
（説明）

昨年、江戸川区の小岩駅周辺地区まちづくりにおける考え
方を説明してから、１年半ほど経ちました。

その後勉強会等を重ね、本日、まちづくり基本構想案をま
とめてまいりました。

この構想案を、更に皆さんと具体的な計画へと発展させて
いきながら、小岩のまちをどのように元気にしていくかを
考えていきたいと思います。

1



2

（説明）

小岩駅の開業から約１世紀経ちました。その間、小岩は戦
災にもあわず、江戸川区の商業の中心として発展してきま
した。

しかし時代は流れ、社会の変化と共に小岩も徐々に変わっ
てきています。昔は少なかった車が増加し、現在では道路
が狭く、駅前ではバスが右往左往しています。また、区南
部に鉄道が新たに整備され、都心への利便性が向上しまし
た。

しかし、一方で都心や周辺の大きな商業店との競争となり
、小岩の商業は厳しい状況になっております。

災害面では、都市としての脆弱性が問題となっています。

これからの100年を発展していけるように、まちづくりを
進めていきたいと思います。
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（説明）

まちづくりの経緯をご説明します。

昨年2月に、小岩駅周辺を元気にしたいということからまち
づくりがスタートしました。
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（説明）

駅周辺の道路整備が丌十分であります。

南北の移動がしづらい等の課題があり、まち全体で活気を
失いつつあるというお話をしました。
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（説明）

それらの課題をどうやって改善していけば良いか、整備イ
メージを示しました。

商業の活性化に向けた課題解決のためには、骨格道路の整
備や防災性を高める整備が必要になってくるといったお話
をしました。
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（説明）

昨年6月には、もう少し具体的に整備案を示してほしいとい
うご意見をいただきました。
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（説明）

そこで、駅前広場の範囲や骨格道路の幅、どこを主に整備
していくかについてお示ししました。

また、商業の拠点を置くことによって商業の活性化につな
げましょうといったお話をしました。
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9

（説明）

その中で、道路計画について、西小岩通りや中央通りを拡
幅した方がよいのでは といったご意見などをいただき検
討を進めてきました。



（説明）

現在では六丁目地区、丂丁目地区、北口駅前地区、西小岩
通り地区、サンロード地区の5地区でこうした話し合いを継
続するために、勉強会等を行っています。

では、各地区勉強会での検討内容について、簡単にご紹介
します。
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（説明）

南小岩丂丁目地区勉強会では、２３名の世話人の方々が公
募により選出されました。平成２０年５月に第一回をスタ
ートし、月１回の頻度で勉強会を開催しています。

その様子を写した写真です。勉強会の開催に当たっては丂
丁目地区の方々に案内を配布し、一般の方々も自由に傍聴
が出来ることとしております。
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（説明）

約４．５ヘクタールの最も大きい丂丁目地区では、南口駅
前に大きな商業拠点を整備し、南側に住宅地を確保しよう
とご相談しています。

次に、赤の点線部分を断面で示します。
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（説明）

駅前広場の下に駐車・駐輪場を確保しながら、モール型の
店舗を整備します。

また、リングロードを挟んで南側では、足下に店舗を置い
たある程度高層なマンション、又は事業所や個別利用した
い方の住宅の確保を考えています。
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（説明）

現在住んでいる方の土地、建物を権利として適正に評価し
、土地区画整理事業や市街地再開発事業の手法を組み合わ
せながら、事業後に権利に見合った場所へ再配置できない
かとご相談しています。
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（説明）

その際、権利者の方一人一人の意向に合わせ、色々な選択
肢のある権利変換のパターンを用意しながら、ご相談して
いこうと考えています。
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（説明）

南小岩六丁目地区勉強会は、道路が地区内を通るなどの課
題があることから、他の地区に先行し平成１９年７月にス
タートしました。

地区が六丁目３１番地にあるから通称『６３１勉強会』と
呼んでおります。世話人の方は７名で、月１回の頻度で開
催しています。

この勉強会では昨年１２月に京王線府中駅周辺の再開発を
見学し、再開発ビルの権利者の方から説明を受けました。

このように、他の地区でも視察会などを開催し、地域の皆
さんと情報を共有しながら進めていきたいと考えています
。
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（説明）

