
1 

  

「文の京」総合戦略（素案）に対する意見及び区の考え方 

番号 素案の該当箇所 ご意見【原則原文どおり】 区の考え方 

1 2 
総
論 

― ― 今年度で終了する「まち・ひと・しごと創生
総合戦略」との関係がよくわからない。重複す
る部分があるので統合することも考えられる
が、そうするのであれば両者の関係を明確にす
べき。SDGsについては、６つの基本政策に SDGs
の 17 の目標の該当部分を記載しているが、そ
れだけでなく、各目標を達成するために経済・
社会・環境の側面をどのように統合していくか
の検討が必要。そのためには部門横断の取組み
も重要であり、SDGs達成のための組織としての
体制を考えることが必須で、それは戦略にも位
置付けるべき。54の主要課題は全体的にたて割
の施策集になっている感があり、 SDGs や
Society5.0 に向けての横断的な対応も検討し
た方がよい。 

「まち・ひと・しごと創生総合戦略」については、昨年
12月 20日に策定された、国の第２期「まち・ひと・しごと
創生総合戦略」等を勘案し、「文の京」総合戦略における第
６章に、第２期「文京区まち・ひと・しごと創生総合戦略」
等を新たに記載いたしました。 
区では、主要課題の解決に向けて各施策を推進していく

ことで、ＳＤＧs のゴールの達成への貢献を目指すことと
しております。ＳＤＧs を推進する体制を立ち上げること
は現在考えておりませんが、ＳＤＧs及びＳociety5.0につ
いては、全体を捉えた視点としております。 

2 2 
総
論 

― ― SDGsの理念である「誰ひとり取り残さない」
の一文が入っていないのはなぜですか？おか
しいと思います。入れてください。 

「誰一人取り残さない」とのキーワードは、国連で採択
された「持続可能な開発のための２０３０アジェンダ」全
体の根底に流れる基本方針として示されておりますので、
「文の京」総合戦略においてもその視点を踏まえて施策を
推進してまいります。 

3 3 
基
本
政
策 

基本政策１ 
子どもたち
に輝く未来
をつなぐ 

― 基本政策 1において、「子どもたちに輝く未
来をつなぐ」としているが、「輝く未来」は未
来のことであって現在あるものではなく、ない
ものをつなぐことは出来ない。今現在が輝いて
いるという認識の下、「子どもたちに輝く今を
つなぐ」なら理解できるが、そうなっていない。
あるいは「子どもたちを輝く未来に（へ）みち
びく」であれば納得もできる。正しい日本語の
文法に則り、子どもからその意味するところを
聞かれたときに、正確に解説できる日本語とす
べきである。 

基本政策１「子どもたちに輝く未来をつなぐ」は、だれ
もが、安心して子育てができるとともに、子どもたちが輝
く未来に向かって豊かな心を育み、自分らしく健やかに成
長していくことができるまちを目指すものです。 

4 3 
基
本

基本政策１ 
子どもたち
に輝く未来
をつなぐ 

― 「基本政策 1」全般を通じ、文京区として「次
世代を担う子どもたちが夢と希望を持ってす
くすく伸び伸び育ち、生きる力を育める環境づ

保護者が子育ての第一義的責任を有する基本認識の下に
子育てを社会全体で支援していけるよう、「文の京」総合
戦略と、子育て支援計画をはじめとする分野別計画におい
て、施策の実現に向けて進行管理してまいります。 
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政
策 

くり推進条例」（仮称）を定めることを本戦略
に盛り込むべきである。 

なお、ご意見のような条例を制定する考えはありません。 

5 3 
基
本
政
策 

基本政策１ 
子どもたち
に輝く未来
をつなぐ 

― 社会の一員となるようなシチズンシップ教
育をやってください。 

教育基本法に示されているとおり、「平和で民主的な国
家及び社会の形成者として必要な資質」を身に付けられる
よう学校教育を充実してまいります。 

6 3 
基
本
政
策 

基本政策１ 
子どもたち
に輝く未来
をつなぐ 

― 今年の「本屋大賞ノンフィクション本大賞」
「毎日出版文化賞特別賞」「八重洲本大賞」「ブ
グログ大賞エッセイ・ノンフィクション部門」
の４つの賞を受賞した『ぼくはイエローでホワ
イトで、ちょっとブルー』ブレイディみかこ著、
ぜひお読みください。たくさんのヒントが書い
てあります。 

いただいた意見は、今後の参考とさせていただきます。 

7 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策１ 
子どもたち
に輝く未来
をつなぐ 

― 発達障害に対する具体的な案がない。現在の
教育センターは、小学生まで。しかも、保育士
中心で療育が不十分である。中学生は、ケアす
らしてもらえない。未就学から中学卒業まで、
プロのケアマネ、臨床心理士等により、全員の
ケアを、個別支援すべき。槐の会の要員不足を
解消し、人員を増やす為の予算、補助が必要で
ある。 

教育センターでは、児童発達支援センターとして、未就
学から学齢期まで、保育士・専門療法士による多職種で、
集団及び個別の療育・保護者相談を実施しております。 
今後の区内の療育サービスの提供体制については、次期

「障害者・児計画」の改定に向け、障害当事者の方及び区
内事業所に対して本年度実施した「実態・意向調査」の内
容を踏まえ、検討してまいります。 

8 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策１ 
子どもたち
に輝く未来
をつなぐ 

主要課題１ 
妊娠・出産・
子育ての切
れ目ない支
援 

主要課題 No.1 の「●課題解決に向けて取り
組むべきこと●」に於いて、「妊娠・出産・子
育て期にわたる切れ目ない…」と記載している
が、「妊活から妊娠・出産・子育て期にわたる
切れ目ない…」とすべきである。また、「妊娠
から子育てまでの適切な知識・情報を…」と記
載しているが、「妊活から妊娠・出産・子育て
までの適切な知識・情報を…」とすべきである。
妊活を排除したり差別したりすべきではない
し、不妊治療者を排除したり差別したりすべき
ではない。 

ぶんきょうハッピーベイビープロジェクトでは、子ども
を望むすべての区民が、安心して妊娠から出産、育児まで
健康に取り組めるよう、妊娠に向けた体づくりを含む健康
維持と増進に向けた情報提供を行っております。また、特
定不妊治療に係る支援も行っており、妊娠だけでなく妊娠
に向けた取組を含め、切れ目ない支援に取り組んでおりま
す。 

9 4 
戦
略
シ

基本政策１
子どもたち
に輝く未来
をつなぐ 

主要課題１
妊娠・出産・
子育ての切
れ目ない支
援 

主要課題 No.1の「●4年後の目指す姿●」に
於いて、「各家庭のニーズに合わせ、妊娠、出
産、子育てに関する適切な知識・情報が…」と
記載しているが、「各家庭のニーズに合わせ、
妊活（あるいは不妊治療）、妊娠、出産、子育
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ー
ト 

てに関する適切な知識・情報が…」とすべきで
ある。妊活を排除したり差別したりすべきでは
ないし、不妊治療者を排除したり差別したりす
べきではない。 

10 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策１ 
子どもたち
に輝く未来
をつなぐ 

主要課題１ 
妊娠・出産・
子育ての切
れ目ない支
援 

主要課題 No.1の「●計画期間の方向性●」に
於いて、「各家庭のニーズに応じた支援を妊娠
期から切れ目なく行い…」と記載しているが、
「各家庭のニーズに応じた支援を妊活期（ある
いは不妊治療期）から切れ目なく行い…」とす
べきである。妊活を排除したり差別したりすべ
きではないし、不妊治療者を排除したり差別し
たりすべきではない。 

11 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策１ 
子どもたち
に輝く未来
をつなぐ 

主要課題１ 
妊娠・出産・
子育ての切
れ目ない支
援 

主要課題 No.1の「●計画期間の方向性●」に
於いて、「孤立しがちな子育て家庭の不安や悩
みの軽減を…」と記載しているが、「孤立しが
ちな不妊治療家庭や子育て家庭の不安や悩み
の軽減を……」とすべきである。妊活を排除し
たり差別したりすべきではないし、不妊治療者
を排除したり差別したりすべきではない。 

12 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策１ 
子どもたち
に輝く未来
をつなぐ 

主要課題１ 
妊娠・出産・
子育ての切
れ目ない支
援 

ぶんきょうハッピーベイビープロジェクト
の前に、子どもたちにきちんとした「性教育」
＝人権教育をしてください。それがない上であ
れこれ啓発しても生かされないと思います。性
教育の中には、当然性暴力（デート DVなども）
についての知識も教えてください。どの子も被
害者にも加害者にもならないために、反乱する
情報から正しいものを得られる知識を早急に
教える必要があると思います。 

性教育については、学習指導要領に基づいて指導してお
ります。デートＤＶについては、教員研修を通して、防止
に努めております。 

13 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策１ 
子どもたち
に輝く未来
をつなぐ 

主要課題２ 
保育サービ
ス量の拡充・
保育の質の
向上 

主要課題 No.2 の「●課題解決に向けて取り
組むべきこと●」に於いて、「保育ニーズの的
確な把握と保育サービス量のより一層の拡充
を図り…」と記載しているが、あたかも「保育
サービスの「質」はどうでもいいかのような書
き方である。「保育ニーズの的確な把握と保育
サービスの量と質の面でのより一層の拡充を
図り…」と記載すべきである。「環境を整える
こと」「不安を解消すること」は量と質の両面
が伴わなければ、整えたと言えないし、不安解

ご指摘のとおり、「量」と「質」の課題は並行して取り組
んでいくべきものと認識しております。「課題解決に向け
て取り組むべきこと」については、前段で「量」に関するこ
と、後段で「質」に関することを記載しており、この２つを
あわせた取組を進めてまいります。 



4 

  

消にもつながらないことを行政は理解すべき
である。 

14 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策１ 
子どもたち
に輝く未来
をつなぐ 

主要課題２ 
保育サービ
ス量の拡充・
保育の質の
向上 

主要課題 No.2の「●計画期間の方向性●」に
於いて「〇保育の質の向上」を掲げる一方で、
「●4 年後の目指す姿●」では「安全で質の高
い保育サービス」と記載しているが、今、区民
が問題視しているのは主に「保育サービス」の
「質」の問題であって、「保育サービス」の「質」
を上げることを通じて、「保育」の「質」を上
げることである。文京区民の問題意識の目線に
立ち、「保育の質の向上」と「保育サービスの
質の向上」はしっかり使い分けるべきである。 

主要課題の表題のとおり、区が目指す終着点は「保育の
質の向上」です。「４年後の目指す姿」の記載について、
「・・・安全で質の高い保育が提供されている。」と修正い
たします。 

15 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策１ 
子どもたち
に輝く未来
をつなぐ 

主要課題２ 
保育サービ
ス量の拡充・
保育の質の
向上 

主要課題 No.2の「保育の質の向上」と保育サ
ービスの質の向上には、区内前施設に於いて
「園庭」のあることが前提となるはずであり、
文京区として「園庭」の必要性についてどう認
識し、どのような方向性でいかに解決しようと
しているかを記載すべきである。 

都市化が進んだ本区では、園庭や遊び場の確保について、
様々な手段が考えられ、一律の方向性を示すことは困難で
あると考えますが、可能な限り園庭等を確保できるよう、
引き続き計画段階から保育運営事業者と協議を行ってまい
ります。 
なお、園庭に限らず、子どもの遊び場の確保については、

主要課題７「子どもの健康・体力の向上」の戦略シートに
おいて現状整理を行い、「都心部に位置する本区において
は、十分なスペースの子どもの遊び場を確保することが困
難な状況にありますが、限られた環境においても、既存の
公共施設を可能な限り活用し、子どもたちが体を動かすこ
とができる機会の確保に取り組んでいます。」と追記いた
しました。 

16 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策１ 
子どもたち
に輝く未来
をつなぐ 

主要課題３
子育て支援
サービスの
安定的な提
供 

主要課題 No.3 は「子育て支援サービスの安
定的な供給」と銘打っているのであるから、一
部であったとしても支援施設・支援サービスに
於いて、休日も提供するようにすべきである。
少なくとも休日利用のニーズを調査して把握
し、実現可能かどうか研究する必要があり、そ
の旨を「●課題解決に向けて取り組むべきこと
●」や「●4 年後の目指す姿●」に盛り込むべ
きである。 

子育て支援計画（令和２年度～６年度）の策定に当たり、
平成 30年度に、子育て支援に関するニーズ調査を実施いた
しました。その中で、休日等の子育てサービス利用に対す
る意見・要望等についても調査し、集計・分析しておりま
す。戦略シートでは、休日等のサービス提供に限らず、子
育て支援に関する全体のニーズを把握した上で、重点的に
進める事業について記載しております。 

17 4 
戦
略
シ

基本政策１ 
子どもたち
に輝く未来
をつなぐ 

主要課題４ 
子どもの発
達に寄り添

主要課題 No.4に於いては「社会資源」なる言
葉がよく出てくるが、「社会資源」は制度から
施設、機関、人材まであまりに対象範囲が広く、
一般文京区民が具体的なイメージを思い描い

医療技術の進歩等を背景に、近年増加している医療的ケ
ア児については、支援するためのソフト面、ハード面を含
めた「資源」が不足しているのが現状です。そのため、その
支援として、医療的ケア児が利用できる施設やその受け入



5 

  

ー
ト 

った支援体
制の整備 

て理解することは難しいと言わざるを得ない。
その時々の文脈において意味する「社会資源」
を丁寧に記載する必要がある。 

れ体制の整備等、ソフト面、ハード面の「資源」の増につな
げてまいりたいと考えております。そのため、「文の京」総
合戦略においては、包括的に「社会資源」という表現を用
いております。 

18 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策１ 
子どもたち
に輝く未来
をつなぐ 

主要課題４ 
子どもの発
達に寄り添
った支援体
制の整備 

主要課題 No.4に於いて、「障害」という漢字
を使用しているが、本戦略から「障がい」と改
めるべきである。もし、「障害」を引き続き使
用するのであれば、「障害」と「障がい」の表
記の違いについて合理的根拠を示して丁寧に
説明した上で、「障がい」とすべきであるとい
う文京区民の納得を得られるよう努力を積み
重ねるべきである。本戦略に於いては注記で構
わないので、なぜ「障がい」ではなく「障害」
と表記し続けるのかについて説明責任を果た
すべきである。 

「障害」の表記については、改正障害者基本法及び障害
者差別解消法において、障害者は「身体障害、知的障害、精
神障害（発達障害を含む。）その他の心身の機能の障害が
ある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常
生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものを
いう」と定義されております。この定義によって、「障害」
の捉え方自体、個人の心身機能によるものとした「医学モ
デル」から、社会の側のバリアと心身機能が相まってつく
りだされるという「社会モデル」への転換が求められてお
ります。 
以上の法の趣旨を踏まえ、区では障害の捉え方について

「社会モデル」への転換を図るねらいを明確にするため、
「障害」と表記しております。 
なお、「障害」の表記について、「文の京」総合戦略に注

記することは考えておりません。 
19 4 

戦
略
シ
ー
ト 

基本政策１ 
子どもたち
に輝く未来
をつなぐ 

主要課題５ 
（仮称）文京
区児童相談
所設置に伴
う総合的な
支援体制の
整備 

主要課題 No.5 に於いては、あたかも区が決
めた開設場所で周辺区民の反対もなく円滑に
開設できるかのような楽観的な見通しに立っ
ていると思わざるを得ない。児相機能の社会的
要請とともに、隣接区民・近接区民・周辺区民
の理解と同意、納得を得る方策についても記載
しておくべきである。 

児童相談所機能の社会的要請については、戦略シートに
記載のとおりです。 
隣接区民・近接区民・周辺区民の皆様に向けて、平成 29

年に住民説明会を実施し、児童相談所の設置について大き
な反対意見はなく、子どものために地域として協力したい
とのご意見もいただいております。 
また、地域からの要望により、建設工事着工までの期間、

子どもの遊び場として整備（人口芝舗装）し、現在までに
多くの方にご利用いただいております。 
引き続き、児童相談所の開設に向けた準備を進める中で、

地域住民の皆様のご理解を得られるよう努めてまいりま
す。 

20 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策１ 
子どもたち
に輝く未来
をつなぐ 

主要課題５ 
（仮称）文京
区児童相談
所設置に伴
う総合的な
支援体制の
整備 

主要課題 No.5 に於いては、児相開設を機に
以下の条例や要綱等を検討課題として挙げ、本
戦略に盛り込むべきである。 
（１）「文の京」子どもを虐待から守る条例（仮
称）＝保護者の体罰禁止を含め、児相機能を最
大限有効に発揮できる根拠を定める 

 平成 31年４月に、子どもの権利の尊重、保護者の体罰防
止等を明記した「東京都子供への虐待の防止等に関する条
例」が施行されました。区では、この条例等に基づき、東京
都や関係機関等との連携を一層強化し、児童虐待防止に努
めております。ご意見のような条例の制定については、ご
意見として承ります。 
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（２）「文の京」子どもの権利に関する基本条
例（仮称） 
（３）子どもの人権オンブズパーソン条例（仮
称） 
（４）子どもを虐待や犯罪被害から守る条例 
（５）「文の京」子育て支援推進条例（仮称）
＝子育て文化創造、子育て環境充実、子ども・
子育て支援のための推進策を定める 

21 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策１
子どもたち
に輝く未来
をつなぐ 

主要課題５
（仮称）文京
区児童相談
所設置に伴
う総合的な
支援体制の
整備 

児相ができるにあたり、文京区版子どもの権
利条約を作ってください。 

22 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策１ 
子どもたち
に輝く未来
をつなぐ 

主要課題６ 
子どもの貧
困対策 

主要課題 No.6に於いて、「全庁的な連携によ
る支援」を「●計画期間の方向性●」で打ち出
すのであれば、その手続き的な裏付けとなる条
例等を制定すべきである。 
（１）子どもの貧困対策推進条例（仮称）を制
定し、その中に「子どもの貧困対策計画」を盛
り込むとともに、「貧困対策推進基金」をつく
り、子どもの貧困対策に資する社会起業家の育
成策を講じることを本戦略に盛り込むべきで
ある。 
（２）「文の京」まちづくり基本条例（仮称）
と連動する形で、「子どもの貧困対策推進モデ
ル地区」を指定し、地域一体となった子どもの
貧困対策に取り組むまちづくりを支援する仕
組みを導入することを本戦略に盛り込むべき
である。 
（３）文京区の組織あるいは役職として「子ど
もを守る課」あるいは「子どもを守る」特命担
当者を置くことを本戦略に盛り込むべきであ
る。 

子どもの貧困対策については、既に予算措置をし、各種
事業に取り組んでいるところであり、条例制定及び基金創
設は現時点で考えておりません。 
子どもの貧困対策では秘匿性を高めることが極めて重要

と考えております。このため、モデル地区を設定した取組
は考えておりませんが、法改正等に伴い、これまでの事業
の検証を行うとともにニーズを調査し、その結果を踏まえ
た子どもの貧困対策に関する新たな計画を、子育て支援計
画に反映し、実効性のある施策を推進してまいります。 
組織については、「文の京」総合戦略「第５章 行財政運

営」に基づき、検討していくこととしております。 

23 4 
戦
略

基本政策１ 
子どもたち

主要課題７ 
子どもの健

「文の京」まちづくり基本条例（仮称）を制
定したうえで、主要課題 No.7の関連では、その
中に地域一体となって子どもの健康・体力向上

ご提案のようなモデル地区を指定する仕組みを構築する
考えはありませんが、区民向けイベントの実施や運動プロ
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シ
ー
ト 

に輝く未来
をつなぐ 

康・体力の向
上 

を目指したまちづくりに取り組むモデル地区
を指定する仕組みを取り入れることを本戦略
に盛り込むべきである。また、区内の大学・教
育機関と連携し、子どもの健康づくりや体力向
上に向けたプログラムを共同開発することも
本戦略に盛り込むべきである。さらに子どもの
健康・体力の向上に資することに重点を置いた
「モデル公園」を整備することも本戦略に盛り
込むべきである。 

グラムの開発等、区内の大学との連携による体力向上に向
けた取組を進めております。 
また、公園再整備の際は、公園の規模や地域特性、アン

ケート調査や意見交換会でのご意見などを踏まえ、多様な
ニーズに対応した整備を進めております（主要課題 42「安
全・安心で快適な公園等の整備」戦略シート参照）。 

24 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策１ 
子どもたち
に輝く未来
をつなぐ 

主要課題８ 
新しい時代
の「学力」向
上 

主要課題 No.8に於いて、「新しい時代の…」
と記載するのであれば、文京区は何を以って
「新しい時代」と称しているのか、区民に丁寧
に説明すべきである。主要課題 No.８を読む限
り、「グローバル化」や「情報化」「AI」
「Society5.0」「ICT」等を以って「新しい時代」
と称しているようであるが、単にキーワードを
並べただけであり、文京区としてどのような時
代を想定しているのか、区民には全く分からな
いし、伝わらない。そうした中で「学力」の向
上と言われても具体的な中身が伴わないのは
指摘するまでもない。 
 民主主義が劣化していくのも「新しい時代」
であり、反グローバリズムの広がりも「新しい
時代」であり、人類が「ホモ・デウス」へ向か
うのも「新しい時代」である。 
 こうした「新しい時代」における教育の重要
性は（１）正しく評価・解釈する能力、（２）
見極める能力、（３）読み解く能力、（４）解
決能力（問題解決能力）等であるが、現状に於
いて指摘されている部分もあるが、「●課題解
決に向けて取り組むべきこと●」や「●4 年後
の目指す姿●」「計画期間の方向性」に於いて
はほとんど触れられなくなるのは理解に苦し
む。「新しい時代の「学力」の向上」と大上段
に構えながら、その中身は羊頭狗肉と言わざる
を得ず、主要課題の名称と併せて抜本的に見直
すべきである。 

中央教育審議会の答申において、新しい時代に求められ
ている人物像として 「予測困難な時代に、主体的に向き合
って関わり合い、自らの可能性を発揮し、よりよい社会と
幸福な人生の創り手」となることが示されております。そ
のために、文京区における「新しい時代の『学力』」は、教
育基本法に定める教育の目的を踏まえ、従来の国語、算数
といった教科にとらわれず、子供たちの資質・能力を育む
ことと捉えております。 
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25 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策１
子どもたち
に輝く未来
をつなぐ 

主要課題８
新しい時代
の「学力」向
上 

新しい時代の「学力」向上について。英語教
育は大事ですが、小学校の先生がそれを教える
のは困難です。ただでさえ先生の負担が多いの
に、英語やプログラミングなどを教えるのは無
理があります。その専門の先生を増員するなど
して、これ以上現場の先生の負担を増やすよう
なことはしないでください。 

令和２年度から実施される小学校の学習指導要領では、
外国語が第５・６学年で教科となります。それに伴い、教
員の指導力向上のための研修を充実させるとともに、児童
に外国語を身近に感じてもらうことと教員の負担軽減のた
めに、外国語の全授業時間にＡＬＴ（Ａssistant Ｌanguage 
Ｔeacher）を配置するなどの対応をしているところです。 

26 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策１ 
子どもたち
に輝く未来
をつなぐ 

主要課題８ 
新しい時代
の「学力」向
上 

電子黒板を使うにあたり、学校のアンペアが
足りず、一斉に電子黒板を使うとブレーカーが
落ちることがあると子どもから聞きます。その
ようなことがないようにお願いします。 

各校の電気使用量を考慮しながら、適切に対応してまい
ります。 

27 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策１ 
子どもたち
に輝く未来
をつなぐ 

主要課題８ 
新しい時代
の「学力」向
上 

昨今、読解力の低下が問題視されています
が、それについて文京区はどのように対応して
いくのでしょうか。 

新学習指導要領を実施していく中で、学校教育全体並び
に各教科等において育成を目指す資質・能力を明確にしな
がら教育活動を充実してまいります。その中で、読解力の
向上が図られるものと考えております。 

28 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策１ 
子どもたち
に輝く未来
をつなぐ 

主要課題９ 
共に生きる
ための豊か
な心と行動
力（共生力）
の育成 

 主要課題 No.9に於いて、「共生力」が記載さ
れているが、その不可欠な前提として「共感力」
が必要なはずであるが、文京区はあたかも必要
ないかのような戦略の立て方をしており、理解
に苦しむ。文京区は「共感力」なくして「共生
力」が身に付くと考えているのであろうか。「共
感力」の涵養・醸成なく「共生社会」が実現で
きると考えているのであろうか。「共感力」と
「寛容の精神」は切っても切れない関係にある
が、本戦略を読む限り、文京区は「寛容の精神」
も必要ないと思っているように映る。 
 いじめ問題対策に関しても、「共感力」や「寛
容の精神」は極めては重要であるが、文京区は
単に「早期発見」「早期解決」を謳えば解決す
ると考えているかのようであり強い違和感を
覚える。 
 「共生力」とともに「共感力」と「寛容の精
神」が重要であり、それらを育くむことを本戦
略に盛り込むべきである。敢えて盛り込まない

「共生力」とは、「誰もが相互に人格と個性を尊重し支
え合い、人々の多様な在り方を相互に認め合える全員参加
型の共生社会」を築く力ととらえております。したがいま
して、課題そのものに、「共感力」が含まれていると認識し
ております。 
また、「寛容の精神」についても、学習指導要領の「特別

の教科 道徳」に、「寛容」について学ぶことが示されてお
ります。 
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のであれば、盛り込まない合理的根拠を丁寧に
区民に説明し、説明責任を果たすべきである。 

