材のスマートグリッドの制度を作ってほしい。働く意思と能力のある人
を能力に応じて振り分けて働かせてほしい。

区が担うべき役割としては、人材の発掘及び技
術者の養成支援や就業支援・起業支援の醸成
を図ることと捉えています。

94 Ⅳ 産業振興 次、「産業振興」の(2)の②で、「経営環境の安定化支援を行う」とありますが、経済社会は文京区だけ
ではありませんから、これは大変なことなので、この表現で良いか再検討の必要があります。

経営環境の安定化支援を、区としても取り組む
必要があるため、盛り込んでいます。

95 Ⅳ 産業振興 文京区新・基本構
想の産業振興に
関する私達の見解

私達、中小企業家同友会は、「よい経営・よい経営者・よりよい経営環境を目指す」全国規模の中小企
業家団体として、経営指針や社員教育活動などの企業体質改善運動と経営環境改善運動を車の両
輪として活動を進めてきました。その中で、日本の経済・社会・文化及び国民生活における中小企業
の役割を高く評価し、豊かの国づくりの柱にすえることを国民の共通認識とするため、中小企業憲章
制定運動（全国レベル）及び中小企業振興基本条例制定運動（自治体レベル）を進めており、平成21
年７月に、中小企業家同友会全国協議会において、中小企業憲章草案（第１事案）を発表したところ
です。

現在策定作業が進められている文京区の新基本構想は、「地域における総合的かつ計画的な行政
の運営を図るための基本構想」であり、特にその産業振興に関る部分については、文京区の中小企
業家団体である当支部にも密接に関る問題であり、多大な関心を有するところです。
現在、「新たなる基本構想骨子」が、HP等を通して発表され、また、具体的な検討が行われている段
階であり、「コミュニティ・産業・文化　Ⅱ産業振興」について、私達の見解をお知らせします。

１．（１）検討分野ごとの将来像～10年後のあるべき姿～及び（２）現状の主要課題については、全面
的に賛成いたします。
特に＜キャッチフレーズ＞豊かな区民生活を支える、活力みなぎる産業と商店のあるまち　及び＜具
体的内容＞は大変良い将来像と評価します。

将来像については、基本構想策定協議会での
検討のほか、ワークショップで出された多くの区
民の意見をもとに作成しました。

２．（３）実現に向けた基本的取組に①～⑥とあり、その中の②に「起業家や経営者が、新たな事業へ
チャレンジできるように、創業・起業支援を充実させ、経営の安定化支援を行うとともに、地域の特徴を
活かすことにより、新たな価値を生み出す企業を支援します。」とあります。
後半部分の「地域の特徴を活かすことにより新たな価値を生み出す企業を支援します」は前述した＜
キャッチフレーズ＞の中心的内容である「地域の特性を活かした産業振興を積極的に支援する」の中
核をなすものと考えます。
従ってこの後半部分は、②の「とともに、」以下の付け足し部分としてでなく、地域の産業振興に関する
根幹部分として独立させ、さらに、積極的な支援であることを明らかにするため、「積極的に」付加し
て、基本的取組の一番目に持ってくることを提案します。
これにともない、現行の①～⑥は順次繰り下がり②～⑦となり、かつ③は前半部分のみとなります。

新たな事業へのチャレンジを支援するための取
組として基本的取組②にまとめてあります。
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「新たなる基本構想」素案に対する意見と検討結果（回答）一覧
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95 Ⅳ 産業振興 （３）実現に向けた基本的取組
①地域の特徴を活かすことにより、新たな価値を生み出す企業を積極的に支援します。
以上、ご提案します。
添付資料
１　中小企業憲章草案　１枚
２　前文解説　　　　　　　１枚

96 Ⅳ 生涯学習 生涯学習・文化振
興その他

基本構想を興味を持って再三読んだが、「図書館」に関する基本構想がどこにも見当らぬ。図書館に
関する記述すら一切無い。「文の京らしさのあふれるまちをつくります」という基本構想理念は図書館と
いう核を外には考えられないはず。区長以下上層部は図書館など利用されないのですか？
小生　研究者仲間から「文の京」なのだからさぞ借出し可能な書籍も充実しているだろう？などとたび
たび聞かれますが赤面の他無し。

基本的取組④において、ご指摘の趣旨を盛り込
んでいます。

97 Ⅳ 生涯学習 ②子ども／大人のためのスポーツ、生涯教育の機会が豊富である等です。
（105と重複掲載）

基本的取組①において、ご指摘の趣旨を盛り込
んでいます。

98 Ⅳ 生涯学習 生涯学習 区内の大学を始めとした学校との連携をより深め、区内在住の仕事をしている人間も参加のできる時
間帯での「学び」のプログラムの作成を希望します。
対象参加者も広範囲に設定する事で、区民同士の交流も広まり、子育てを始めとした相互助け合い
のきっかけが生まれる事を期待します。

図書館との連動を計る事で、利用者の増加、活性化が行われると思います。

基本的取組①、③及び④において、ご指摘の趣
旨を盛り込んでいます。

99 Ⅳ 生涯学習 「生涯学習」の(2)の中の、①で「プログラムを提供し」とありますが、これは、「メニューを提供し」の方が
良いと思います。

協議会での検討の結果を踏まえ、基本的取組①
のとおり、「プログラムを提供し」とします。

100 Ⅳ 文化振興 「文化振興」の(2)の①で、「区民の歴史や文化への関心を」とありますが、これは「歴史や文化への区
民の関心」のはずです。

同じくこの文章の中に「文化資産」とありますけれども、「文化遺産」という言葉はありますが、「資産」と
いうのは財産のことなので、これだけではありません、以下、何回か「文化資産」という言葉が言われて
いますので、これは言葉を入れ替えた方が良いと思います。

協議会での検討の結果を踏まえ、基本的取組①
のとおり、「区民の歴史や文化への関心を」としま
す。

協議会での検討の結果を踏まえ、基本的取組①
のとおり、「文化資産」とします。

101 Ⅳ 文化振興 文化振興 文の京として歴史や文化に恵まれた区として多くの文学者や文化人を傑出しておりますのに文学館が
ないのは何故でしょうか。
是非とも空き校舎や空き教室を利用して文学館の創設を希望します。

神田川と緑あふれる江戸時代の庭園や、歴史公園の季節には桜の花で賑わい美しい観光のまちとし
てアピールしてはいかがしょうか。

基本的取組①において、ご指摘の趣旨を盛り込
んでいます。
なお、具体的な事項等については、個別に検討
していきます。

「観光」の基本的取組①において、ご指摘の趣
旨を盛り込んでいます。
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102 Ⅳ 文化振興 文京区の坂道を紹介する書籍が刊行されており、たとえば、文京シビックセンター近くの「堀坂」には、
江戸期に堀氏自らが道路整備したことを示した「堀坂の道標」があり、その紹介記事をもとに、区内外
から多くの散歩者が訪れています。

文京区全域で、緑化率を高めるとともに、歴史を感じられる情緒ある空間とすることが、文京区全体の
評価を高めると考えられます。

基本的取組②において、ご指摘の趣旨を盛り込
んでいます。

「環境保護」の基本的取組⑤において、ご指摘
の趣旨を盛り込んでいます。

103 Ⅳ 文化振興 文化振興 伝統文化の保護・継承は重要であるが、むしろ一般的な西洋音楽関連の企画の将来像がほしい。具
体的には立派なシビックホールを活用して、独自の音楽祭等を推進してほしい。荒川区や北区におく
れをとっているのは、「文の京」としてはずかしい。

