
 

第１０号 
平成 25 年 7 月２４日 

盛夏の候、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。

また日頃より、新小岩駅南口地区のまちづくりにご理解を賜

りまして、誠にありがとうございます。 

今年度は「新小岩駅南口地区街づくり計画」の策定を目指

し、引き続き検討会を開催して参りますので、今後とも皆様

のご協力をよろしくお願いいたします。 

今回は第５回検討会の内容を中心にご報告致します。 

Ｈ２５年度は「新小岩駅南口地区街づくり計画」のとりまとめの年です！ 

Ｈ２４年度まちづくりアンケートの結果報告を行いました 

昨年度末に新小岩駅南口地区の地権者の方を対象とし、まちづくりに対する意向把握を目的とし

たまちづくりアンケート調査を実施しました。現時点で４４名中１８名の方にご回答いただいてお

ります。（以下には一部抜粋して掲載いたします。） 

▲第５回検討会には１３名の方にご出席
いただきました 

 

まちづくりを実現させる為にはまず、「まちづくりの計画」をつくる必要性があることを、再確認

しました。 

今年度は街づくり計画の策定に向けた

取りまとめにあわせて、今後のまちづくり

の進め方についての判断を行うことを視

野に入れ、検討会等を開催します。 

今後のまちづくりの進め方を検討しました 

○次回以降の検討会日程      第６回検討会 ８月１９日（月） 第７回検討会 ９月 ９日（月） 

※ご案内は別途お送り致します。 

アンケート結果を受け、今年度は街づくり計画のとりまとめに向けた検討を進めて参ります 

返信されていない方は、是非ともご回答下さい！ 
（事務局より、お電話させていただきます。） 

 

賛同する 

概ね賛成だ
が、一部自
分の考えと
一致しない 

分からない 
自分の考え
と一致しな

い 
その他 無回答 

①「コンセプト」の

内容 
10 件 3 件 3 件 0 件 0 件 2 件 

②「土地利用計画」

の内容 
8 件 4 件 2 件 2 件 0 件 2 件 

③「交通・道路計画」

の内容 
4 件 8 件 2 件 2 件 0 件 2 件 

④「景観・環境・防

災」の内容 
9 件 3 件 3 件 1 件 0 件 2 件 

 

■街づくり計画の骨子（案）は、あなたの考え方と合致しま
すか？あなたの考えに最も近い項目を選んで下さい。 

■まちづくりの今後の進め方について、どのようにお考えで
すか？あなたの考えに最も近い項目を選んで下さい。 

【今年度の到達点】 

①「南口地区街づくり計画」の策定 

② 今後のまちづくりの進め方の判断 

6% 6% 

28% 

①共同化についてより詳細

な検討を行うために、早期に

次のステップに進みたい：5

件 

22% 

②共同化についてより具体

的に検討したい：4件 

④長期的なまちづくりは必要で

あるが、現在は具体的に検討す

る段階ではない：1件 

⑤その他：5件 

合計：18件 

10% 

28% 

無回答：2件 

③全体的な方向性につい

ては賛成であるが、個別

の項目については再検討

したい：1件 
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区域取りの決定や、経済状況が原因と想定されます。詳細な背景等は次回の検討会までに確認

し、改めてご説明します。 

他事例として、以前ご紹介したひぐらしの里地区（日暮里）は、３００人程度の地権者がいま

したが、日暮里舎人ライナーの整備を契機として、再開発準備組合設立から完成まで約１０年で

実現しました。 

 

A.2 

Q.2 

[作業機関 ㈱日本設計] 