29 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策１ 
子どもたち
に輝く未来
をつなぐ 

主要課題９ 
共に生きる
ための豊か
な心と行動
力（共生力）
の育成 

 主要課題 No.9に於いては、「共生力」だけで
はなく、「自立力」と「自己実現力」も交えた
力を育成することを本戦略でも盛り込むべき
である。また、「地域共生社会」や「多文化共
生社会」に向け地域一体となった育成を目指し
た「まちづくりモデル地区」を指定する、ある
いは「まちづくり協議会」を認定する仕組みを
導入し、それらの地区や協議会には特別な支援
策を講じることを本戦略にも盛り込むべきで
ある。 

学習指導要領には、「子どもたちが自己の存在感を実感
しながら、現在及び将来における自己実現を図っていくこ
と」が示されております。また、ご提案のようなモデル地
区の指定等を行う仕組みを構築する考えはありません。 

30 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策１ 
子どもたち
に輝く未来
をつなぐ 

主要課題９ 
共に生きる
ための豊か
な心と行動
力（共生力）
の育成 

道徳の教科化について。心の中まで評価する
ことに違和感が拭えません。道徳を教科化して
もいじめは減りません。より陰湿ないじめが増
えるのではないかと心配でなりません。子ども
たちは評価されるために、ありのままの意見が
言えなくなるのでは本末転倒。 

道徳の評価については、児童・生徒の学習状況や道徳性
に係る成長の様子を継続的に把握し、指導に生かすよう努
める必要があるため、評価を行っております。 

31 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策１
子どもたち
に輝く未来
をつなぐ 

主要課題９
共に生きる
ための豊か
な心と行動
力（共生力）
の育成 

いじめについては大人社会で弱いものに対
して理不尽な対応をしている社会では、子ども
たちも同じことをすると思います。子どもに
「いじめをするな」という前に、大人が何をす
るべきか考えて行動することが大切ではない
でしょうか。例としてちょっと違うかもしれま
せんが、区民の声や教育委員会へいろいろな意
見を申し上げても、まともな回答が来ない。誠
実に答えていただけないような対応、国政然
り。子どもたちはそのような現実をよく見てい
ます。それを正さず、子どもに「いじめをする
な」「自他の違いを認め、自分も他者も大切に
できる」など教えることができるのでしょう
か。 

ご指摘いただいた事項については、ご意見として承りま
す。なお、区民の声や教育委員会のご意見については、引
き続き適切に対応してまいります。 

32 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策１ 
子どもたち
に輝く未来
をつなぐ 

主要課題 10 
不登校への
対応力強化 

千石４丁目西原児童遊園の奥に、建て直し、
活用を待っている建物がある。こちらを不登
校、ひきこもりの対策拠点として活用する。大
きな柱は、不登校の児童・生徒の学習場所、居
場所としての活用である。この地域は町内会活
動も活発で、また技能をもった年長者もおり、

当該建物については、行政需要や区民ニーズを踏まえ、
建て替え、活用等を検討してまいります。ご提案いただい
た事項については、参考とさせていただきます。 
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地域の年長者を巻き込んで地域ぐるみで不登
校支援をする場所になる。そうなると④-36 と
のかかわりも出てくる。他にもここを支援場所
とする際の企画が私の中にあります。ぜひ検討
いただきたい。 

33 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策１ 
子どもたち
に輝く未来
をつなぐ 

主要課題 10 
不登校への
対応力強化 

 主要課題 No.10に於いては、 
（１）区内大学や教育機関と連携し、不登校の
予兆を早期に察知するプログラムや仕組みを
研究し、その成果を区民と情報共有することを
本戦略に盛り込むべきである。 
（２）不登校の子どもらに対する「文京区版チ
ャレンジスクール」を導入することを本戦略に
盛り込むべきである。 
（３）地域一体となって不登校児童に対する対
策を講じる地域、あるいは不登校の子どもらに
対する「文京区版チャレンジスクール」を設置
するモデル地区を指定し、支援策を講じるとと
もにその対策の有効性を検証する試験事業を
本戦略に盛り込むべきである。 

区内大学との連携により「不登校解消プロジェクト」を
実施するとともに、不登校の未然防止等を推進する「不登
校予防プロジェクト」についても拡充してまいります。さ
らに、民間フリースクールとの連携についても拡充してま
いります。 

34 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策１ 
子どもたち
に輝く未来
をつなぐ 

主要課題 10 
不登校への
対応力強化 

 私の孫は区立中学入学後、教師と部活での生
徒によるいじめにあい、不登校になり、「ふれ
あい学級」に通っている。しかし、第二の学び
の場としては改善及び提案を望む。 
例）ワイファイ設置し、タブレットを使っての
授業、又、小中各学校で年一回位取り組んでい
る、福祉授業の座学・体験双方共この学級でも
必要ではないかと思う。インクルーシブ教育を
目指し安心して学べる環境を整備して下さい。 

「ふれあい教室」は、居場所機能、学習機能、社会への適
応支援機能の充実を図り、学校復帰を含めた児童・生徒の
社会的自立を支援しております。また、タブレット端末を
利用した学習やグループワーク、校外学習等の体験的活動
プログラムも実施しております。 

35 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策１ 
子どもたち
に輝く未来
をつなぐ 

主要課題 10 
不登校への
対応力強化 

不登校については。文京区は都の中でもとて
も多いと聞いています。それはなぜでしょう
か。教育委員会、学校長、その他全ての子ども
に関わる大人が真剣に考えているのでしょう
か。いじめだけでなく、学校で先生の対応で傷
つく子どもたちがいることを認識されていま
すか？小中学校ともに自由が減り、全体主義的
になっているのも不登校になる原因の一つだ
と思いますが。意味のない校則もです。これで
は子どもたちに主体性は生まれません。 

不登校は様々な要因が関係していると認識しておりま
す。不登校児童生徒への対応については、児童生徒の思い
を受け止めつつ、学校、家庭と連携し、不登校状況の改善
に努めております。 
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36 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策１ 
子どもたち
に輝く未来
をつなぐ 

主要課題 11 
学校施設等
の計画的な
改築・改修等 

水飲み場、手洗い場を大幅に増やして欲し
い。食後の歯磨き、風邪予防の手洗い・うがい、
更に避難所開設時の多勢の人々への対応、どれ
を考えても従来の設定では大幅に不足。利用す
る子ども、現場の職員の意見を聞いて欲しい。
学級数は増加もあれば減少もある。しかし個々
の子どもは増々多様化し画一的指導で行き届
かなくなる。応用可能な設計をして欲しい。経
験豊かな専門の先生のニーズを取り入れて下
さい。 

学校施設における水飲み場、手洗い場の増設については、
各校の状況を鑑み、今後、大規模改修、増築または改築の
際に、学校の意見を踏まえ検討してまいります。 

37 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策１
子どもたち
に輝く未来
をつなぐ 

主要課題 11
学校施設等
の計画的な
改築・改修等 

「子どもたちに輝く未来をつなぐ」というカ
テゴリーで整理するなら、区民目線で、工事ス
ケジュールを考えてほしい。明化小の改築工事
は期間がトータルで約５年で、受任の限度を超
える。長すぎる。他自治体では、小学生のこと
も考え、３年でやっているところもある。来年
入学の小学生のことを思うと、他の地域の小学
生と比較して、学校生活に大きな差が出かねな
い。隣接小を選択可とするか、工法、財政上の
課題はあると思うが、明化小の子どもが輝ける
よう、工期を見直すなど区も区民目線で努力す
べき。説明が十分になされていない。現状のま
までは、居住する地域で払しょくしようのない
課題で小学生の楽しい未来が危ぶまれる。 

明化小学校の改築工事については、学校、ＰＴＡ、近隣
町会・自治会及び学識経験者等を委員とした、文京区立明
化小学校改築基本構想検討委員会の中で協議を重ね、進め
てきたところです。工事スケジュールについては、学校敷
地内での仮校舎建設等、様々な条件の下に現在のスケジュ
ールとなっております。今後も、工事内容や工期について
丁寧に周知してまいります。 

38 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策１ 
子どもたち
に輝く未来
をつなぐ 

主要課題 11 
学校施設等
の計画的な
改築・改修等 

 主要課題 No.11に於いては、 
（１）今後の全学校施設等に関し、文京区版ユ
ニバーサルデザイン（UD）条例を先取りした改
築・改修等を手掛けることを本戦略に盛り込む
べきである。 
（２）「文の京」まちづくり基本条例（仮称）
を制定したうえで、地域のまちづくりに資する
計画的な学校施設等の改築・改修等のあり方と
そのための施策を盛り込むことを本戦略に盛
り込むべきである。 
（３）学校施設等の先進的な改築・改修等の「モ
デル校」を指定し、それを基本にした全体の改
築・改修等の長期計画を立てることを本戦略に
盛り込むべきである。 

(1)(2) 学校施設等の改築・改修等については、関係法令
等を遵守し進めているところです。 

(3) 老朽化した学校施設の改築・改修については、文京
区公共施設等総合管理計画等を踏まえ、施設の状況や緊急
度等を考慮した上で、適切に対応してまいります。 

(4) 改築を行う際は、学校、ＰＴＡ、近隣町会・自治会
及び学識経験者等を委員とした改築基本構想検討委員会の
中で、災害対応も踏まえ、地域の特性に応じた学校づくり
について検討してまいります。 
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（４）学校施設等の計画的な改築・改修等に当
たっては防災・減災・備災に資すること、長寿
命化を図ることに重点を置き、基本的な考え方
や方針を本戦略期間中に策定することを盛り
込むべきである。 

39 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策１ 
子どもたち
に輝く未来
をつなぐ 

主要課題 12 
就学児童の
多様な放課
後の居場所
づくり 

数年前よりマンションや新しい家が増え、子
供の道路族が多くなり迷惑です。車の往来が少
ない所は、サッカーやスケボーetc で遊んでい
ます。注意しても又遊び、親御さんや学校に伝
えても効果はありません。校庭開放を工夫し、
放課後にサッカー、スケボー、キックボードが
出来る場所の確保と、道路で遊ばない事を指導
してほしい。 

児童が遊び等を自由に行うことができる活動の場とし
て、平日の放課後は、在籍児童を対象とした放課後全児童
向け事業で校庭を使用しております。また、土・日・祝日に
は地域児童の安全な遊び場として小学校の校庭を開放して
おりますので、サッカーなどのボール遊びにお使いいただ
けます。しかし、スケートボードやキックボードについて
は学校の校庭で使用できない遊具となっております。 

40 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策１ 
子どもたち
に輝く未来
をつなぐ 

主要課題 12 
就学児童の
多様な放課
後の居場所
づくり 

発達障害児を対象とした放課後等デイサー
ビスが異常に少ない。近隣区では 20～30 事業
所があるのに対して、文京区では 10 未満でど
こもどこもキャンセル待ち状態。もっと多種多
様なデイサービスを誘致してほしい。また、未
就学児の療育は無料なのだから就学児も無料
にしてほしい。多子家庭や稼ぎ手が１人しかい
ない家庭でも格差なくサービスが使えるよう
にしてほしい。 

 子どもの発達に寄り添った支援体制の整備については、
主要課題４の戦略シートにお示しのとおりです。 
放課後等デイサービスについては、平成 30年度以降、複

数の事業者が廃止となったことから、療育の必要な方が希
望する日数を利用しづらい状況が生じており、区としても
課題認識を持っております。次期「障害者・児計画」の改定
に向け、障害当事者の方及び区内事業所に対して本年度実
施した「実態・意向調査」の内容を踏まえ、放課後等デイサ
ービスの提供体制の充実を図ってまいりたいと考えており
ます。また、利用者負担については、国や他自治体の動向
を注視してまいります。 

41 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策１ 
子どもたち
に輝く未来
をつなぐ 

主要課題 12 
就学児童の
多様な放課
後の居場所
づくり 

主要課題 No.12に於いては、 
（１）就学児童の多様な放課後の居場所づくり
は地域が担うとの考えに立ち、特に小学生の放
課後の居場所づくりに関して小学校と地域住
民が一体となって「居場所づくり」に取り組む
「まちづくり」、あるいは「まちづくり協議会」
に対して多様で手厚い支援策を講じることを
本戦略に盛り込むべきである。 
（２）文京区としての「放課後対策の基本方針」
（仮称）を策定し、「居場所づくり」の総合戦
略をつくり、その中で「基本方針」「総合戦略」
に沿った「まちづくり協議会」を認定し、特別
な助成策を講じることを本戦略に盛り込むべ
きである。 

(1) 就学児童の多様な居場所づくりについては、区民の
方々に参画していただいている子ども子育て会議において
議論し、策定した「子育て支援計画」に盛り込み、計画に沿
って実施しております。 

(2) 放課後の居場所づくりについては、「子育て支援計
画」の中で方向性を示し、計画的に取り組んでおります。 

(3) 各学校に、放課後全児童向け事業の運営委員会を設
置し、学校関係者、PTA関係者、青少年委員などの地域の方
を構成メンバーとして運営に関わっていただいておりま
す。今後も引き続き地域の声を反映させた運営となるよう、
また地域人材を活用できる事業になるよう取り組んでまい
ります。 
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（３）放課後全児童向け事業をまちづくり活動
と連動する形に誘導すると共に、地域一体とな
って取り組むよう促す仕組みを整えることを
本戦略に盛り込むべきである。 

42 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策１
子どもたち
に輝く未来
をつなぐ 

主要課題 13
青少年の健
全育成と自
主的な活動
の支援 

主要課題 No.13に於いては、 
（１）地域のまちづくり活動に青少年を関わら
せる仕組みを導入することを本戦略に盛り込
むべきである。 
（２）青少年の健全育成／自主的な活動支援
と、まちづくり活動を連動させた取り組みを目
指す「まちづくり協議会」に対しては特別な支
援策を講じることを本戦略に盛り込むべきで
ある。 

(1) 青少年が関わる仕組みについては、青少年プラザと
青少年健全育成会などの地域団体が連携し、青少年が地域
への社会参画へのきっかけづくりを行ってまいります。 

(2) 地域の自主的な活動団体である青少年健全育成会へ
は、既に様々な支援を行っており、そのことは「文の京」総
合戦略に明記されております。また、今後も連携を取りな
がら様々な青少年健全育成活動を行ってまいりたいと考え
ております。 

43 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策２ 
健康で安心
な生活基盤
の整備 

主要課題 14 
介護サービ
ス基盤の充
実 

現在の文京区の人口は 221,000人ですが、65
歳以上の老年人口は 43,000人。それが、2039年
には人口 263,000 人中、老年は 60,000 人と増
え続けます。現在でも区内の特別養護老人ホー
ムは不足勝ちで、待機者がかなり存在していま
す。 
将来の老齢人口の増加を見すえ、特別養護老

人ホームの増設、拡充を計る事は肝要と思考し
ます。 

  特別養護老人ホームについては、公有地等の活用により、
「高齢者・介護保険事業計画」に基づき、整備を進めてき
たところです。 
今後は、令和元年度に行った高齢者等実態調査などを踏

まえ、改めて利用状況やニーズ等を勘案し、新たな「高齢
者・介護保険事業計画（計画期間：令和３～５年度）」を策
定する中で議論してまいります。 

44 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策２ 
健康で安心
な生活基盤
の整備 

主要課題 14 
介護サービ
ス基盤の充
実 

文京区に 50 年以上住んでいる母が胃ろう・
気管吸引が必要のため特養の入居ができず、や
むを得ず遠い病院に入院しています。高齢の父
が見舞いのため電車で通っていますが、とても
大変です。病状が重い（夜中の吸引等）高齢者
も入居させてください。早急に検討願いま
す！！！ 

  胃ろうや気管吸引など医療行為が必要な方については、
事前にご相談を承り、施設によっては入居可能な場合もあ
りますので、区内の各特別養護老人ホームまで、直接お問
い合わせください。 

45 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策２ 
健康で安心
な生活基盤
の整備 

主要課題 14 
介護サービ
ス基盤の充
実 

私の居住地である西片一丁目に民間の高齢
者施設の開設予定があります。その土地は路地
状敷地な上に今年 9月末に土砂災害特別警戒地
域（レッドゾーン）に指定された崖を有する土
地なのです。その土地はさらに面している道路
が道巾 5m強で一方通行 S 字カーブ坂のため大
型消防車が通行できません。日常でもたびたび
生活車が 2 台、3 台と詰まってしまう事も多々
あります。 

ご指摘の施設は、特定施設入居者生活介護（有料老人ホ
ーム）のことと推測され、その指定権限は東京都にあり、
区に対しては、事業者から事前相談計画書を提出すること
になっております。 
区としては、設置・運営に際し、近隣住民や近隣施設、道

路形状等の状況を視野に入れ丁寧な対応に努めるようお伝
えし、事業者は、建築に当たり法令等を順守することとな
っております。 
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 私は災害弱者である高齢者の方々が、住宅と
して安心して生活ができるような地形、土地の
形状の所に開設することが最初の条件と考え
ます。 
今毎日新聞と一緒に文京区内の高齢者住宅

の案内が入っています。最近は価格が下がって
何回も募集しているところもあります。近隣住
民として、生活環境が変化してしまう上に、土
地形状の悪さから運営がうまくいかず管理の
良くない住宅になってしまうことは入居者に
も近隣住民にも不幸なこととなってしまいま
す。 
介護保険という公的なお金を使っての高齢

者住宅の開設に文京区はもっと慎重に検討し
ていただきたいと望みます。数を増やすことが
充実ではないと思います。 
介護施設など弱者の施設は（レッドゾーン）

など土地や交通状態の悪い場所には計画しな
いようにしてください。安い土地だから買いど
こでも計画することは後のキケン！！に近隣
住民も巻き込むことと思います。 

また、介護施設等の計画については、新たな「高齢者・介
護保険事業計画（計画期間：令和３～５年度）」を策定する
中で議論してまいります。 
なお、建築基準法に基づき、申請された建築計画につい

ては建築基準関係規定の審査を行い、適合する建築計画に
ついては確認済証を交付することになります。 

46 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策２
健康で安心
な生活基盤
の整備 

主要課題 14
介護サービ
ス基盤の充
実 

特別土砂災害指定を受けた崖地に老人ホー
ムの計画があります。そのような場所への介護
施設の開設は非常に危険ではないでしょう
か？更にその土地はスクールゾーンに指定さ
れた道路に面しています。狭い道幅で現在でも
車が一時的にでも停車しますと渋滞が起きて
しまう状況です。老人ホームが出来て、業者や
入居者の家族の方、職員の方の車の出入りを考
えますと、子供達の安全面を含め非常に不安を
覚えます。検討の程、お願い致します。 

47 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策２ 
健康で安心
な生活基盤
の整備 
 
基本政策５ 
環境の保全

主要課題 14 
介護サービ
ス基盤の充
実 
 

地域の防災力と災害に強い都市基盤整備に
ついて、非常に危惧している件が現在ひとつご
ざいます。 
 それは、町の生活道路に面する、あまり広く
ない道路に沿い、一部土砂災害法でレッドゾー
ンに入ったところに地下１階、地上３階の老人
ホーム建設計画があることです。 
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と快適で安
全なまちづ
くり 

主要課題 48 
地域防災力
の向上 
 
主要課題 49 
災害に強い
都市基盤の
整備 

 その計画を知るや否や、にわかに住民はざわ
つき始めました。それはこの土地をよくご存知
の方々からの危機感をもった小さな声から少
しずつ広がっていきました。建築計画図面では
現れない、その土地の歴史を知る方がたの声は
とても重いものです。 
文京区に住んだことのない高齢の、身体が強

くない方がたをもともと住んでいる住民がお
迎えするにあたって、まず住民から心配の声が
上がり、一人一人が我がごとのようにその計画
について不安を感じている中で、私たちはこれ
からどういうことが起こるのか、推移を見つめ
ているところです。 
どうぞ行政は、よく昔から住んでいる住民の

意見を聞き、無理な建築計画を通さないという
判断を下せるべく、法律を準備してください。
地域連携、地域資源を生かすことが、安心安全
なまちづくりにはかかせません。住民の目線に
立った、まちづくり計画、特に災害に強いまち
づくりを望みます。 

48 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策２ 
健康で安心
な生活基盤
の整備 

主要課題 14 
介護サービ
ス基盤の充
実 

主要課題 No.14に於いては、 
（１）介護サービスを充実させるため、民間活
力の導入をさらに促進すべく、文京区独自の介
護基盤整備補助制度を充実することを本戦略
に盛り込むべきである。 
（２）特に社会起業家の参入、インパクト投資
につながる文京区独自の施策を手厚くするこ
とを本戦略に盛り込むべきである。 

 介護サービス基盤の充実に係る施策については、主要課
題 14の戦略シートに記載のとおりです。個別事業の具体的
な取組としては、新たな「高齢者・介護保険事業計画（計画
期間：令和３～５年度）」を策定する中で議論してまいり
ます。 

49 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策２ 
健康で安心
な生活基盤
の整備 

主要課題 15 
【地域包括
ケアシステ
ムの深化・推
進①】在宅医
療・介護連携
の推進 

主要課題 No.15に於いては、 
（１）「文京区版地域包括ケアシステム」を構
築し、その中で在宅医療・介護連携の推進のあ
り方や仕組みを取り入れることを本戦略に盛
り込むべきである。 
（２）在宅医療・介護連携の推進を担う社会起
業家や大学発 VB やスタートアップに対する支
援を手厚くするとともに、インパクト投資を呼
び込むための区の施策を充実することを本戦
略に盛り込むべきである。 

地域包括ケアシステムの深化・推進に向けて、「文京区
高齢者・介護保険事業計画」に基づき、介護保険法上に位
置付けられた「在宅医療・介護連携推進事業」にも取り組
んでおります。医療・介護関係者間の情報共有や研修会等
により、医療・介護連携の強化に努めているところです。 
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（３）在宅医療・介護連携の推進に貢献・寄与
する医療機関を募り、モデル事業として奨励す
ることを本戦略に盛り込むべきである。 
（４）地域一体となって在宅医療・介護連携の
推進に取り組むまちづくり、あるいは「まちづ
くり協議会」に対する支援を手厚くすることを
本戦略に盛り込むべきである。 

50 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策２
健康で安心
な生活基盤
の整備 

主要課題 16
【地域包括
ケアシステ
ムの深化・推
進②】認知症
施策の推進 

主要課題 No.16に於いては、 
（１）「文の京」まちづくり基本条例（仮称）
を制定したうえで、その中で「認知症になって
も人として尊重され、希望を持って自分らしく
生きることができる」ようなまちづくりに取り
組む「まちづくり協議会」には特別な支援を講
じることを本戦略に盛り込むべきである。 
（２）認知症施策の推進に寄与・貢献する中小・
ベンチャー・スタートアップ企業に対する支援
策を手厚くすることを本戦略に盛り込むべき
である。 
（３）認知症施策の推進に寄与・貢献する取り
組みをしている商店街に対する支援策を手厚
くすることを本戦略に盛り込むべきである。 
（４）区内製薬・医療関連企業と連携し、文京
区独自の認知症施策の推進のあり方を検討す
ることを本戦略に盛り込むべきである。 
（５）文京区としての「認知症施策総合推進事
業実施要綱」を策定することを本戦略に盛り込
むべきである。 

(1)(2)(3) 高齢者の現状を踏まえた認知症施策を「文の
京」総合戦略で取り組むことから、まちづくり協議会等へ
の団体に対し、特別な支援を講じる考えはございません。 

(4) 区内製薬・医療関連企業との連携については、個々
の事業の中で、その必要性について検討しております。 

(5) 平成 26年に「文京区認知症施策総合推進事業実施要
綱」を制定し、当該要綱に基づき、認知症施策に取り組ん
でおります。 

51 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策２ 
健康で安心
な生活基盤
の整備 

主要課題 17 
【地域包括
ケアシステ
ムの深化・推
進③】介護予
防・地域での
支え合い体
制づくりの
推進 

体育館とそのプログラムの充実も加えてほ
しいです。 
高齢者が体力維持や病後のリハビリをする

プログラムがあれば介護を必要とする人数や
期間を減らすことができるはずです。 

現在、区内施設等において 65歳以上の区民の方が参加で
きる介護予防普及啓発事業のほか、基本チェックリストに
より生活機能等の低下が見られる方に対し、理学療法士な
どの専門職による筋力向上、栄養改善及び口腔機能向上を
目的としたプログラム事業を実施しております。今後も高
齢者が身近な地域で継続して介護予防に取り組める場を設
けるとともに、ハイリスクな高齢者を早期に発見し、適切
なサービスにつなげていく体制づくりに努めてまいりま
す。 
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なお、文京総合体育館や文京スポーツセンター等におい
ても、高齢者を含む幅広い年齢層が楽しめるプログラムの
充実に引き続き努めてまいります。 

52 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策２ 
健康で安心
な生活基盤
の整備 

主要課題 17 
【地域包括
ケアシステ
ムの深化・推
進③】介護予
防・地域での
支え合い体
制づくりの
推進 

80歳になり、フレイル予防の大切さを感じて
います。そこで提案ですが、介護度がなくても
後期高齢者対象の給食を計画して欲しいので
すが。私の母の時に近くの惣菜屋さんに区が委
しょくしておいしい昼食を運んでいただき、助
かりましたが、今はやめたようですね。年をと
ると調理が辛くて台所に長く立っていられま
せん。栄養のバランスも市販の宅配弁当では不
安です。シルバーセンターなどと協力して給食
を復活できないでしょうか？ 