基本的取組③において、ご指摘の趣旨を盛り込
んでいます。
なお、具体的な事項等については、個別に検討
していきます。

104 Ⅳ 文化振興 ＜キャッチフレーズ＞
「文の京」の文化や歴史を伝承し、創造する、心豊かで潤いのあるまち
② 区内に存在する歴史・文化資産などを後世に伝えていくため、歴史・文化資産の修復・保存・再現
に努め
★努めるという言葉ではなく、もっと強い、「確実に保存する」、という表現にしていただきたい。なぜな
ら、歴史・文化資産、文化財は積極的に保存しないと、消えていくものだからである。

協議会での検討の結果を踏まえ、基本的取組②
のとおり、「努める」とします。

また、文京区を江戸の薫るまちにとのことだが、あえて特別なことをしなくても、文京区のアイデンティ
ティは江戸と切っても切り離せないのではないか。アイデンティティを深く探求し、理解し、大切に守
り、誇る区にしていただきたい。★

協議会での検討の結果を踏まえ、基本的取組①
を設けました。

105 Ⅳ スポーツ振興 ②子ども／大人のためのスポーツ、生涯教育の機会が豊富である等です。
（97と重複掲載）

基本的取組①において、ご指摘の趣旨を盛り込
んでいます。

106 Ⅳ スポーツ振興 「スポーツ振興」の(2)の②で、「「見る」スポーツの魅力を発信する」とありますけれども、本来スポーツ
は「する」方が本当であって、「見る」方が基なんですね。「「見る」スポーツだけではなく」とするべきだと
思います。

協議会での検討の結果を踏まえ、基本的取組③
のとおり、「するスポーツだけでなく」とします。

107 Ⅳ 観光 「観光」のキャッチフレーズ、「おもてなし」の「お」は要らないと思います。 協議会での検討の結果を踏まえ、将来像のとお
り、「おもてなし」とします。

108 Ⅳ 観光 “コミュニティ・産
業・文化”のうち
「観光」

（２）①分かりやすく伝える
②まちあるきの楽しみ
③おもてなし
とありますが、これらにはもっと住民や歴史館のボランティアなどをもっと教育し、活用するべきだと感じ
ます。
イタリアでは観光客はそれぞれの観光地で、その土地の人を通じて（雇って）案内することを法令で強
制しております。そうすれば住民も自分の住んでいる街の魅力・歴史を理解し、分かりやすく伝えてい
くでしょう。さすれば来訪者からの迷惑も削減され、住民の“おもてなし”の心も芽生えるでしょう。（例
“一葉の井戸”ご近所の解決策もここいら辺にあると考えております。）

基本的取組①及び③において、ご指摘の趣旨
を盛り込んでいます。
なお、具体的な事項等については、個別に検討
していきます。
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109 Ⅳ 交流 “コミュニティ・産
業・文化”のうち
「交流」

（２）①姉妹都市等
②在住の外国人との交流とありますが、姉妹都市ばかりではなく、隣接している他区（台東・千代田・そ
の他）との交流ももっと力を入れるべきでしょう。隣接の区は地続き家並み続きで“文京区”が独立して
いるわけではありません。そこらへんの交流が少ないと感じます。
在住の外国人との交流を謳っていますが、地域内の住民の交流も少ない気がします。
地域の人々の交流が出来なくて、姉妹都市や外国人との交流など出来ないと思います。

基本的取組②において、ご指摘の趣旨を盛り込
んでいます。
地域住民の交流については、「地域コミュニティ」
の基本的取組において、ご指摘の趣旨を盛り込
んでいます。

110 Ⅳ 交流 本文28ページ   (2)の③
多言語による支援も必要ですが、日本語支援についても行政そしてボランティアがそれぞれの役割を
分担して行われる必要があります。初期指導を行政が担い、その後をボランティアの教室が担うといっ
たシステム作りが必要です。この点については、文化庁も「生活のための日本語」という視点で、地域
の日本語支援の重要性を施索化しています。   ぜひ、②において、日本語支援についても記載して
いただきたい。

基本的取組③において、ご指摘の趣旨を盛り込
んでいます。

(2)の④
冒頭の「外国人や留学生が」という記載はいかがでしょうか。留学生も外国人です。文京区内で生活し
ている同じ住民という意味からも「外国籍住民」というような表現に修正していただきたい。

協議会での検討の結果を踏まえ、基本的取組④
のとおり、「外国人や留学生が」とします。

111 Ⅳ 交流 交流について （内容）
　・ホームページについて
　　　他区に比べてとてもわかりずらい。
　　　英語以外にも言語を増やしてほしい。
　・国際交流について
　　　交流の様子が見えずらい。
　　　他の自治体は、ホームページなどでわかりやすく紹介している。
　　　住みやすいまちにしてください。お願いします。

基本的取組①において、ご指摘の趣旨を盛り込
んでいます。
なお、具体的な事項等については、個別に検討
していきます。

112 Ⅳ 住環境 建物は台形状のものは無駄なので四角の建物を作るべきである。 具体的な事項等については、個別に検討してい
きます。

113 Ⅳ 住環境 ごみ袋でごみを出すとカラスに食い散らかされるので、ポリ容器か備え付けのゴミ箱にすべきである。 具体的な事項等については、個別に検討してい
きます。

114 Ⅳ 住環境 乗り物（自転車・バイク・車など）のシェアリングを制度化してほしい。 具体的な事項等については、個別に検討してい
きます。

115 Ⅳ 住環境 地下鉄の駅を核として、その周りを高層ビル群にしてグリーンベルトを作ることが都市計画上好ましい
と思う。

具体的な事項等については、個別に検討してい
きます。

116 Ⅳ 住環境 路上喫煙を禁止し、違反者に罰金を科すべき。その罰金を原資に監視員をボランティアで雇うべき 路上喫煙の禁止については、基本的取組⑦に
おいて、盛り込んでいます。
なお、具体的な事項等については、個別に検討
していきます。
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117 Ⅳ 住環境 1　マンション化の促進とそれに合わせた屋上緑化の推進
2　河川で水力発電の実施
3　色彩の統一を図った景観条例の制定

１　屋上緑化の推進については、「環境保護」の
基本的取組①及び⑥において、ご指摘の趣旨
を盛り込んでいます。
２　区の所管事業の範囲外なので、基本構想に
は盛り込んでいません。
３　基本的取組②において、ご指摘の趣旨を盛り
込んでいます。