【アンケートの回収率アップやまちづくりへの参加の呼びかけについて】 

金町の再開発事例では再開発準備組合設立から都市計画決定までに１１年以上もかかって

いたのはなぜですか。 

今年度は「まちづくり実現方策」の検討を行います！ 

今回は「まちづくり実現方策」と題して、「共同建替え」と「個別

建替え」の簡単な整理と、葛飾区における先進事例紹介として「金町

六丁目地区第一種市街地再開発事業（ヴィナシス金町）」のビデオ上

映会を行い、参加者の方にご好評いただきました。 

次回以降もまちづくり実現方策についての勉強や先進事例紹介等

を行い、新小岩駅南口地区にふさわしいまちづくりについて検討を行

って参ります。 

皆様からのご意見・ご質問のご紹介 

ここでは、第５回まちづくり検討会の中で会員の方々より出されたご意見やご質問を 

紹介させていただきます。皆様の疑問や不安解消に、少しでもお役に立てましたら幸いです。 

ご意見 
・一件一件の地権者に直接お会いしてご説明する、「ローラー作戦」が効果的ではないか。 

・４６番街区は以前よりまちづくりの検討を行っており、まちづくりの検討に飽きてきてい

るのではないか。現在は様子見の人も多いため、具体的になったら関心が出てくる人もい

るだろう。 

・事例を元に失敗例や成功例を勉強するなど、出席者を飽きさせない内容を考えて欲しい。 

・合意形成に時間がかかるのは分かるが、防災対策など、喫緊の課題もあるため、迅速に進

めることも必要ではないか。 

・代表に任せきりではなく、地権者各自が知り合いに声掛けすることも必要ではないか。 

今後も引き続き代表訪問等を実施し、まちづくりの状況説明とアンケート回収を進め、地権

者の皆様の意向把握に努めます。また、今年度は今後のまちづくりの方向性を判断する大切な

一年と捉え、検討会の内容の充実を図ります。 

事務局より 

デベロッパー等に対して、新小岩のポテンシャルや当開発への興味を聞く調査です。 

事務局が実施し、結果をご報告致します。 A.1 

Q.1 今年度実施予定の「事業者アンケート」とは何ですか。 

ヴィナシス金町 
 



 

第１１号 
平成２５年８月２７日 

立秋の候、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。また

日頃より、新小岩駅南口地区のまちづくりにご理解を賜りまして、

誠にありがとうございます。 

今回は８月１９日に開催された「新小岩駅南口地区 第６回検

討会」の内容をご報告致します。 

第６回まちづくり検討会が開催されました！ 

まちづくり実現手法の検討を行いました！ 

現在、新小岩駅南口地区街づくり計画の検討を行っていますが、今後、街づくり計画を実現する

ための方向性としては、権利者の皆様が各々「①個別に建替える」、若しくは皆様が「②共同して建

替える」という、大きくは二つの方法があります。 

今回は商店街の立地する「神奈川県横浜市 元町仲通り地区」と「香川県高松市 高松丸亀町商店

街」のまちづくり先進事例の紹介を行うと共に、当地区における実現手法の考え方を整理しました。 

②共同建替えによるまちづくり ①個別建替えによるまちづくり 

・「個別建替え」：地権者が各々で建替えを行うこと 

・あらかじめ地域のルール（地区計画など）を決めておくこと
により、建替えに伴って良好な街並みづくりや、安全な歩行
者空間の形成等を実現することができる 

・地権者各自の判断で建替えのタイミングを決める為、地区全
体としての更新が中々進まない可能性がある 

次回も引き続き、まちづくり実現手法の検討を行います。 

次回検討会は９月９日（月）開催です！ 

事例２ 高松丸亀街商店街のまちづくり 事例１ 横浜元町仲通り地区のまちづくり 

事前に建替え時のル

ールづくりを行うこ

とで、「個別建替え」

により良好な街並み

形成が行われている

事例 

商店街全体でのまち

づくりの方針を定

め、各街区の状況に

応じた「共同建替え

（市街地再開発事

業・任意事業）」によ

りまちづくりを行っ

ている事例 

商店街が立地する地域において一体的にまちづくりの方向性を定め、 

「個別建替え」や「共同建替え（小規模共同化含む）」の手法を用いてまちづくりを実現している事例 

 