宅配弁当は、栄養バランスや摂取カロリーに配慮し、か
つ低廉な価格で様々な事業者が提供しておりますので、区
で給食等を行うのではなく、宅配サービスの利用をご案内
させていただいております。 

53 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策２ 
健康で安心
な生活基盤
の整備 

主要課題 17 
【地域包括
ケアシステ
ムの深化・推
進③】介護予
防・地域での
支え合い体
制づくりの
推進 

主要課題 No.17に於いては、 
（１）「文の京」まちづくり基本条例（仮称）
を制定したうえで、介護予防・地域での支え合
い体制づくりに寄与・貢献するまちづくりの方
針と方向性を示し、そのための仕組みを取り入
れることを本戦略に盛り込むべきである。 
（２）介護予防・地域での支え合い体制づくり
を目指す「まちづくり協議会」に対しては特別
な上乗せ支援を講じることを本戦略に盛り込
むべきである。 

(1) 介護予防・地域での支え合い体制づくりの推進に係
る方向性等は、主要課題 17の戦略シートに記載のとおりで
す。また、区では、３年間を計画期間とした「高齢者・介護
保険事業計画」を策定しております。本年度は、次期計画
の策定に向けた基礎データを得るため、区内の高齢者や介
護事業者に対して実態調査を実施しました。実態調査及び
地域包括ケア推進委員会の協議結果を踏まえ、来年度策定
する次期計画に介護予防・地域での支え合い体制づくりの
充実に向けた方策を盛り込んでまいります。 

(2) (1)で回答したとおり、まちづくり協議会に対して、
特別な支援を講ずることを「文の京」総合戦略に盛り込む
考えはありません。 

54 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策２
健康で安心
な生活基盤
の整備 

主要課題 18
【地域包括
ケアシステ
ムの深化・推
進④】高齢者
の居住安定
の支援 

主要課題 No.18に於いては、 
（１）「文の京」まちづくり基本条例（仮称）
を制定したうえで、高齢者の居住安定の支援に
資するまちづくりの方針と方向性を示し、その
ための具体的な仕組みを取り入れることを本
戦略に盛り込むべきである。 
（２）地域一体となって高齢者の居住安定の支
援を目指す「まちづくり協議会」に対しては特
別な上乗せ支援を講じることを本戦略に盛り
込むべきである。 

高齢者等の居住支援の取組については、「文京区居住支
援協議会」において議論されており、ご意見のような条例
を制定する考えはありません。 

55 4 
戦
略

基本政策２ 
健康で安心

主要課題 19 
高齢者の見

主要課題 No.19に於いては、 
（１）「文の京」まちづくり基本条例（仮称）
を制定したうえで、高齢者を地域で見守り、支

(1) 高齢者の現状を踏まえた見守りや支援体制強化を
「文の京」総合戦略で取り組んでまいります。 
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シ
ー
ト 

な生活基盤
の整備 

守りと権利
擁護 

え合う体制の構築に資するまちづくりの方針
と方向性を示し、そのための具体的な仕組みを
取り入れることを本戦略に盛り込むべきであ
る。 
（２）地域一体となって高齢者を地域で見守
り、支え合う体制の構築を目指す「まちづくり
協議会」に対しては特別な上乗せ支援を講じる
ことを本戦略に盛り込むべきである。 
（３）高齢者虐待を未然に防止するための早期
発見の仕組みや関係機関との連携体制を構築
したり、高齢者の権利擁護を推進する取り組み
を行う「まちづくり協議会」に対しては特別な
上乗せ支援を講じることを本戦略に盛り込む
べきである。 

(2)(3) (1)にもあるとおり、まちづくり協議会等への団
体に対し、特別な支援を講ずることを「文の京」総合戦略
に盛り込む考えはありません。 

56 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策２ 
健康で安心
な生活基盤
の整備 

主要課題 19 
高齢者の見
守りと権利
擁護 

主要課題 No.19に於いて、全ての区民が個人
として尊重され、あらゆる分野の活動に参加す
る機会が平等に確保されることが極めて重要
であることに鑑み、高齢者・障がい者等の日常
生活や社会生活における行動に制限を受ける
区民を含む全ての区民が安全・快適で充実した
日常生活を営むとともに、積極的に社会参加が
できるような環境整備(以下「ひとにやさしい
まちづくり」という。)について、区長・区職員、
区議会・区議、区民の責務を明らかにするとと
もに、あらゆる差別がなく、全ての区民ひとり
ひとりに優しく寄り添う区政に関する基本理
念と方針方針、具体的な仕組みを、「文の京」
全ての区民に優しく寄り添う条例（仮称）とし
て定めることを本戦略に盛り込むべきである。 

高齢者の見守りと権利擁護に関しては、「文の京」総合
戦略で取り組んでいくことから、ご意見のような条例を定
めることを「文の京」総合戦略に盛り込む考えはありませ
ん。 

57 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策２ 
健康で安心
な生活基盤
の整備 

主要課題 20 
地域共生社
会を目指し
た総合的・包
括的な相談
支援体制の
整備 

主要課題 No.20に於いては、 
（１）「文の京」まちづくり基本条例（仮称）
を制定したうえで、中高年によるひきこもり
（特に 8050 問題と言われるひきこもり）の総
合的な対策を地域として推進する「まちづくり
協議会」に対しては特別な上乗せ支援を講じる
ことを本戦略に盛り込むべきである。 
（３）地域の相談拠点を核とした地域づくり推
進事業に寄与するまちづくりに取り組む「まち

ひきこもり対策や地域づくり推進事業に関連して、特定
の団体等への特別な支援策を講じる考えはありません。 



19 

  

づくり協議会」に対しては手厚い支援を講じる
ことを本戦略に盛り込むべきである。 

58 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策２ 
健康で安心
な生活基盤
の整備 

主要課題 21 
障害者の自
立に向けた
地域生活支
援の充実 

自分から相談することが難しい知的障害者
の特性に対応した拠点整備を行ってほしい。 
知的障害者は家族が生活を支援しているケ

ースが多く、家族の高齢化・急病などが大変不
安です。緊急時の受入れ体制を早急に整えてく
ださい。 
拠点の場所を決めることを急ぐあまり機能

が十分整備されていないことが不安です。知的
障害者に関わる法人を拠点にしてください。 

本年度から４年計画で地域生活支援拠点の整備を進めて
おり、拠点に配置する地域連携調整員については、約６か
月間にわたり障害者基幹相談支援センターや主に知的障害
者が利用する障害福祉サービス事業所等において支援に係
る実地研修及び実習等を受けております。そこで得たノウ
ハウを生かし、相談対応の際には様々な障害の特性を考慮
した利用者支援を行ってまいります。また、緊急の受け入
れ体制については、自立支援協議会の下に設置した地域生
活支援専門部会において議論を行うこととしております。 

59 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策２
健康で安心
な生活基盤
の整備 

主要課題 21 
障害者の自
立に向けた
地域生活支
援の充実 

主要課題 No.21に於いては 
（１）「文の京」まちづくり基本条例（仮称）
を制定したうえで、障害者の自立に向けた地域
生活支援に寄与するまちづくりの方針と方向
性を示し、そのための仕組みを取り入れること
を本戦略に盛り込むべきである。 
（２）地域一体となって障害者の自立に向けた
地域生活支援を目指す「まちづくり協議会」に
対しては特別な支援を講じることを本戦略に
盛り込むべきである。 

 「文の京」総合戦略でお示ししたとおり、施策を推進し
てまいります。 
なお、区では、３年間を計画期間とした「障害者・児計

画」を策定しており、本年度、次期計画の策定に向けた基
礎データを得るため、区内の障害者・児に対して実態調査
を実施いたしました。実態調査結果及び障害者地域自立支
援協議会の協議結果を踏まえ、来年度、地域福祉推進協議
会障害者部会で策定する次期計画において、障害者の自立
に向けた地域生活支援の充実に向けた方策を検討してまい
ります。 

60 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策２ 
健康で安心
な生活基盤
の整備 

主要課題 23 
障害者差別
の解消と権
利の擁護 

主要課題 No.23に於いては、 
（１）「あらゆる差別なきまちづくり」の理念
を盛り込んだ「文の京」まちづくり基本条例（仮
称）を制定することを本戦略に盛り込むべきで
ある。 
（２）地域一体となって障害者差別の解消と権
利の擁護を目指す「まちづくり協議会」に対し
ては特別な支援を講じることを本戦略に盛り
込むべきである。 

「文の京」総合戦略でお示ししたとおり、施策を推進し
てまいります。 
なお、区では、３年間を計画期間とした「障害者・児計

画」を策定しており、本年度、次期計画の策定に向けた基
礎データを得るため、区内の障害者・児に対して実態調査
を実施いたしました。実態調査結果及び障害者差別解消支
援地域協議会の協議結果を踏まえ、来年度、地域福祉推進
協議会障害者部会で策定する次期計画において、障害者差
別の解消と権利の擁護に向けた方策を検討してまいりま
す。 

61 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策２ 
健康で安心
な生活基盤
の整備 

主要課題 23 
障害者差別
の解消と権
利の擁護 
 
等 

私は、精神保健福祉手帳 3級を持っている人
間ですが、そうした方々への目線がまだまだ冷
たい部分がある。 
心のバリアフリーというものをもっと充実

させてほしいと思う。 

区では、障害の有無にかかわらず、人格と個性を尊重し、
互いに認め合う社会を実現するため、それぞれの障害の特
性や障害のある方についての理解を深めることができるよ
う、様々な機会を通して障害に対する理解の推進を図って
いるところです。 
また、障害のある方の様々なご相談に的確に対応してま

いります。 
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後、障害者と言っても様々な障害を持つ方々
がいるので、一括りにまとめるのではなく、細
分化を願っている。 
現在実家住まいなので、生活面で困ったこと

はないが、両親が他界した後、どのようにした
らいいかを行政側が上手く教えられるように
して頂きたい。 

62 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策２ 
健康で安心
な生活基盤
の整備 

主要課題 24 
生活困窮者
の自立支援 

主要課題 No.24に於いては、 
（１）地域一体となって生活困窮者の自立支援
を目指す「まちづくり協議会」に対しては特別
な支援を講じることを本戦略に盛り込むべき
である。 
（２）生活困窮者の自立支援に取り組む社会起
業家の誘致・育成に取り組み、そうした起業家・
企業に対する支援を手厚くすることを本戦略
に盛り込むべきである。 

「まちづくり協議会」等の団体に対して特別な支援を講
じる考えはありません。個々の事業については、研究して
まいります。 

63 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策２ 
健康で安心
な生活基盤
の整備 

主要課題 24 
生活困窮者
の自立支援 

4 年後の目指す姿の本文ですが、「生活保護
受給者とならず」の表現が、あまりよろしくな
いように感じます。言葉狩りをしたいわけでは
ありませんが、この表現だと「区（自治体）は
生活保護を悪いものだと考えている」と受け取
ることもできてしまうため、もう少し表現を柔
らかくするとよいかと思いました。区（自治体）
としてのスタンスは正しいと思いますが、生活
保護は決して悪だとは思いません。ご一考いた
だければ幸いでございます。 

「生活困窮者が、個々の状況に応じた効果的な支援を受
け、社会的・経済的に自立した生活を送っている。」と修正
いたします。 

64 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策２ 
健康で安心
な生活基盤
の整備 

主要課題 25 
適正な医療
保険制度の
運営 

主要課題 No.25に於いては、適正な医療保険
制度の運営にかかわる情報を地域で共有する
とともに、適正な医療保険制度の運営に資する
活動を、まちづくり活動の一環として手掛ける
「まちづくり協議会」に対しては特別な支援策
を講じることを本戦略に盛り込むべきである。 

適正な医療保険制度の運営については、国民健康保険の
被保険者に対し、保険料通知等の機会を活用した健康や医
療費に関する理解の促進を図っていくため、まちづくり協
議会に対する特別な支援策を講じる考えはありません。 

65 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策２
健康で安心
な生活基盤
の整備 

主要課題 26
区民の主体
的な生活習
慣の改善 

主要課題 No.26に於いては、 
（１）地域一体となって域内区民の主体的に生
活習慣の改善に取り組んだり、生活習慣の改善
調査を実施したりする「まちづくり協議会」に
対しては特別な支援策を講じることを本戦略
に盛り込むべきである。 

生活習慣病対策として「文京区保健医療計画」に則り、
食生活の改善や運動習慣の定着等による一次予防に重点を
置いた対策や、生活習慣病の早期発見のために特定健診の
受診率向上等に取り組んでおります。生活習慣の改善には、
区民一人ひとりの取組が大切ですので、今後も様々な手法
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（２）区民の主体的な生活習慣の改善につなが
る事業を手掛ける中小・ベンチャー・スタート
アップ企業に対する支援策を手厚くすること
を本戦略に盛り込むべきである。 
（３）区民の主体的な生活習慣の改善に寄与・
貢献する取り組みをしている商店街に対する
支援策を手厚くすることを本戦略に盛り込む
べきである。 
（４）区内製薬・医療関連企業と連携し、文京
区独自の区民の主体的な生活習慣の改善のあ
り方を検討することを本戦略に盛り込むべき
である。 

を用いて、区民の意識改革と行動変容の促進に努めてまい
ります。 

66 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策２ 
健康で安心
な生活基盤
の整備 

主要課題 27 
がん対策の
推進 

主要課題 No.27に於いては、 
（１）「文京区がん対策推進宣言」をさらに進
め、「文京区がん対策推進計画」や「がん対策
アクションプラン」等を策定し、特にまちづく
り活動の一環として地域住民が一体となって
取り組むことを促す仕組みを導入することを
本戦略に盛り込むべきである。 
（２）地域一体となってがん対策の推進を目指
し、そうした対策とまちづくり活動を連動して
いる「まちづくり協議会」に対しては特別な支
援を講じることを本戦略に盛り込むべきであ
る。（※「まちづくり協議会」としてがん検診
率向上に向けた取り組みや「まちづくり協議
会」メンバーの中にがん検診受診促進リーダー
を置く場合など） 

国の指針に定められたがん検診を「文京区保健医療計画」
に則り実施し、受診率の向上に努めております。また、が
ん予防や早期発見・早期治療の重要性についての周知・普
及啓発や、がんになっても安心して生活できるための情報
を提供することで、区民のがんに関する理解の促進を目指
しているところです。 

67 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策２ 
健康で安心
な生活基盤
の整備 

主要課題 28 
総合的な自
殺対策の推
進 

主要課題 No.28に於いては、 
（１）「文の京」まちづくり基本条例（仮称）
を制定する際に、「生きることの包括的な支援」
としてのまちづくりの重要性を打ち出し、「生
きることの阻害要因」を減らし、「生きること
の促進要因」を増やすまちづくりに取り組む方
針を明確に打ち出すことを本戦略に盛り込む
べきである。 
（２）地域一体となって自殺にかかわる予防、
危機対応、事後対応の各段階ごとへの取り組み
を目指す「まちづくり協議会」に対しては特別

いただいたご意見は、文京区自殺対策委員会等関係会議
において、共有させていただきます。 
自殺対策については、「文京区自殺対策計画」に沿って、

自殺対策を正しく理解するための啓発周知や自殺対策を支
える人材育成のための講座の実施等、自殺対策の基盤づく
りとなる活動を継続的に実施してまいります。 
また、悩みを抱える人を支えるために関係機関等の連携

体制を構築し、区民が安心して暮らすことができるまちづ
くりに取り組んでまいります。 
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な支援を講じることを本戦略に盛り込むべき
である。 
（３）地域一体となって自殺や精神疾患に対す
る偏見をなくす取組を推進する「まちづくり協
議会」に対しては特別な助成策を講じることを
本戦略に盛り込むべきである。 
（４）域内の区民に対し、「地域的予防介入」
に取り組む「まちづくり協議会」に対しては特
別な支援策を講じることを本戦略に盛り込む
べきである。 
（５）自殺対策の推進に寄与または貢献する中
小・ベンチャー・スタートアップ企業に対する
奨励策を導入するとともに、社会起業家の担い
手を育成することを本戦略に盛り込むべきで
ある。 

68 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策２ 
健康で安心
な生活基盤
の整備 

主要課題 29 
受動喫煙等
による健康
被害の防止 

受動喫煙の防止 
歩行中や交差点で信号待ちの際、角にたばこ

店が有り喫煙していて通行の際迷惑していま
す。 

健康増進法の一部を改正する法律により、喫煙をする際
には、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲
の状況に配慮する義務が課されているため、受動喫煙によ
る健康への悪影響及び改正健康増進法について周知・啓発
を行うことで、受動喫煙防止対策を進めております。 

69 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策２
健康で安心
な生活基盤
の整備 

主要課題 29
受動喫煙等
による健康
被害の防止 

①子どもたちに輝く未来をつなぐためには、
②-29 受動喫煙等による健康被害の防止は必須
です。がんの原因は喫煙ということが科学的に
証明されているからです。私の居住する賃貸マ
ンションにおいて、隣の住人の喫煙による副流
煙が私の住居に流れこみ、健康被害（咳）を受
ける事態が発生しました。21世紀の半ばまでに
は、住居においてもそのような被害を受けるこ
とのないよう、居住者の健康についての権利を
保障する文京区となってほしいです。それでこ
そ世界水準の都市文の京ではないでしょうか。
どうかよろしくお願い申しあげます。 

令和２年４月１日から健康増進法の一部を改正する法律
が全面施行されますが、人の居住する場所は、規制の対象
外とされております。しかしながら、同法の規定により、
喫煙をする際には、望まない受動喫煙を生じさせることが
ないよう周囲の状況に配慮する義務が課されているため、
受動喫煙による健康への悪影響及び改正健康増進法に関す
る周知・啓発を行うことで、受動喫煙防止対策を進めてお
ります。 

70 4 
戦
略
シ

基本政策２ 
健康で安心
な生活基盤
の整備 

主要課題 29 
受動喫煙等
による健康
被害の防止 

主要課題 No.29に於いては、将来的に「文京
区歩行喫煙等の禁止に関する条例」を改正し、
「路上喫煙等による被害の防止に関する条例」
（仮称）へと規制強化していくことを本戦略に
盛り込むべきである。 

公共の場所では、区内全域において、指定喫煙場所を除
き喫煙を禁止するなどの制限等を追加した「文京区歩行喫
煙等の禁止に関する条例」の改正について、現在提案して
いるところです。 
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ー
ト 

71 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策２ 
健康で安心
な生活基盤
の整備 

主要課題 29 
受動喫煙等
による健康
被害の防止 

歩き煙草禁というのは立ち止まっていれば
吸っても OKという意味だと理解しています。 
 ①「歩きタバコ禁止」②「路上タバコ禁止」
の区別を明確にしてここでタバコを吸うなと
いうバカが現れないようにして下さい。 

公共の場所では、区内全域において、指定喫煙場所を除
き喫煙を禁止するなどの制限等を追加した「文京区歩行喫
煙等の禁止に関する条例」の改正について、現在提案して
いるところです。喫煙マナー指導員による巡回指導は、強
化してまいります。 

72 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策２ 
健康で安心
な生活基盤
の整備 

― 他の市町村では高校まで子供の医療費無料
となっているので、文京区もそうして欲しい。
毎年インフルエンザにかかったり、通年通し
て、インフルエンザが流行したりして、医者に
かかることも多くなってきているというのが
理由。 

本区では、年少人口の増加や出生率の改善など、区の現
状を踏まえ、限られた財源の中で優先順位をつけながら、
様々な子育て支援事業を展開しております。そのため、医
療費助成の対象を高校生まで拡大することについては考え
ておりません。 

73 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策２ 
健康で安心
な生活基盤
の整備 

― 入浴施設について。文京区の銭湯は５ケ所に
減ってしまいました。自宅に風呂のない家もあ
るので困らないように入浴施設について考え
てほしいです。 

「公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律」の規
定に基づき、区内公衆浴場への補助やアドバイザーによる
経営支援等を行うことにより、入浴施設の確保に努めてお
ります。 

74 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策３ 
活力と魅力
あふれるま
ちの創造 

― 外国人住民の方々にいかに日本語も習得し
てもらうかを政策に入れていただきたいです。
言葉は共感の源であり共生社会の礎だからで
す。観光案内の表示や街中の住居案内地図まで
４か国語表示に切り替えたり、４か国語の生活
便利帳は、外国人住民の方々にとって日本語も
習得する必要性を減らすことになるのではな
いでしょうか。国の指導もあるのかもしれませ
んが、目先の親切・便利が、中期的に地域の共
生を妨げることもあります。将来世代と外国人
住民の方々の共生に対する現在世代の責任と
して何卒お願い致します。 

外国人住民に対する日本語の習得については、区内ボラ
ンティア団体が実施する日本語教室の周知等に努めており
ます。また、４か国語表示については、日本語を理解でき
ない外国人住民の方々などが、本区で安心して過ごしてい
ただくために必要なものと考えております。 

75 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策３ 
活力と魅力
あふれるま
ちの創造 

― 今までもそうでしたが、事業者、商店街の
方々に「わが街」意識を持っていただけると在
りがたいです。 
新たに来た方も増えています。寝る場所では

なく住む場所として、文京区の良さを感じても

商店街は、地域住民の買物や生活を支えるのみならず、
まちの安全・安心も含め、コミュニティの中核としての役
割を果たしているものと認識しております。引き続き、区
内商店会の活動を様々な側面から支援してまいります。 
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らいたいので。はっきり書かれているのはいい
と思いました。もちろん自分も含めてです。 

76 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策３
活力と魅力
あふれるま
ちの創造 

主要課題 30
中小企業の
企業力向上 

主要課題 No.30に於いては、 
（１）文京区内の社会起業家を応援・支援し、
社会起業家が集積する「文京レインボーバレ
ー」（仮称）をつくることを本戦略に盛り込む
べきである。 
（２）文教の府の強みを活かし、大学発・教育
機関ベンチャー企業及び区内ベンチャー企業
の支援策を手厚くし、スタートアップ企業支
援・誘致も含め、「文京レインボーバレー」（仮
称）を重層的な集積地とすることを本戦略に盛
り込むべきである。 
（３）特に文京区の特徴を活かし、創薬ベンチ
ャー、健康寿命を延ばすベンチャー・スタート
アップ企業の育成に重点的に取り組むことを
本戦略に盛り込むべきである。 
（４）文京区内企業に対する「インパクト投資」
のマッチング支援事業を通じて、区内企業の健
康長寿関連ビジネスへの投資に結び付けるこ
とを本戦略に盛り込むべきである。 
（５）文京区発ユニコーン企業の創出を目標に
掲げ、区としての支援策（あるいは区内大学と
の連携による支援策）を講じることを本戦略に
盛り込むべきである。 

 本区では区内の創業者を支援する創業支援事業の他、大
学発ベンチャー企業による新製品・新技術の開発を対象と
した補助事業を実施しており、ご提案の「文京レインボー
バレー」（仮称）について、「文の京」総合戦略に盛り込む
考えはありません。今後もニーズに応じた効果的な支援施
策を実施してまいります。 
 また、インパクト投資の対象となる健康長寿関連ビジネ
スを実施する企業や、ユニコーン企業の要件に該当する企
業が本区に出現するかどうかという点において、今後の見
通しが不明であることから、「文の京」総合戦略に盛り込
む考えはありません。 
本区が実施する産業振興施策は、社会情勢や景況等を踏

まえ区内中小企業のニーズを把握した上で実施しているも
のであり、今後も、区内中小企業の持続可能な発展に向け
適切な支援を行ってまいります。 

77 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策３ 
活力と魅力
あふれるま
ちの創造 

主要課題 30 
中小企業の
企業力向上 

 起業とリカレント教育について。少子高齢
化、人口減少と日本の未来が心配される中、新
しい時代を作るためにそれぞれがどう生業を
成り立たせるかの試行錯誤の場が必要だと思
います。幸い文京区には高等教育機関が多く、
これからの時代に応じた再教育（リカレント教
育）の場となり得ますし、実社会に適応する起
業の場としても都心立地が生かせますので、そ
れらを行政として支援する仕組みが欲しいで
す。 

「人生 100 年時代」と言われる現代においては、一人ひ
とりが自身のキャリアを見つめ直し、未来に向けたプラン
を考えていく必要があり、これらの実現に向け学び直しの
機会の提供が重要であると考えております。本区では、本
年度から、リカレント教育課程受講料助成金交付事業を開
始し、日本女子大学等との連携により、再就職を希望する
方への支援を行っております。 
また、創業支援については、創業相談窓口の設置や創業

支援資金の融資あっせん、創業支援セミナー等を実施して
おり、引き続き本区で創業する魅力の発信と支援に努めて
まいります。 
社会人のキャリアアップや転職、再就職、起業を目指す

方など、実現したいキャリアは様々であることから、今後
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も、区民ニーズを踏まえ、リカレント教育による再就職支
援の推進や創業支援事業の充実を図ってまいります。 