118 Ⅳ 住環境 1　不動産手数料を削減するべき 区の所管事業の範囲外なので、基本構想には
盛り込んでいません。

119 Ⅳ 住環境 災害対策／住環
境

又、どんどんどんどん増え続けるマンションのせいで景観も歴史も台無しだと思います。文京区の街全
体が圧迫されています。

基本的取組②において、ご指摘の趣旨を盛り込
んでいます。

120 Ⅳ 住環境 禁煙マークと他 まだまだ歩きタバコやぽいすてが多いので、もっと多く、足元だけでなく、目の高さで、目立つ様ポス
ターを貼ってほしい。

基本的取組⑦において、ご指摘の趣旨を盛り込
んでいます。

121 Ⅳ 住環境 住環境  環境保護 文京区に住むことを誇りとしていますが、一方でこの区ほど地域格差が極端な区ではないかと考えま
す。我が家の近くには歩道も少く緑地もなく、ゴミ捨て、近隣の製本印刷出版業に他区から勤務される
方のタバコ捨てが目立ち、また文京区北部に通じるバスもなく、大変不便です。差別をすることなく、区
のバスも検討して下さい。思い切った再開発も、陽のあたらない街へも必要と考えます。ホームレス対
策、枯れて行く高速道路下のかわいそうな植木、ものすごいゴミ捨て放置、タバコポイ捨てなど、およ
そ“文の京"とはとても言いかねる粗雑な地区に十分に目を移して下さい。期待をしてます。（71と重複
掲載）

基本的取組⑤、⑥及び⑦において、ご指摘の趣
旨を盛り込んでいます。

122 Ⅳ 住環境 まちづくり・環境 先ず、高層ビル・マンションの乱立を規制してほしい。景観保全など口先だけで、例えば小石川後楽
園などは、周辺に球場を初め、マンションが年々立ち並び、公園内から姿が見えて興ざめしてしまう。
講談社の高層ビルは近隣住民にとって景観もへったくれもない。風害も迷惑だ。歴史的にも希少な建
物を取り壊し、高層ビルなど住民にとって何らメリットもなくデメリットをがまんする始末だ。区役所の高
層ビルからして笑止千万だ。

基本的取組②において、ご指摘の趣旨を盛り込
んでいます。

123 Ⅳ 住環境 ＪＲお茶の水駅に
一言

関係ないことで申しわけございませんが聞いて下さい
文京区内の大病院を利用する方々が多数いるお茶の水駅、老人、病人、ケガ人、ベビーカー、荷物
の多い方が階段を大変な様子で昇降しているのを目にするたび都会の中央の駅にエレベーター、エ
スカレーターもない等悲劇です。文京区、千代田区、JRとで考えていただきたく思います。どうか宜しく
お願い致します。住環境に入るのでは？

基本的取組③において、ご指摘の趣旨を盛り込
んでいます。

124 Ⅳ 住環境 まちづくり・環境 きれいに揃った家並の一角であった大和郷も遂に瓦解され好き放題の建物が建ち並んでしまいまし
た。せめて、この一角でも、一種の法規を作って、ヨーロッパの街角の様な街作りにして欲しかったで
す。

又、幹線道路沿いの建物には、外に向けて、洗濯物や布団などを干すことを厳禁とする様な建築規
準をもうける事、もう一つは、空中に張り廻らされている電線をなんとかして欲しい。又、水道、ガスの道
路工事の際、ツギハギだらけの道にして仕舞い、通路がデコボコになっている。これらを注意し、美し
い街作りにしたいと思います。

基本的取組①及び②において、ご指摘の趣旨
を盛り込んでいます。
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125 Ⅳ 住環境 Ｂ－ぐる 後楽園側より茗荷谷・目白台・江戸川橋・大塚・音羽方面にもＢ－ぐるを走らせて下さい。
お茶の水・筑波・音羽中の坂にＢ－ぐるが走れば、大変助かる人が大勢います。
特に江戸川橋・目白台の中学生達は区域が音羽中なのに、徒歩で30分近く歩くしかなく、可哀相で
す。せめて登下校の時間だけでも走らせて下さい。
よろしくお願いします。

基本的取組⑥において、ご指摘の趣旨を盛り込
んでいます。

126 Ⅳ 住環境 １）約10年後　文京区の区道を 低５Ｍ巾以上にする。
生活衛生環境の分野に挿入

「防犯・安全対策」の基本的取組③において、ご
指摘の趣旨を盛り込んでいます。

127 Ⅳ 住環境 次、「まちづくり・環境」の中の、「住環境」の中の(2)の③ですが、「環境に配慮しつつ」とありますが、環
境の方が先ではなくて、人間の方が先のはずです。「環境に配慮」がどういう意味なのかわかりませ
ん。

また、「既存施設のバリアフリー」だけではなくて、これから作るものも皆、バリアフリーでなければならな
いと思います。
私の経験する例を一つ申し上げますと、階段などに手摺があります。手摺があればよいとお思いでしょ
うが、階段の途中で手摺が数センチ切れてしまうことがあります。そこで、手がガツンと手摺から外れて
しまって、転びそうになるのです。そのようなことがありますので、ただバリアフリーだと言って、つまり、
ハードだけではなくて、心のこもったバリアフリーでなければならないと思っています。

協議会での検討の結果を踏まえ、基本的取組③
のとおり、「環境に配慮しつつ」とします。

基本的取組③において、ご指摘の趣旨を盛り込
んでいます。

128 Ⅳ 住環境 区民が十分に安全に生活するためには、ある程度道幅のとった道を整備してもらうということは非常に
重要なことではないか。具体的な実施計画で記載されるかもしれないが、十分に見ていただきたい。

「防犯・安全対策」の基本的取組③において、ご
指摘の趣旨を盛り込んでいます。

129 Ⅳ 住環境 高層マンションの規制等を示した方向性が明確に書かれていない。住宅マスタープラン等があるが、
議会のチェックを受けないで実施される計画もあるので、 高規範である基本構想できちんと方向性
を示すべきである。

基本的取組②において、ご指摘の趣旨を盛り込
んでいます。

130 Ⅳ 住環境 4-2環境、4-3災害
対策、4-4安全に
対する意見

電柱をなくそう

　主要道路であれ裏道であれ、電柱の乱立はいかにも見苦しく、「文の京」の名が泣くのではないか？
つぎに裏道が狭く、電柱が歩道上にあったりして、車が通ると歩が極めて危険。
さらに震災時には電柱倒れるおそれがあり、通行人等に傷害を及ぼす心配あり。救急車通行を阻害
するであろう。
　なお、諸外国の市街にあっては電柱は全く見られない。
　よって、東電等の持ち物だからといって腰を引かず逃げず、区主導で電線等の埋設を進め、電柱を
なくすようにしてほしい。

上記をいずれかの条文に入れていただきたい。

具体的な事項等については、個別に検討してい
きます。

131 Ⅳ 住環境 文京区コミュニティ
バス

昔は、現在の上60のバスがお茶の水駅から池袋東口迄走っていて便利でしたが、現在は上60のバス
も１時間に２台しか通りませんので、私共西片に住んでいる老齢者は一番近い駅は南北線の東大前
駅です。そこでB-ぐるバスが言問通りを通って白山の方に行くか、或は本郷3丁目の方に行くコースを
ふやしていただければ有難いと思っております。

具体的な事項等については、個別に検討してい
きます。
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132 Ⅳ 住環境 生活衛生環境 もっとも大事な点が抜けおちている。
文京区は路上喫煙を禁止しているにもかかわらず、徹底周知していない。文京クリーンコートに住んで
いるが、千石駅からクリーンコートにつながる道路では通勤及び帰宅時間に喫煙者が多数いる。ク
リーンコート内でも理化学跡地看板のあるところと、ジムの前は喫煙指定場所になっている。子供たち
はまともに被害を受けている。一日も早く撤去してほしい。
千石駅の横の通りと文京グリーン・コート内は重点地域に指定してほしい。

