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ＪＲ小岩駅周辺地区まちづくり基本構想案 説明会議事録要旨 
 
ＪＲ小岩駅周辺地区まちづくり基本構想案 説明会議事録要旨（全体まとめ）  
 
日時 平成 20年 11月 10日から 18日 （全 4日間、9回開催）  
場所 小岩コミュニティホール・小岩区民館集会室  
出席者 延約 300名  
資料 ＪＲ小岩駅周辺地区まちづくり基本構想案パンフレット  
 
 ○ 議事要旨  
 
 □ 説明会内容  
 ＪＲ小岩駅周辺の、駅前町会、北口町会、四南町会、駅南町会を対象として、区から、

これまでの各地区の勉強会の経過と、現在の進行状況等を報告し、情報共有を行った。 
 その後、配布したパンフレットを基に、ＪＲ小岩駅周辺地区まちづくり基本構想案につ

いて、まちづくりの方針と各地区の構想の説明を行った。最後に、全体のスケジュールの

確認と、今後の予定について説明を行った。説明会が全て終了した後に、個別意向調査、

街区別懇談会を実施することを確認した。  
 
 □ 質疑応答（意見交換）  
 （○：質問 □：区回答）  
 基本構想案について  
○： この構想案は最初から成功ありきで作っており、空想としか思えません。低層部は商
業施設でその上が住宅というような金太郎飴みたいな建物がどこにでもあるが、成功した

ところはあるのでしょうか。 
今のまちにはすでに個性が出ています。同じ商売でも、成功した人もいれば失敗した人も

います。デフレの盛んな時代に全ての経済が下がったので、売り上げも下がるのは当たり

前です。  
□： 小岩のまちをどのようにしていくかということは、昭和 50 年頃から地域の方々も検
討されてきました。小岩はお店や映画館、飲食街の個性豊かな賑やかな商業地域であり、

当時は江戸川区内だけでなく葛飾や総武線沿線からたくさんのお客さんが来ていました。 
しかし、売上高の減少によりシャッターが閉まってしまい、また、駅前の銀行が撤退する

など、賑やかさが失われてきたというのも事実だと思います。 
今後、どう元気さを取り戻していくかということについて昨年の 2 月からご相談してきま
した。そのあと 6 月にはもう少し具体的なお話をして、地区ごとに全員の方にお声をかけ
て検討してはどうかということで、勉強会の立ち上げを行い、定期的に開催しているとこ
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ろです。 
再開発が成功した事例があるのかということですが、日本各地で７００箇所以上の再開発

を行っております。その中で、商業が撤退して大失敗したというような事例も中にはあり

ますが、かなりのところが成功していると思います。以前、勉強会で見学に行っていただ

いた府中では、商店街が厳しかったときに地域の皆さんで、まちを何とかしようと再開発

を行い、成功しているところもあります。 
小岩の個性は区から押し付けるつもりは全くありません。先ほど再開発は金太郎飴という

話もありましたが、そうならないためにはどうしたらいいかということを、ひとつひとつ

地区の中で話し合って、全体のバランスを取りながら進んでいこうと考えております。  
○： ビルを作って商店が中に入る構想ですが、入ってから商売がおかしくなったらどうす
るのでしょうか。駅前で飲み屋をやっています。小岩には飲み屋がたくさんあり店の入れ

替わりが激しい中、生き残ってやっています。ポポのように、煙が出てはいけない、火を

使ってはいけない、癒し空間もトイレの前のベンチだけ、そんな同じ様な空間のビルでは

商売は続けられません。 
密度の濃い（狭い）道路に面していれば、見た目は良くないですが、それが個性ではない

でしょうか。道路を広げてしまえば、横断歩道まで行かないと道路を渡れず、それでは、

川と同じで対岸に行くようなものです。 
小岩にパズルのような道路を整備できるとは思えません。それよりも車が入ってこないよ

うな環境にすれば人が街中を歩いて安心してお店に入るのではないでしょうか。  
○： 小岩の街は住んでいる人が多く、道路が狭く建て替えたくても建替えられない方もい
ます。今、西小岩や北小岩で人口が増えてきているのはマンションができたり道路ができ