小岩は昔から車での南北移動が課題となっています。それ
を解消するため、六丁目３１番の中心を通る道路の提案を
しています。

そのため、六丁目地区では、それを上手く活用し、更に、
地区の魅力を上げるにはどうすれば良いのかをご相談して
います。

17



（説明）

具体的には、駅と直結した商業施設や、地区内にある学校
を一緒に出来ないか。

また、今住んでいる方が一緒に住めないかと考えています
。

断面図のように、駅直結の複合施設と、リングロードを挟
み南側には商業と住宅を検討しています。
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19

（説明）

北口駅前地区勉強会は、平成２０年２月にスタートしまし
た。

世話人の方は９名で、月１回の頻度で開催しています。

江戸川区では、南小岩丂丁目のオリンピックの裏手にまち
づくり相談室を開設しました。そこで勉強会を開催してお
ります。



（説明）

北口駅前地区は、駅前広場を確保し、北口通りを１８ｍに
拡幅するご相談をしています。
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（説明）

バス、タクシー乗り場のある駅前広場と、駐車・駐輪場を
確保します。

また、現イトーヨーカドーの場所を駅前広場として提案し
ているので、替りとなる新しい集客施設の誘致や、業務、
住宅等の整備を検討しています。
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（説明）

西小岩通り勉強会は、平成２０年２月にスタートしました
。まちづくり相談室を利用して、月１回の頻度で開催して
います。

西小岩通り商店街のリニューアルについて、様々な方法か
ら勉強しています。



（説明）

西小岩通りでは、現況の道路を１２ｍに拡幅し、それに併
せた商店街のリニューアルができないかとご相談していま
す。
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（説明）

西小岩通りは、現在でも1日10,000人以上の通行量がある
、比較的歩行者の多い通りです。

地域の方がこれからも西小岩通りを利用できるように、商
店街を残すにはどうしていけば良いのか。そのためには、
周囲の方との共同化も含め、考えなければならないと思い
ます。
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（説明）

また、商店を続けたい方が商店街としてどう残っていける
のかを、周囲の方と共同化することも考えつつ検討してい
ます。拡幅に併せて、沿道型再開発事業等の手法を用いる
ことで、統一感のある、歩いて楽しめる商店街を目指して
います。

25



26

（説明）

サンロード地区は、平成１９年７月に第１回サンロード一番
街全体会を行い、平成２０年７月に第２回を行いました。

地区内の自治会館を利用しています。



（説明）

サンロード地区では、現況の道路を9mから18mに拡幅す
ることを、ご相談しています。

中央通り側では南の方へ、柴又街道側では北の方へ拡幅し
、直線になるべく近い線形を考えています。
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（説明）

現在の狭い歩道を、乳母車や車椅子が通行できるような幅
員を確保します。車道もバスなどが余裕を持って通行でき
るように拡げたいと考えております。また、あわせて商店
街の意匠をそろえていくことを検討していきます。

以上このようなお話を、各地区の勉強会でさせて頂いてい
ます。

28



（説明）

パンフレノットのまちづくり基本構想案についてご説明し
ます。

小岩駅は江戸川区の北の玄関です。１日１３七人と区内で
も一番の乗降客のある駅です。
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（説明）

小岩駅が開業してから今年で109年です。最近では、商業
に元気が無くなり、人も減ってきているなど様々な問題が
でてきました。

そうした課題を解決し、小岩がこれから先の100年栄える
ようにと、各地区勉強会の中で、皆さんとまちづくりの方
針について意見交換をしてきました。

では、５つのまちづくりの方針について、ご説明します。

30



（説明）

まず、南小岩の人口推移を見ますと、丂丁目では40年前と
比べ、4,000人ほど人口が減少しています。

その結果、子供会の運営が厳しくなるなど、地域のコミュニ
ティが図れなくなる状況になっています。

また、最近では空き家が増えてきたというお話も聞きます。
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（説明）

そこで「多世代が暮らすまち」を第一の方針とします。

居心地のよい住環境を増やし、若い人や、お年寄りが活き
活きと生活することができる。

そうした多世代が安心して暮らせることで、今ある良きコ
ミュニティを継続し発展していきたいと思います。
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（説明）