基本的取組⑦において、ご指摘の趣旨を盛り込
んでいます。

133 Ⅳ 住環境 道路を整備する際にも、「くらしの道ゾーン」のような樹木による歩車道分離、歩行者優先の道を整備
し、地域の環境に寄与する開発を求めたいです。
よろしくお願いいたします。

「防犯・安全対策」の基本的取組③において、ご
指摘の趣旨を盛り込んでいます。

134 Ⅳ 住環境 禁煙対策 お世話になっております。「新たなる基本構想」を拝見いたしましたが、具体的な禁煙対策が見当たり
ませんでした。「文の京」には必須と思います。区内全域に広げていただきたくどうぞよろしくお願いい
たします。ありがとうございます。

基本的取組⑦において、ご指摘の趣旨を盛り込
んでいます。

135 Ⅳ 住環境 「新たなる基本構
想」素案に対する
意見ついての意見

○Ⅳ４－１の住環境は住宅マスタープランなど住宅政策の基本となる部分なので、きれいごとばかりで
なく実際に区が推進する再開発による超高層マンションなどの縦集約型居住政策についても触れる
べきだと考えます。
今回説明会でそのことを述べたところ、企画政策部長が、民間施行の再開発による超高層住宅につ
いては行政計画には入れないと回答しておられましたが、基本構想は行政施行の計画についてのみ
適用されるわけではありません。家庭のごみ抑制にまで斬り込む基本構想が税の投入される民間の
巨大プロジェクトに言及しないのは全く理不尽です。基本構想には区の大きな方向性として民を誘導
する役割があるのですから、少なくとも現実におこなっていることを良しとするか否か、他の政策とどう
整合を図るかには触れるべきです。
近年次々と行われている第１種市街地再開発による合計数千にも及び超高層マンションは、周辺住
民の住環境には非常な脅威となり、区の住宅政策にも大いに影響を与えます。基本構想に何も言及
がないまま、従って議論もないまま、そのような巨大プロジェクトがどんどん進められれば、景観の保全
やストック活用などきれいな言葉で住環境について基本構想に定める意味はなくなります。

基本的取組①において、ご指摘の趣旨を盛り込
んでいます。

136 Ⅳ 住環境 福祉、健康 文京区に大分永くお世話になっております。現在はアパートで独り暮し自立しているつもりです。しか
し10年後は如何。間もなく、後期高令者といわれる年齢で考えてみると不安なことばかり。
・住宅（高令者住宅はいつも抽選で外れ。医療は高令者医療）
・年金は続いていますが支払いが（税金、その他）が何やら増えているように思います。

出来ることなら高層ビルによるビル風の吹かない安心して歩る人々の暮す文京の町並が続くことを
願っています。

基本的取組①及び②において、ご指摘の趣旨
を盛り込んでいます。

137 Ⅳ 住環境 まちづくり・環境 ・「住環境」の（2）の②－「大きな公園内から外を見た場合の景観にも配慮する」旨を付け加えた方がよ
いと思います。（理由･･･区外の友人・知人等と小石川後楽園などの公園を訪れた際、園内から高層
建築物が見えるので、必ず誰からも「興ざめだ。」と言われます。観光客のためにも、これ以上公園か
らの美観・景観を壊さない努力をすべきだと考えます。）

基本的取組②において、ご指摘の趣旨を盛り込
んでいます。
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138 Ⅳ 住環境 まちづくり・環境 此の10年余区内の高層建築物の建築反対に加わって来ましたが、区の対応には失望のみ残りまし
た。住民エゴで反対しているのではなく、天災時の安全第一と思って来ましたが、高い崖の上に高層
建築物を建てる。それによって水脈を切る盛土・切り土の不安は無視され「都内で一番緑の多い文京
区」の唱い文句でアピールしていた区政は今や全く住民無視（一部商店街等は人口増で賛成でしょう
が）超高層林立の区になってしまいました。
区民の安全（健康・環境を無視した基本構想は可笑しい。老朽化したビルディングをこわす事は不可
能と聴いております。年毎に増加していく区民を安全に守る事が出来るのでしょうか。
「みんなが主役」で「文の京らしい街」一刻も早く実現しないと手遅れになります。子育て・教育・福祉・
健康等々、生命あってのものです。

基本的取組①及び②において、ご指摘の趣旨
を盛り込んでいます。

139 Ⅳ 住環境 生活衛生、環境に
ついて

3月7日、シビックホール会ギ室での説明会に出席しました。
01（2）以外ですが、
路上禁煙について、文京区も全面歩きたばこは禁止されていると思いますが、まったく、実施されてい
ません。商店会、各自治体でキャンペーをもっと張るか、ペナルティーや罰則などを設けた方がいい
のでは？

基本的取組⑦において、ご指摘の趣旨を盛り込
んでいます。

140 Ⅳ 環境保護 3　洋服のリサイクルの実施 基本的取組④において、ご指摘の趣旨を盛り込
んでいます。

141 Ⅳ 環境保護 環境保護 地球温暖化を防ぐため文京区内の大・小公園の緑を大切にする。
都心のオアシスを護るため美化・緑化・整備に努力する。

基本的取組⑤において、ご指摘の趣旨を盛り込
んでいます。

142 Ⅳ 環境保護 次、「環境保護」のキャッチフレーズですが、「環境にやさしい」とはどういう意味でしょうか。
環境よりも先ずはやはり、前にも述べましたとおり、人が問題であって、人を中心として環境を良くしな
ければならないのであって、環境をやさしくとはどう取組むのでしょうか。このキャッチフレーズは全くい
ただけません。

協議会での検討の結果を踏まえ、将来像に、
「環境にやさしい」を盛り込んでいます。

143 Ⅳ 環境保護 30ページに「環境にやさしい取組」とあるが、「環境にやさしい」という大まかな話ではなく、細部の事業
についても検証が必要である。

基本的取組の記述については、今後、実施計画
等における具体的な事務事業の中で検討してい
きます。

144 Ⅳ 環境保護 ゴミの分別はプラスチックが入ってきたので、格段にゴミが減り、今後はそれを踏まえた対応を考えて
いく必要がある。ゴミの分別がさらに細かくなっても、区民が現状に慣れてしまっても、ゴミの減量は
もっと進めていかないといけない。

基本的取組④において、ご指摘の趣旨を盛り込
んでいます。

145 Ⅳ 環境保護 省エネルギー対策について、区として具体的にどのようにしてエネルギーの削減を進めていくのか示
されていない。

基本的取組の記述については、今後、実施計画
等における具体的な事務事業の中で検討してい
きます。

146 Ⅳ 環境保護 文京区のように、神社・仏閣や史跡など歴史・文化の集積が高い地域について、緑化率を現在よりも
引き上げるように条例等の整備をしていただきたいです。
文京区には、神社・仏閣や史跡など、江戸期以降の歴史・文化の蓄積が多く、これらが緑を彩ってい
ます。