たり、やはり住環境がよくなってきているからだと思います。人が集まってくれば商売も

成り立つのではないでしょうか。 
今の人たちは、一箇所にいってその日一日遊べるようなところを好んでいると思います。

小岩にも昔はフラワーロードに土曜・日曜は人がたくさん出てきていました。今も地域の

お祭りの時には人がたくさん出てきています。 
人口を整える上でも、どういうまちにしていくか、皆さんで研究していけたらと思ってい

ます。  
○： 昨年、コスモスイニシアのグランファーストを買って住んでいます。 
小岩には柴又の帝釈天とはちがう商人の商売としての歴史があります。周りには２８の商

店街があり、これだけ商業が発展しているまちは全国どこにもないのではないでしょうか。

倉敷や川越、大きな商業地区のある市川や砂町と比べるのではなく、今の小岩の商業の魅

力を大切にすべきではないでしょうか。 
残念ながら住んでいる人が歳をとって一部が衰退し、建物が老朽化して陳腐化したところ

もあると思いますが、そのようなところを直していけばいいと思います。このような絵に

描いたような大規模開発では小岩の魅力がなくなってしまいます。  
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○： 私はどちらかというと構想に賛成です。今あちこちにショッピングセンターがあり、
よく見に行きますが、この間できた越谷のイオンは駐車場が 8500台とたくさんあり、土曜・
日曜には 3時間無料にするなど、たくさんの人が来ているようです。 
違う商売の方のお話を聞いて、もっともだなと思うこともありました。共同の建物の中で

違う商売をどうしていくか考えていかなければならないと思います。  
□： 飲食の店は小岩の個性だと思っています。その個性によりお客さんが来られているの
だと思います。ポポは鉄道の下ということもあり火気に一定の制限があると聞いています。 
将来の建物に全部の店がビルの中に入らないほうがいいということになればそういったエ

リアを作るなどの工夫も必要です。北側の飲食のお店とのつながりの中で、店舗の再配置

や人の流れがうまく作れるように計画していきたいと考えています。 
商売によっても希望する条件・想いが違うので、個別に相談しながらひとつひとつ街の中

に活かしていきたいと考えております。 
  
○： 北口駅前地区と七丁目地区では、どちらも商業機能を導入するということですが、北
口駅前地区では「商業施設の誘致」、七丁目地区では「駅前商業拠点の開発誘致」と表現が

違うのはなぜですか。  
□： 北口駅前地区には、現在イトーヨーカドーがあります。その場所には駅前広場を整備
するので、替わりとなる商業施設を誘致しようと考えております。 
一方、七丁目地区には現状として、拠点となるような施設がありません。 
よって、開発計画を進めながら施設を誘致しようと考えております。そのため、このよう

に表現の異なる言葉を載せております。  
○： どれだけの規模の施設ができるのか、権利の変換が可能なものができるのかというよ
うな、具体的な説明をするのが基本構想案説明だと思いますが、その説明がありません。

また、七丁目の商業施設はパンプレットの絵を見ると 6 階建てになっていますが、どのよ
うにして建物の階数を決めたのですか。また、どういった経済条件を考慮して計算をして

いるのですか。  
□： 具体的な話しを、というご指摘だと思いますが、区としては地区の皆様と話しをしな
がら一歩一歩進める考えです。事業計画に関する具体的な数字については今しばらくお待

ちいただきたいと思います。また、商業施設についてですが、階数を確定しているわけで

はありません。今後経済性を考慮して計画していきたいと考えております。パンフレット

はあくまでもイメージですのでご了承ください。来年度には、こうした構想の建物、交通

条件の中で、どのような商業施設を誘致できるのかを含めた商業調査をおこなう予定です。  
○： 基本構想の中で七丁目はかなり大規模な商業施設を計画していると思われますが、こ
れでは駅からの利用者が直接この施設に入ってしまうため、周辺の商店街の売り上げはか

なり厳しくなってしまうのではないでしょうか。  
□： その点は我々も危惧しているところでありますが、まずは小岩に来ていただくきっか
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けとなるものをつくっていかなくてはならないと考えています。 
拠点の施設と周辺の商店街等店舗で、どう競合しないように共存していくか、検討しなく