次に、小岩駅周辺の小売業店舗数と販売額を見てみます。

平成3年から14年にかけて、区全体で販売額が約6％減少し
ているのに対し、小岩では約30％以上も減少しています。

販売額でみると、約200億円の落ち込みになります。

こうしたことからも、小岩に人が買い物に来なくなったとい
うことがわかります。
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（説明）

「人の集まる賑わいのあるまち」とは、基盤や集客の核の
整備、それぞれの商店街や施設の個性化を図り、小岩に人
が訪れ、長く時間をかけて買い物できるまちにしていきた
いという考えです。
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（説明）

次に、防災面から考えます。

特に駅の南側では道路狭く、入り組んでおり、災害時には
消防車が入っていけません。

また、外壁が木造となっている建物もあります。
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（説明）

まちにとって、安全安心に暮らせることは何よりも大切です。

そこで、建物の更新や都市基盤の整備にあわせて、「災害に強
いまち」を目指します。

36



（説明）

次に小岩駅周辺の緑について見てみます。

小岩は商業のまちではありますが、緑がとても少なく、
北口周辺には公園もありません。
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（説明）

環境への配慮はとても重要です。水と緑の溢れるまちは江
戸川区の目標でもあります。

緑化の促進とあわせてゆとりのある歩道を整備し、「緑豊
かな歩いて楽しめるまち」を目指します。
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（説明）

最後に、小岩の文化について考えます。

北口では駅前で神輿がおかれ、南口ではあさがお市や花火
など、文化や楽しみがあることでコミュニティが形成され
ていきます。

最近では、商店街と千葉商科大学との連携により、年一回
ジャズが小岩に流れています。
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（説明）

こうした良い文化・歴史を継承し、「小岩らしさが息づく
まち」を目指します。

そして、小岩らしさというものをどう次世代へと繋げてい
くかを考えていきたいと思います。

また、エリアマネジメントとは、まちの管理を地区の中で
行い、まちの行事をバラバラにやるのではなく、例えば、
あさがお市を小岩全体でやっていこうというイメージで用
いています。
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（説明）

次に、各地区の整備方針についてご説明します。
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（説明）

北口駅前地区では、バス、タクシーが乗り入れできるように
6,300㎡の駅前広場を整備し、駐車・駐輪場を確保します。

また、市街地再開発事業により、商業施設の誘致と、地区内
の生活利便施設や住宅等の整備を考えています。
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（説明）

北口通りは、北口駅前地区の整備にあわせ、現況道路を拡
幅し、安全な交通環境を確保します。

西小岩通りは、通りの更新で統一感のある街並みにしてい
こうと考えています。

拡幅を契機に特色ある道づくりを行い、商店街の魅力を高
めていきたいと考えています。また、歩行者優先の拡幅を
考えています。
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（説明）

丂丁目地区では、昭和通りを残しながら、モール型の駅前
商業施設の開発誘致を検討しており、小岩のリニューアル
の拠点になるだろうと考えています。また、土地区画整理
事業、市街地再開発事業により、商業施設、住宅等の整備
をします。

南口駅前広場は約5,000㎡から約8,000㎡へ拡張すること
で、安全な交通環境の確保と、駅前の顔となる空間づくり
を行います。また、地下駐車・駐輪場の整備を考えていま
す。

小岩駅で降りて、まちを歩いてみたいと感じられるような
駅前にしたいと考えております。
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（説明）

六丁目地区では、市街地再開発事業により、まちの入り口
のランドマークとなるような、複合施設の整備を考えてい
ます。

また、フラワーロードの魅力を高め、商店街へ人の流れを
作りだしたいと考えていきます。
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51



（説明）

サンロードは、道路を18ｍに拡幅し、ゆとりある歩道を整
備します。

また、共同建替えや街並み景観の統一を図り、商店街を活
性化していきます。

昭和通りは、特徴のある街並みを創出し、お祭りや縁日が
楽しめる通りを考えています。
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（説明）

最後に周回道路です。ご説明した各商店街、各地区の多様
な個性を緑のリングロードで繋ぎ、歩いて楽しめるまちを
目指します。

まちを一つに繋ぎ、自分がまちの何処を歩いているのかわ
かるような、花や緑豊かな散歩道を実現したいと考えてい
ます。
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（説明）