基本的取組⑤及び「住環境」の基本的取組⑤に
おいて、ご指摘の趣旨を盛り込んでいます。

25



「新たなる基本構想」素案に対する意見と検討結果（回答）一覧

件名 意見の本文
項目番号 章

意見
検討結果（回答）

147 Ⅳ 環境保護 「新たなる基本構
想」素案に対する
意見ついての意見

○Ⅳ４－２環境保護分野では環境負荷低減や温室効果ガス排出削減を言っていますが、それに向け
ての根本的取り組みが弱いと思います。低炭酸ガス社会構造を目指して、都市計画のあり方から検討
するべきだと考えます。
建築物については、東京都建築物環境計画書制度に則り、再開発で新たにできる超高層ビルは、省
エネ基準に合致するとして従来の建築物より25％などの省エネを謳っていますが、内容は外からの大
量の人口流入を想定するものであり、また共同化による集約で省エネが可能とはいうものの、縦に集
約するに際しての持ち上げエネルギーなどの生活上のエネルギー消費算定は曖昧です。
そもそも東京都のこの制度や文京区の温暖化対策地域推進計画そのものがスクラップ＆ビルドの都
市計画にメスを入れるものではなく、不充分ですので、文京区として独自に脱スクラップ＆ビルドの「ま
ち繕い・まちづかい」の方向を出すことを求めます。それこそが文京区らしさとして区民の望むところで
はないでしょうか。

基本的取組の記述については、今後、実施計画
等における具体的な事務事業の中で検討してい
きます。

148 Ⅳ 環境保護 まちづくり・環境 「環境保護」の（2）の③－「太陽光などの自然エネルギーの導入」を進めるのであれば、「一戸建て家
屋の日照の確保に努力する」旨を付け加えるべきです。（理由･･･低層住宅の近隣に高層建築物が増
えれば日照不足によってソーラーシステムを付けられない家が今以上に増えることになり、このことは、
この（2）の②自体に反する結果となるからです。矛盾します。）

基本的取組の記述については、今後、実施計画
等における具体的な事務事業の中で検討してい
きます。

149 Ⅳ 災害対策 災害対策／住環
境

文京区＝マンションの街となっておりますが、災害時にマンション＝人口が増えた分避難場所の確保
が出来ていないと思います。全員が体育館へ避難できますか？

基本的取組①において、ご指摘の趣旨を盛り込
んでいます。

150 Ⅳ 災害対策 次、「災害対策」の(2)の①、「減災」という言葉、文字ではわかるのかもしれないですが、私どものように
音で聴きますと、「減災」というのは何の意味か分かりません。別の言葉に置き換えて分かりよくしてくだ
さい。

「被害を 小にとどめる」という説明があり意味は
理解できるものと判断しました。

151 Ⅳ 災害対策 地域には16町会あり、うち３町会が連合を作って避難所運営を考えて立ち上げている。他の町会は全
く参加がなく、一部に負担がかかっているという問題がある。

基本的取組①及び②において、ご指摘の趣旨
を盛り込んでいます。

152 Ⅳ 災害対策 おせっかいは結構なことだが、区のほうのおせっかいもお願いしたい。東京都で地域の底力再生事業
という制度があり、来年度も申請できると思うが、大田区など地域としては区が主導して申請していると
ころもあると聞いている。地域によって濃淡があるのは、区の担当職員の問題もあるのではないか。

「区のおせっかい」について、各基本的取組を実
現するために、区は第一義的に責任を負い、積
極的に対応していきます。

153 Ⅳ 災害対策 まちづくり・環境 「災害対策」の（2）の③－地震災害時の生徒の安全のため通学路においては大通りの角地であっても
高層建築物が建たないよう、規制して下さい。

基本的取組③において、ご指摘の趣旨を盛り込
んでいます。

154 Ⅳ 災害対策 “まちづくり・環境”
のうち
「災害」

（２）③災害に強い都市　とあり、区長も「災害時に避難場所へ行く必要の無い強い都市を目指す。」と
挨拶されていました。
しかしどのような強固な町でも大きな災害の折にはライフライン（電気・ガス・水道）がとまり、結局住め
なくなります。水の配給も高層の階上には運べなくなります。やはり避難所は考えておかなければなり
ません。一ヶ所の避難所に沢山の人が集まるようなことも避けねばなりません。そのためにも人口を区
の中で均さねばなりません。そのためにも超高層マンションは止めさせましょう。

基本的取組①及び③において、ご指摘の趣旨
を盛り込んでいます。
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155 Ⅳ 防犯・安全対策 安全対策として、防犯カメラを随所に設置してほしい。 基本的取組②において、ご指摘の趣旨を盛り込
んでいます。

156 Ⅳ 防犯・安全対策 禁煙マークと他 本駒込駅（南北線）出口（AMPMの方）にミラーをつけてほしい。なぜなら、舗道が狭いうえ、自転車が
あり、猛スピードで自転車が通り、ぶつかりそうになる。事故がおきる前に！！

基本的取組③において、ご指摘の趣旨を盛り込
んでいます。

157 Ⅳ 防犯・安全対策 防犯・安全対策 本素案は基本構想であり、各論は別だと思うが、多少具体的な表現（方向）が有ると良いのでは。
（例）
防犯：省エネに沿った街灯（ＬＥＤ）への切り換え。照度アップによる防犯
安全：特に住宅街の道路については、所々に凸部を設け、物理的に自動車が速度を上げられないよ
うにする。（シンガポールで体験）

基本的取組の記述については、今後、実施計画
等における具体的な事務事業の中で検討してい
きます。

158 Ⅳ 防犯・安全対策 防犯・安全対策 ・70年以上千駄木、不忍通りに居住するものです。超高層ビルの林立による治安の悪化は目に余るも
のがある。
・防犯カメラを是非設置して欲しい。反社会的集団とつながる者が、完全に住みついている。安全、安
心なかつての文京にもどすため、防犯カメラを設置してほしい。

基本的取組②において、ご指摘の趣旨を盛り込
んでいます。

159 Ⅳ 防犯・安全対策 防犯・安全対策 警察を過信するのは反対です。区では青色灯による防犯パトロールを行っているようですが、それ自
体はありがたいことです。
しかしその情報源が警察、安易な区民のいやがらせに端を発したものなら危険です
それぞれの区民の意見を公平、公正に観案したうえでのパトロールをお願いします。

基本的取組①において、ご指摘の趣旨を盛り込
んでいます。

160 Ⅳ 防犯・安全対策 防犯・安全対策 私は、護国寺が近いので毎朝ウォーキングを兼ねて護国寺本堂へ参拝してから、ぐるり廻って帰宅し
ている。そこで気付いた事は護国寺正門入口脇に大塚警察署の交番がある。そして寺の裏通りの坂
を降りた所に坂下通り交番がある。２つの交番を道路に沿って歩くと約１キロ弱、地図上で結ぶと、大
塚５丁目と６丁目が犯罪防止上の安全地帯としてカバーされ更に豊島区日之出町近辺までも防犯上
の役割を果していると、私は思っています。
歴史的にみれば交番が江戸時代、町ごとに辻番所が設けられてから約350年続いており、区の取り組
は警察署の役割をどう位置付け、区から犯罪を未然に防ぐ為に警察署とどう協力していくかの視点が
欠けているように思うのです。参考になれば幸いです。