てはなりません。また、商店街に店舗が連続し歩いていけるようにしていく必要がありま

す。現在、広範囲のデータはありますが商店街ごとなど詳細での消費構造等についてはわ

かりませんので、来年度実態調査をし、それぞれの商店街でどういったもの成り立つのか、

検討していきたいと考えています。  
○： 現在リングロードの北側のエリアに住んでいます。計画では、商業のエリアとなって
いますが、住まいとしての機能は計画されないのでしょうか。  
□： 現段階では、そのエリアは商業集積のエリアとして考えていますが、今後の検討によ
っては、住宅機能を導入することも考えられます。この七丁目地区に関しては、リングロ

ードの南北によらず、地区全体で土地の再配置等を行い、住み続けることができる仕組み

を検討したいと考えております。具体的な手法としては、土地区画整理事業や市街地再開

発事業がありますが、この地区にはどのような事業が良いか、みなさんの思いを取り入れ

ながら検討を行い、来年６～７月に説明の場を設けたいと考えております。  
○： 中央通りや地蔵通りの飲食店が立ち並ぶエリアでは、どのような方針をお持ちなので
すか。  
□： 以前、柳小路の区域は風俗店が多く女性が近づきにくい状況でしたが、マンション開
発による影響で風俗店が少なくなりました。例えば地区計画という手法により、新規の風

俗店の出店を規制するなどして、徐々に環境を整えていければと考えています。  
○： 地蔵通りなどにはおいしい飲食店もあり、小岩のシンボルの一つだと思います。無く
すのではなく、飲み屋街としてまとめて配置して欲しいと思います。  
□： 地域には、年をとって階段の上り下りが困難で、エレベーターがないと下までおりら
れないとか、道路が狭く救急車・消防車が入れないとか、建替えようと思っても建築の機

械が入って来られないという状況もあります。 
これから我々の持っている土地・家屋の権利を統合して、安全安心の街にできるようにし

ていきたいと思います。 
過去に小岩では計画が出されながら挫折しています。これが最後の機会だと思って協力し

ていきたいと思います。  
   
 道路路計画について  
○： リングロードや駅前の道路を拡幅するとの計画ですが、一時停車や荷捌きトラック等
の問題についてはどのように考えられているのでしょうか。 
また、タクシーの待機場所の取り合いも起こるのではないでしょうか。実際、現在でも一

時停車や荷捌きの停車等により、渋滞が起こっている箇所もあります。商業があると、自

動車で来る方もいますので、そういったところもきちんと考えて、歩道だけを広げるので

はなく、車道の幅員も考えなくてはいけないのではないでしょうか。  
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□： 駐車場不足による路上駐車に関しては、南北の駅前広場の下に地下駐車場を設置した
いと計画していますので、そこを利用することによって路上駐車を解消したいと考えてい

ます。 
荷捌きのトラック等に関しては、建物内に荷捌き場を確保するように誘導していきたいと

考えています。 
問題となるのは、「短時間だけだから路上に駐車したい」という一時停車だと思いますが、

それらについては道路に停車帯の切り込みを設けるなど、道路構造を工夫する検討が必要

です。 
また、エリアマネジメントという視点が重要になってくるのだと思います。例えば、時間

規制等により、日中の自動車流入を抑制したり、時間貸駐車場のシステムを検討したり、

そういったことが地区全体でマネジメントができればと考えています。  
○： サンロードの道路の線形はどのように決まったのでしょうか。計画では、片側に一方
的に拡幅される線になっていますが、通常は、現状の道路の中心線から両側に同じ幅員だ

け拡幅するのではないでしょうか。 
バスやタクシーが通りやすいようにといって道路を拡幅すれば、人は駅に直接行ってしま

い商店街を通らなくなってしまいます。柴又街道でバスの乗降を行って、商店街を歩いて

駅に行くようにするなどできないでしょうか。  
□： 柴又街道から小岩駅までのＳ字にカーブしている現況の道路を最大限活かすため、比
較的まっすぐに南口駅前広場につながるように設計したものです。 
図面については確定しているものではないので、皆様にお配りしておりませんが、この線

形が最適な位置と考えております。  
○： サンロード南側に店舗を所有しています。 
サンロードを１８ｍに拡幅するとのことですが、今建物を建て替えする場合、許可はおり