このような、各地区の多様な個性が輝くまち・小岩を目指
します。



（説明）

また、構想図に色が入っていない地区については、何もし
ないのではありません。

色々とご意見も出てきていますので、今後、まちづくりの
ご相談をしていきたいと考えております。
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（説明）

例えば、中央通りの歩道が歩きづらいと感じたことがある
かと思いますが、歩道を拡げることはできないのか。それ
にはどういった手法があるのかといったお話を、今後ご相
談していきたいと思います。
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（説明）

また線路沿いの道路は、歩道が狭く、朝は皆さん車道を歩
いています。

こうした課題を含め、今後は、勉強会が結成されていない
地区についても、ご相談していきたいと思います。
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（説明）

まちづくりの主体は、住民の皆さんです。そして行政と、
今後は事業者と協働して、まちづくりを推進していきます
。また、現在の課題も個人でできること、まち全体ででき
ることがあると思います。今回のまちづくりにあわせ「エ
コタウン小岩」を目指します。
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（説明）

勉強会を行っている各5地区の代表者が集まり、9月30日
に第1回全体会が実施されました。

全体会は、小岩のまちづくりを考えていく上で、「各地区
を別々に考えていては良くならない」「まち全体で考えな
ければならない」という考え方で始まりました。

例えば六丁目地区だけ先行して事業が進んだとしても、将
来丂丁目や、北口に商業施設ができたときに、競合となっ
てしまう心配があります。

そのためにも、まち全体をトータルで管理調整していく。
こうしたことも全体会の中で検討していこうと考えており
ます。

基本構想案説明会が終わりましたら、来月には第2回全体会
を開きたいと考えております。

また、今回の説明会で概ねのご了解をいただければ、構想
案の「案」をとっていきたいと考えております。
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（説明）

各地区の今後の予定ですが、次に詳しくご説明します。

61



（説明）

それぞれの勉強会でお示ししている、全体のスケジュールは
このようになっています。

現在はまちづくり基本構想案のご説明をしている段階です。
12月には案を取り、基本構想としたいと考えています。

それ以降は個別の相談、街区別の懇談会、アンケートの実施
を予定しています。

来年の夏前には基本計画素案説明会を実施し、各地区の再開
発のイメージを示したいと考えています。

その素案に基づき、皆さんの権利がどのように変わるかなど
、ご相談、勉強会を重ね、平成２２年３月頃を目標に事業計
画案説明会を開催していこうという流れで考えております。
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（説明）

また、事業計画案等ができてくる中で、これでやっていこう
というお気持ちを皆さんから頂けた段階で、まずは、道路な
どの都市計画決定に向けて、平成22年度には手続きを行っ
ていきたいと思います。

その後、各地区の市街地再開発事業や区画整理事業の都市計
画決定をおこなっていく予定です。

都市計画決定をすると、建て替えなどに制限がかかります。
都市計画決定以降は、速やかに事業に入りたいと考えていま
す。
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（説明）

六丁目地区、北口駅前地区では、説明会以降、11、12月
から来年にかけて、個別のご相談やアンケートの実施を行
い、皆さん一人一人のお気持ちを、お聞きしていきたいと
考えております。

丂丁目地区では、地権者が多く権利も複雑なため、まずは
街区単位の懇談会等でご相談をしていきたいと考えており
ます。西小岩通り地区、サンロード地区では、現在の勉強
会を継続しながら、個人のお気持ちもお聞きしていきたい
と考えております。

今後は個別のご相談も多くなってくると思いますので、ご
協力をお願いします。



65

（説明）

北口駅前地区と六丁目地区につきましては、土地の権利の
ある方を対象としてアンケートを発送し、個別にご相談し
ていきたいと考えております。

構想案についてもう少し詳しく聞きたいというお話も出て
きています。

そうしたことも含め、個別面談を行いながら、より実現性
を高めていきたいと思います。



66

（説明）

説明会が終わりましたら、ホームページにも情報を掲載し
たいと考えています。

色々なご意見をいただきながら、年内には、まちづくり基
本構想として皆さんと共有し、一丸となってまちづくりを
進めていきたいと考えております。

また、今後個別相談等で、具体的な事業の中身や、権利が
どうなるのかといったお話も、一緒にご相談させていただ
きたいと考えております。