基本的取組①において、ご指摘の趣旨を盛り込
んでいます。

161 Ⅳ 防犯・安全対策 “まちづくり・環境”
のうち
「防災・安全」

これに関しては、地域住民の関係が密であれば、解決することが容易だと思います。 基本的取組①において、ご指摘の趣旨を盛り込
んでいます。

162 Ⅴ 区民サービスの向上 提案 出張所の復活について
住民との接点は出張所です。対話情報交換の場としても必要です。

平成22年４月から地域活動センターは、区民
サービスコーナー業務を行うとともに、地域コミュ
ニティの核となる施設として、機能を強化してい
ます。

163 Ⅴ 区民サービスの向上 「新たなる基本構
想」素案

区役所は区民にもっと近づくべし（行政サービスに終りはない） 基本的取組①及び②において、ご指摘の趣旨
を盛り込んでいます。
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164 Ⅴ 区民サービスの向上 あと区役所の方は、もう少し区民と同じ目線で接してほしいです。なぜか、役所にいくと、態度がえらそ
うです。

基本的取組②において、ご指摘の趣旨を盛り込
んでいます。

165 Ⅴ 区民サービスの向上 これから後、職員のところにも「おもてなし」とありますけれども、これは「もてなし」のはずです。 協議会での検討を踏まえ、「おもてなし」と表記し
ます。

166 Ⅴ 区民サービスの向上 全職員に地域のおせっかい役としての考え方を浸透させてくれないと困る。昔に比べれば確かに区
役所は良くなったと思うが、職員を教育して欲しい。

基本的取組①において、ご指摘の趣旨を盛り込
んでいます。

167 Ⅴ 区民サービスの向上 地域活動センターの人はよくやってくれていると思う。それ以外では、対応が遅いとかという話も聞く
し、そういう事がないように教育してほしい。

基本的取組①において、ご指摘の趣旨を盛り込
んでいます。

168 Ⅴ 区民サービスの向上 「構想ではなく実
行、そして心を」福
祉全搬

文京区に在住15年54才母子家庭です。生活福祉面での援助この10数年助かりました。構想でも支援
がうちだされており、今後も私達のような家庭の為宜しくご配慮下さいますよう。ただし就学させ生活を
させていく中で、納税の点や、教育費がわりだせず、ずいぶん困窮しました。そんな中、区役所の担当
の方々の対応の差は、「本当にこの人達は公僕なのか？」と思うことが多々ありました。現在、私は保
険証が資格証明です。現状の手紙で訴えましたが、ただ数だけでみられてしまいました。どうして手納
なのか、どうして払う事ができないのか一人一人を、きっちり精査して、自分の身として考えていただき
たいと願います。分割でと言っても8万円払わないといけないと言われ、法律をもちだして説明をうけて
しまいました。身からでたさび、仕方ありません。次女が進学、三女も進級、まだまだ資格証明がつづ
きそうです。高齢者に対しても、しかりだと考えます。区役所の方々、一人一人に「心」をと祈ります。

基本的取組①において、ご指摘の趣旨を盛り込
んでいます。

169 Ⅴ 区民サービスの向上 「おもてなしの心」とは、サービス精神を持てということだと思う。その精神が大事である。 基本的取組①において、ご指摘の趣旨を盛り込
んでいます。

170 Ⅳ 開かれた区役所 「協治・協働」や
「おせっかい」の唱
導を区政の責任回
避の口実にするな
という点

区民の区政参画は必要であり区民相互の支えあいも必要である。しかしこれらはあくまでも区民が自
主的に行うものである。もし区が「協治・協働」や「おせっかい」を唱導し、それを利用しようとすれば、そ
れは行政主体としての区が負うべき固有の責任をあいまいにする結果となる。

第Ⅰ章において、区が第一義的に責任を負うこ
とを明記しています。その上で、「協働・協治」に
より区民と力を合わせていくこととしています。

171 Ⅴ 開かれた区役所 区報ぶんきょう お隣、北区ニュース（毎月3回発行、二色刷り）を見ると魅力ある講座・サービスの数々、紙の品質を落
とし、二色刷りにする等できる経費削減をし、他区からの刺激を受け興味をひく紙面作りを期待しま
す。

基本的取組①において、ご指摘の趣旨を盛り込
んでいます。

172 Ⅴ 開かれた区役所 「新たなる基本構
想」素案

区民との直接対話をする機会をもっと増すべし 基本的取組②において、ご指摘の趣旨を盛り込
んでいます。

173 Ⅴ 開かれた区役所 まちづくりに対して関心を持っている区民は多く、もっと区が積極的にＰＲを行うべきである。ＰＲする際
は、縦割り型ではなく、組織間で横断的な連携を取りながら、区民に分かりやすく情報発信すべきであ
る。

基本的取組①において、ご指摘の趣旨を盛り込
んでいます。

174 Ⅴ 開かれた区役所 情報公開について、情報公開審査会がなかなか開かれなかったり、長引いたりしている。また、１月に
情報公開請求を行ったが、まだ回答がこない状況である。これでは、区民に応えた情報公開を行って
いるとは言えない。

基本的取組①において、ご指摘の趣旨を盛り込
んでいます。
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175 Ⅴ 開かれた区役所 「新たなる基本構
想」素案に対する
意見ついての意見

○Ⅴ２開かれた区役所のところに、基本的取組としてぜひ「情報公開の推進」の項目を入れていただ
きたいと思います。
具体的内容としては、行政情報の原則公開、情報公開審査会の透明化、審査の公開、審査案件、議
事録、審査処理結果などの区HPへの掲載、を盛り込んでいただきたいと考えます。
行政情報は原則として公開という情報公開条例の趣旨が忘れられ、現在文京区では、区民が情報公
開を請求しても非公開や一部公開が大変多いようです。せっかく救済申し出制度という文京区独特の
制度があるにも拘わらず、情報公開審査会の審査案件や議事録は公開されず、傍聴も許されず、区
民の口頭意見陳述希望も却下されている現状です。行政情報の範囲を広く考え、できるかぎり情報共
有に近づくよう、公開度を高め、審査処理結果も区民と共有できる制度を整えていただきたいと思いま
す。
自治基本条例にある協働協治の大前提は、情報共有による真の区民参画です。区民と行政の情報
格差の解消のみならず民間企業セクターと区民との情報共有もあってこそ、三者の協働協治が実現
するものと考えます。

基本的取組①において、ご指摘の趣旨を盛り込
んでいます。

176 Ⅴ 区の公共施設 区の公共施設 ①区長が議長時代から意見を具申しているが、他の自治体、区、市等に住む友人から、文京区は教
育程度が高いとゆうのに、“そんなに不平等が改善されないのか？"“平等センターとは何をする施設
か"と良く質問を受ける。又、区民でも平等センターとは何か？知らない人が多い。施設を理解できる
名称に変えたらどうか？何回も提言している。

②よく高齢者等から、”他区には保健所があるが、文京区は無くしたのかと聞かれる。新らく現代的な
名称より保健所の名称の方が判り易く、親しみ易いようだ。保健所に戻したらどうかと思う。
提言の意見にはコメント位い出すのが良いと思う。