Ａさん Ｂさん Ｃさん Ｄさん 

Ａさん Ｂさん Ｃさん Ｄさん 

個別建替えによる建物更新 

地域のルール（地区計画など）を決めておくことにより、
良好な街並みづくりや、安全な歩行者空間の形成等を実現 

・「共同建替え」：複数の地権者等が二以上の敷地で１つの建築

物に建替えを行うこと 

・単に地権者等が共同して建替えを行うものだけでなく、「権
利変換」を伴う市街地再開発事業等も含まれる 

・ビルの効率性や資産価値の向上が期待される 

・オープンスペースの創出等も可能 
 

Ａさん Ｂさん Ｃさん Ｄさん 

Ａさん 
＋ 

Ｂさん 
＋ 

Ｘさん 
＋ 

Ｙさん 

Ｃさん 
＋ 

Ｄさん 

共同建替えによる建物更新 

敷地の共同化により、効率が良く資産価値の高いビルへの
建替えやオープンスペースの創出等も可能となる 

地区計画等による街並み形成 市街地再開発事業（Ｇ街区） 
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今年度は「新小岩駅南口地区街づくり計画」を策定し、まちづくりの目標から実現手法まで、

一定の方向性を定めることを目標としています。 

今後の検討会で、街づくり計画の全体像について再度検討する機会を設けたいと思います。 

A.2 

Q.2 

[作業機関 ㈱日本設計] 

地区の背景によってまちづくりの実現手法は異なるため、当地区についても、まず、まちづ

くりの目標･理念を固める必要があるのではないでしょうか。 

▲第６回検討会には８名の方にご出席い
ただきました 

 

高松丸亀町商店街のビデオ上映を行いました！ 

皆様からのご意見・ご質問のご紹介 

ここでは、第６回まちづくり検討会の中で会員の方々よ

り出されたご意見やご質問を紹介させていただきます。 

皆様の疑問や不安解消に、少しでもお役に立てましたら

幸いです。 

以前からご要望のあった「高松丸亀町商店街」のビデオ上映会を行い、参加

者の方にご好評いただきました。 

このビデオは、下記の経済産業省ＨＰ「街元気 まちづくり情報サイト」よ

り、ご自宅のパソコン等でも再生可能です。是非ご覧下さい！ 

https://www.machigenki.jp/content/view/1575/324/ 高松丸亀町商店街 
 

「新小岩駅南口地区街づくり計画」の検討状況については、葛飾区ホームページでまちづくり

ニュースを公開しています。またパネル展示等により、今後も情報発信していきたいと考えてお

ります。 

A.1 

Q.1 当地区のまちづくりの検討状況を隣の街区などにもお知らせしてはどうでしょうか。 

検討会への出席が難しい地権者の方もいらっしゃるため、街づくり計画策定後には、ご説明

の方法を工夫することで、より多くの地権者の方にご理解いただくことが望ましいと思われ

ます。 

ご意見 

葛飾区ホームページ内の「駅周辺の街づくり」 

http://www.city.katsushika.lg.jp/30/132/13738/index.html にアクセス頂き、 

「（仮称）新小岩駅周辺地区街づくり基本計画を検討しています」をクリックしてください。 

■ ホームページのアクセス方法 



 

第１２号 
平成２５年９月２４日 

秋涼の候、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。また

日頃より、新小岩駅南口地区のまちづくりにご理解を賜りまして、

誠にありがとうございます。 

今回は９月９日に開催された「新小岩駅南口地区 第７回検討

会」の内容をご報告致します。 

第７回まちづくり検討会が開催されました！ 

共同建替えの手法である「市街地再開発事業」の仕組みを紹介しました！ 

今回も第６回検討会に引き続き、まちづくり実現手法の検討をテーマとし、「共同建替えによるま

ちづくり」の手法の一つである、市街地再開発事業の仕組みをご紹介しました。 

 