78 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策３
活力と魅力
あふれるま
ちの創造 

主要課題 31
商店街の活
性化 

主要課題 No.31に於いては、 
（１）「文の京」まちづくり基本条例（仮称）

を制定し、その中で、閑静な住宅地の保全と商
店街の活性化のバランスあるまちづくりのあ
り方の方向性を打ち出すことを本戦略に盛り
込むべきである。 
（２）「文の京」まちづくり基本条例（仮称）
を制定し、商店街の活性化を通じた新しいまち
づくりに取り組む仕組みを取り入れることを
本戦略に盛り込むべきである。 
（３）商店街の活性化策を含む「まちづくり協
議会」には特別な支援策を講じることを本戦略
に盛り込むべきである。 
（４）主要課題 No.30の「中小企業の企業力向
上」と主要課題 No.31の「商店街の活性化」を
結び付けた支援策を講じることを本戦略に盛
り込むべきである。 
（５）特に IT・ネット関連や新しいサービス創
出を目指すベンチャーやスタートアップ企業
で商店街の活性化につながる場合は上乗せ支
援策を講じることを本戦略に盛り込むべきで
ある。 
（６）「空き家」対策事業と商店街活性化事業
を連携させ、商店街内に於ける「空き家」対策
には特別な上乗せ支援策を講じることを本戦
略に盛り込むべきである。 
（７）「空き家」対策事業と商店街活性化事業
を連携させるような取り組みをする「まちづく
り協議会」に対しては新たな支援策を講じるこ
とを本戦略に盛り込むべきである。 
（８）文京区に於ける「コンパクトシティ」の
あり方を定めたうえで、「文京区版コンパクト
シティ」の形成に寄与する商店街に対しては新
たな助成策を講じることを本戦略に盛り込む
べきである。 

 商店会が実施する商店街の活性化に資する事業に対し
て、引き続き、各補助制度の要件に従って補助等の支援を
行ってまいります。 
区内の中小企業及び商店街の支援については、それぞれ

のニーズを把握し、それぞれが抱える課題の解決に向けた
効果的な支援策を実施してまいります。 
また、創業初期の支援については、文京区チャレンジシ

ョップ支援事業による家賃助成等による支援や、大学発ベ
ンチャー支援事業による開発費の補助等を実施しており、
今後もニーズを踏まえた支援策を検討してまいります。 
その他の具体的な商店街支援については、ご意見として

承ります。 
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（９）文京区版「子育てに優しいまちづくり」
のあり方を定めたうえで、文京区版「子育てに
優しいまちづくり」の形成に寄与する商店街に
対しては新たな助成策を講じることを本戦略
に盛り込むべきである。 
（10）主要課題 No.30の「中小企業の企業力向
上」と主要課題 No.34の「誰もが観光に訪れた
くなるまちの環境整備」を結び付け、「誰もが
観光に訪れたくなるまちの環境整備」の一環と
して外国人客誘致を目指した商店街活性化策
に取り組む商店街には新たな助成策を講じる
ことを本戦略に盛り込むべきである。 
（11)区内大学・教育機関等を対象に商店街活
性化アイデアコンテストを実施し、区内商店街
が自由にそのアイデアを活用して活性化策を
講じ、区も同コンテントで出されたアイデアを
採用した商店街に対しては助成策を講じて支
援することを本戦略に盛り込むべきである。 
（12）主要課題 No.30の「中小企業の企業力向
上」と主要課題 No.18、19等を結び付け、高齢
者・高齢世帯の孤立化を防ぐ等の仕組みやサー
ビスのアイデアを取り入れた商店街に対して
は助成策を講じて支援することを本戦略に盛
り込むべきである。 
（13）主要課題 No.30の「中小企業の企業力向
上」と主要課題 No.26を結び付け、商店街全体
として「区民の生活習慣の改善」に寄与する取
り組みをする際は新たな助成策を講じて支援
することを本戦略に盛り込むべきである。 

79 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策３ 
活力と魅力
あふれるま
ちの創造 

主要課題 32 
消費者の自
立 

主要課題 No.32に於いては、 
（１）区内商店街自らが「消費者の自立」支援
に関する取り組みをするに当たり、区が助成や
支援を手厚くすることを本戦略に盛り込むべ
きである。 
（２）区内商店街をメンバーとして含む「まち
づくり協議会」が「消費者の自立」支援に関す
る取り組みをするに当たり、区が助成や支援を

 消費者の自立については、消費者教育の推進や消費相談
の充実を図ることで、引き続き区民が安全・安心な消費生
活を持続的に送れるよう支援してまいります。 
今後も区内商店街の課題やニーズを的確に把握した上

で、必要に応じ効果的な支援を実施してまいります。 
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手厚くすることを本戦略に盛り込むべきであ
る。 

80 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策３ 
活力と魅力
ふれるまち
の創造 

主要課題 33 
文化資源を
活用した文
化芸術の振
興 

計画事業のひとつに、文京ふるさと歴史館の
特別展、普及事業とあります。 
文京ふるさと歴史館の特別展示は毎回楽し

みにしていますが、展示室が地下で天井も低
く、展示品を充分に展示するには狭すぎます。
せっかく興味深い展示品があっても限られた
空間でダイナミックな展示ができずに残念に
思います。 
特別展示室を、文の京にふさわしいものにし

ていただきたいと思います。 

特別展示室では、地域に関する幅広いテーマを設定し、
様々な関係資料や文化財等を用いて、特別展、収蔵品展と
して年２回の企画展示を行っております。特別展示室を拡
大することは困難ですが、限られたスペースを生かしなが
ら、引き続き多くの来館者に親しまれる事業・活動を行っ
てまいります。 

81 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策３
活力と魅力
あふれるま
ちの創造 

主要課題 33
文化資源を
活用した文
化芸術の振
興 

主要課題 No.33に於いては、 
（１）豊島区や練馬区、新宿区、八王子市など
にある「文化芸術振興条例」を参考に「文の京」
文化芸術振興条例（仮称）を制定し、文京区と
しての文化芸術振興の基本理念を打ち立てる
とともに、区長・区職員、区議会・区議の責務
を明らかにし、それに沿って区・区議会・区民・
事業者が協働・協治・協創の精神で総合的に取
り組むようにすることを本戦略に盛り込むべ
きである。 
（２）「文の京」文化芸術振興条例（仮称）を
制定し、心豊かで活力あふれた文化・芸術活動
を振興するとともに、「文の京」まちづくり基
本条例とも連携し、文化・芸術の振興につなが
るまちづくりを推進する体制を構築すること
を本戦略に盛り込むべきである。 

(1) 生涯学習、スポーツ、文化芸術、観光、国内・国際
交流の５分野については、文京区アカデミー推進計画に基
づき、相互に連携を図りながら推進しております。 

(2) 文京区アカデミー推進計画に基づいて、引き続き文
化・芸術活動を推進してまいります。 

82 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策３ 
活力と魅力
あふれるま
ちの創造 

主要課題 33 
文化資源を
活用した文 
化芸術の振
興 

区の歴史や史跡を学ぶための本の販売を復
活してください。 
文京をよく知ろうとしている者ですが、区役

所 2階の資料センターに行って驚きました。区
役所で発行していた、史跡さんぽ、ぶんきょう
の坂道、町名由来、ぶんきょうの文人たち、ぶ
んきょうの歩み、などのまちの歴史を学ぶこと
のできる冊子が品切れで、再販予定なしで絶版
とのこと。購入できるのは特定の部分のみにス
ポットを当てた特別展の図録くらい。 

書籍のうち品切れとなっている『ぶんきょうの坂道』、
『ぶんきょうの町名由来』などについては、内容の見直し
を行い、版権等の許諾が得られた書籍に関して、改訂発行
していく予定です。なお、『絵でみて歩く文京のまち』（平
成 23年）、『写真で綴る「文の京」』（平成 29年）、『文
京区史』（平成 30年）、教育委員会発行の『文京区の文化
財』、『文京区文化財年報』など、区の歴史や文化財・史跡
等を学べる書籍を新たに発行しておりますのでご活用くだ
さい。 
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文化財や史跡が数多くある町、文学者の多く
住んだ地、と主要課題の 33 で文京区について
記載しているのに、あるいは坂や町の名前は歴
史そのものなのに、なぜそれが学べる本がない
のか。再販すればいいのにしないというのは
「地域の歴史や伝統に親しむ機会が充実して
いる」といえないし、図書館で閲覧できるから、
再販しなくて良いというものではないでしょ
う。 
地域の歴史に親しむ機会を奪わないでくだ

さい。地味でも着実な事業を望みます。上にあ
げた本すべての再販を希望します。 

83 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策３ 
活力と魅力
あふれるま
ちの創造 

主要課題 34 
誰もが観光
に訪れたく
なるまちの
環境整備 

観光について、インバウンド向けの表示、解
説を強化してほしい。がんばって下さい。 

 インバウンド向けの観光案内の取組として、案内標識の
英語併記のほか、区内の名所・旧跡及び飲食店等を紹介す
る多言語版観光ガイドの作成等を行っております。今後も
外国人観光客が安心して区内観光を楽しめるよう、多言語
による案内表示やわかりやすい情報発信に取り組んでまい
ります。 

84 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策３ 
活力と魅力
あふれるま
ちの創造 

主要課題 34 
誰もが観光
に訪れたく
なるまちの
環境整備 

主要課題 No.34に於いては、 
（１）主要課題 No.31の「商店街の活性化」を
結び付け、「誰もが観光に訪れたくなるまちの
環境整備」に寄与する「商店街の活性化」に取
り組む際は特別な支援策を講じることを本戦
略に盛り込むべきである。 
（２）大学・教育機関と連携し、「誰もが観光
に訪れたくなるまちの環境整備」につながる支
援策を共同で考案するほか、区内大学・教育機
関施設そのものを「誰もが観光に訪れたくなる
まちの環境整備」施設として開放するなどの対
応策を本戦略に盛り込むべきである。 
（３）「文の京」まちづくり基本条例（仮称）
を制定し、その中で国内外から多くの観光客が
訪れるようなまちづくりの「モデル地区」を指
定し、支援策を講じることを本戦略に盛り込む
べきである。 
（４）「文の京」まちづくり基本条例（仮称）
を制定し、閑静な住環境を守る地域と、国内外
から多くの観光客が訪れ賑わう地域を明確に

(1) 観光振興と商店街の活性化については、文京花の五
大まつりやインバウンド対策事業等を行っております。今
後も関係部署と連携し、これらの取組の充実を図ってまい
ります。 

(2) 区内大学や教育機関との連携として、インバウンド
対策事業や観光ＰＲ事業等を実施しており、引き続き取組
の充実を図ってまいります。 

(3) 本区には、豊富な観光資源が点在しており、多くの
観光客に訪れていただけるよう、観光資源の魅力創出等に
取り組んでおります。今後もこうした取組の充実を図って
まいります。 

(4) 観光客による生活環境の悪化等を防止するため、関
係機関等と連携し対応しているとともに、住宅宿泊事業に
ついては、用途地域による実施の制限等の取組を行ってお
ります。また、外国人観光客の多いエリアでのインバウン
ド対策事業等の実施により、賑わいの創出に努めておりま
す。 

(5) 観光に起因する課題等が発生した際は、庁内関係部
署や警察、消防等の関係機関と連携し対応しております。
今後も観光に関わる生活環境の課題等について、情報収集
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した上で、閑静な住宅街を保全する地域は規制
強化、観光客が訪れ賑わう地域は規制緩和につ
ながる施策や仕組みを導入することを本戦略
に盛り込むべきである。 
（５）将来起こり得る可能性のある「観光公害」
について、区としての発生可能性の調査・研究
と、その対策を未然に検討することを本戦略に
盛り込むべきである。 

に努めるとともに、関係機関等と適切に取り組んでまいり
ます。 

85 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策３ 
活力と魅力
あふれるま
ちの創造 

主要課題 34 
誰もが観光
に訪れたく
なるまちの
環境整備 

主要課題 No.34 の「●4 年後の目指す姿●」
に於いて、「観光公害」に言及しないのは理解
に苦しむ。文京区は 4年後において「観光公害」
など絶対に起こり得ないと考えているのであ
ろうか。4 年後において「観光公害」が起きて
いないと想定するのであればその旨を記載す
べきであるし、「観光公害」が何らかの形で問
題化（あるいは顕在化）していると想定するの
であればその程度について記載すべきである。
現状の記載ではあたかも文京区においては「観
光公害」が絶対に起きないかのような誤った印
象を区民に与えかねない。 

観光に起因する課題等が発生した際は、庁内関係部署や
警察、消防等の関係機関と連携し対応しております。今後
も観光に関わる生活環境の課題等について、情報収集に努
めるとともに、関係機関等と適切に取り組んでまいります。 

86 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策３
活力と魅力
あふれるま
ちの創造 

主要課題 34
誰もが観光
に訪れたく
なるまちの
環境整備 

主要課題 No.34の「●課題解決に向けて取り
組むべきこと●」として「観光公害」を記載し
ていないのは理解に苦しむ。文京区は「観光公
害」など絶対に起こり得ないと考えているので
あろうか。もしそうであるなら、文京区に於い
て「観光公害」が絶対に起こり得ないとする正
当な理由と合理的根拠を区民に示し、説明責任
を果たすべきである。少なくとも「観光公害」
が起きる可能性の調査・研究とそのための対応
策の他の自治体の取り組み事例の調査・研究を
本戦略に盛り込むべきである。 

87 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策３ 
活力と魅力
あふれるま
ちの創造 

主要課題 35 
都市交流の
促進 

主要課題 No.35に於いて、 
（１）地域一体となって都市交流の促進につな
がる取り組みを目指す「まちづくり協議会」に
対しては特別な支援を講じることを本戦略に
盛り込むべきである。 
（２）「文の京」まちづくり基本条例（仮称）
を制定し、その中で都市交流の重要性と互いの

(1) 都市交流を促進するため、区民や区内文化・スポー
ツ団体等を対象に国内交流・連携事業補助等を実施してお
り、引き続き取組を進めてまいります。 
 (2) 都市交流においては、協定締結自治体との情報交換
や交流事業の実施等により、自治体相互の発展に努めてお
ります。更なる発展に向け、これらの取組の充実を図って
まいります。 
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都市がそれぞれのまちづくりを学び合う重要
性を打ち出すことを本戦略に盛り込むべきで
ある。 

88 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策３ 
活力と魅力
あふれるま
ちの創造 

主要課題 35 
都市交流の
促進 

主要課題 No.35の「●課題解決に向けて取り
組むべきこと●」にある「住民レベルの国内交
流を推進するため、区民の自発的な取組を一層
促進していく」取り組みをする「まちづくり協
議会」あるいは「商店街」に対しては新たな助
成策を講じることを本戦略に盛り込むべきで
ある。（※主要課題 No.31の「商店街の活性化」
との連携） 

住民レベルの国内交流を推進するため、商店街等地域団
体との連携による国内交流自治体食材購入費補助事業や、
観光交流事業等を進めており、引き続きこれらの取組の充
実を図ってまいります。 

89 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策３ 
活力と魅力
あふれるま
ちの創造 

主要課題 35 
都市交流の
促進 

主要課題 No.35の「●課題解決に向けて取り
組むべきこと●」にある「区民の国際理解を一
層促進するため、海外都市や外国人住民等との
新たな交流」に取り組む「まちづくり協議会」
あるいは「商店街」に対しては新たな助成策を
講じることを本戦略に盛り込むべきである。
（※主要課題 No.31の「商店街の活性化」との
連携） 

区民の国際理解を促進するため、海外都市の文化等に触
れる交流機会や、区内の国際関係団体と連携した交流事業
を進めており、引き続きこれらの取組の充実を図ってまい
ります。 

90  基本政策４ 
文化的で豊
かな共生社
会の実現 

― 素晴らしい企画「文の京」かと存じます。文
京区に住んで 50年以上（鹿児島・徳之島出身）
仕事柄（映像・プロダクション関係）に係る者
として文化遺産とも言える数々の文化人・偉人
を輩出している文京区、すでに様々な形でアピ
ールなさっておられますが今、一番少しだけ視
点を変えて、文京区（文の京）から発信なさっ
ては、いかがかと思います。いずれに致しまし
ても担当者にお目に掛かれるチャンスが頂戴
出来ましたら幸いに存じます。もし目に留まれ
ば嬉しい限りです。 

区では、生誕や没後の記念の年を迎える文化人などを対
象として、「文の京ゆかりの文化人顕彰事業」を実施して
おります。今後も、様々な切り口から事業を進めてまいり
ますので、事業へのご参加や、ふるさと歴史館へのご来館
をお待ちしております。 

91 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策４ 
文化的で豊
かな共生社
会の実現 

主要課題 36 
地域コミュ
ニティの活
性化 

主要課題 No.36に於いては、 
（１）「文の京」まちづくり基本条例（仮称）
を制定し、その中で「学びの場」「地域交流の
場」を提供するまちづくりを促し、そうしたま
ちづくりを支援する仕組みを導入することを
本戦略に盛り込むべきである。 
（２）「文の京」まちづくり基本条例（仮称）
を制定し、それと連動する形で、「文の京」学

本区では、生涯学習、スポーツ、文化芸術、観光、国内・
国際交流の５分野について総合的に推進する文京区アカデ
ミー推進計画に基づき、生涯学習等の事業を進めておりま
す。 
また、アカデミー推進計画の基本理念である「区内まる

ごとキャンパスに」に基づき、「いつでも・どこでも・だれ
でも」が学び、交流することを目指し、生涯学習等の事業
に取り組んでおります。 
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びのまちづくり推進要綱（仮称）を制定し、区
と区民、区議会、町会・自治会、教育機関、事
業者らが一体となって自主的な支援活動を促
す仕組みを導入することを本戦略に盛り込む
べきである。 
（３）「文の京」未来を担う子どもたちを育む
ための役割に関する条例（仮称）を制定し、そ
の中で子どもたちが地域に暮らす全世代の区
民と交流し、かつ学べるような協働の取り組み
や仕組みを取り入れることを本戦略に盛り込
むべきである。 
（４）「文の京」学びの場推進要綱（仮称）を
制定し、基本方針を定めたうえで、区内教育機
関と連携した総合的な取り組みを講じること
を本戦略に盛り込むべきである。 
（５）東大まちづくり大学院と連携し、区民が
地域とのつながりを持ち、文化芸術を学べる場
を持ち、いきいきと暮らせるまちづくりのあり
方を共同研究したり、共同提案したりすること
を本戦略に盛り込むべきである。 

上記に加え、「文の京」自治基本条例を制定し、「協働・
協治」を自治の理念に位置づけ、区民、町会・自治会等をは
じめとした地域活動団体、ＮＰＯ、各種事業者等が対等の
関係で協力し、「協働・協治」を推進していくこととしてい
ることから、新たな条例を制定する考えはありません。 
また、子どもから高齢者まで多世代が交流する様々な事

業を交流館で実施していることから、新たな条例を制定す
る考えはありません。 
また、区内大学との連携として、学長懇談会の開催や地

域連携担当者会議等を開催し、生涯学習等の情報交換や事
業協力に取り組んでいることから、新たな要綱の制定及び
東大まちづくり大学院との連携について、「文の京」総合
戦略に盛り込む考えはありません。 

92 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策４
文化的で豊
かな共生社
会の実現 

主要課題 36
地域コミュ
ニティの活
性化 

主要課題 No.36の「●課題解決に向けて取り
組むべきこと●」にある「様々なコミュニティ
活動の担い手を発掘、育成する」取り組みをす
る「まちづくり協議会」に対して新たな支援策
を講じることを本戦略に盛り込むべきである。 

本区では地域コミュニティの活性化のため、町会・自治
会活動やフミコム事業に対する支援等を行っております。
引き続き、地域コミュニティの活性化につながる施策を実
施するとともに、より効果的な施策となるよう事業内容の
見直しを行ってまいります。したがいまして、ご指摘の「ま
ちづくり協議会」については、「文の京」総合戦略に盛り込
む考えはありません。 93 4 

戦
略
シ
ー
ト 

基本政策４ 
文化的で豊
かな共生社
会の実現 

主要課題 36 
地域コミュ
ニティの活
性化 

主要課題 No.36の「●課題解決に向けて取り
組むべきこと●」にある「地域課題や区民ニー
ズを把握し、地域活動の担い手への適切な情報
提供をする」取り組みをする「まちづくり協議
会」に対しては新たな上乗せ支援策を講じるこ
とを本戦略に盛り込むべきである。 

94 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策４ 
文化的で豊
かな共生社
会の実現 

主要課題 36 
地域コミュ
ニティの活
性化 

主要課題 No.36の「●手段（当初事業計画）
●」に、「まちづくり協議会支援の推進」を本
戦略に盛り込むべきである。また。町会・自治
会と「まちづくり協議会」の役割分担及び連携
のあり方も区として打ち出すべきであり、そう
したことを本戦略に盛り込むべきである。 
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95 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策４ 
文化的で豊
かな共生社
会の実現 

主要課題 37 
図書館機能
の向上 

主要課題 No.37に於いては、 
（１）地域のまちづくりに「図書館機能の向上」
を組み込み、地域一体となって「図書館機能の
向上」に資する取り組みを目指す「まちづくり
協議会」に対しては特別な支援を講じることを
本戦略に盛り込むべきである。 
（２）区立図書館に、地域のまちづくり活動の
拠点となり得る機能を持たせること本戦略に
盛り込むべきである。 
（３）いじめ・虐待撲滅、男女平等、人権擁護、
共生まちづくり、動物愛護、健康長寿、医療・
人道等に資するマンガに特化した「マンガコー
ナー」を開設あるいは「テーマ特化型マンガ図
書館」を設置すること本戦略に盛り込むべきで
ある。 
（４）図書館の本の貸出・返却に際し、高齢者
や障がい者、要配慮には集配サービスを導入す
ることを本戦略に盛り込むべきである。また、
地域内でそうした取り組みをする「まちづくり
協議会」に対しては新たな助成策を講じること
を本戦略に盛り込むべきである。 
（５）図書館におけるハード・ソフト両面にわ
たる防災・減災・備災機能を強化するとともに、
一時避難所機能の充実・強化を本戦略に盛り込
むべきである。 

(1)(2) 現在、図書館機能向上に資するため、地域住民や
利用者などの委員により構成された、文京区立図書館改築
等機能向上検討委員会を設置してご意見を伺い、その結果
を活かしてまいります。 

(3) 特定のテーマに特化したマンガコーナー等の設置の
予定はありませんが、選書基準に基づき、配架スペースや
蔵書構成を総合的に判断しながら、幅広く各分野の資料収
集に努めてまいります。 

(4) 障害により来館が困難な方に郵送（視覚障害者対象）
や宅配（単身世帯対象）での貸出サービスを既に実施して
おります。なお、ご提案の支援策を講じることは考えてお
りません。 

(5) 図書館における災害への対応については、文京区地
域防災計画など、区の総合的な防災対策に基づき対応して
まいります。 

96 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策４ 
文化的で豊
かな共生社
会の実現 

主要課題 37 
図書館機能
の向上 

主要課題 No.37 の「●4 年後の目指す姿●」
に於いて、「図書館の本の貸出・返却に際し、
高齢者や障がい者、要配慮には集配サービスが
実現している」といった内容を記載すべきであ
る。 

障害により来館が困難な方に郵送（視覚障害者対象）や
宅配（単身世帯対象）での貸出サービスを既に実施してお
ります。 

97 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策４ 
文化的で豊
かな共生社
会の実現 

主要課題 38 
東京 2020 オ
リンピック・
パラリンピ
ック競技大
会の推進と

主要課題 No.38に於いて、 
（１）東京 2020オリンピック・パラリンピック
競技大会の推進とレガシーの継承に関するア
イデアを募集し、特に児童向け、青少年向けに
特別賞を設定することを本戦略に盛り込むべ
きである。 

東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会の推進
とレガシーの継承につながる地域の取組については、既に
オリンピック・パラリンピック気運醸成補助金により助成
を行っております。また、来年度から、東京 2020大会終了
後のレガシーにつながる新たな取組に対する補助金を創設
いたします。 
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レガシーの
継承 

（２）地域一体となって東京 2020 オリンピッ
ク・パラリンピック競技大会の推進とレガシー
の継承につながる取り組みを目指す「まちづく
り協議会」に対しては特別な助成をすることを
本戦略に盛り込むべきである。 

なお、東京 2020大会の推進とレガシーの継承に向けて、
オリンピック・パラリンピックこども新聞やドイツ料理の
日など、児童向け、青少年向け事業を実施しております。 

98 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策４
文化的で豊
かな共生社
会の実現 

主要課題 39
男女平等参
画社会の実
現 
 
主要課題 40
人権と多様
性を尊重す
る社会の実
現 

「男女平等参画」っていう言葉をいつまで使
っているのか？そういうセンターがあること
自体、時代遅れではずかしい。また、外国人と
いう視点が全く入っていないのはなぜか。留学
生や研究者、その他にも大勢の外国人住民がい
るのに配慮がない。共生を語るなら異なる言語
や文化にも触れるべき。他の自治体の良く読ん
で勉強してほしい。 

ご指摘の「男女平等参画」という言葉が不要となる社会
の実現が重要であると認識しております。固定的な性別役
割分担意識は若年層を中心に少しずつ変革が進んでいるも
のの、政策や方針の決定の参加、慣行や社会の様々な分野
での不平等感は依然として残っており、現状では、男女平
等参画社会が完全に実現しているとは言い難い状況と捉え
ております。本区の目指す「男女平等参画社会」とは、一人
一人が互いに人権を尊重し、喜びも責任も分かち合いつつ、
性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮して、
いきいきと暮らせる社会であり、実現に向けた啓発・普及
活動に今後も取り組んでまいります。外国人住民への視点
については、主要課題 40の「４年後に目指す姿」として、
「一人一人が互いの価値観や文化の違いを理解し、多様性
に富んだ、豊かで活力ある人権尊重社会になっている」と
お示ししたとおり、今後も、国籍、言語、文化等の違いを相
互に理解し、尊重できるような社会づくりに向けた取組を
進めてまいります。 