るのでしょうか。計画線はあくまで暫定のものと考えてよいでしょうか。  
□： サンロードは、現在、建て替えの際に１ｍセットバックするという商店会の地域協定
があります。これは、区の許可は必要のない任意の形のものであり、現状どおりでも確認

申請はおります。 
しかし、まちづくりを進めていこうという今のまちの機運にも影響があると思われますの

で、ご相談の上できる限りご協力いただければと考えております。  
○： サンロードの拡幅の話はいつ出てきたのですか。前回の説明会（測量）の時には全く
説明がなく、急に拡幅という話で遺憾に思います。  
□： 道路の線形についてはこれから決定していこうというところであります。 
拡幅のご相談は以前から説明会等でさせていただいております。  
○： サンロードの拡幅線形を詳しく教えてください。  
□： 中央通りから東側は北側へ、西側は南側へ道路を拡幅し現況道路のＳ字をなるべく直
線になるよう、また、南口の駅前広場につながるように最も合理的に設計しています。 
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マンション等建物にかかる部分については建て替えの合意や生活再建のご相談が必要にな

ってきますので、概ねの線形がでた時点の今年の夏前に一番街沿道の皆様へ提示したとこ

ろです。 
  
○： 周回道路は一つの川のようなもので、今の歩きやすい昭和通りを分断してしまうので
はないでしょうか。駅への良好なアクセスに配慮する必要があると思います。  
□： 周回道路は歩行者優先の通りとすることを視野に入れて検討しています。南北移動を
担う六丁目地区は対面通行、七丁目地区では一方通行にするなど、人と車の動線について

工夫しながら検討を進めていきたいと考えています。 
また、七丁目地区勉強会では、周回道路沿いに水を流してはどうかという意見が出される

など、歩行者にとってゆとりある道づくりが期待されています。 
パンフレットのイメージイラストでも描かれているように、沿道では建物をセットバック

し歩行空間をより確保するとともに、昭和通りとの接点ではオープンスペースなどを配置

し、縁日などのイベント拠点として活用することを提案しています。  
○： 周回道路の線形が決まった経緯を教えて下さい。 
また、昭和通りは車が少ない反面、自転車が多く歩きにくい道路となっています。電線の

地中化など、歩行空間を改善することは考えているのでしょうか。  
□： 周回道路につきましては、マンションなど取り壊しが困難な建物にかからないよう考
慮しておりますが、基本的には一番望ましい道路線形を優先し提案しています。また、鉄

道のガード下や既存道路との接続なども考慮しながら、地区の中心部を通るよう計画しま

した。 
電線の地中化につきましては、幅の広い主要な道路は基本的には地中化を想定しておりま

す。ただし、周回道路南側の個別利用を想定しているエリアでは、通過交通が発生しない

よう広い幅の道路にすることは考えておりません。そのため、配電のトランスを道路上に

置くスペースがなく、電線の地中化は困難であるかと思われます。 
良好な歩行者空間としていくため、自転車レーンの設置も視野に入れながら検討していき

たいと思います。  
○： 昭和通りを拡幅することは考えているのでしょうか。  
□： 現在、昭和通りの幅員は約７ｍです。 
今の通りは賑わいや歩行空間としてちょうど良いスケール感であると認識しており、大き

く幅員を広げる必要はないと考えています。  
○： 現況の建物が描いている図面を用いて、都市計画道路がここを通るから移転して下さ
いというように、具体的なことを説明しないと分かりません。漠然とした説明では、皆さ

ん不安を感じると思います。皆さんが一番知りたいのは、移転する際に区が誘導してくれ

るのか、補償はあるのか、どれくらいの時間がかかるのかということですから、そうした

具体的な説明を早くして欲しいと思います。  
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□： 住み続けたい、商業の床がほしいなどの皆さんの意向を一人一人聞き、共同化する部
分、個別利用する部分の土地利用の目安を立て、街区の大きさを決めて、道路を計画して

いきます。 
現段階では、皆さんに具体的な街区割りや地区の道路計画をご提示することができません。

これから、皆様と街区別相談会などを行いながら意向を確認し、来年の 6 月頃にはそのよ
うな案を提案することを考えております。 
 
  
 交通計画について  
○： 現在南口からサンロードを通って柴又方面に行くバスを、北口で乗降できるようにす
るという話がありましたが、決まったことなのでしょうか。  
□： バス事業者との協議はこれから行いますので、まだ決まっておりません。 
現在南口にはバスが一日に約６００本乗り入れており、そのうちサンロードで約３００本、