■ 市街地再開発事業のメリットと留意点 

① 権利者がまとまって再開発をすすめていくことで、総
合的なまちづくりが可能となる 

② 法律に基づいて安心・安全に進めることができ、
また、行政から指導機関として事業の支援がある 

③ 工事期間中の補償が受けられる 

④ 税の優遇等が受けられる 

⑤ 都市計画事業として、行政（国や地方公共団体）
からの助成（補助金など）がある 

 

 

① 物事を決める際に権利者の方々の話し合いの時
間が必要となる 

② 都市再開発法に基づく事業であるため、申請や許可
に十分な時間が必要となる 

③ 等価交換であるため、従前と従後で同じ面積の床
を得ることができるわけではない 

④ 事業を成立させるために、保留床の処分先（参加組
合員）を確保することが必要となる 

⑤ 都市計画決定以降は、個別の建替えなどに制限が
かかる 

 

メリット 留意点 

共同建替えによるまちづくり 

任意の共同事業 

地権者の皆様が自己資金を投入し、 
共同で建替えを行う事業です 

市街地再開発事業 

施設建築物と公共施設を一体的に整備し、 
補助金や高度利用によって生み出される 
「新たなの床（保留床）」の処分によって 
事業費をまかなう事業です 

権利床 保留床 

【権利者】 

【参加組合員】 
（ﾃﾞｨﾍﾞﾛｯﾊﾟｰ等） 

【行政】 

権利変換 

公共施設の
整備 

補助金など 公共施設 

保留床 

購入金 

保留床 

取得 

再開発ビル 

※市街地再開発事業の仕組みが分かりやすく紹介されています。（公益社団法人全国市街地再開発協会の HP） 
 是非、ご覧下さい！ 

http://www.uraja.or.jp/town/renewal/renewal.html 

 

Ａさん Ｂさん Ｃさん Ｄさん 

Ａさん 
＋ 

Ｂさん 
＋ 

Ｘさん 
＋ 

Ｙさん 

Ｃさん 
＋ 

Ｄさん 

敷地の共同化により、効率が良く資産価値の高いビルへの
建替えやオープンスペースの創出等も可能となる 
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市街地再開発事業では「権利変換」という等価交換の仕組みを基本としているため、地権者個

人の持ち出しを前提とした事業ではありません。 

他地区の権利者の状況を開示することはプライバシー上難しいですが、仮に、再開発事業を検

討する段階が進めば、地権者の皆様の生活継続・再建についても検討の上、事業実施を判断する

材料を準備することとなります。 

A.2 

Q.2 

[作業機関 ㈱日本設計] 

市街地再開発事業の実施に際して、権利者個人の持ち出し金が必要なのかが気になります。 

これまで実施された事業における権利者の具体的な状況などを示して説明するのはいかが

でしょうか。 

▲第７回検討会には１０名の方にご出席
いただきました 

 

皆様からのご意見・ご質問のご紹介 

ここでは、第７回まちづくり検討会の中で会員の方々よ

り出されたご意見やご質問を紹介させていただきます。 

皆様の疑問や不安解消に、少しでもお役に立てましたら

幸いです。 

次回検討会は１０月２８日（月）開催です。 

街づくり計画（素案）のご説明・検討を行いますので、皆様お誘い合わせの上、ご出席下さい！ 

補助金は「補助対象の事業費」の２/３を上限として、国や地方公共団体より交付されます。 

「補助対象の事業費」は、第７回まちづくり検討会資料 P６の「支出金」の分類のうち、「調

査設計計画費」、「土地整備費・補償費」と、「工事費の一部」（建物の共有部分）などが該当しま

す。 

A.1 

Q.1 再開発の補助金の考え方について教えて下さい。 

「権利変換」は地権者の皆様の現在持っている土地と建物の権利（従前資産）を、新たな再開

発ビルの床と敷地（従後資産）に等価値で置き換えることです。 A.3 

Q.3 「権利変換」の考え方について教えて下さい。 

今年度は、当地区の今後のまちづくりの方向性を「街づくり計画」として定めることを目標と

しています。今回のまちづくりアンケートでは、「街づくり計画案」への皆様のご意見を伺い、

そのご意見を踏まえ、計画の取りまとめを行っていきたいと考えています。 

A.4 

Q.4 
来月実施予定の「まちづくりアンケート」で市街地再開発事業に関する具体的な設問を盛り

込めば、関心が高まり、回答率も向上するのではないでしょうか。 



 