99 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策４ 
文化的で豊
かな共生社
会の実現 

主要課題 39 
男女平等参
画社会の実
現 

主要課題 No.39に於いて、 
（１）「文京区男女平等参画推進計画」に盛り
込まれた事業に地域一体となって取り組む「ま
ちづくり協議会」に対しては特別な支援を上乗
せすることを本戦略に盛り込むべきである。 
（２）次期「文京区男女平等参画推進計画」の
策定にあたっては事前の意識調査のほかに、Ｐ
Ｉ（パブリック・インボルブメント）の手法を
取り入れることを本戦略に盛り込むべきであ
る。 
（３）次期「文京区男女平等参画推進計画」の
策定にあたってはシンクタンク等を活用し、主
要な世界各都市及び国内自治体における先進
的な「文京区男女平等参画推進計画」の取り組
みを調査・研究し、その成果を事前に区民と情

 文京区男女平等参画推進計画については、個別の行政計
画であり、区民参画による会議体である文京区男女平等参
画推進会議において調査・審議を行います。「文の京」総合
戦略に詳細は記載しませんが、計画の改定に当たっては、
事前に区民意識調査を実施するとともに、関係団体からの
意見聴取や区民説明会を行うことで、他自治体の取組等も
参考にしながら、改定作業を進めていく予定です。 
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報共有することを本戦略に盛り込むべきであ
る。 

100 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策４ 
文化的で豊
かな共生社
会の実現 

主要課題 39 
男女平等参
画社会の実
現 

主要課題 No.39の「●課題解決に向けて取り
組むべきこと●」にある「あらゆる場面におい
て、男女平等参画社会を支える意識を形成する
必要があります」とあるが、「男女平等参画社
会」への理解が十分とは言えないのであるか
ら、「あらゆる場面において、男女平等参画社
会を理解し、支える意識を形成する必要があり
ます」とすべきである。 

男女平等参画社会を理解することは、課題解決に向けた
取組の前提となるものと認識しております。 

101 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策４ 
文化的で豊
かな共生社
会の実現 

主要課題 39 
男女平等参
画社会の実
現 

主要課題 No.39の「●課題解決に向けて取り
組むべきこと●」に於いて、「配偶者等からの
暴力行為の防止に向けた…」と記載している
が、文京区は「モラハラ」などの「ハラスメン
ト」行為や「ストーカー」行為は念頭にないよ
うである。「配偶者等からの暴力・ハラスメン
ト・ストーカー行為等の防止に向けた…」とす
べきである。 

「計画期間の方向性」に記載のとおり、「配偶者暴力や
ストーカー等の暴力行為、セクシュアル・ハラスメントを
はじめとするハラスメント行為、性の商品化等の個人の尊
厳を傷つける行為など、あらゆる暴力の根絶に向けた啓発
活動を推進」することとしております。 

102 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策４ 
文化的で豊
かな共生社
会の実現 

主要課題 39 
男女平等参
画社会の実
現 

主要課題 No.39の「●課題解決に向けて取り
組むべきこと●」に於いて、「女性が様々な分
野で活躍できる…」と記載しているが、文京区
はあたかも「男性が様々な分野で活躍できる支
援を更に推進する必要」などないかのように考
えているようである。「男女平等参画社会」は
「性」や「ジェンダー」にかかわらず「活躍で
きる社会」であるのだから、「性やジェンダー
にかかわらずあらゆる区民が様々な分野で活
躍できる…」とすべきである。 

雇用の分野においては、管理職に占める女性割合が少な
いことや男女間の賃金格差など、女性が様々な分野で活躍
できる支援を推進する必要があるため、個別に記載してお
ります。 
 男女平等参画社会の実現に向けては、性別にかかわりな
く、全ての個人が個性や能力を発揮できるような取組を進
めていくことが重要であると認識しております。 

103 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策４
文化的で豊
かな共生社
会の実現 

主要課題 39
男女平等参
画社会の実
現 

主要課題 No.39 の「●4 年後の目指す姿●」
に於いて、 
（１）「全ての人々が、喜びも責任も分かち合
いつつ…」と気指しているが、「喜び」と「責
任」は対応する言葉ではなく、「全ての人々が
権利を侵害されることなく、責任も分かち合い
つつ…」とすべきである。 
（２）「性別にかかわりなく…」と記載してい
るが、「性・ジェンダーにかかわりなく…」と
すべきである。 

本区の目指す男女平等参画社会については、文京区男女
平等参画推進計画における考え方に合わせて、「喜びも責
任も分かち合いつつ、性別にかかわりなく、その個性と能
力を十分に発揮して、いきいきと暮らせる社会」としてお
ります。 
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104 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策４ 
文化的で豊
かな共生社
会の実現 

主要課題 40 
人権と多様
性を尊重す
る社会の実
現 

主要課題 No.40に於いて、 
（１）「文の京」まちづくり基本条例（仮称）
を制定し、その中で、「差別のない人権尊重の
まちづくり」あるいは「あらゆる差別なきまち
づくり」の理念を組み込むことを本戦略に盛り
込むべきである。 
（２）文京区に於いても、「人権と多様性を尊
重する社会の実現に向けた基本条例」（仮称）
を制定し、「文の京」まちづくり基本条例（仮
称）や「文の京」自治基本条例の抜本見直しと
併せ、3 本の基本条例とすること本戦略に盛り
込むべきで人権と多様性を尊重する社会の実
現ある。 
（３）地域一体となって人権と多様性を尊重す
る社会の実現に向けたまちづくりに取り組む
「まちづくり協議会」に対しては特別な支援を
上乗せすることを本戦略に盛り込むべきであ
る。 
（４）人権と多様性を尊重し多文化共生を目指
すまちづくりの試みを区に登録できる仕組み
を導入、そうした取り組みを行う「まちづくり
協議会」に対しては新たな支援を講じることを
本戦略に盛り込むべきである。 
（５）「文の京」まちづくり基本条例（仮称）
を制定し、その中で、「子どもの人権擁護」に
関する規定を含めることを本戦略に盛り込む
べきである。 
（６）文京区に於いて「人権と多様性を尊重す
る社会の実現」するには区内在住外国人への啓
発が不可欠であり、区内在住外国人への日本語
教育支援や日本語の理解促進等の取り組みを
強化することを本戦略に盛り込むべきである。 
（７）地域内に於いて、区内在住外国人への日
本語教育支援や日本語の理解促進等の取り組
む「まちづくり協議会」に対しては新しい助成
策を講じることを本戦略に盛り込むべきであ
る。 

 ご提案のような条例の制定やまちづくり協議会に対する
支援等については考えておりませんが、様々な人権課題に
ついては、無意識の偏見や理解不足による差別をなくすた
めの取組を引き続き推進してまいります。 
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105 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策４ 
文化的で豊
かな共生社
会の実現 

主要課題 40 
人権と多様
性を尊重す
る社会の実
現 

主要課題 No.40の「●課題解決に向けて取り
組むべきこと●」に於いて、「人権に関する様々
な課題を認識し…」と記載しているが、「課題」
より「問題」の方が多く、それに対する解決が
重要なのであるから、「人権に関する様々な問
題や課題を認識し…」とすべきである。現状の
記載ではあたかも「課題」はあるが、「問題」
はないかのような印象を区民に与えてしまう。 

人権と多様性を尊重する社会の実現に向けた取組とし
て、個々の問題の存在を否定するものではありませんが、
「文の京」総合戦略に記載のとおり、子ども・高齢者・障害
者への虐待だけでなく、セクハラ・パワハラ等のハラスメ
ント行為、インターネットによる人権侵害、性自認・性的
指向への理解不足による差別等、様々な人権課題があり、
これらの内容について理解していただくことが重要である
と認識しております。 

106 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策４ 
文化的で豊
かな共生社
会の実現 

主要課題 40 
人権と多様
性を尊重す
る社会の実
現 

主要課題 No.40の「●課題解決に向けて取り
組むべきこと●」に於いて、「人権を尊重する
ことの重要性」と気指しているが、「人権を尊
重し、人権を侵害してはならないことの重要
性」とすべきである。「人権を尊重すること」
に「人権を侵害しないこと」が含まれると主張
する人もいるが、「人権を侵害してはならない」
ことはいくら強調しても強調し過ぎることは
なく、しっかり明記する必要性がある。 

人権を尊重することの重要性を理解するための取組の中
で、人権侵害についても啓発してまいります。 

107 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策４ 
文化的で豊
かな共生社
会の実現 

主要課題 40 
人権と多様
性を尊重す
る社会の実
現 

主要課題 No.40の「●課題解決に向けて取り
組むべきこと●」に於いて、「生きづらさを感
じている人がいつでも相談できる体制を…」と
記載しているが、「生きづらさを感じたり苦し
んだりしている人がいつでもすぐ容易に相談
できる体制を…」とすべきである。また、「適
切な支援が必要です」と記載しているが、「適
切で的確な支援が必要です」とすべきである。
「相談できる体制」に於いて、「すぐ」「容易
に」（あるいは「気兼ねなく」）、「的確」は
欠かせないキーワードである。 

「生きづらさを感じている人がいつでも気兼ねなく相談
できる体制を…」と修正いたします。 

108 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策４
文化的で豊
かな共生社
会の実現 

主要課題 40
人権と多様
性を尊重す
る社会の実
現 

主要課題 No.40 の「●4 年後の目指す姿●」
に於いて、 
（１）「価値観や文化の違いを理解し…」と記
載しているが、「価値観」と「文化」に限定す
るものではなく、「価値観や文化等の違いを理
解し…」とすべきである。 
（２）「多様性に富んだ、豊かで活力ある人権
尊重社会になっている」と記載しているが、「あ
らゆる差別がなく、多様性に富み、豊かで活力
に満ちた人権尊重社会になっている」とすべき

(1) 価値観と文化に限定するものではないため、「価値
観、文化等の違いを理解し、…」と修正いたします。 

(2) 偏見や差別のない状態が人権尊重社会であると捉え
ておりますので、原案どおりといたします。 
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である。人権問題に於いて「あるべき姿」への
言及は具体的かつ詳細であるべきであり、区民
に対し、多様で多角的な「あるべき姿」を思い
浮かべられるようにすべきである。 

109 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策５ 
環境の保全
と快適で安
全なまちづ
くり 

主要課題 41 
誰もが暮ら
しやすいま
ちのバリア
フリー化の
推進 

電柱の地中化について。美観上にも。私共の
前面道路幅員が 3,200ミリの細路です。この通
路幅の内にＮＴＴの電柱・東電の電柱が立って
います。したがって、私共は自宅敷地を 2,000
ミリ位引込んで建築しました。車の出入が出来
ないためです。車の通行中の子供達のとび出し
事故にも影響している現況です。早急に善処願
います。 

 無電柱化整備は、道路から電柱・電線を無くすことがで
きる代わりに電気の変圧などを行う箱形の地上機器（幅 110
㎝、奥行き 45㎝、高さ 145㎝）の設置が必要となるため、
ご要望いただいたような幅員が狭い道路での無電柱化は現
在困難な状況となっております。 
なお、区道の無電柱化については、文京区無電柱化推進

計画に基づき、今後も推進してまいります。 

110 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策５ 
環境の保全
と快適で安
全なまちづ
くり 

主要課題 41 
誰もが暮ら
しやすいま 
ちのバリア
フリー化の
推進 

主要課題 No.41に於いて、 
（１）「文の京」まちづくり基本条例（仮称）
を制定し、その中に「誰もが暮らしやすいまち
のバリアフリー化の推進」を盛り込むことを本
戦略に盛り込むべきである。 
（２）地域一体となって「誰もが暮らしやすい
まちのバリアフリー化の推進」に取り組む「ま
ちづくり協議会」に対しては特別な支援を講じ
ることを本戦略に盛り込むべきである。 
（３）文京区版ユニバーサルデザイン推進条例
を早期に制定することを本戦略に盛り込むべ
きである。 
（４）中高層条例、ワンルームマンション条例
に於いて、高齢者や要配慮者らが快適に住み暮
らせるよう、バリアフリーの設計思想を徹底す
ることを本戦略に盛り込むべきである。 

(1) ご意見のような条例を制定する考えはありません
が、バリアフリー基本構想に基づき、今後もバリアフリー
化の推進に努めてまいります。 

(2) ご指摘いただいた事項については、ご意見として承
ります。 

(3) ご意見のような条例を制定する考えはありません
が、引き続きユニバーサルデザインの普及に取り組んでま
いります。 

(4) 文京区ワンルームマンション等の建築及び管理に関
する条例第 10 条及び文京区宅地開発及び中高層建築物等
の建設に関する指導要綱第 26条で、高齢者等に対する配慮
として、バリアフリーに配慮した住戸とするよう努めるこ
とを規定し、建築主等に指導しております。 

111 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策５ 
環境の保全
と快適で安
全なまちづ
くり 

主要課題 42 
安全・安心で
快適な公園
等の整備 

子供がボール遊びできる公園が少ない。なぜ
六義公園、再整備したのに、ボール遊びできる
ようにしてくれなかったのか。かなりの面積を
しめている芝生は必要あったのか？？ 

公園の再整備は、アンケート調査や公園利用者・地域の
皆様と意見交換会などを行い、整備内容を決定しておりま
す。六義公園では、水景施設及び芝生広場は要望の多かっ
た施設であったため、整備いたしました。 

112 4 
戦
略
シ

基本政策５
環境の保全
と快適で安

主要課題 42
安全・安心で
快適な公園
等の整備 

環境整備をお願いします。公共の公園を私物
化している方。子供も使いますので危険ですの
で、私物（鉢植えなど）を撤収していただいて
ください。 

公園等に置いてある、私的物件については、巡視の際に
警告書を添付し、一定期間の経過後撤去してまいります。 
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ー
ト 

全なまちづ
くり 

千石４丁目 西原公園 

113 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策５ 
環境の保全
と快適で安
全なまちづ
くり 

主要課題 42 
安全・安心で
快適な公園
等の整備 

春以外の公園を四季の花にしたい。 公園の再整備は、アンケート調査や公園利用者・地域の
皆様と意見交換会などを行い、整備内容を決定しておりま
す。植栽する樹種についても、ご意見を聞きながら整備し
ております。 

114 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策５ 
環境の保全
と快適で安
全なまちづ
くり 

主要課題 42 
安全・安心で
快適な公園
等の整備 

主要課題 No.42に於いて、 
（１）安全・安心で快適な公園等の整備に当た
っては、単に「パブリック・コメント」を募る
だけではなく、ＰＩ（パブリック・インボルブ
メント）の手法あるいはそれに準じた手法を取
り入れることを本戦略に盛り込むべきである。 
（２）地域一体となって安全・安心で快適な公
園等の整備につながる地域のまちづくりを目
指す「まちづくり協議会」に対しては特別な支
援を講じることを本戦略に盛り込むべきであ
る。 

(1) 公園の再整備は、アンケート調査や公園利用者・地
域の皆様と意見交換会などを行い、整備内容を決定してお
ります。 

(2) 公園の再整備においては、地域の皆様や公園利用者
と意見交換会は行っていますが、「まちづくり協議会」を
立ち上げて行っているものではありません。 

115 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策５ 
環境の保全
と快適で安
全なまちづ
くり 

主要課題 42 
安全・安心で
快適な公園
等の整備 

主要課題 No.42に於いて、「防災」や「減災」
だけでなく、「備災」や「避災」「耐災」「復
災」の各視点からまちづくりに寄与する公園機
能を調査・研究し、「モデル公園」を指定する
ことを本戦略に盛り込むべきである。また、文
京区としての「防災」「減災」「備災」「避災」
「耐災」「復災」のまちづくりに資する「公園」
のイメージを文京区の HP で募り、公表するな
どの取り組みを本戦略に盛り込むべきである。 

公園の再整備は、アンケート調査や公園利用者・地域の
皆様と意見交換会などを行い、整備内容を決定しておりま
す。意見交換会の中では、防災機能の向上など防災面につ
いての話し合いも行われております。 

116 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策５ 
環境の保全
と快適で安
全なまちづ
くり 

主要課題 42 
安全・安心で
快適な公園
等の整備 

公園名の下にローマ字表記を付けて下さい。
可能なら英文も。 
神明車庫跡公園に保存中の都電には屋根を

付けて下さい。解説文には英語を付記して下さ
い。散歩中の私によく外国人から質問を受けて
います。近頃は中国、韓国の人達が家族で訪れ
ています。 
以上、気付きましたので、お願いまで申し上

げました。 

公園の再整備は、アンケート調査や公園利用者・地域の
皆様と意見交換会などを行い、整備内容を決定しておりま
す。神明都電車庫跡公園の再整備意見交換会の中で、都電
を補修し、屋根を掛けることが決まりました。多言語化対
応については、ご意見として承ります。 
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117 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策５ 
環境の保全
と快適で安
全なまちづ
くり 

主要課題 43 
地域の特性
を生かした
まちづくり 

①文京区都市マスタープランに忠実に則っ
た建築物の誘導を強化すべきである（あるいは
誘導強化策を制定すべきである）。現在は全く
誘導的な指導がされていない。 
②第 1種低層住居専用地域では周辺地盤に影

響を与えかねない地下室マンションの建設を
禁止すべきである（あるいは禁止するための条
例・要綱を制定すべきである） 
③「中高層条例」「ワンルームマンション条

例」に於いて、建築確認申請は説明会終了後に
提出することを定めるべきである。 
④現在の「ワンルームマンション条例」を改

正し、第 1種低層住居専用地域ではファミリー
タイプを 3分の 2以上設けるよう規定すべきで
ある 
⑤第 1種低層住居専用地域で新たにマンショ

ン建設をする場合、周辺住戸との離隔は 1～
1.5m確保するよう努めることを規定する。 
⑥文京区に於いては、特に閑静で緑豊かな住

環境を守るべく、第 1種低住居専用地域の中で
も「小日向」「西片」「大和郷」を特別地区に
指定し、現状の第 1種低層住居専用地域の用途
制限より厳しい規制を設けるべきである。 

①文京区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整及
び開発事業の周知に関する条例についてのパンフレット
「中高層建築物を建築する前に」では、「文京区都市マス
タープランを踏まえる」という文言を入れて分かり易くす
るだけでなく、建築主や設計者に対して都市マスタープラ
ンの内容を確認した上で設計するよう指導しております。 
②現行の条例や要綱でそのような規定を設けたり、新た

な条例や要綱を制定したりする考えはありません。 
③①で記載したパンフレットを活用して、説明会等報告

書の提出後に確認申請を提出するよう指導しております。 
④現在、条例でそのような規定を設ける考えはありませ

ん。 
⑤現在、条例や要綱でそのような規定を設ける考えはあ

りません。 
⑥現在、ご指摘の地域について、新たな建築制限等を設

ける考えはありません。 

118 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策５
環境の保全
と快適で安
全なまちづ
くり 

主要課題 43
地域の特性
を生かした
まちづくり 

主要課題 No.43に於いて、 
（１）文京区としての「まちづくり」の基本原
則、定義を定め、真の意味での「協働・協治」
の理念に根差した総合的なまちづくりを進め
ていくため、「文の京」まちづくり基本条例（仮
称）を制定することを本戦略に盛り込むべきで
ある。 
（２）「文の京」まちづくり基本条例（仮称）
の中で、文京区のまちづくり全般に関し、「区
長の責務」「区職員の責務」「区民の責務」「事
業者の責務」を明確かつ具体的に規定すること
を本戦略に盛り込むべきである。 
（３）「文の京」まちづくり基本条例（仮称）
の中に、世田谷区の「住環境条例」を参考とし
た「文京区版住環境条例」を作り、まちづくり

(1)～(4) ご意見のような条例を制定する考えはありま
せんが、ご指摘いただいた事項については、ご意見として
承ります。 

(5) 現状の取組で一定の成果を上げておりますが、より
効果的、効率的な取組となるよう、業務の改善に努めてま
いります。 

(6)(7) ご意見のような条例を制定する考えはありませ
んが、ご指摘いただいた事項については、ご意見として承
ります。 

(8) 文京区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整
及び開発事業の周知に関する条例に該当しない計画につい
ても、当事者同士が話し合える仕組みを検討しております。 

(9)～(14) ご意見のような条例を制定する考えはありま
せんが、ご指摘いただいた事項については、ご意見として
承ります。 
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基本条例に組み込むことを本戦略に盛り込む
べきである。 
（４）「文の京」まちづくり基本条例（仮称）
の中に、江東区の「マンション建設計画の事前
届出等に関する条例」を参考とした「文京区版
マンション建設計画の事前届出等に関する条
例」を作り、まちづくり基本条例に組み込むこ
とを本戦略に盛り込むべきである。 
（５）建築紛争に関しては紛争件数（あるいは
斡旋・調停件数）が漸減傾向にあることを以て
良しとするのではなく、ゼロにするという理念
を掲げ、そのために有効性のある仕組みを取り
入れることを本戦略に盛り込むべきである。 
（６）建築紛争ゼロを目指す一環として、世田
谷区の「建築構想の届け出」及び「調整」の仕
組みを参考とした「文京区版建築構想の届け
出」及び「調整」の仕組みを作り、まちづくり
基本条例（仮称）に取り入れることを本戦略に
盛り込むべきである。 
（７）「文の京」まちづくり基本条例（仮称）
の中で、区民主体のまちづくり推進の一環とし
て、世田谷区にあるような「区民街づくり協定」
を区に於いて登録できる制度を参考に、「文京
区版区民街づくり協定登録制度」を導入するこ
とを本戦略に盛り込むべきである。 
（８）ワンルームマンション条例を抜本的に見
直した上で、同条例に於いても「斡旋（あっせ
ん）」「調停」制度を導入し、「文の京」まち
づくり基本条例（仮称）の中に組み入れること
を本戦略に盛り込むべきである。 
（９）「文の京」まちづくり基本条例（仮称）
の中に「あらゆる差別なき人権尊重のまちづく
り」の理念を組み込むことを本戦略に盛り込む
べきである。 
（１０）「文の京」まちづくり基本条例（仮称）
の中に、「子育てに優しいまちづくり推進」の
理念と子育て・子育ち環境づくりに関する具体

(15) みどりに関する方針等については、「文京区緑の基
本計画」にてお示ししております。 

(16）ご意見のような条例の制定、「文の京」自治基本条
例の改正をする考えはありません。 
（17）都市マスタープランで示された将来像を実現する

ために、個別都市計画や建築に関する各種条例や指導要綱
等により建築物の規制・誘導を行っているところであり、
現在のところ、新たな仕組みを導入することは考えており
ません。 
（18）ご指摘いただいたような、新たな建築制限等を設

ける考えはありません。 
(19) パンフレットを活用して、説明会等報告書の提出後

に確認申請を提出するよう指導しております。 
(20) 現在、条例でそのような規定を設ける考えはありま

せん。 
(21) 現在、条例や要綱でそのような規定を設ける考えは

ありません。 
(22) 現在、ご指摘の地域について、新たな建築制限等を

設ける考えはありません。また、宅地が細分化された場合、
土地所有者が変わるため、細分化される前に対しての仕組
みを設ける予定はありません。 

(23) 壁面緑化事業の見直しを行う予定はありません。 
(24) 「緑被率」「緑視率」については、区全体として向

上するよう取り組んでまいります。具体的な取組について
は「文京区緑の基本計画」にてお示ししております。 

(25) 土砂災害特別警戒区域において、建築物を建築する
際には、法令に基づく安全基準を満たす必要があり、区と
してこれ以上に制限をかける考えはありません。 
 (26) 現在、ご指摘の地域について、新たな建築制限等を
設ける考えはありません。 

(27) 工事車両の通行経路等について、建築等を計画して
いる事業者に対し、窓口や区ホームページにおいて、区に
事前の相談や協議を行うよう周知しております。 

(28) 現在、事業者等に対するチェックシート等の導入は
考えておりません。引き続き、都市マスタープランの周知・
啓発に努めてまいります。 
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的な仕組みを取り入れることを本戦略に盛り
込むべきである。 
（１１）「文の京」まちづくり基本条例（仮称）
の中で、子どもを育むための区民や社会の役割
を明確にし、子どもの権利を守り、子供の最善
の利益を守り、子どもを虐待から守るための理
念や責務、仕組みを取り入れることを本戦略に
盛り込むべきである。 
（１２）「文の京」まちづくり基本条例（仮称）
の中に、災害に強い都市整備の推進の必要性と
重要性を明確に打ち出し、区民による自主的な
災害に強いまちづくりの支援策を盛り込むこ
とを本戦略に盛り込むべきである。 
（１３）「文の京」まちづくり基本条例（仮称）
の中で、金沢市にある「防災まちづくり協定」
を参考にした、「文京区版防災まちづくり協定」
を区民と区が結べるような仕組みを取り入れ
ることを本戦略に盛り込むべきである。 
（１４）「文の京」まちづくり基本条例（仮称）
の中に、「文京区版ユニバーサルデザイン推進
条例」を取り入れることを本戦略に盛り込むべ
きである。 
（１５）「文の京」まちづくり基本条例（仮称）
の中に、みどり（緑）の創出、保全・維持等に
関するまちづくりの関連計画・要綱・指針・方
針等を有機的に関連付け取り入れることを本
戦略に盛り込むべきである。 
（１６）「文の京」まちづくり基本条例（仮称）
の制定に伴い、「文の京」自治基本条例を全面
改訂することを本戦略に盛り込むべきである。 
（１７）文京区都市マスタープランに忠実に則
った建築物の誘導を強化すること（あるいは誘
導強化策を制定すること）を本戦略に盛り込む
べきである。 
（１８）第 1種低層住居専用地域では周辺地盤
に影響を与えかねない地下室マンションの建
設を禁止（あるいは現状より規制強化）すべき