フラワーロードで約３００本負担している状況です。 
駅周辺には、北側から来るバス、蔵前橋通りを通るバスや空港へ行くバス、シャトルバス

等もあるので、これらを、新たに設ける北口の駅前広場と南北全体で合理的に再配置して

いくことを検討しています。  
○： 周回道路が新たに整備されますが、駅南北を行き来するようなバス路線を開設する予
定はあるのでしょうか。  
□： 具体的な路線の再配置、新設等につきましては、今後バス事業者と協議しながら進め
たいと考えています。 
現時点では、南口の駅前広場で発着している一日 600 台のバスのうち、金町行きやリムジ
ンなど、北口方面や蔵前橋通り経由の路線を北口駅前広場へ移すことを想定しています。  
○： 毎日、駅近辺で買い物をしていますが、自転車が多く危ないと感じることがあります。
駐輪場の整備を行う計画であるということですが、その規模はどの程度を考えているので

しょうか。駐輪場の規模が小さい場合、せっかく整備した道路も駐輪場のように使われて

しまうのではないでしょうか。  
□： 駐輪場については整備位置、規模ともにまだ決定しておりません。 
整備する建物の用途や規模に応じ、適切に駐車場、駐輪場を設けていきたいと考えており

ます。今後、安全で利用しやすい駐輪場を検討していきます。  
○： 提案では、商店街の活性化も緑地の充実も縁日も全て駅前でやろうとしていますが、
駅から離れた位置で行った方が良いのではないでしょうか。交通が集中する駅前は、高齢

者や子どもにとって安心して訪れることができる場所ではありません。 
また、駅前は地価が高く新規出店のネックともなっています。駅から離れた位置、幹線道

路の裏手側は車通りが少なく、環境も良いため商業が活きると思います。例えば千葉街道

側の方が賑ってくるならば、そこからバスやタクシーで駅まで行くというように考えた方
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が良いと思います。駅前に集約してまちづくりを行うという発想だけではなく進めていた

だきたいと思います。  
□： 小岩の軸線は２６の商店街であると考えています。それを残し、活かしていくための
方策を地域の皆様と議論し構想案として提案したしました。 
今頂いたご意見については、どのようにお受けして進められるか整理し、検討したいと思

います。 
また、来年度に商業調査をかけ、小岩を使っていただいている方、または小岩へ出店した

いという方について今後分析していきたいと考えています。  
○： バスの小型化も考えられるのではないでしょうか。 
渋谷や代官山では小型バスの路線があり好評のようです。小岩で集客を高めるには、その

ような小型バスを頻繁に通すことも良いのではないでしょうか。  
□： 検討していきたいと思います。経営や運営主体、方法についての検討が必要であると
考えています。 
 
  
 まちづくりの手法について  
○： 七丁目地区の想定事業手法として土地区画整理事業、市街地再開発事業とありますが、
「土地区画整理事業は更地にする」、「市街地再開発事業はゲタ履きビル」というイメージ

を持っているのですが、そのような理解でよろしいですか。  
□： 七丁目地区では細街路が多いため、土地区画整理事業により一度更地にして道路を整
え、商業や住宅といった機能ごとに土地の再配置を行いたいと考えています。 
また、複数の権利者が集まって共同で建物を建設することが市街地再開発事業です。 
例えば、マンション住まいを希望される方たちが集まり、マンションを建設するという方

法です。 
それら土地区画整理事業や市街地再開発事業を具体的に検討するための資金計画や補償な

どについては来年の 6 月に予定している基本計画案説明会の段階でご提示していきたいと
考えおります。  
○： 七丁目地区全域が土地区画整理の範囲ということでしょうか。区画がある程度整って
いる箇所では事業を行わないということはあるのでしょうか。  
□： 七丁目地区では土地が細分化されており、地区全体で土地区画整理事業を行い、土地
を整えることが必要だと考えています。 
その進め方として、これから街区別の懇談会を重ねながら計画の取りまとめを行い、都市