基本的取組⑤において、ご指摘の趣旨を盛り込
んでいます。

177 Ⅴ 区の公共施設 提案 交流館の使用について、二ヶ月前にして頂たいと思います。
会場がとれると会員に連絡（早々）のため。

具体的な事項等については、個別に検討してい
きます。

178 Ⅴ 区の公共施設 次、「区の公共施設」のところのキャッチフレーズ、「だれもが使いやすい公共施設のあるまち」、このこ
とは冒頭にも言いました新築される福祉センターの問題は、これと合わないのではないでしょうか。

具体的な事項等については、個別に検討してい
きます。

179 Ⅴ 区の公共施設 指定管理者制度を活用することは、おもてなしの心と矛盾するところがあるのではないか。 協議会での検討の結果を踏まえ、指定管理者制
度は、民間のノウハウを活用するため区民サー
ビスの向上に資するとしています。

180 Ⅴ 区の公共施設 民間委託のポイントは取り換えられるということである。これは公務員がやっていた時にはできなかった
ことであり、それだけ見ても非常にいいことだと思う。

基本的取組②において、ご指摘の趣旨を盛り込
んでいます。

181 Ⅴ 区の公共施設 公設民営は非常にいい。サービスには競争原理が働くことが重要である。サービスは競争させなけれ
ば意味がない。同感である。

基本的取組②において、ご指摘の趣旨を盛り込
んでいます。

182 Ⅴ 行財政運営 区長の公費での海外出張の禁止、区債発行の禁止をした上で、住民税の減税を検討するべきであ
る。

基本的取組⑤において、ご指摘の趣旨を盛り込
んでいます。

183 Ⅴ 行財政運営 3　公務員のボーナスへの成果主義の導入 基本的取組③において、ご指摘の趣旨を盛り込
んでいます。

184 Ⅴ 行財政運営 各事業仕分けをした方が良い。財源確保は飲食会をやめれば出来る。 基本的取組①において、ご指摘の趣旨を盛り込
んでいます。
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185 Ⅴ 行財政運営 「行財政運営」のキャッチフレーズ、「信頼される」は良いとして、「行財政運営を推進するまち」とありま
すが、行財政運営を推進するまちとはどういうことでしょうか。これは良く分かりません。内容を見てみま
すと、行政の在り方、行政のやり方が書いてあるようですが、「まち」というのが非常に引っ掛かります。

協議会での検討の結果を踏まえ、分野ごとの将
来像を「～まち」と表記しています。

186 Ⅴ 行財政運営 基本的取組は、｢誰が行うのか｣を明記しなければいけないと思う。でないと無責任になる。 後の
ページの行財政運営の「事業仕分け」に関しても、誰がどうやってやるのかが明記されていないと困
る。

第Ⅰ章において、区が第一義的に責任を負うこ
とを明記しています。そのため、区が主体となる
ことが前提となっており、主語を省略しています。

187 Ⅴ 行財政運営 区行政組織の内部改革を直截的政策で、できうるなら、区長直轄で、断行すべきき。その内容は１－
品格ある議会運営２－縦割り行政の抜本的改善。３－区政の民主主義に則った風通しのよい、オープ
ン化。４－区職員の意識改革。５－区民の区政監視組織の設置。６－人事制度の抜本的改革。以上
宜しくご繁栄のほどお願い申し上げます。

基本的取組①、③及び④において、ご指摘の趣
旨を盛り込んでいます。

188 Ⅴ 行財政運営 「新たなる基本構
想」素案に対する
意見ついての意見

○Ⅴ４行財政運営について、都市マスタープランを含め現行では税が投入されながら審議会答申だ
けで区長決裁され、議決を票さない行政計画を、できるだけ議決事項に移行し、広く議会と区民の判
断を受けるようにしていくよう、新たに項目立てしていただきたいと考えます。
以上

議会を含めて、今後検討を要すると考えていま
す。

189 基本構想全般 1 行財政運営を一番初めに持ってくるべきであり、内容に具体性がない。 協議会での検討を踏まえ、第Ⅴ章にしていま
す。

190 基本構想全般 全体 すべての事柄（ことがら）、よくも、わるくも真剣さが伝わってきました。
未来へ向け、人々に幸せ、過去はどうでもいいです。
そんな心意気ある講想、斬新な決め事になること願います。

「新たなる基本構想」素案は、基本構想策定協
議会での検討を中心に策定したものです。
未来へ向けては、第Ⅵ章のとおり、基本構想の
適切な進行管理に基づき、具体的に進めていき
ます。

191 基本構想全般 全ての政策について具体的な行動、結果が出るようにお願いします。
S（Simple）、M（Measurable）、A（Action-oriented）、R（Realistic）、T（Targated）でないと、10年後に何
が変わったの？となってしまいます。

基本構想の実現に向けて、第Ⅵ章のとおり、ＰＤ
ＣＡサイクルに沿った進行管理を行っていきま
す。

192 基本構想全般 特集号 紙、人件費とにかくすごい無駄づかいをしたと思う。

10年後にあるべき姿とは、あまりにも具体性がなさすぎる。
意義とか理念とか都市像をみても何もつかむことが出来ない。
キャッチフレーズよりもっと具体的な構想を示してほしい。
区長の選挙運動としか思えない
例えで経費の節約等、仕分けをしてほしい。もっと具体的に保育園とか、老人についてとかあるではな
いか。

基本構想策定協議会での検討を中心に策定し
た「新たなる基本構想」素案について、広く区民
の皆様にお知らせし、意見を伺うため、区報特集
号を発行しました。

基本構想は、文京区における総合的かつ計画
的な行政運営指針で、行政計画の 上位に位
置づけられます。具体的な内容については、基
本構想のもとに策定される実施計画等に定めて
いきます。

193 基本構想全般 すべての基本的
取組

・多分これらの裏に具体的な実施項目が考えられているのだと思うが、あまりにもこれ以上ないような
理想的な言葉を盛り込みすぎ、絵空ごとのような感じが強い。もっとポイントをしぼった書き方はないか
と思うが、しょせん作文なのだと感じた。
・都や国等との連携の視点もほしい。

基本構想の実現に向けて、第Ⅵ章のとおり、ＰＤ
ＣＡサイクルに沿った進行管理を行っていきま
す。

施策遂行に当たり、必要に応じて都や国等と連
携していきます。
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194 基本構想全般 全事業 住民税減税！！社会保険料の軽減！！無駄使いはやめろ！！くだらぬ事業が多すぎる。貧乏で暇
な人しかサービスは受けられない。過剰なサービスはいらない。

第Ⅴ章の行財政運営の基本的取組①、②及び
⑤において、ご指摘の趣旨を盛り込んでいま
す。

195 基本構想全般 １、今回の構想の中で も評価したいのは、ケアハウス・ケアホームとグループホームを打ち出された
ことです。

第Ⅳ章の「福祉・健康」における「障害者福祉」の
基本的取組②において、ご指摘の趣旨を盛り込
んでいます。

196 基本構想全般 住む人ひとりひとりの気持を明るくするキャッチを！ キャッチフレーズは、分野ごとに将来像として10
年後にあるべき姿を描いたものであります。

197 基本構想全般 ワークショップや今回の説明会のような場には、少なくとも町会や商店会、老人クラブの会長などには
出席を求め、意見を出してもらうべきである。

ワークショップには延べ１７５人、区民説明会には
延べ３０人の方にご参加いただきました。

198 基本構想全般 同時期に広報の特集号が配布された基本構想と都市マスタープランは、同じようなものだと認識して
いたが、今日の説明を聞いて違いがよく分かった。もっと、多くの区民に知らしめるべきである。