(29) 土砂災害特別警戒区域において、建築物を建築する
際には、法令に基づく安全基準を満たす必要があり、区と
してこれ以上に制限をかける考えはありません。 
 (30) 現在、条例でそのような規定を設ける考えはありま
せん。 
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であり、禁止する場合は新たな条例・要綱を制
定することを本戦略に盛り込むべきである。 
（１９）「中高層条例」「ワンルームマンショ
ン条例」に於いて、建築確認申請は説明会終了
後に提出するよう見直しすることを本戦略に
盛り込むべきである。 
（２０）現在の「ワンルームマンション条例」
を改正し、第 1種低層住居専用地域ではファミ
リータイプを 3分の 2以上設けるよう規定する
見直しをすることを本戦略に盛り込むべきで
ある。 
（２１）第 1種低層住居専用地域で新たにマン
ション建設をする場合、周辺住戸との離隔は 1
～1.5m 確保するよう努めることを規定するこ
とを本戦略に盛り込むべきである。 
（２２）文京区に於いては、特に閑静で緑豊か
な住環境を守るべく、第 1種低層住居専用地域
の中でも「小日向」「西片」「大和郷」を特別
地区に指定し、現状の第 1種低層住居専用地域
の用途制限より厳しい規制を設けるべく検討
することを本戦略に盛り込むべきである。 
（２２）宅地が細分化されても細分化される前
のみどり（緑）が確保・維持できるような仕組
みを条例または要綱で定めることを本戦略に
盛り込むべきである。 
（２３）壁面緑化事業を強化することを本戦略
に盛り込むべきである。 
（２４）第 1種低層住居専用地域に於ける「緑
被率」「緑視率」を上げる方向性を打ち出すと
ともに、それに資する仕組み等を検討すること
を本戦略に盛り込むべきである。 
（２５）土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン)
に於ける開発・建設については文京区独自に規
制を強化し、周辺区民の安全・安心を確保する
ことを本戦略に盛り込むべきである。 
（２６）第 1種低層住居専用地域の中でも「小
日向」「西片」「大和郷」を特別地区に指定し、
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「ワンルームマンション」の規制を強化するこ
とを本戦略に盛り込むべきである。 
（２７）一定規模以上の開発・建築に関しては
事前に工事車両の種類や通行ルート等につい
て区と事前協議する仕組みを導入することを
本戦略に盛り込むべきである。 
（２８）一定規模以上の開発・建築事業者に対
しては「文京区都市マスタープラン」の趣旨を
よく理解させたうえで設計にはいるよう指導
するとともに、「文京区都市マスタープラン」
を読み、理解しているかどうか、自己申告チェ
ックシートを提出させ、区に於いて確認する仕
組みを取り入れることを本戦略に盛り込むべ
きである。 
（２９）土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン)
に於ける社会福祉施設の建設に関しては文京
区独自に規制を強化し、周辺区民の安全・安心
を確保することを本戦略に盛り込むべきであ
る。 
（３０）第 1種低層住居専用地域に於いてワン
ルームマンションを建てる場合は、ファミリー
タイプの比率を上げるような「ワンルームマン
ション条例」改正を行うことを本戦略に盛り込
むべきである。 

119 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策５ 
環境の保全
と快適で安
全なまちづ
くり 

主要課題 43 
地域の特性
を生かした
まちづくり 

主要課題 No.43 の「●4 年後の目指す姿●」
に於いて、「文京区都市マスタープランの基本
方針に忠実に則って」という一文を挿入すべき
である。現状ではあたかも「文京区都市マスタ
ープラン」は絵に描いた餅に過ぎず、それに忠
実に則らなくても構わなくいいとの印象を事
業者等に与えかねない。「文京区都市マスター
プランの基本方針に忠実に則り、地域の特性や
魅力を生かした良好な景観が形成されるなど、
地域特性に応じたまちづくりが行われている」
「地域の特性や魅力を生かした良好な景観が
形成されるなど、文京区都市マスタープランの
基本方針に忠実に則った地域特性に応じたま
ちづくりが行われている」とすべきである。 

都市マスタープランは、長期的な視点にたって、まちの
将来像や土地利用・都市施設などの整備方針を明らかにし、
まちづくりのガイドラインとしての役割を果たすものであ
り、直接建築計画に制限をかけるものではないため、ご意
見の記載を加えることは考えておりません。 
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120 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策５ 
環境の保全
と快適で安
全なまちづ
くり 

主要課題 43 
地域の特性
を生かした
まちづくり 

主要課題 No.43に関しては、文京区内で開発・
建築を計画する建築主らに対する「中高層条
例」や「ワンルームマンション条例」の遵守徹
底がなされいなことに鑑み、都市計画部住環境
課に於いては、文京区内で開発・建築を計画す
る中高層条例やワンルーム条例の対象事業者
に対し、これらの条例・施行規則を遵守するよ
う指導を徹底することを本戦略として盛り込
むべきである。 

現在、区では各条例及び施行規則の各条項を遵守するよ
う事業者に指導しております。 

121 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策５ 
環境の保全
と快適で安
全なまちづ
くり 

主要課題 43 
地域の特性
を生かした
まちづくり 

主要課題 No.43に関しては、文京区内で開発・
建築を計画する建築主らに於いて、「中高層条
例」や「ワンルームマンション条例」に違反す
るケースが野放しになっている現状に鑑み、都
市計画部住環境課に於いては、文京区内で開
発・建築を計画する中高層条例やワンルーム条
例の対象事業者に対し、これらの条例・施行規
則に違反していないかを常に厳重にチェック
することを本戦略として盛り込むべきである。 

現在、区では各条例及び施行規則の各条項を遵守するよ
う事業者に指導しております。 

122 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策５
環境の保全
と快適で安
全なまちづ
くり 

主要課題 43
地域の特性
を生かした
まちづくり 

主要課題 No.43に関しては、文京区内で開発・
建築を計画する建築主らに於いて「中高層条
例」や「ワンルームマンション条例」に違反す
るケースが野放しになっている現状に鑑み、中
高層条例施行規則とワンルーム条例施行規則
について「確認申請等予定日までに」それぞれ
の「条例及び施行規則に対する違反状態がある
場合には解消すること」、あるいは「確認申請
等予定日までに」それぞれの「条例及び施行規
則に対する違反がないことを確認すること」と
いった規定を加えることを本戦略として盛り
込むべきである。 

 現在、条例にそのような規定を設ける考えはありません。 

123 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策５ 
環境の保全
と快適で安
全なまちづ
くり 

主要課題 43 
地域の特性
を生かした
まちづくり 

主要課題 No.43に関しては、文京区内で開発・
建築を計画する建築主らに於いて「中高層条
例」や「ワンルームマンション条例」に違反す
るケースが野放しになっている現状に鑑み、建
築確認申請後に、何らかの事情により「説明会」
での説明と異なる計画を変更した場合は「説明
会」をやり直す規定を加えることを本戦略とし
て盛り込むべきである。 

 現在、条例にそのような規定を設ける考えはありません。 
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124 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策５ 
環境の保全
と快適で安
全なまちづ
くり 

主要課題 43 
地域の特性
を生かした
まちづくり 

主要課題 No.43に於いて、「緑（みどり）」
は住環境やまちづくりの極めて重要な要素で
あることに鑑み、「目に見えるみどりを生み出
していく必要」があるとの観点から、「緑視率」
の向上を目指す方針を本戦略に盛り込むべき
である。 

「緑視率」の向上については、「文京区緑の基本計画」に
お示ししております。 

125 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策５ 
環境の保全
と快適で安
全なまちづ
くり 

主要課題 43 
地域の特性
を生かした
まちづくり 

主要課題 No.43に於いて、「緑（みどり）」
は住環境やまちづくりの極めて重要な要素で
あることを踏まえ、接道緑化延長、接道緑化率
が平成 24年度から平成 30年度にかけて横ばい
になっていることからも、目に見えるみどりを
さらに生み出していくため、接道緑化延長をさ
らに延ばし、接道緑化率を向上していく方針を
本戦略に盛り込むべきである。 

接道緑化延長等については、「文京区緑の基本計画」に
お示ししております。 

126 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策５ 
環境の保全
と快適で安
全なまちづ
くり 

主要課題 43 
地域の特性
を生かした
まちづくり 

主要課題 No.43に於いて、「緑（みどり）」
は住環境やまちづくりの極めて重要な要素で
あることを踏まえ、目に見えるみどりをさらに
生み出していくためにも、接道部の緑化基準に
関する規定を設ける必要がある旨を本戦略に
盛り込むべきである。 

接道緑化基準については、「文京区みどりの保護条例」
に方針をお示ししております。 

127 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策５ 
環境の保全
と快適で安
全なまちづ
くり 

主要課題 43 
地域の特性
を生かした
まちづくり 

なぜ、文京区に「まちづくり基本条例」がな
いのか、つくろうとしないのか、全く理解に苦
しむ。「基本政策５ 環境の保全と快適で安全な
まちづくり」を総合的に網羅する「まちづくり
基本条例」の制定を「文の京」総合戦略の重要
テーマとして組み入れるべきである。 

 ご意見のような条例を制定する考えはありませんが、ご
意見として承ります。 

128 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策５ 
環境の保全
と快適で安
全なまちづ
くり 

主要課題 43 
地域の特性
を生かした
まちづくり 

60年近く文京区に住んでいるが、文京区の街
並みは壊されていくばかりだ。高層マンション
やワンルームマンションばかりできて、バスも
地下鉄も大混雑し、高齢者にとって本当に住み
づらくなってきてしまっている。せっかくの都
心部の利便性も急激な人口増で台無しである。
「まちづくり基本条例」をつくり、均衡の取れ
た発展を目指してもらいたい。行政の無策によ
る「まち壊し」を今すぐ止めるべきである。 

都市マスタープランで示された将来像を実現するため
に、個別都市計画や建築に関する各種条例や指導要綱等に
より建築物の規制・誘導を行っているところであり、現在
のところ、新たな条例を制定する考えはありません。 

129 4 
戦
略

基本政策５ 
環境の保全
と快適で安

主要課題 43 
地域の特性

豊島区や千代田区、中央区などに比べて、文
京区のまちづくり行政は 10年も 20年も遅れて
いるのに、追い付こうともしていません。せめ

 ご意見のような条例を制定する考えはありませんが、ご
意見として承ります。 
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シ
ー
ト 

全なまちづ
くり 

を生かした
まちづくり 

て、しっかりとした「まちづくり基本条例」を
作って、みどり豊かで静かな住宅地を未来の区
民に引き継ぐ努力をしてください。 

130 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策５
環境の保全
と快適で安
全なまちづ
くり 

主要課題 44
移動手段の
利便性の向
上 

主要課題 No.44に於いて、「Ｂ－ぐる」の車
両種類を多様化し、狭隘道路でも安全に走れる
「「Ｂ－ぐる」の車両形態を検討することを本
戦略に盛り込むべきである。また、災害発生時
に緊急出動できる災害発生時対応型「Ｂ－ぐ
る」の導入検討も本戦略に盛り込むべきであ
る。 

コミュニティバス車両の通行が困難な公共交通不便地域
については、コミュニティバス以外の車両による新たな公
共交通システムの導入可能性について研究します。また、
Ｂーぐるは民間の運行事業者が行っている事業であり、車
両についても運行事業者の所有となっていることから、災
害時におけるＢーぐるの活用には制約があり、「文の京」
総合戦略に盛り込む考えはありません。 

131 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策５ 
環境の保全
と快適で安
全なまちづ
くり 

主要課題 45 
地球温暖化
対策の総合
的な取組 

主要課題 No.45に於いて、 
（１）「文の京」まちづくり基本条例（仮称）
を制定し、その中で「地球温暖化対策」に資す
るまちづくりの重要性を掲げることを本戦略
に盛り込むべきである。 
（２）地域一体となって「地球温暖化対策」に
つながるまちづくりを目指す「まちづくり協議
会」に対しては新たな支援を講じることを本戦
略に盛り込むべきである。 
（３）「地球温暖化対策」に貢献する区内企業
の奨励策を手厚くすることを本戦略に盛り込
むべきである。 
（４）「地球温暖化対策」に資する社会起業家
の発掘・育成に取り組むことを本戦略に盛り込
むべきである。 
（５）壁面緑化事業を抜本的に見直し、利用を
増やす仕組み・制度とすることを本戦略に盛り
込むべきである。 

ご提案のような条例の制定やまちづくり協議会に対する
支援等については考えておりませんが、区としての考え方
等については、「文京区地球温暖化対策地域推進計画」等
にお示ししております。 

132 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策５ 
環境の保全
と快適で安
全なまちづ
くり 

主要課題 45 
地球温暖化
対策の総合
的な取組 

主要課題 No.45に於いて、 
（６）「地域一丸となった二酸化炭素排出量の
削減」に取り組む「まちづくり協議会」に対し
ては新たな支援を講じることを本戦略に盛り
込むべきである。 
（７）「地域一丸となった二酸化炭素排出量の
削減」に取り組む一定規模以上の開発・建設案
件に対してはそれに応じた優遇策・緩和策を講
じることを本戦略に盛り込むべきである。 

ご提案のようなまちづくり協議会に対する支援等につい
ては考えておりませんが、区としての考え方等については、
「文京区地球温暖化対策地域推進計画」等にお示ししてお
ります。 
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（８）「都市型水害に対する防災対策」に取り
組む「まちづくり協議会」に対しては新たな支
援を講じることを本戦略に盛り込むべきであ
る。 
（９）「都市型水害に対する防災対策」に取り
組む一定規模以上の開発・建設案件に対しては
それに応じた優遇策・緩和策を講じることを本
戦略に盛り込むべきである。 

133 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策５ 
環境の保全
と快適で安
全なまちづ
くり 

主要課題 46 
循環型社会
の形成 

火曜日と雨以外はほぼ毎日春日通りと小石
川桜並木（播摩坂）のゴミ拾いを続け（約 3年）
タバコの吸殻、ペットボトル、空かん、その他
ゴミ含め持ち帰り分別して出しています。台風
又は強風の時折れた桜の枝が散乱し回収がな
いので太い枝はのこぎりで切りその他の枝も
一ケ所にまとめておいた。管轄が違うかもしれ
ませんが。路肩グリーンベルト、植込みの中の
ペットボトル（尿の入った）物（潰れた）空き
缶（アルコール入りの空かんが多い事に驚き）
問題では？（潰れた缶は持っている）写真も撮
ってある。 

今後とも、ごみのポイ捨ての防止を含め、ごみの適正排
出の啓発に努めてまいります。 
なお、道路上にごみの不法投棄物を発見された場合は、

各道路管理者にご一報ください。 
国道上：国土交通省万世橋出張所（3253-8361） 
都道上：東京都第六建設事務所（3882-1264） 
区道上：土木部管理課道路監察係（5803-1245） 

134 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策５ 
環境の保全
と快適で安
全なまちづ
くり 

主要課題 46 
循環型社会
の形成 

主要課題 No.46に於いて、 
（１）「文の京」まちづくり基本条例（仮称）
を制定し、その中で「循環型社会の形成」に資
するまちづくりの理念を掲げることを本戦略
に盛り込むべきである。 
（２）地域一体となって「循環型社会の形成」
につながるまちづくりを目指す「まちづくり協
議会」に対しては特別な支援策を講じることを
本戦略に盛り込むべきである。 
（３）「循環型社会の形成」に貢献する区内企
業の奨励策を手厚くすることを本戦略に盛り
込むべきである。 
（４）「循環型社会の形成」に資する社会起業
家の発掘・育成に取り組み、インパクト投資に
つなげる支援策を講じることを本戦略に盛り
込むべきである。 

ご提案のような条例の制定やまちづくり協議会に対する
支援等については考えておりませんが、ご指摘いただいた
事項については、ご意見として承ります。 

135 4 
戦

基本政策５
環境の保全

主要課題 47
生物多様性

生物多様性に関する普及啓発活動を子ども
時代からぜひ行ってほしいと思います。具体的

戦略シートに記載のとおり、生物多様性に関する普及啓
発活動として、環境保全について親子で学び考える「親子
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と快適で安
全なまちづ
くり 

と都市の発
展・再生 

にどういうことなのかを小さい時から身につ
けていれば、大人になっても自然と行動と考え
方にあらわれてくると思います。緑の維持及び
緑化啓発活動は大切ですが、大規模な目立つ場
所ばかりに力を入れないで、小さな住宅地の
隅々でも実現できるような条例をつくってほ
しいと思います。町の人同士でいいにくいこと
も、条例があれば話し合いをしやすくなると思
います。 

生きもの調査」を引き続き実施してまいります。このほか
の施策等については、「文京区生物多様性地域戦略」等に
お示ししております。 

136 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策５ 
環境の保全
と快適で安
全なまちづ
くり 

主要課題 47 
生物多様性
と都市の発
展・再生 

主要課題 No.47に於いて、 
（１）「文の京」まちづくり基本条例（仮称）
を制定するとともに、それと連動する形で「文
京区みどりの保護条例」を抜本的に見直し、強
化・充実することを本戦略に盛り込むべきであ
る。 
（２）「文の京」まちづくり基本条例（仮称）
を制定するとともに、それと連動する形で「緑
視率」を上げていくまちづくりに対する意識を
高め、支援策を講じていくことを本戦略に盛り
込むべきである。 
（３）「文の京」まちづくり基本条例（仮称）
を制定し、その中で第一種低層住居専用地域や
低層建築群などでのみどり（緑）の「質」と「量」
の両面に於いて重点的に緑化対策を講じる仕
組みを取り入れることを本戦略に盛り込むべ
きである。 
（３）「文の京」まちづくり基本条例（仮称）
を制定し、その中で「緑化まちづくりモデル地
区」を設定する仕組みを導入することを本戦略
に盛り込むべきである。 
（４）「文の京」まちづくり基本条例（仮称）
を制定し、その中で閑静な住宅市街地において
は「接道緑化」の基準を設け、「接道緑化」を
これまで以上に促す仕組みや取り組みを導入
することを本戦略に盛り込むべきである。 

(1) 「文京区みどりの保護条例」を見直す予定はありま
せん。 

(2) 「緑視率」の向上については、「文京区緑の基本計
画」にお示ししております。 

(3) 緑化対策については、「文京区緑の基本計画」にお
示ししております。 

(4) 接道緑化基準については、「文京区みどりの保護条
例」に方針をお示ししております。 

137 4 
戦
略

基本政策５
環境の保全
と快適で安

主要課題 48
地域防災力
の向上 

主要課題 No.48に於いて、 
（１）「文の京」まちづくり基本条例（仮称）
を制定し、その中で「防災」のまちづくりだけ

(1)～(7) 文京区地域防災計画に基づき、災害対策を進め
ており、ご提案のような基本条例を策定する考えはありま
せん。 
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でなく、「減災」のまちづくり、「備災」のま
ちづくり、「避災」のまちづくり、「耐災」の
まちづくり、「復災」 のまちづくりに対する
区民の意識を高める仕組みや支援策を取り入
れることを本戦略に盛り込むべきである。 
（２）「文の京」まちづくり基本条例（仮称）
を制定し、その中で住民主導型（あるいは住民
主権型）減災のまちづくりを促す仕組みを導入
することを本戦略に盛り込むべきである。 
（３）「文の京」まちづくり基本条例（仮称）
を制定し、その中で防災・減災・備災・耐災・
復災のまちづくりを推進できる人材を育成す
る仕組みや支援策を取り入れることを本戦略
に盛り込むべきである。 
（４）「文の京」まちづくり基本条例（仮称）
を制定し、その中で区民主導による早期復興に
向けた取り組みを促す仕組みや支援策を取り
入れることを本戦略に盛り込むべきである。 
（５）「文の京」まちづくり基本条例（仮称）
を制定し、その中で「防災」「減災」「備災」
「避災」「耐災」「復災」のまちづくりを目指
した「まちづくり協議会」に対しては、協議会
に対する支援・助成を手厚くする仕組みを導入
することを本戦略に盛り込むべきである。 
（６）「文の京」まちづくり基本条例（仮称）
を制定し、その中で高齢者や障がい者、子ども
といった弱い立場の区民を災害から守ること
を目指した「まちづくり協議会」に対しては、
協議会に対する支援・助成を手厚くする仕組み
を導入することを本戦略に盛り込むべきであ
る。 
（７）「文の京」まちづくり基本条例（仮称）
を制定し、その中で「防災」「減災」「備災」
「避災」「耐災」「復災」のまちづくりモデル
地区を設定する仕組みを導入することを本戦
略に盛り込むべきである。 
（８）「土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）」
に於いて、新たな「要配慮者利用施設」をでき

(8)(9) 土砂災害特別警戒区域において、建築物を建築す
る際には、法令に基づく安全基準を満たす必要があり、区
としてこれ以上に制限をかける考えはありません。 

(10) 土砂災害防止法に基づき、令和元年９月に、新たな
土砂災害警戒区域等が 92か所指定されたことを踏まえ、現
在、対象となる要配慮者施設の特定を行っているところで
す。また、要配慮者施設を所管している部署と連携を図り、
避難確保計画の作成等の支援を行ってまいります。 
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るだけ造らせないよう、事業者と丁寧に調整す
る仕組みを整えることを本戦略に盛り込むべ
きである。 
（９）文京区独自の施策として、「土砂災害特
別警戒区域」に於いて、新たな「要配慮者利用
施設」をできるだけ造らせないよう、既存の条
例や要綱等の改正や新たな条例や要綱等の制
定を検討することを本戦略に盛り込むべきで
ある。 
（１０）「土砂災害特別警戒区域（通称レッド
ゾーン）」に於いて、新たな「要配慮者利用施
設」を建設する場合は、完成時までに「避難計
画」の策定を義務付け、開設後６カ月以内に「避
難訓練実施」を義務付けるなどの措置を講じる
ことを本戦略に盛り込むべきである。 

138 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策５ 
環境の保全
と快適で安
全なまちづ
くり 

主要課題 49 
災害に強い
都市基盤の
整備 

主要課題 No.49に於いて、 
（１）文京区版「災害に強いまちづくりガイド
ライン」を策定し普及させることを本戦略に盛
り込むべきである。 
（２）崖地には保育所や老人ホーム、障がい者
施設を造らせないようにすることを本戦略に
盛り込むべきである。 
（３）マンションに於いては地階の独立居室
や、地階と１階のメゾネット形式の居室、地下
室ワンルームマンションは認めないようにす
ることを本戦略に盛り込むべきである。 
（４）地域一体となって「災害に強い都市基盤
の整備」につながるまちづくりを目指す「まち
づくり協議会」に対しては特別な支援をするこ
とを本戦略に盛り込むべきである。 
（５）東大まちづくり大学院と共同で、文京区
に於ける「災害に強い都市基盤の整備」のあり
方を研究することを本戦略に盛り込むべきで
ある。 

(1) ご指摘いただいた事項については、ご意見として承
ります。 

(2) 崖地において、建築物を建築する際には、法令に基
づく安全基準を満たす必要があり、区としてこれ以上に制
限をかける考えはありません。 

(3) マンション等の建築物において地下室等を設ける場
合は、国の「地下空間における浸水対策ガイドライン」や
都下水道局作成の浸水対策パンフレット等により、浸水予
防対策を周知し、安全性の確保をお願いしております。 

(4) まちづくり推進要綱において、まちづくり推進対象
区域における面的な整備又は保全のためのまちづくり活動
を行う団体に支援を行っております。 

(5) ご指摘いただいた事項については、ご意見として承
ります。 

139 4 
戦
略
シ

基本政策５ 
環境の保全
と快適で安

主要課題 49 
災害に強い
都市基盤の
整備 

主要課題 No.49の「●課題解決に向けて取り
組むべきこと●」として、「震災時等に消防・
避難活動の妨げになることを防止するため、経
路を確保する必要があります」としているので

当該主要課題における「経路の確保」については、災害
時に緊急車両等が通行するインフラとしての道路の確保と
捉えております。 
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全なまちづ
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あるから、「福祉関連施設」や「要配慮者施設」
に関しては東京都建築安全条例の 2方向避難以
外にも、安全かつ迅速に避難できる経路を確保
するよう条例や要綱、指針・基準等で定めるこ
とを本戦略に盛り込むべきである。 

140 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策５
環境の保全
と快適で安
全なまちづ
くり 

主要課題 49
災害に強い
都市基盤の
整備 

主要課題 No.49の「●課題解決に向けて取り
組むべきこと●」として、「地震や災害等によ
る被害を抑えるため、建築物の耐震化・不燃化
を促進する必要があります」としているのであ
るから、崖地や「土砂災害特別警戒区域（レッ
ドゾーン）」にはできるだけ建築物を建てさせ
ないようにすべきであり、そうした方針を本戦
略に盛り込むべきである。 

崖地や土砂災害特別警戒区域において、建築物を建築す
る際には、法令に基づく安全基準を満たす必要があり、区
としてこれ以上に制限をかける考えはありません。 

141 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策５ 
環境の保全
と快適で安
全なまちづ
くり 