計画の決定へとつなげていきたいと考えています。  
○： 事業手法の説明では、土地区画整理事業と市街地再開発事業の２つがありましたが、
権利者にとってその違いは何でしょうか。 
また、反対の人がいる場合どうなるのでしょうか。  
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□： 土地区画整理事業は、換地という土地を入れ替える方法を用いて、道路用地を生み出
し、土地の区画を整形にします。権利者の皆さんは今ある土地から整形になった土地に入

れ替えます。 
一方、市街地再開発事業はいくつかの土地を集めて、共同して建物を建てる事業です。今

回はそれらの事業を組み合わせて行うことを提案しています。 
いずれも都市計画の法律に定められた事業です。都市計画の決定により、権利者の皆さん

は権利を補償されるのと同時に、権利に制限が生じ、建築する際には 2 階建てまでしか建
てられないなどの制限が出ます。 
また、最後まで反対した人がいた場合には、ご協力していただいた方や事業効果等を考慮

して、最終的には法的な手続きによる場合があります。 
ですから、今の段階から、皆様とよくお話をし、個別の希望を聞きながら、理解を深め納

得してもらいながら進めていきたいと考えています。  
○： 開発誘導に位置づけられている地域に住んでいるのですが、開発誘導はどのようなも
のなのでしょうか。  
□： 開発誘導の地域の方には周りの事業推進地区の進捗状況を見守って頂きたいと思って
います。その中で共同化の意向をお持ちになった際には、相談をしながら柳小路地区と同

様に建替えに伴う補助金等の検討もしていきたいと考えています。 
 
  
 スケジュールについて  
○： 七丁目に住んでいますが、江戸時代から小岩に家があるのでそれが変わってしまうの
は寂しいです。しかし、時代の流れとして、この案はやむをえないと思っています。実際、

近所で火事があったときには怖い思いをしました。救急車を呼んだときも家の前まで救急

車が入れず、担架を持ってきたような状況です。家の前の横丁も昔は子供が多く賑やかで

したが、今では年金横丁などと言われています。 
具体的にはこれからの話だと思いますが、完成がいつ頃になるのか目安を教えてください。

また、周回道路にかかっている人は立ち退くことになるのでしょうか。家も古く建て替え

も考えていますが、建て替えしてもいいのか、教えてください。 
  
□： 七丁目は権利者も多く少し時間がかかるかもしれませんが、道路の都市計画決定は平
成 22～23年にやっていきたいと考えています。そこから区画整理となりますので、およそ
10年をひとつの目安で全体の事業を行っていきます。 
同じ七丁目のエリアでも早いところと遅いところ出てきてしまうため、これから事業の計

画の中で具体的にしていきたいと考えています。 
周回道路にかかるところについては、区画整理と再開発事業を併せてやる中で、権利をマ

ンションなどの住まいの床に変換し、又はエリアの中の別の場所に新しい建物を建ててい
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ただくなど、個別の権利の移動についてご相談をしながら決めていきたいと考えています。 
建て替えにつきましては、難しいところですが、建物の老朽化により、どうしても建て替

えをされたいということであれば、まず個別にご相談していただけたらと思います。 
まだ少し時間的に余裕があるのであればこの事業の中で一緒に建替えを考えていただきた

く、また二重の投資にもならないと考えております。  
○： 全ての事業が終わるのに、何年ぐらいかかるのですか。  
□： 事業の方向性を見定める平成 22年度以降に道路の都市計画決定を予定しています。 
その後、各地区の事業の合意が得られれば、早いところで着工まで通常 5 年ほどかかると
想定しています。 
七丁目では、先行して区画整理事業を考えておりますので、7年から 10年ほどかかると予
想されます。  
○： この絵姿になるのはいつ頃ですか。決定してからすぐ実行に移りますか。それとも建
て替え時期を待って進めていくのですか。  
□： ２１年度から２２年度（２３年３月）までに建物プランや配置について検討し、権利
者の皆様に事業計画の合意をいただき、その後、都市計画決定を行います。そこから、事