第１３号 
平成２５年１１月１４日 

晩秋の候、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。また日頃より、新小岩駅南口地区の

まちづくりにご理解を賜りまして、誠にありがとうございます。 

当地区では、「新小岩駅南口地区街づくり計画」を策定すべく、平

成２３年度より皆様と検討を重ねてまいりました。この度、「新小岩

駅南口地区街づくり計画（素案）」を取りまとめ、平成２５年１０月

２８日開催の第８回新小岩駅南口地区まちづくり検討会にてご説明

させて頂きました。本号ではその計画内容を中心にご報告致します。 

新小岩駅南口地区街づくり計画（素案）をとりまとめました！ 

新小岩駅南口地区街づくり計画（素案）について 

検討会での検討内容をふまえ、「新小岩駅南口地区街づくり計画（素案）」を取りまとめました。 

多様な都市活動と緑溢れる 

葛飾・新小岩の玄関 

『 魅魅力力充充実実・・生生活活交交流流  ““核核””  』 

新小岩エリアを牽引する‘シンボル’づくり 

地域の魅力の再発見とまちの‘にぎわい’の充実 

多世代が‘いきいき’と安全・安心に暮らせる生活環境の創出 

地域の防災性向上に寄与する安全で災害に強い拠点づくり 

環境にやさしい緑豊かな都市環境の形成 

目標① 

目標② 

目標④ 

■ 地区の目指すべき将来像 

目標③ 

目標⑤ 

※詳細は第８回新小岩駅南口地区まちづくり検討会資料と共にお渡しした「新小岩駅南口地区街づくり計画（素案）」をご覧下さい。 

■ まちづくりの目標 

■ 新小岩駅南口地区整備構想図（案） 

ＪＲ新小岩駅 

東北広場 
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南南口口駅駅前前広広場場  

【【複複合合拠拠点点】】  

（（4488 番番街街区区））  

  

広場等 

 

広場等 

【【複複合合拠拠点点】】  

（（4466 番番街街区区））  
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駅前広場補完機能 

 

○南口駅前広場 

・多様な往来を受け入れる交通処
理機能の向上を実現する駅前広
場計画を検討します 

・一時避難場所に指定されており、
防災拠点としてのあり方を検討
します 

・駅周辺の土地利用との整合を図
りつつ、一体的にオープンスペ
ースなどの創出を検討します 

○46 番街区・48 番街区 

・広域複合拠点形成に資する複合
的な土地の有効利用・高度利用
を検討します 

・46･48 番街区は一体的に計画し、
導入機能の役割分担に考慮した
土地利用計画を検討します 

賑わいの軸 
駅前広場に面する部分
及びルミエール商店街
沿道は、界隈性ある商業
のにぎわいの連続性に
配慮します 

緑の軸 
平和橋通り沿道は
緑化やオープンス
ペースの創出によ
る潤いある景観づ
くりや、快適な歩
行空間の形成を検
討します 

新小岩駅南口地区街づくり計画（素案） 

土地利用計画 交通・道路計画 景観･防災･環境計画 実現化方策 

各計画に反映 



 

 

新小岩駅南口地区まちづくりニュース 第１３号 

≪発行≫  新小岩駅南口地区まちづくり検討会 

≪お問合せ先≫ 新小岩駅南口地区まちづくり検討会事務局 

葛飾区街づくり推進課新小岩駅周辺開発担当係 

 担当：犬塚・江口 

   〒124-8555 葛飾区立石 5-13-1  ℡03-5654-8331 

A.2 

Q.2 

[作業機関 ㈱日本設計] 