主要課題 49 
災害に強い
都市基盤の
整備 

崖上の大木について再度申し上げます。我家
の前の高さ 2.8mの崖の上、縁から 1.5m位の所
に直径 50cm 以上、高さ２階家の２倍以上のプ
ラタナスが２本あります。住宅の直前にあり、
根が家を持ち上げる程になっています。ここは
私道でもあります。プラタナスは成長が速く、
ここ数年でも枝は伸び、幹はさらに太くなりま
した。巨大地震になれば、崖が崩れたり倒木の
危険があるのではないですか？この木の直下
に住む私にとっては脅威です。所有者も伐採を
望んでいる筈ですが、費用の負担は難しいと思
われます。崖地にこんな大木があってはならな
い。危険だと思いませんか。 

私有地の樹木に関しては、個人の所有物となるため、区
が伐採・伐根することが出来ません。 
なお、崖については、所有者に対し、引き続き適切な維

持管理を求めてまいります。 

142 4 
戦
略
シ
ー
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基本政策５ 
環境の保全
と快適で安
全なまちづ
くり 

主要課題 50 
防災拠点機
能の強化 

主要課題 No.50に於いて、 
（１）文京区地域防災計画に於いて拠点となる
建築物の「機能継続」に向けた取り組みを強化
することを本戦略に盛り込むべきである。 
（２）「防災拠点」としての機能強化だけでな
く、「減災拠点」「備災拠点」「避災拠点」「耐
災拠点」「復災拠点」としての機能も担わせる
ことを考え、そのために必要な機能の充実を図
ることを本戦略に盛り込むべきである。 
（３）地域一体となって「防災拠点機能の強化」
に資するまちづくりを目指す「まちづくり協議

避難所等の防災拠点機能の強化については、これまで関
係部署と連携を図りながら学校の改築等の公共施設の整備
に努めております。ご提案の「まちづくり協議会」に対し
て特別な支援は考えておりません。 
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会」に対しては特別な支援を講じることを本戦
略に盛り込むべきである。 

143 4 
戦
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基本政策５ 
環境の保全
と快適で安
全なまちづ
くり 

主要課題 51 
災害時の要
配慮者への
支援 

主要課題 No.51に於いて、地域一体となって
「災害時の要配慮者への支援」に資するまちづ
くりを目指す「まちづくり協議会」に対しては
特別な支援を上乗せすること本戦略に盛り込
むべきである。（※まちづくり協議会としての
避難行動要支援者名簿作成や災害時要配慮者
の支援のための行動指針の策定、要配慮者サポ
ート隊の組織化など） 

避難行動要支援者名簿については、個人情報の観点から
区が作成し、外部提供に同意のある方のみ町会・自治会や
民生委員に情報提供しております。災害時における支援に
ついては、運用マニュアルを策定し、的確に名簿を活用し
ていただくようにしております。ご提案の「まちづくり協
議会」に対しての特別な支援は考えておりません。 

144 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策５ 
環境の保全
と快適で安
全なまちづ
くり 

主要課題 52 
地域の犯罪
抑止 

街路灯の設置は完璧と云える程、夜の道中、
安全になっています。有難いと思っています。 
さて、近頃犯罪に対し、防犯カメラが有効に

使われている事がニュース等で報じられてい
ます。住宅地についても、これからは設置が必
要になってくるのではないでしょうか。是非お
考え頂きたいと考えます。 

 区内において防犯対策を実施する団体数は毎年増加して
おります。令和元年 11月までに、安全・安心まちづくり協
議会の審議を経て、安全・安心まちづくり推進地区の指定
を受けて活動している推進地区数は 51（推進地区を構成す
る町会数 114（全町会の約 74%））となり、区内の防犯対策
における住民の関心も高まってきております。 
防犯カメラの設置については、区では各推進地区に対し

て設置費用の補助を行っているところであり、住民の方の
意見や地区を管轄する警察署とも情報を共有しながら、犯
罪抑止の効果を上げられるような場所への設置を進めてお
ります。 
令和元年度からは、防犯カメラの修繕費や保守点検費、

電気料金の補助といった補助金制度の一層の拡充を図るこ
とでさらに、推進地区の指定申請を促進してまいります。 

145 4 
戦
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基本政策５
環境の保全
と快適で安
全なまちづ
くり 

主要課題 52
地域の犯罪
抑止 

主要課題 No.52に於いて、 
（１）地域一体となって「地域の犯罪抑止」に
資するまちづくり活動を目指す「まちづくり協
議会」に対しては特別な支援を講じることを本
戦略に盛り込むべきである。 
（２）「まちづくり協議会」と区内警察署や防
犯協会等が「地域の犯罪抑止」まちづくり協定
を結ぶ仕組みを整えることを本戦略に盛り込
むべきである。（※犯罪情報や地域安全情報の
提供と情報共有など） 
（３）「まちづくり協議会」単位で自主防犯活
動に対する支援策を講じることを本戦略に盛
り込むべきである。 

 区は、文京区安全・安心まちづくり条例に基づき、「文の
京」安全・安心まちづくり協議会を設置しております。本
協議会の任務は、安全・安心まちづくりに係る施策の実施
に関することや、安全・安心まちづくり推進地区の指定に
関すること等の審議です。ご提案の「まちづくり協議会」
の設置は考えておりませんが、区では既に安全・安心まち
づくり推進地区に対して特別な支援を講じております。具
体的には、文京区安全・安心まちづくり事業補助金交付要
綱により、推進地区における地域活動に要する経費（落書
き消去活動をはじめとした防犯環境改善に必要な資器材等
の購入経費を含みます。）や、防犯カメラの整備に係る経
費等についての支援を行っており、このことは、戦略シー
トに盛り込まれているとおりです。また、(2)にあります犯
罪情報等の提供と共有については、警察署から町会・自治
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（４）文京区版「ビューティフル・ウィンドウ
ズ運動」の普及・定着に向けた支援策を充実す
ることを本戦略に盛り込むべきである。特に商
店街やまちづくり協議会に於いてこうした取
り組みをする場合には区としての支援策を講
じることを本戦略に盛り込むべきである。 

会等（安全・安心まちづくり推進地区を構成している町会
等を含む。）に対して適宜行われているものと認識してお
ります。 

146 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策５ 
環境の保全
と快適で安
全なまちづ
くり 

主要課題 53 
管理不全建
築物等の対
策の推進 

主要課題 No.53に於いて、 
（１）管理不全建築物等の対策に対応する「建
物等の適正な維持管理を推進する条例」を制定
することを本戦略に盛り込むべきである。 
（２）「文の京」まちづくり基本条例（仮称）
を制定し、その中で「管理不全建築物等の対策
の推進」などの仕組みを取り入れることを本戦
略に盛り込むべきである。 
（３）地域一体となって「管理不全建築物等の
対策」を講じる「まちづくり協議会」に対して
は特別な支援策を講じることを本戦略に盛り
込むべきである。 

(1)～(3) 条例の制定や支援策を講じることは考えてお
りませんが、ご意見として承ります。 

147 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策５ 
環境の保全
と快適で安
全なまちづ
くり 

主要課題 54 
総合的な交
通安全対策
の推進 

地下鉄丸の内線本郷３丁目の近くに住んで
いる者ですが、先日駅の近くの公道で「歩きス
マホ」をしている人が、耳にもイヤホンを（両
耳に）、目の不自由な方にぶつかっていました。
注意したら、反対に、「なんだ？」とばかりに
睨まれました。変な、あぶない町になってしま
ったと思います。全国に先駆け、安全・安心な
町づくりをする文京区として、歩きスマホ禁止
の条例の作成を考えてみて下さい。 

歩きスマホ禁止の条例制定については、国や都の動向を
注視するとともに、歩きスマホによる事故の状況などを踏
まえながら、慎重に検討する必要があると考えております。 
なお、区では、交通安全の普及啓発を目的として、交通

安全運動や交通安全区民のつどいなどを実施しておりま
す。今後とも警察等関係機関と協力し、歩きスマホの危険
性についても周知に努めてまいります。 

148 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策５ 
環境の保全
と快適で安
全なまちづ
くり 

主要課題 54 
総合的な交
通安全対策
の推進 

幼稚園・保育園児の送迎をするママさんたち
の乗る自転車が、右側を走行することが多いよ
うです。 
道路交通法で自転車は道路の左側を通行し

なければならないよう定められています。違反
した場合は「通行区分違反」として「３月以下
の懲役又は５万円以下の罰金」です。 
「自転車は道路の左側通行」を区民に広報・

周知させるようにしてください。 

 区では、自転車交通ルールの順守及びマナーの向上につ
いて、警察等と連携し、交通安全教室や交通安全運動など
で周知を図っております。 
今後とも、区報、ホームページ、各種イベント等を活用

しながら、自転車利用者に対して「自転車安全利用五則」
を含めたルール・マナーの普及啓発に努めてまいります。 

149 4 
戦

基本政策５ 
環境の保全

主要課題 54 
総合的な交

「総合的な自転車対策」とあるが、方向性が
不明確で事業内容があいまいです。 

 総合的な自転車対策については、交通安全普及広報活動、
放置自転車対策、自転車駐車場の整備、自転車走行空間の
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略
シ
ー
ト 

と快適で安
全なまちづ
くり 

通安全対策
の推進 

増え続ける自転車利用とマナーの欠如、歩行
者を脅す運転や事故に実効的で、全国のモデル
となるような対策を講じてください。 

確保、自転車シェアリング事業などの様々な対策を推進し、
道路の安全性・快適性の向上に努めてまいります。 

150 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策５
環境の保全
と快適で安
全なまちづ
くり 

主要課題 54
総合的な交
通安全対策
の推進 

春日通りの道路拡幅工事早期着工完成を文
京区から東京都に積極的に促して欲しい。本郷
三丁目～天神下まで(取り敢えず)。計画通り御
徒町までが理想。歩道が狭く、ベビーカーや老
人や幼稚園のカートその他がすれ違うのも出
来ない所有り。車道も急カーブの所有り危険率
が高いと思う。今の通りは商売に向かないよう
で、昔から新店が出来てもすぐにつぶれる店が
多く、閉店してから 20～30 年も放置状態の所
も有り、街の美観を損ねています。大昔からの
決定事項なので 1日も早く着工お願いします。 

ご指摘の春日通り（都道部分）については、平成 28年３
月に東京都・特別区・26市２町で公表した「東京における
都市計画道路の整備方針（第四次事業化計画）」において、
今後 10 年間（平成 28 年度から令和７年度まで）で優先的
に整備すべき路線（優先整備路線）に選定されております。
引き続き、事業者である都と事業化に向けた調整を行って
まいります。 

151 4 
戦
略
シ
ー
ト 

基本政策５ 
環境の保全
と快適で安
全なまちづ
くり 

主要課題 54 
総合的な交
通安全対策
の推進 

主要課題 No.54に於いて、 
（１）区内通行車両における車両制限令の遵守
徹底に関するキャンペーンを展開することを
本戦略に盛り込むべきである。 
（２）区内での建物撤去事業者及び建設事業者
に対する道路交通法及び道路法の研修を実施
することを本戦略に盛り込むべきである。 
（３）東大まちづくり大学院と共同（あるいは
協働）で、総合的な交通安全対策を施したまち
づくりのあり方を調査研究し、その成果を区民
と情報共有することを本戦略に盛り込むべき
である。 
（４）地域一体となって「総合的な交通安全対
策」を講じる「まちづくり協議会」に対しては
特別な支援策を講じることを本戦略に盛り込
むべきである。 

(1)(2) 区独自でキャンペーンや研修を実施する予定は
ありませんが、国等の動向を注視してまいります。 

(3) 総合的な交通安全対策は、警察等関係機関と協力し
ながら進めてまいります。 

(4) 総合的な交通安全対策について、「まちづくり協議
会」に特別な支援策を講じる考えはありません。 

152 5 
行
財
政
運
営 

基本政策６ 
持続可能な
行財政運営 

区民サービ
スの更なる
向上 

第 5章行財政運営の≪行財政運営の 4つの視
点≫に於いて、「区民サービスの更なる向上」
とあるが、一部区職員にあっては頑ななまでに
「区民目線に立った」サービスを拒絶している
現状に鑑みれば、「区民目線に立った区民サー
ビスの更なる向上」とすべきである。 

区民の目線に立ち、区民に寄り添った区民サービスの向
上を図るため、職務を遂行する職員の育成・指導を、引き
続き行ってまいります。 
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153 5 
行
財
政
運
営 

基本政策６ 
持続可能な
行財政運営 

区民サービ
スの更なる
向上 

第 5章行財政運営の≪行財政運営の 4つの視
点≫に於いて、「区民サービスの更なる向上」
とあるが、一部区職員にあっては全く「区民に
寄り添った」サービスを提供する気がないとし
か思えない現状に鑑みれば、「区民に寄り添っ
た区民サービスの更なる向上」とすべきであ
る。 

154 5 
行
財
政
運
営 

基本政策６ 
持続可能な
行財政運営 

Society5.0 
の実現に向
けた研究の
推進 

第 5章行財政運営の「区民サービスの更なる
向上」の【基本的な考え方】として「Society5.0 
の実現に向けた研究の推進」を掲げるが、そも
そも文京区に於いて「研究」を「推進」できる
体制が整っているか強い疑問を感じる。そのこ
とは文京区の HPの作り方や「パブコメ」募集機
能の作り込みの拙さで明らかである。
「Society5.0」の言葉だけが踊っており、全く
「質」が伴っていないと言わざるを得ない。文
京区が持つ何を使って（活用して）、「本区の
特性を生かした Society5.0 の実現に向けた研
究を推進して」いくつもりなのかこそ明らかに
し、区民に対する説明責任を果たすべきであ
る。 

令和２年度から情報政策課にＩＣＴ戦略担当を設置し、
最新技術の研究体制の強化を図ります。 
 なお、本区の特性については、「・・・大学等が集積する
本区の特性を生かした Society5.0 の実現に向けた研究を
推進していきます。」と修正いたします。 

155 5 
行
財
政
運
営 

基本政策６ 
持続可能な
行財政運営 

インターネ
ット施設予
約システム
の再構築 

第 5章行財政運営の「区民サービスの更なる
向上」の【基本的な考え方】として「インター
ネット施設予約システムの再構築」を掲げる
が、その前にすべきことは山ほどあるはずであ
る。例えば、文京区民センター会議室の予約は
「抽選申込」が「使用日の 3か月前の 20日から
月末まで」「抽選日」が「使用日の 2か月前の
1 日」となっているが、他区市の施設の申込時
期に比べて余りに短すぎる。しかも「抽選」と
なっており、「使用日の 2か月前の 1日」に「抽
選」で外れた場合、2 か月前になってから他区
市の施設を確保することは極めて困難である。
他区市のケースを良く調査・研究し、常識をも
って人的に改善できる範囲で区民がもっと使
いやすいように改めることにも全力を挙げる
べきである。 

  施設の使用申請の受付については、各施設の条例施行規
則で定め、運用しております。 
 インターネット施設予約システムの再構築に当たって
は、更なる利便性や操作性の向上を図るため、誰もが使い
やすいシステムとなるよう検討してまいります。 
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156 5 
行
財
政
運
営 

基本政策６
持続可能な
行財政運営 

区の情報発
信・収集の充
実 

第 5章行財政運営の「区民サービスの更なる
向上」の（２）開かれた区役所【基本的な考え
方】として「区の情報発信・収集の充実」を掲
げるが、現状の取り組みは真逆と言わざるを得
ない。 
例えば、文京区は昨年 12月、「文京区区民の

声取扱要綱」を改正し、請願法に基づく区長へ
の「請願」を「区民の声」として扱うことを決
めたが、これは改正ではなく「改悪」の象徴例
である。請願法に基づく「請願」を「区民の声」
として扱うなら、もはや誰も区長に対して請願
法に基づく「請願」を提出しようとは思わなく
なる。 
なぜならそれは「区民の声」と一緒になって

しまうからであり、区民は「それなら『請願』
ではなく、『区民の声』で十分」ね」と考えて
しまうからである。 
請願法に基づく「請願」は「請願」としての

取り扱いを定めるべきであって、「請願」を「区
民の声」としてしまうのは「請願」を通じた参
政権の「封殺」であり、国民の「請願権」の侵
害につながりかねない。 

 これまでも区長宛てに提出された「請願」については「区
民の声」の制度で対応しておりましたが、今回、「文京区区
民の声取扱要綱」を改正し「請願」の取扱いを明確化いた
しました。請願法において、請願は官公署において受理し
誠実に処理しなければならないことと定められております
が、区長決定が必要となる「区民の声」の制度を用いるこ
とは、請願法の趣旨に沿ったものであると考えております。 

157 5 
行
財
政
運
営 

基本政策６ 
持続可能な
行財政運営 

区の情報発
信・収集の充
実 

第 5章行財政運営の「区民サービスの更なる
向上」の（２）開かれた区役所【基本的な考え
方】として「区の情報発信・収集の充実」を掲
げるが、現状の取り組みはあまりに形式的かつ
教条的であり、区民目線に立ち、区民に寄り添
っているとは言い難い。「パブリックコメント
（パブコメ）」を年末年始を挟んで実施する場
合は、年末年始の 1週間を実施期間から除外し
て、実施期間（最短 30日間）を設定すべきであ
る。（要は最短で 37日間とする） 

パブリックコメントの実施時期については、それぞれの
計画等の策定時期及び策定に係る会議体や区議会における
審議日程等を踏まえて決定しているため、実施時期や実施
期間の調整は難しいものと考えております。 

158 5 
行
財
政
運
営 

基本政策６ 
持続可能な
行財政運営 

区の情報発
信・収集の充
実 

第 5章行財政運営の「区民サービスの更なる
向上」の（２）開かれた区役所【基本的な考え
方】として「区の情報発信・収集の充実」を掲
げるが、現状の取り組みはあまりに形式的かつ
教条的であり、区民目線に立ち、区民に寄り添
っているとは言い難い。「パブリックコメント
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（パブコメ）」の実施時期が重なる場合は最多
でも 3つとするなど一定の枠を設定し、4つ、5
つと重なる場合は少なくとも 1週間ずつ開始時
期あるいは終了時期をずらすなど工夫すべき
である。現状、7つの「パブコメ」を同一期間に
実施するのは、あたかも区民に「パブコメ」を
投稿させない、あるいは投稿する意欲を失わせ
るかのようである。 

159 5 
行
財
政
運
営 

基本政策６ 
持続可能な
行財政運営 

区の情報発
信・収集の充
実 

第 5章行財政運営の「区民サービスの更なる
向上」の（２）開かれた区役所【基本的な考え
方】として「区の情報発信・収集の充実」を掲
げるが、現状の取り組みはあまりに形式的かつ
教条的であり、区民目線に立ち、区民に寄り添
っているとは言い難い。「パブコメ」の実施期
間は、「計画等」の文書量に応じてきめ細かく
分け、分量が少ないものは最短の 30 日でも構
わないが、「「文の京」総合戦略（素案）のよ
うに区政全般にわたる全庁的な施策に関する
大きなテーマで「計画等」の資料の文書量も多
いものについては 30 日間では短過ぎる。テー
マが広く大きく、10年超にわたる「計画等」で、
かつその「計画等」の文書量も多い場合は、文
京区民がしっかり理解し、意見を投稿できるよ
うに、最低でも 45日間、できれば 50～60日間
するべきである。 

160 5 
行
財
政
運
営 

基本政策６ 
持続可能な
行財政運営 

区の情報発
信・収集の充
実 

第 5章行財政運営の「区民サービスの更なる
向上」の（２）開かれた区役所【基本的な考え
方】として「区の情報発信・収集の充実」を掲
げるが、現状の取り組みはあまりに形式的かつ
教条的であり、区民目線に立ち、区民に寄り添
っているとは言い難い。「パブコメ」の「予告」
を掲載するのであれば、「予告」した全てにつ
いて関連資料も「予告」と同時に閲覧すべきで
ある。現状の「予告」では何のための「予告」
であるのか、その効果と実効性を最大限に発揮
するものとはなっていないし、全く区民目線で
考えていないと言わざるを得ない。 

パブリックコメントの予告の段階で公表可能な情報があ
る場合には、積極的に公表するよう努めてまいります。 
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161 5 
行
財
政
運
営 

基本政策６
持続可能な
行財政運営 

区の情報発
信・収集の充
実 

第 5章行財政運営の「区民サービスの更なる
向上」の（２）開かれた区役所【基本的な考え
方】として「区の情報発信・収集の充実」を掲
げるが、「パブリックコメント（パブコメ）は
単に実施すればいいわけではなく、区民からの
多様な幅広い意見を募ることをその「成果」と
して担当部課の「評価」の尺度とし、意見が少
ない「パブコメ」についてはその実施時期を含
め、詳細かつ徹底的に検証し、常に意見が増え
るよう（増やすよう）に努めることを本戦略に
盛り込むべきである。 

区民等から寄せられる意見の数については、計画等の内
容・性質により差異が出るのはやむを得ないと考えており、
ご指摘の内容を「文の京」総合戦略に盛り込む考えはあり
ませんが、より多くの区民等が計画等の案を知ることがで
きるよう、周知方法の工夫について、引き続き努めてまい
ります。 

162 5 
行
財
政
運
営 

基本政策６ 
持続可能な
行財政運営 

区の情報発
信・収集の充
実 

第 5章行財政運営の「区民サービスの更なる
向上」の（２）開かれた区役所【基本的な考え
方】として「区の情報発信・収集の充実」を掲
げるが、「パブリックコメント（パブコメ）」
だけでなく、「パブリックインボルブメント」
の発想も取り入れ、素案作成前の段階から、区
民の意見を汲み取る仕組みを整えることを本
戦略に盛り込むべきである。 

区の主要な計画等については、区民委員を含む会議体で
検討を重ねて計画案を作成しており、適切に区民参画が図
られているものと考えております。また、必要に応じて、
事前に区民ニーズ調査等を実施し、区民ニーズの把握にも
努めております。したがいまして、ご指摘の内容を「文の
京」総合戦略に盛り込む考えはありません。 
なお、「文の京」総合戦略の策定に際しては、素案作成前

に、意見はがき付きの区報特集号発行やワークショップ開
催等により区民等からご意見をいただく機会を設けており
ます。 

163 5 
行
財
政
運
営 

基本政策６ 
持続可能な
行財政運営 

区の情報発
信・収集の充
実 

第 5章行財政運営の「区民サービスの更なる
向上」の（２）開かれた区役所【基本的な考え
方】として「区の情報発信・収集の充実」を掲
げるが、区民からの行政情報公開請求に対し、
請求のあった書面等を探す手間を惜しんだり、
検索する労を厭うたりすることで「文書不存
在」による「非公開」としたケースがあったこ
とに鑑み、区職員に於いては区民からの請求内
容を蔑ろにせず、しっかり検索・確認すること
を徹底することを本戦略に盛り込むべきであ
る。文書が存在するかしないか調べもせずに、
区職員の恣意的判断で勝手に「非公開」とする
ことは情報公開条例の精神を踏み躙る行為と
言わざるを得ない。 

行政情報の公開請求手続については、文京区情報公開条
例及び同条例施行規則に基づき対応してまいります。 

164 5 
行
財

基本政策６ 
持続可能な
行財政運営 

区の情報発
信・収集の充
実 

第 5章行財政運営の「区民サービスの更なる
向上」の（２）開かれた区役所【基本的な考え
方】として「区の情報発信・収集の充実」を掲
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政
運
営 

げるが、区民からの行政情報公開請求に対し、
文京区に於いて収集・蓄積した他の自治体の行
政情報を公開する際は、誤った情報を区民に公
開しないためにも、必ず公開する前に当該自治
体に確認した上で公開することを本戦略に盛
り込むべきである。一部の部課に於いては、他
の自治体の間違った情報（文京区における聞き
取りの際の間違いや勘違い、情報収集時の転載
の際の書き間違い等）を平然と区民に公開した
ケースがあったが、それは公開を受けた区民に
も迷惑がかかるし、他の自治体にも多大な迷惑
をかける行為である。 

165 5 
行
財
政
運
営 

基本政策６ 
持続可能な
行財政運営 

多様な行政
需要に対応
する施設の
整備 

地価の高い文京区にあっては高層化して多
機能の施設を整備していくことが必要です。 
特に障害者施設については、社会福祉法人に

経済的な負担が大きく、誘致が難しいです。計
画通りの整備に向けて公有地の活用を強く要
望します。 

公共施設の整備に当たっては、集約化・複合化による多
機能化の視点も含め検討してまいります。なお、障害者施
設の整備については、「障害者・児計画」に基づき、引き続
き、公有地だけでなく民有地も含め、民間事業者を誘致し、
整備を進めてまいります。 

166 5 
行
財
政
運
営 

基本政策６ 
持続可能な
行財政運営 

多様な行政
需要に対応
する施設の
整備 

第 5章行財政運営の≪行財政運営の 4つの視
点≫に於いて、「多様な行政需要に対応する施
設の整備」とあるが、単に整え備えればいいわ
けではなく、今後は機能強化も併せて重要であ
ることに鑑み、「多様な行政需要に対応する施
設の整備と機能強化」とすべきである。 

「多様な行政需要に対応する」視点をもって施設整備を
進めていくことは、施設の機能強化にもつながるものと考
えております。 

167 5 
行
財
政
運
営 

基本政策６
持続可能な
行財政運営 

時代に即し
た区有施設
の整備・転換
と国・都有地
等の活用 

第 5章行財政運営の「多様な行政需要に対応
する施設の整備」の（１）公共施設【基本的な
考え方】として「１ 時代に即した区有施設の整
備・転換と国・都有地等の活用」を掲げるが、
重要なのは「時代に即した」ではなく、「時代
の要請に応えた」あるいは「社会の要請に応え
た」である。「１ 時代の要請に応えた区有施設
の整備・転換と国・都有地等の活用」あるいは
「１ 社会の要請に応えた区有施設の整備・転
換と国・都有地等の活用」あるいは「時代の社
会的要請に応えた区有施設の整備・転換と国・
都有地等の活用」とすべきである。 