業計画の手続きを経て、着工まで早くて約３年程度だと考えております。 
しかし、七丁目については、地区が広く権利者の方も大勢いることから合意づくりに時間

がかかる可能性があります。 
また、再開発事業と区画整理事業を併せて行っていく予定ですので、案の作成や手続きに

時間がかかるため、六丁目や北口駅前地区に比べ多し時間がかかると考えております。  
○： 昨年９月に開催された測量説明会・交通量調査説明会に参加したのですが、その結果
はどうなったのでしょうか。 
また、いくつかの地区に分けて勉強会等を進めているとのことですが、先ほどの説明だと

各地区でかなり進捗状況が異なるとの印象を受けました。 
今後の進め方としては、各地区それぞれで進めていくのか、全地区そろって進めていくの

かお伺いします。  
□： 測量については、昨年度完了しておりまが、一部補足で今年度も調査しております。 
交通量調査についても、昨年度の平日に調査を行ないましたが、小岩は商業のまちという

こともあり、休日について新たに調査推計を行います。すべての調査が完了した時点で、

勉強会等を通して地域のみなさまにご報告をしたいと考えております。 
各地区で進捗状況は異なります。対象としている人数も勉強会を開始した時期もそれぞれ

異なりますので、意識の高まり等も差が出ています。そこで、今後の進め方としましては、

まちの骨格となる道路や駅前広場といった公共施設について、平成２２年度に先行して都

市計画決定を行いたいと考えております。その後、全体的に意識を高めつつ、地区の状況

により合意形成をしっかりと行いながら順次計画を具体化していきたいと考えております。  
○： 七丁目に住んでいますが、周回道路に現在家がかかっていると仮定すると、建物の建
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て替えは先延ばしにしたほうがいいということでしょうか。  
□： 平成２２年３月を事業計画の意志決定の時期と考えています。それまでお待ちいただ
ければと思います。 
 
  
 その他について  
○： 先ほどの説明ではお金について触れていませんでしたが、区の予算などについてはい
つ頃示されるのでしょうか。  
□： 建物のボリュームや駐車場・駐輪場の規模によって数字が異なってきますが、あと 1
年ほど先（平成 22年度）に予定している「事業計画案の提示」の段階で概略の予算が出て
きます。  
○： 予算はどのくらいを考えているのですか。  
□： 事業全体で千数百億円ほどを想定しています。 
国、東京都と江戸川区が、公共部分の費用を負担します。事業計画まで進みますと、概ね

の資金計画として、皆さんにご提示できると思います。  
○： 駅前の昭和通り付近で新しく建築が行われていますが、再開発の構想がありながら、
許可をしたのはなぜですか。  
□： 建築されているところは、駅前広場（南口）として既に都市計画決定されているとこ
ろです。建物が古く雨漏りして、商売ができずどうしても建て替えたいということでした

ので、都市計画区域内であるという了解のもと許可を出しています。 
小岩駅周辺地区での建築確認申請については、全ての情報がこちらに入ってくるような体

制を整えております。  
○： 中央通り沿道でのセットバックの説明がありましたが、中央通り沿いで進められてい
る建築計画では、建築主から構想案の理解をいただいているのでしょうか。  
□： サンロードの柴又街道付近に建設されたマンションは、９ｍ以上後退して建てていた
だいています。 
都市計画決定がないと建築行為への規制など強制力がありませんので、任意協議で協力し

ていただいています。いつまでも実現しないのでは長期にわたり地域の皆様にご迷惑をか

けることになってしまうため、早期に道路線形などを決定していきたいと考えています。 
今後、道路にかかる建築計画につきましては、相談をしながら地域の皆様のご協力をいた

だき進めていきたいと考えています。  
○： 区民の安全を守る為には、スーパー堤防の整備の方が大事だと思います。 
また、どのようにしてこうした構想案がでてきたのか確認させてください。 
勉強会等の通知をおこなっていると言うことですが、伝わっていません。ポスティングは

チラシと混同するため好ましくないと思います。 
また、説明の中で意味が解らない用語が多くあります。例えば法定とは何か、また、協働
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する事業者とは誰なのですか。 
事業エリアに住む人たちはどうすれば良いのでしょうか。立ち退かなければならないのか、

それとも残れるのか、立ち退くとしたらどれだけの補償や援助をしてもらえるのか。個人

がどうすれば良いのかが分かりません。 
個別面談でというお話でしたが、そうしたことを説明会で言わなければ全体の問題になり

ません。  
□： スーパー堤防事業は、区の整備方針を定めて進めております。 
勉強会などの通知方法ですが、北口駅前、631、七丁目地区については職員が現地にいらっ
しゃる方にお声掛けをして、案内を地区内のポストへ全戸投函すると共に、地区外の土地