区民説明会については、区ホームページ、区報
特集号等で広く区民の皆様にお伝えしました。

199 基本構想全般 今日の説明会のような話は関心があるし、今後も是非聞いていきたい。 今後とも積極的に区民説明会を開催します。

200 基本構想全般 是非、区に気を付けてほしいのは、例えばアンケート調査を実施し、これを冊子にとりまとめて安心し
てしまうこと。本当に大切なことは、実際にアンケート調査の結果をどのように活かし、どのようなまちづ
くりを実行していくのかである。

事業実施に当たり、ニーズを把握するため、アン
ケート調査結果等を活かすように努めていきま
す。

201 基本構想全般 今回のような計画のつくり方は、行政の上から目線ではない、とてもよい取組だと思う。 基本構想策定協議会において、無作為抽出に
よる区民委員の選出を行ったほか、シンポジウ
ム、地域別・分野別ワークショップなどさまざまな
区民参画の手法を駆使しながら、基本構想を策
定しました。

202 基本構想全般 隣接区と仲良くしていたいよねという内容があっても良いのではないか。買い物など隣接区を利用す
ることもあるので、隣の区と仲良くする区ということを挙げても良いのではないか。

近隣区との交流については、各分野で必要に応
じて実施するものと判断しています。

203 基本構想全般 杉並区の担当の家でお子さんの訪問看護をしている。杉並区の保健師の方もいらしていて、社会資
源をどう作って、どう支えていくかという議論を行った際に、杉並区長が非常に頑張っているという声を
聞いた。ぜひ、文京区長も頑張っていると胸を張って言えるようになりたいし、それによって私たちも生
き生きと仕事ができるようになると思う。

文京区長は、基本構想策定協議会の会長とし
て、会を取りまとめてきました。

204 基本構想全般 おせっかいという言葉が出てきているが、説明会の回数は4回、定員30名ということであったが、実際
は定員を下回る人数である。おせっかいというわりには、これではおせっかいが足りないのではない
か。新聞折込に入っているとあるが、今新聞をとっていない人も多い。区がもう少しおせっかいをしても
良いのではないか。

区民説明会については、区ホームページ、区報
特集号等で広く区民の皆様にお伝えしました。

205 基本構想全般 日曜日だから来れたのであって、区が実施することは昼間が多く、金曜日の夕方の時間帯など、第一
線で働いている方はなかなか来ることができない。これをどれくらいの人が知っているのか、もう少しお
せっかいアピールをしていくべきではないか。我々が知識やこうしたことに関心を持たないと情報を得
られないというのが実態であるが、もっと発信型になっていけば、おせっかいという形になれるのでは
ないか。

区民説明会については、多くの方にご参加いた
だけるよう、平日夜と日曜日に開催をいたしまし
た。
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206 基本構想全般 10年前つくった構想がどうなったのかがわからない。PDCAというが、前のものを放り出して新しい構想
をつくるのはどうかと思う。前の構想ができないのならしかたがないが、それをフォローしていかないと
夢物語になってしまう。

基本構想の実現に向けて、第Ⅵ章のとおり、ＰＤ
ＣＡサイクルに沿った進行管理を行っていきま
す。

207 基本構想全般 全体的に心優しい印象の文言が並んでいる。区民の一定水準の生活が保障され、福祉などの基盤整
備がなされている場合にはこれでよいが、実際には、区民はそれぞれの不安を抱え、思い悩んでい
る。具体的にこれらの問題にどう対応するかまでは書かなくてもよいが、区民が「安心」できるという方
向性を明確に打ち出してほしい。

基本構想の実現に向けて、第Ⅵ章のとおり、ＰＤ
ＣＡサイクルに沿った進行管理を行っていきま
す。

208 基本構想全般 区が主催する会議等の日時が重なっていることが多々ある。本日もこの時間帯にシビックセンターで
開催されていて、参加したい会議があった。

区民説明会については、多くの方にご参加いた
だけるよう、平日夜と日曜日に開催をいたしまし
た。
なお、今後は、会議が重ならないよう、十分に留
意していきます。

209 基本構想全般 基本構想に性同一性障害ならびに性的指向の多様性な方々に対する施策を盛り込んでいただけま
すように。

広く人権の尊重については、第Ⅱ章の「基本構
想を貫く理念」に盛り込んでいます。
なお、具体的な事項等については、個別に検討
の対象になりうるものと考えます。

210 基本構想全般 文京区は東京都のみならず日本国全体のなかで、もっとも多様性のある人々がバランスよく暮らす地
域です。その理由は、外国人の人口が多いということだけはなく、日本そして世界のトップクラスの知が
集まる大学や研究機関があり、歴史のある下町文化が残る一方で、先取の精神に満ちたリベラルな風
土があること、そのようななかで、年齢も、文化も、考え方も生活スタイルも多様な人々が集うところだか
らです。
そして、それが故に、文京区は、こうした多様性を受け入れつつ、近未来の、日本の地域社会のありか
たを、他の地域よりも先んじて模索し、実現させて行く役割を担うべき地域なのです。
こうした前提で私が今回述べたいのは、諸先進国のなかで日本の取り組みが格段に遅れている、ある
いはおろそかにされている、性的マイノティーの人たち、なかでも同性愛者や性同一性障害者が住み
やすくなるための、積極的な行政の取り組みです。人口の１割以上存在すると言われるこれらのひとた
ちは、いうまでもなく地域社会に存在し、税金を納め、ほかの人々と同様に、生活するための基本的な
権利を認められるべき存在です。しかし、税金を同様に納めている他のひとたちと同様な権利を認め
られていないばかりか、 低限の生存権さえ脅かされることもあり、そしてそれに対する公的な保護が
ないのが現状です。
しかし、ごくいくつかの地域的取り組みをのぞいては、まだまだ日本ではこの課題については後手であ
り、文京区もこうした問題を人権問題と捉え、関心を示しながらも、具体的な施策を、まだ講じていない
ように思われます。
今後十年、「新たなる基本構想」を通して、これらの人たちがより住みやすい環境を、日本の地域行政
のモデルとなるべき文京区が積極的に作って行くことを強く望みます。

広く人権の尊重については、第Ⅱ章の「基本構
想を貫く理念」に盛り込んでいます。
なお、具体的な事項等については、個別に検討
の対象になりうるものと考えます。

211 基本構想全般 「新たなる基本構
想」素案

開催された多くのワークショップ（意見交換会）に全て出席出来ませんでした。
出席した会では、かなり具体的な意見も出ておりました。しかしまとめられた素案は「きれいにまとめら
れているナ」といった感想しかありません。
出席出来なかった会も、まあその様なところかと思います。ですから他はどの様な意見が出たのか判り
ませんので割愛し、出席した二つの会に関してさらに意見を記します。

「素案」については、基本構想策定協議会での
検討のほか、ワークショップで出された多くの区
民の意見をもとに作成しました。
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