皆様からのご意見・ご質問のご紹介 

ここでは、第８回まちづくり検討会の中で会員の方々より出されたご意見や

ご質問を紹介させていただきます。 

皆様の疑問や不安解消に、少しでもお役に立てましたら幸いです。 

～今後のスケジュール～ 

・新小岩文化祭   １１月１５日（金）～１７日（日） １０時～１７時 

新小岩駅周辺地区で検討されている街づくり計画（素案）を紹介するパネル展示会を行います。皆

様お誘い併せの上、是非お越し下さい！ 

・新小岩駅南口地区第９回まちづくり検討会 平成２６年１月２７日（月） １９時～ 

46 番・48 番街区及び駅前広場内に土地・建物を所有する個人又は民間企業を対象としてい

ます。行政機関も駅前広場等の公共施設に権利を有していますが、一般の地権者とは扱いが異な

るため、アンケートの対象とはしません。 

アンケート対象者 ４８番街区：２４件 ４６番街区：１９件 駅前広場：１件 

合計４４件 

A.1 

Q.1 まちづくりアンケートの対象者の定義を教えて下さい。 

街づくり計画（素案）についてのご意見をお伺いするため、 

まちづくりアンケートを実施しております 

締め切り ：１１月 18日（月）までにポストへご投函下さい 

新小岩駅南口地区街づくり計画（素案）やアンケートに対して、 

不明点やご質問がございましたら下記の事務局までご連絡お願いします 

計画を検討するにあたっては、８層全てを商業施設にすることは難しい可能性もあります。そ

のため、今回は１～４階を商業施設等、５～８階を業務施設等とすることを想定いたしました。

今後、具体的な検討に入る場合は、商業の専門家などによる調査を行った上で適切な規模を検討

していくことになります。 

共同建替えモデルプランＢ案の４６番街区の建物は、８層全てが非住宅施設になっています

が、それ程の需要は見込めるのでしょうか。 



 

■ まちづくりの実現方策について ■ まちづくりの組織形態について 

第１４号 
平成２６年3月１０日 

初春の候、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。また日頃より、新小岩駅南口地区の

まちづくりにご理解を賜りまして、誠にありがとうございます。 

平成２６年１月２７日開催の第９回新小岩駅南口地区まちづくり検討会の内容を中心にご報告

します。 

平成２５年度最後のまちづくり検討会が開催されました！ 

「新小岩駅南口地区街づくり計画」がまとまりました 

「新小岩駅南口地区まちづくりアンケート」には全体で６７％の方にご回答い

ただきました。【42件中 回答 28件 回答辞退 4 件 未回答 10 件】 

アンケートの結果、「新小岩駅南口地区街づくり計画（素案）」の内容の方向性

に賛同する意見が多く、地権者の方の概ねの理解が得られているといえる結果で

した。 

第９回まちづくり検討会では「街づくり計画（案）」の内容を皆様にご確認い

ただき、最終的な計画として取りまとめることになりました。 

※計画内容は同封の「新小岩駅南口地区街づくり計画 パンフレット」をご覧下さい。 

アンケートでは…共同建替えの検討を望む声が多く寄せられました 

街づくり計画（素案） 街づくり計画（案） 街づくり計画 

まちづくり 

アンケート 

第９回 
まちづくり 
検討会 

修正 取りまとめ 

ご意見 承認 

これまで検討会で
検討された項目を
整理 

地権者を始めとする地域の方々に、
街づくり計画の周知・ご説明を行っ
て参ります 

アンケートでは、当地区のまちづくりの実現方策として、共同建替えに前向きな意見が多く選ば

れました。また、回答者のうち６割以上の方が、共同建替えについての検討を目的とした組織の設

立を望む回答をされました。 

■ 街づくり計画のとりまとめの流れ 

半数以上の方が共同建替えに前向きな意見を選ばれまし
た。多数意見に同調したい方をあわせると６割以上の方が
共同建替えの検討を行っていきたいとの意向です。 

6 割以上の方が、共同建替えについての検討を目的とした
組織（再開発推進協議会など）をつくりたいと回答しました。 

7％ 

20％ 

10％ 

3％ 
7％  

53％ 
63％ 

17％ 
10％ 

7％ 

3％ 

合計：29件 

（うち 1件は①②を複数回答） 

 