所有者の方には郵送にて案内しております。また、町会自治会の回覧板や区のホームペー

ジにお知らせ等を載せて広く案内しております。 
専門用語の『法定』とは都市計画法、市街地再開発法に基づいて事業を行う意味で用いて

います。協働における事業者とは、一緒にまちづくりを進めていく事業に参画する企業の

ことを意味しています。 
道路事業は用地買収等が入ることが考えられますので、立ち退きが伴う場合があります。

拠点整備のような面で行う再開発事業については、権利者の持つ権利を評価して、新しい

再開発ビルの権利の床に置き換えます。商業については商業床に置き換えるということを

想定しております。  
○： メトロセブンとは何か関係があるのですか。  
□： 直接関係してはおりません。  
○： 小岩には居住していませんが建物を所有しています。今回この説明会の話を初めて聞
きました。本日は人伝てに聞き、区に連絡をして出席しました。 
区は土地・建物所有者の名前を把握できるでしょうから、対象の方への周知は十分にすべ

きではないでしょうか。  
□： 勉強会・説明会の案内については、これまで区職員自ら地域に手配りし、登記されて
いる地区外の権利者に対しては郵送するなどするというやり方をとらせていただいていま

す。 
しかし登記されていない等の権利に対しては把握しきれていません。そのため一部連絡が

届かなかったところもあると認識しています。 
今後は土地所有者の方に個別に権利状況について直接お伺いしながら借地権者や借家人、

その他の方についても把握していきたいと考えています。  
○： 最近の駅前開発では、自治体の施設を建設することがあるようですが、この計画では
ありますか。  
□： 今ある公益施設の配置バランスを考慮する必要があります。今後皆様の声を参考にし
ながら検討していきたいと考えています。 
また、絶対的に必要であると考えている公共施設は、駐車場・駐輪場です。適切な規模の
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駐車場・駐輪場をきちんと整備していきたいと考えています。  
○： 鹿骨に住んでいます。普段小岩駅をよく利用しているので出席しました。フラワーロ
ードには、現在も比較的個性的なお店はあるとは思いますが、道の左右を自由に渡れず買

物しづらいと感じます。 
昭和通りは左右行き来して買物ができるので、その雰囲気を残すとよいと思います。駅前

でバスを乗降して人が商店街を歩かないという話は通勤時間帯以外で、駅前乗降のバス本

数を減らすなど検討はできないのでしょうか。小岩をたくさんの方に利用していただくた

めに、どういったものがあるとよいのか、考えていく必要があると思います。  
□： 来年度、商業調査を予定しています。その中で、商店街の整備方針について検討する
予定です。また、小岩駅を利用する方々がどのようなまちづくりを望んでいるのか調査の

中で把握したいと考えております。  
○： 現在、小岩のまちづくりを担当している区の方々は、いつまで担当する予定ですか。  
□： 我々は、いつまで担当できるかを決めることはできませんが、これからもみなさんと
一緒にまちづくりに取り組んでいきたいという決意でおります。  
○： まちづくりの際は、時代の流れを読み取らなくてはいけないと思います。 
また、総論では賛成でも、各論となると反対や不満もでてくるのではないでしょうか。我々、

生活者の立場に立って、行政の方にもよく考えてもらいたいと思います。  
□： 「時代の流れを読んでもらいたい」とのご意見でしたが、まさに、その視点から我々
は小岩のまちづくりの話を進めております。 
小岩のまちづくりでは、防災性の向上が第一ですが、それによって、今のまちの良さをな

くしてはいけないと考えております。まちの良さを活かし、消費者のニーズに合ったまち

を全体で考えていきたいと思います。 
まずは、こういった方針のもとでまちづくりを進めることについて、了解していただきた

いと思います。そして、次のステップとして、個別のご意見を伺いたいと考えております。 
また、今後は商業等の調査にも取り組みながら、まちづくりを進めてまいります。  
○： 小岩は、サラリーマンのまちです。そのことを忘れず、計画を進めてもらいたいと思
います。  
 