社会情勢の変化や地域・区民ニーズのほか、財政状況や
公共サービスの代替・補完の役割を果たす民間施設の状況
等、多角的な観点から施設の整備を検討することから記載
のとおりとしております。 
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168 5 
行
財
政
運
営 

基本政策６ 
持続可能な
行財政運営 

老朽化施設
等の更新 

第 5章行財政運営の「多様な行政需要に対応
する施設の整備」の（１）公共施設【基本的な
考え方】として「２ 老朽化施設等の更新」を掲
げるが、単に「更新」するのではなく、同時に
「機能強化」と「LCC（ライフサイクルコスト）
の削減」も極めて重要である。「２ 老朽化施設
等の更新と機能強化、LCC 削減」とし、全体と
して目指す方向性をできる限り見出しに於い
て盛り込み、区民に一目で分かりやすくすべき
である。 

老朽化施設等の更新に関する【基本的な考え方】は、「文
の京」総合戦略（素案）153 ページ冒頭に記載のとおりで
す。また、更新に当たっては、限られた財源の中で、機能強
化を含む多様な行政需要に対応する施設の整備を進めてい
くこととしております。 

169 5 
行
財
政
運
営 

基本政策６ 
持続可能な
行財政運営 

受益者負担
の適正化 

施設利用料に対する疑問点（健康センター） 
上記の件に付いては、平成 28 年度に財政課

長宛てに４度にわたり文書提出を致し、２度の
回答を得て居りますが、片務的な思考性が強く
戸惑いだけが残ります。此処で改めて申し上げ
る事は、先ず受益者負担の適正化に付いては、
先ず文京スポーツセンター及び総合体育館、他
に高齢福祉課及び健康推進課でのサービス支
援で、80 才以上の無料制度と最近は 70 才以上
でも導入されたと聞いて居り、公示されたと云
う話を受け、文京区の健康管理及び介護予防に
対する論点が一貫していない印象を受けます。
此処でも受益者負担の適正化を提唱しながら
現実は健康センターの利用者はサービス支援
からスポイルされて居り、適正化とは何なんだ
ろうと懐疑的になります。 
次は料金体系に付いて、文京区周辺地区の料

金表を平成 28 年頃、各区議の会派に提出して
居り、（須藤氏より）資料は当然、区長を存じ
て居るものですが、中々改善されて居りませ
ん。 
次は施設に付いて、項目として維持管理費が

焦点になりますが、「１ 健康センター 42,718
千円（平成 28年度）」、「２ スポーツセンタ
ー及び総合体育館（２棟全館） 41,109千円」、
片や健康センターは 330 ㎡だけで平成 27 年度
は使用日数 263.9 日、稼働率 77.78％です。シ
ビックセンターの対象面積を 100％として、健

 区民施設の使用料等は、平成 27 年 9月に定めた「受益者
負担の適正化に向けた使用料及び手数料等の改定方針」に
より算定し、決定しております。 
 他区のスポーツ施設等との比較については、施設の規模
やサービス内容、使用料に係る方針等も異なるため、一概
に比較することは難しいと考えます。 
 施設維持管理費については、個別の積算が可能な一部の
施設を除き、シビックセンター内施設で按分しております。
按分計算は、面積に開館日数等を加味して行っており、健
康センターにおいては、維持管理費の内容により、0.81%～
1.07%の按分率を乗じて算定しております。 
 なお、固定資産税及び都市計画税については、公共施設
であるため、課税の対象となっておりません。 
 今後は、社会経済の動向や行政サービスの利用状況、料
金改定による影響等を総合的に勘案し、受益者負担の適正
化を図った使用料等の見直しについて検討してまいりま
す。 
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康センターの面積按分は何の程度の計算値に
なるのか知りたいのです。尚、固定資産税及び
都市計画税額を参考にしたいので教えて頂け
れば幸甚です。 
問題点は以上ですが、此の健康センターに付

いては、平成 17年７月 30日の説明会に於いて
十分な説明を受けスタートして居りますので、
苦言を呈すると云う私見ではありません。唯、
受益者へ対しての矛盾は説明不足の面は否め
ないのではないでしょうか。  

170 5 
行
財
政
運
営 

基本政策６
持続可能な
行財政運営 

受益者負担
の適正化 

健康センター、総合体育館、スポーツセンタ
ーの個人利用料金が他区よりも高額です（別紙
参照）。なぜ文京区だけが高額なのか？基礎に
なっている金額に疑問があります。算出根拠に
なっている数字について透明性のあるものを
公表していただきたい。特に健康センターは
「26番生活習慣」健康づくり事業、健康づくり
運動教室がテーマに上がっております。利用料
金を従来の￥500に下げ、また 70歳以上は無料
に変更していただきたい。不透明な算出金額で
受益者負担を決めていることは文京区民にと
って不幸な暮らしになる町になっています。
（別紙）平成 28 年 10 月 11 日 区民の声 健
康センター、スポーツセンター、総合体育館の
利用料金について 
トレーニング室利用料金 
文京区健康センター ￥７００ 
文京区スポーツセンター ￥６００（６５～

７９歳 ￥５００  ８０歳以上無料） 
文京区総合体育館 ￥６００（６５～７９歳 

￥５００  ８０歳以上無料） 
千代田区スポーツセンター ￥３００（６０

歳以上無料） 
新宿区スポーツセンター ￥４００ 
渋谷区スポーツセンター ￥４００（６０歳

以上無料） 
中央区スポーツセンター ￥４００（６５歳

以上無料） 
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墨田区スポーツセンター ￥５００（６５歳
以上半額） 
豊島区スポーツセンター ￥４００（６５歳

以上￥２００） 
荒川区スポーツセンター ￥４００（６５歳

以上無料） 
港区スポーツセンター ￥５００（６５歳以

上無料） 
足立区スポーツセンター ￥３００（７０歳

以上無料） 
台東区リバーサイド SC ￥２５０ 
上記の利用料金が示すように文京区の施設

利用料金の金額が突出しております。文京区以
外の他区では区民のための施設として料金が
設定されていると思われます。文京区では行財
政改革計画のもとで受益者負担という原則を
前面に押し出し他の区とは真逆の政策が取ら
れております。計画そのものを見直し区民の為
の施設になるように料金を改定していただき
たく強く要望いたします。 

171 5 
行
財
政
運
営 

基本政策６ 
持続可能な
行財政運営 

財政の健全
性の維持 

第 5章行財政運営の≪行財政運営の 4つの視
点≫に於いて、「財政の健全性の維持」とある
が、「財政の健全性」は単に現状を維持するこ
とを良しとするのではなく、不断のムダの洗い
出し作業によって更なる健全性の向上を目指
すものであることに鑑みれば、「財政の健全性
の維持・向上」とすべきである。 

これまで基本構想実施計画に基づき、財政の健全性に資
するために、行政評価等に取り組むことにより、現状を維
持するだけではなく、更なる区民サービスの向上に努めて
まいりました。 
来年度以降は、「文の京」総合戦略に基づき、引き続き、

財政の健全性に向けた取組を行っていくことから、「財政
の健全性の維持」と表記しております。 

172 5 
行
財
政
運
営 

基本政策６ 
持続可能な
行財政運営 

財政の健全
性の維持 

 行政サービス拡充は財政の健全化を抜きに
しないでください。 
一番納税している扶養家族のいない中堅サ

ラリーマン血税は区の基金に回す。医療費公的
助成は受益者負担適正化の観点から縮小すべ
きです。将来文京区で納税者となってくれる子
を育成すべきで一律のバラマキには反対しま
す。 

人口構成の変化に伴い、求められるサービス内容も変化
し、より個に応じたサービスが求められております。その
ため、事務事業の選択と集中に取り組むことにより、限ら
れた資源をより効果的に活用し多様化する区民ニーズに対
応してまいります。同時に、歳入の安定確保に努めながら、
事務事業の不断の見直しを行い、限りある財源を真に必要
な事業に充て、将来にわたって持続可能な財政運営を図っ
てまいります。ご指摘の医療費公的助成については、限り
ある財源の中で優先すべき施策として実施しております。 
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173 5 
行
財
政
運
営 

基本政策６
持続可能な
行財政運営 

質の高い区
民サービス
を支える組
織体制の構
築 

第 5章行財政運営の≪行財政運営の 4つの視
点≫に於いて、「質の高い区民サービスを支え
る組織体制の構築」とあるが、あたかも現状の
ガバナンスには何一つ問題のないかのような
記載で理解に苦しむ。「質の高い区民サービス」
を支える基本はガバナンス（統治）体制であり、
文京区に於いてはそれが十分であるとは到底
言えない。「質の高い区民サービスを支えるガ
バナンス（統治のあり方）の確立と組織体制の
構築」とすべきである。 

社会情勢の変化に的確に対応し区政の効率的な運営を図
るために組織改正を実施するほか、管理監督者の組織マネ
ジメント能力の向上等を図る職員育成や、適正な業務執行
を確保するための内部統制に取り組むことが、ガバナンス
の強化につながるものと考えております。 
こうしたことから、「４ 質の高い区民サービスを支える

組織体制の構築」については、お示しのとおりとしており
ます。 

174 5 
行
財
政
運
営 

基本政策６ 
持続可能な
行財政運営 

質の高い区
民サービス
を支える組
織体制の構
築 

第 5 章行財政運営の「４ 質の高い区民サー
ビスを支える組織体制の構築」の「（１）組織
の活性化・事務の合理化」の前に、「行政ガバ
ナンス体制の確立」を置くべきである。「行政
ガバナンス体制の確立」なく、いくら立派な「組
織の活性化・事務の合理化」を講じても「砂上
の楼閣」である。 

175 5 
行
財
政
運
営 

基本政策６ 
持続可能な
行財政運営 

組織の活性
化・事務の合
理化 

第 5 章行財政運営の「４ 質の高い区民サー
ビスを支える組織体制の構築」の「（１）組織
の活性化・事務の合理化」に於いて、「令和元
年度に「職員育成基本方針」を改定する予定で
す」としているが、そうであるなら職員行動指
針「チーム文京スピリット」についても全面見
直しすることを本戦略に盛り込むべきである。
一部区職員にあっては「チーム文京スピリッ
ト」から外れた言動が目に余る。区民からの行
政情報公開請求に対し、文書が存在しているか
どうか探しもせず、検索も確認もせず、勝手に
「文書不存在」により「非公開」としたケース
はその最たる例である。 

「チーム文京スピリット」は、平成 20年度に若手職員が
中心となり、風通しの良い職場づくりをしたいと考え、作
成したものであり、現在でも職員の規範となっているため
見直すことは考えておりません。 

176 5 
行
財
政
運
営 

基本政策６ 
持続可能な
行財政運営 

組織の活性
化・事務の合
理化 

第 5 章行財政運営の「４ 質の高い区民サー
ビスを支える組織体制の構築」の「（１）組織
の活性化・事務の合理化」に於いて、「令和元
年度に「職員育成基本方針」を改定する予定で
す」としているが、その中で特に「幹部・管理
職職員育成方針」を策定し、「幹部・管理職職
員」の規律を徹底すべきである。「幹部・管理
職職員」の緩んだ規律の下に、どれだけ立派な

改定予定の職員育成基本方針の中で、管理職に必要な能
力を明記し、特別区や外部団体等の実施する研修と併せて、
管理職に対する育成を推進してまいります。 
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「組織の活性化・事務の合理化」策を打ち立て
ても「砂上の楼閣」である。 

177 5 
行
財
政
運
営 

基本政策６ 
持続可能な
行財政運営 

改革志向の
職員育成 

第 5 章行財政運営の「４ 質の高い区民サー
ビスを支える組織体制の構築」「（１）組織の
活性化・事務の合理化」の【基本的な考え方】
に於いて、「改革志向の職員育成」を掲げてい
るが、改革志向に乏しいガバナンス体制の下、
改革志向に欠ける幹部・管理職職員のもとでい
くら「改革志向の職員育成」を目指しても無駄
であるし、改革志向を目指す職員が可哀そうで
ある。「改革志向」を封殺するようなガバナン
ス体制では「改革試行」の芽は摘まれるのであ
り、「改革志向の職員育成」を目指すのであれ
ば、その前段として「改革志向のガバナンス体
制の確立」「改革志向の幹部・管理職職員育成」
を【基本的な考え方】として置かねば意味がな
い。 

178 5 
行
財
政
運
営 

基本政策６ 
持続可能な
行財政運営 

改革志向の
職員育成 

 第 5 章行財政運営の「４ 質の高い区民サー
ビスを支える組織体制の構築」「（１）組織の
活性化・事務の合理化」の【基本的な考え方】
に於いて、「１ 改革志向の職員育成」を掲げて
いるが、「自ら考え行動できる改革志向の職員
の育成」についての具体策がないのは理解に苦
しむ。 
その前段にある「人事評価規程で求められる

能力、職員自身が必要だと認識している能力、
公務員として当然に有するべき倫理の３つの
観点から位置づけ」、「これらの能力等を向上
するための研修を実施」することで「自ら考え
行動できる改革志向の職員」を「育成」できな
いことは明らかである。 
真理に至る道は険しく厳しいとの格言同様、

「自ら考え行動できる改革志向」は言葉で語る
のは容易であるが、その志向に至る道もまた険
しく厳しいが、文京区はその道を避けて通ろう
としているとしか思えない。 

職層ごとに求められる能力や意識を習得する職層研修、
業務スキルや知識を習得する実務研修、教養を身に付ける
教養研修等の集合研修や、ＯＪＴ、自己啓発等、様々な角
度から職員育成を推進し、改革志向の職員を目指してまい
ります。 
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179 5 
行
財
政
運
営 

基本政策６
持続可能な
行財政運営 

区職員と教
員の働き方
の見直し 

 第 5 章行財政運営の「４ 質の高い区民サー
ビスを支える組織体制の構築」「（１）組織の
活性化・事務の合理化」の【基本的な考え方】
に於いて、「２ 区職員と教員の働き方の見直
し」を掲げ、「効率よく業務を進めるため、情
報収集・分析力向上や課題解決力向上等、現行
の働き方を見直す研修を実施する」としている
が、極めて疑問である。現状の記載では「分析
力向上」や「課題解決力向上」は単に「区職員
と教員の働き方の見直し」の一環として捉えら
れているが、本末転倒である。 
「分析力向上」や「課題解決力向上」はあく

まで、区民目線に立った区民に寄り添った施策
の実現のための能力であって、「区職員と教員
の働き方の見直し」のための能力ではない。 
こうした本末転倒の勘違いした記載が本戦

略の素案にあること自体、ガバナンス体制に問
題のある証左である。 

質の高い区民サービスを実現させるための業務に力を注
ぐため、現行の働き方を見直すことで、定型業務等の無駄
を無くし、業務効率を向上させることにより、区民に寄り
添った施策の実現を目指してまいります。 

180 5 
行
財
政
運
営 

基本政策６ 
持続可能な
行財政運営 

区職員と教
員の働き方
の見直し 

 第 5 章行財政運営の「４ 質の高い区民サー
ビスを支える組織体制の構築」「（１）組織の
活性化・事務の合理化」の【基本的な考え方】
に於いて、「２ 区職員と教員の働き方の見直
し」を掲げ、「職員一人ひとりが業務の目的や
方向性を正しく認識し、優先順位を付けた仕事
の進め方をすることで、業務の効率化を図ると
ともに、業務内容を共有するための仕組みづく
りや時間の使い方の工夫により、長時間労働の
改善を図り、質の高い行政サービスの創出につ
なげていきます」と記載しているが、本来、「質
の高い行政サービス」は区民目線に立った区民
に寄り添う点において「質の高い行政サービ
ス」であって、職員目線の職員の働き方改革の
ための「質の高い行政サービス」ではないはず
である。 
しかし、ここで記載されている（１）優先順

位を付けた仕事の進め方、（２）業務の効率化
を図る、（３）業務内容を共有するための仕組
みづくり、（４）時間の使い方の工夫、（５）
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長時間労働の改善－－は全て区職員・教員のた
めのものに過ぎない。 
なぜなら、本当の区民目線で区民に寄り添う

行政サービスの提供は、業務の効率化の範囲外
に往々にしてあったり、優先順位の低いところ
にあったり、時間の使い方の工夫とは無縁のと
ころにあったり、長時間労働につながったりす
るからである。 
「質の高い行政サービス」という言葉は、区

民目線に立った区民に寄り添う点において使
うべきであって、区職員と教員の働き方の見直
しにおいて使わないべきである。 

181 5 
行
財
政
運
営 

基本政策６ 
持続可能な
行財政運営 

適正な事務
執行 

 第 5 章行財政運営の「４ 質の高い区民サー
ビスを支える組織体制の構築」「（２）適正な
事務執行」に於いて、「内部統制体制の整備及
び運用は、全ての地方公共団体の長がその権限
と責任に基づいて適切に実施することが求め
られています。区においても、既に様々な形で
適正な業務執行の確保に努めており、一定の内
部統制が存在していますが、組織としてリスク
があることを前提に、更に適正な業務執行の確
保を図る必要があります」と記載しているが、
これは区長、区幹部・管理職職員だけでなく、
一般の区職員・教員全員が共通の認識として完
璧に理解しておく必要があるが、現状の【現状・
課題】【基本的な考え方】を見る限り、そうし
た視点が読み取れない。「内部統制制度」の重
要性と「内部統制制度の導入」の必要性を、一
般の区職員・教員全員までしっかり理解してこ
そ、有効に機能することを本戦略に於いても記
載すべきである。 

内部統制は、全職員が主体的に取り組む必要があること
から、職員の内部統制についての習熟度を向上させていき
ながら組織的に取り組んでまいります。 

182 5 
行
財
政
運
営 

基本政策６
持続可能な
行財政運営 

簡素で効率
的な組織体
制 

第 5 章行財政運営の「４ 質の高い区民サー
ビスを支える組織体制の構築」「（３）簡素で
効率的な組織体制」の【基本的な考え方】「２ 
組織」に於いて、【福祉部・保健衛生部】と【子
ども家庭部】について具体的に言及している
が、【都市計画部】の組織、人材配置も抜本的
に見直すべきである。都市計画法などの関連法

人材配置については、人事の刷新による士気の高揚及び
組織の活力増進のため、定期的かつ継続的に行っておりま
す。そのため、人事異動の実施に当たっては、本人の希望、
専門性などの各職場の組織事情及び個々の職員の適性を考
慮した柔軟な対応を行い、適材適所の職員配置に努めてい
るところです。 
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令を熟知し精通した人材を配するほか、区議会
本会議や委員会に於いて理事者として正確・的
確に答弁できる人材を置くべきである。 
今後の建築紛争ゼロを目指し、「文の京」ま

ちづくり基本条例制定を含め、都市開発・建築
行政にかかわる条例・要綱等を抜本的に見直し
たり、新たに制定したりできる能力ある人材を
登用し、建築紛争を未然に防ぎ、万が一、紛争
に陥った場合でも早期対応・早期解決に結びつ
ける仕組みを整えられるようにすべきである。 

183 そ
の
他 

― ― 幼少時から、小日向－千駄木－大塚と区内を
移りつつ、区外に出ることは考えられずに来年
には還暦になります。ところが文京区の評価が
（特に城南の人から）低いことが悲しいです。
全域が山手線の内側にある唯一の区で、都心に
ありながら、治安もよく静かで緑も多い、秀逸
な環境ですのに、下町感が強く取り上げられ、
ごちゃごちゃしている、不便（大間違い！）、
庶民的と高級感や質の良さからはかけ離れた
見られ方をしていることを改善して頂きたい
と思っています。 

現在、文京区では、区報、ホームページ、ＳＮＳ、ＣＡＴ
Ｖ、報道機関への情報提供により、区政や観光・歴史など
に関する情報を発信しております。特にホームページ、Ｓ
ＮＳについては、区民以外の方にも瞬時に情報を発信でき
ることから、広く文京区を知ってもらうための有効な媒体
とし、積極的な情報発信に努めております。 
本区は歴史と文化の香り高いまちとして発展し、現在も

様々な施策の展開により進化を続けております。 
今後とも、まちの多彩な表情や魅力等、文京区のＰＲに

積極的かつ効果的に取り組んでまいりますので、ご理解と
ご協力をお願いいたします。 

184 そ
の
他 

― ― 文京車両ナンバープレートを作って欲しい。 
都心でありながら歴史・教育を感じる「文の

京」というナンバープレートをお願いします。 

自動車のナンバープレートについては、新たな地域名表
示を導入するためには、登録自動車台数等の基準を満たす
必要があり、現在のところ、導入する予定はありません。
また、原動機付自転車のナンバープレートについては、国
の様式において、自治体名を表示するとなっていることか
ら、ご提案の表示は難しいものと考えますが、区では、区
政 70周年記念事業の一環として、「文化の香り高いまち」
文京区をイメージした本のかたちのオリジナルナンバープ
レートを限定数で交付しております。 

185 そ
の
他 

― ― 体育館（プール）使用方法について。現在プ
ールは区民外の使用を認められていません。 
永い間文京区に在勤だった方、又文京区が便

利な方がいらっしゃいます。他区のように料金
にて差額を設定して利用を認めてはいかがで
しょうか。孫も区外だと利用できませんが、そ
の点も何かの方法を取っていただきたくお願
い致します。 

文京区の体育施設は、利用者が非常に多いことに加え、
区境にあることにより、近隣区の多くの方の利用も見込ま
れるため、従前より利用要件は文京区在住、在勤、在学と
しております。 
ご指摘の事項については、現在調査研究を進めていると

ころです。 
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186 そ
の
他 

― ― 【最優先事業は何ですか】 
民間に委託できない、区しかできない事業と

いうのがあるのではないかと思います。何をお
いても喫緊の課題と考えられる 3 つ～5 つを絞
り出し、これだけは絶対に達成する、という区
の考え方が知りたかったです。一つの課題にか
なりの量の事業があります。区民はこの課題の
どれか一つには当てはまり「区がやってくれて
いる」感は感じられますが、あまりの数の多さ
に、実際にこれだけのことを４年間で達成する
ことは難しいのではないかという思いで素案
概要を読みました。何百という事業に限られた
原資を分配しても、全ての予算が中途半端で達
成度が低くなるのではないかと感じました。 

住民福祉の向上を目指し、子どもから高齢者、また、防
災・まちづくり・環境など様々な分野において、1,000を超
える事業を実施している中で、重要性・緊急性の高い 54の
優先課題を選定いたしました。課題の解決には時間を要す
るものがありますが、「４年後の目指す姿」の達成に向け
て各施策を推進してまいります。 

187 そ
の
他 

― ― 【実施報告】 
この戦略の成果報告の発表予定はあります

か。 

計画の実効性を高めるため、「文の京」総合戦略に記載
した手段（当初事業計画）について毎年度点検することと
しております。 

188 そ
の
他 

― ― 【縦割りになっていないか】 
目的が近いのに別の事業になっているもの

があるのではないかと感じました。 
例えば、地域コミュ二ティの強化は、高齢者

だけでなく障害者や子供など、ケアを必要とし
ている人たちの住みやすさも改善し、自助共助
も生み出します。弱者が地域に頼れる先を増や
すことにもつながり、例えば、防災力の向上に
も繋がるはずです。こうした課題の相関性が、
計画事業に反映されていないように感じまし
た。 
番号 36 地域コミュニティの活性化に関わる

事業は、番号 12、19、20、21、48の事業と関係
があると思いますが、そこに同じ事業名があり
ませんでした。 
縦割りになって、違う事業で同じような課題

について議論する、予算も両方の事業に配分さ
れてしまいそれぞれが十分出ないということ
にならないでしょうか。 

ご指摘のとおり、一つの主要課題の取組が、ほかの課題
解決に影響を及ぼすことは認識しておりますが、課題や事
業の相関を踏まえて全ての戦略シートに盛り込むことは難
しいものと考えております。 
地域コミュニティの活性化は、分野を超えて様々な課題

の解決につながるものであると考えておりますが、主要課
題 36については、町会・自治会等に焦点を当てた課題とし
て捉え、地域活動団体の支援や地域の担い手の発掘・育成
に取り組むこととしております。 
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189 そ
の
他 

― ― アンケートを実施し、その設問別の主な意見
についてです。「主な」というのは具体的にど
のくらいの数なのですか？アンケートを出し
たのですが、それは「主な」ではないと判断さ
れ明記されていないということでしょうか。も
っと細かくどのような意見があったのか知り
たいです。行政にとって都合のいい意見だけが
取り上げられているように感じられるのは、お
互いにとっていいことではないと思います。 

当該アンケートについては、183 人の方から 364 件のご
意見をいただきました。このうち、設問Ａの保育所の増設
に関するご意見は３件、設問Ｂの子どもの遊び場や運動の
場の増設に関するご意見は８件など、当該アンケートの結
果をまとめた資料には、複数ご回答のあったものを中心に
掲載しております。掲載したもののほかにも、様々なご意
見をいただいており、当該資料には割愛させていただきま
したが、いただいたご意見については、「文の京」総合戦略
の策定に当たり参考にさせていただいております。 
いただいた全てのご意見については、今後公開いたしま

す。 

 