 

④わからない： 

1件 

②共同建替えについて
の検討を目的とした組

織（再開発推進協議会
など）をつくりたい：19件 

①現在のまちづくり検討会を

継続し、まちづくり全般につ

いてさらに広く勉強したい： 

5件 

⑤その他： 

2件 

③まちづくり組織は 

必要ない：0件 

無回答：3件 

合計：29件 

（うち 1件は②③を複数回答） 

無回答：2件 

①共同建替えの
検討を行っていき
たい：16件 

③幅広くまちづくりにつ

いての知識を深めた上

で、判断したい： 

6件 

⑥その他：1件 

⑤わからない：0件 

②地域の街づくりのルー

ルをつくり、個別で建替え

の検討を行っていきたい：

2件 

④多数意見に同

調したい：3件 



 

 

新小岩駅南口地区まちづくり検討会 

新小岩駅南口地区まちづくりニュース 第１４号 

≪発行≫  新小岩駅南口地区まちづくり検討会 

≪お問合せ先≫ 新小岩駅南口地区まちづくり検討会事務局 

葛飾区街づくり推進課新小岩駅周辺開発担当係 

 担当：犬塚・江口 

   〒124-8555 葛飾区立石 5-13-1  ℡03-5654-8331 

A.2 

Q.2 

[作業機関 ㈱日本設計] 

皆様からのご意見・ご質問の紹介 

ここでは、第９回まちづくり検討会の中で会員の方々より出されたご意見や

ご質問を紹介させていただきます。 

皆様の疑問や不安解消に、少しでもお役に立てましたら幸いです。 

ご意見 
・新しい組織の役員などは、現在幹事でない方にも門戸を広げていくべきだ。 

・まちづくりに消極的な方も協議会に加入して、積極的に意見を言って欲しい。 

・消極的な方もまちづくりにご理解いただけるよう、個人的に付き合いがある人の協力も必

要である。 

今回は平成２５年度の整備工事に関わる実態把握を目的として実施しました。今後も将来的な

駅前広場の整備に向けて、必要に応じて実施する予定です。 

駅前広場実態調査で出された意見は、当地区のまちづくりの意義付けを行う為にも重要な

データになると考えられますが、今後も駅前広場に関するアンケート調査などを実施するの

でしょうか？ 

「共同建替えを検討する組織」の立ち上げに向けた活動をスタートします 

アンケート結果より、共同化の検討について前向きな方が多くいらっしゃることから、今後は共

同建替えを検討する組織（再開発推進協議会など）を立ち上げ、市街地再開発事業による共同建替

えについて焦点をあて、まちづくりの検討を行っていくことが検討会で承認されました。 

新しいまちづくり組織の設立に関する具体的なスケジュール等については、詳細が決まり次第ご

案内いたします。 

■ まちづくりの進め方イメージ 

共同化を検討する組織 
（再開発推進協議会など） 

街づくり 

計画の策定 

～Ｈ２５年度 Ｈ２６年度以降 

新しいまちづくり組織の 
立ち上げに向けた検討 

街づくり計画の 
検討 

「検討会」は継続的にまちづくりの情報発信等を実施 

【共同建替えを検討する組織（再開発推進協議会など）の立ち上げについて】 

A.1 

Q.1 

随時当地区のまちづくりについてのご説明を行っており、まちづくりの進め方についてご理解

いただいていると考えています。今後も引き続き、組織立ち上げについて趣旨の説明を行ってま

いります。 

新しい組織の立ち上げに対して、大規模地権者の意向はどのような状況でしょうか？ 


