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第７回街づくり協議会が開催されました
2月2日(火)

午後 8 時 30 分から、桜新町区

民集会所で第 7 回街づくり協議会を行いました。
出席者は 10 名（地域から 6 名、世田谷区役所か
ら 3 名、アドバイザー 1 名）でした。
桜新町街づくり協議会の坂口会長からの挨拶に
続き、アドバイザーの福永氏（有限会社プレイス）
からアンケート結果ついて説明の後、今後の進め
方について議論を深めました。

アンケート結果報告
には協議会に参加いただき、意見をきいてまとめ

平成 22 年１月に「桜新町街づくり協議会アン

るプロセスが、今後必要である。

ケート」を実施し、2 月 2 日現在、22 の回答があっ
た。（資料に 1 に 1 回答分追加。）

●今後の主な課題：

これまで協議会のニュースをポスティングして
きたが、反響がなかったことが心配だった。地区

1．地主さんをはじめ地域の方々の理解を得る

計画をつくる段階で反対が出ると、それまでの議

工夫

論のプロセスまで問題になる。それでは困るので、

2．用途規制など、セットバック以外の課題を

今の段階でアンケートを実施した。

地区計画として検討するか

アンケートの結果、セットバックの地区計画に

3．対象範囲の検討

ついて、積極的に賛成ではない人がいることがわ

4．規制以外についての街づくりのルール（セッ

かった。

トバック部分の使い方、看板、色彩など）

地区計画をかける必要がないと思っている人

5．街づくりを継続的に進める仕組みづくり

に、いかにアプローチしていくか。意見がある人
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意見交換
■アンケートの配付方法・配付先について

会に来てもらうよう呼びかけてはどうか。

・アンケートの配布先と方法を教えてほしい。

・通りに面している地主に理解を得るための工
夫が必要である。今回のアンケート結果を、

・桜新町親和会 120 通、新町公民会 190 通、桜

封書で宛名も付けて届けてはどうか。

新町長会 120 通、桜新町商店街 220 通を回

・アンケートの自由回答で出された意見も含め

覧で回した。

て周知することによって、さらに別の意見も

・２つの通りに面している商店主、オーナーな

でてきほしい。

どにはポスティングで 100 通配布。そのうち、

・協議会を土日や昼間に開催してはどうか。

５〜６０は切手付返信用封筒をつけた。

・「協議会」というと身構えてしまうかもしれ

・回収が 22 通と少ないが、アンケートを町会
の回覧で受け取った人は、単なる「お知らせ」

ないが、事例の紹介や勉強を兼ねた、みんな

と受け止めて、自分が回答してもよいとは思

で語る会を開けば、誰でも入りやすいのでは。

わなかったかもしれない。

●セットバックした場合の負担軽減について

・潜在的な考えをどうあぶり出すか。今後も意

・セットバックした人に対して、区として何か

見が早く湧き出る方法が必要。

対応策はあるのか？
・税負担の軽減は難しい。このようなことも説

■アンケート結果に対する意見

明する必要がある。

●セットバックへの反対意見への対応

・１階部分だけでは難しい。建物全体をセット

・総論では賛成していても、各論の議論になる

バックし「私道」と同じ扱いにすれば都税の

と、反対という人が出てくるものである。

軽減措置をはかれる場合がある。（区）

・オーナーの中に反対意見があることが今の段

・容積緩和についての意見は、セットバックと

階でわかってよかったと思う。
・商店街で互いに知っている人どうしだと意見

は別に、地区計画のメニューへの追加を検討

を言いにくいのだろうか。この協議会で発言

が必要になるが、それでは話しが複雑になる

してもらえるといい。

恐れがある。

・反対意見がある人とは、協議会の場で解決の

●街の景観やイメージについて

余地をさぐり、意見交換をしたい。誤解もあ

・看板の色などについては、街のイメージが決

るかもしれない。

まってはいないが、一部の例外を除き、それ

・商店ではなく、個人の家で道路に面している

ほどひどくはないだろう。

家にも理解をしてもらわないといけない。今

・セットバックした空間の賑わいの創出につい

の段階から協議会に参加してほしい。

て議論すればいい。
・今後、企業やマンションの大規模な広告など

●協議会の場で課題を出しあい、皆で共有する

は問題になるかもしれない。

ことが大切

・デザインコードを作り、規制する方法もある

・問５「地区計画をかけること」について「わ
からない」の 4 人の回答と、問６「街づくり

が、そこまでは踏み込まなくてもいいか？

協議会への参加」について「参加しない」の

・「良い街」といわれる所には、皆で守るルー
ルがある。

13 人の回答が気になる。

・商店街の１階の１m のセットバックだけでは

・通信でアンケート結果を皆さんに配り、協議

なく、住宅地まで含めて地区計画の検討がで

2

きるように、協議会の場で一緒に話しをして

■今後のスケジュールについて

もらうような配慮をお願いしたい。（区）

・アンケート結果を返し、その反応結果を受け

・街の将来像の PR も大事である。

止めて今後進めて行く。

・かつて作成されたアイディアカードも PR し

・協議会の議論のスケジュールは、あわてない

てはどうか。

方がよい。
・待つ理由があれば待ってもいいが、理由がな
ければ遅くする必要はない。

アンケート結果
実施

配布数

平成 22 年 1 月 （回収〆切り
800

回収数
問１

1 月 25 日）

22

街づくり協議会として活動していることを

問４

2.8%

地区計画とは何かご存じでしたか

ご存じでしたか

無回答

5

知らなかった

1

6

知らなかった
知っていた

知っていた

15

17
問２

街づくり協議会の通信を読んだことがあり

問５

ますか

セットバックを守るために地区計画をかけるこ

とについてどう思いますか
わからない

4

6

ない
必要はない

ある

12

6

16
問３

必要である

問６

今までセットバックの協定があることを

まちづくり協議会への参加について
無回答

ご存じでしたか

時間帯が
あえば

2

7

2

知らなかった

5

参加したい
知っていた
参加しない

15

13
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問７ （自由回答）
・駅前通りに設置しているコインパーキングはなくした方が良い。
・町としての“付加価値 " をＰＲし、地主の参加を多数求めること。
・シャッターが目立つ事が少し気になります。
・60 年以上街を見続けてきました。住人商店とのかかわりが薄れてきているように思
います。愛着のある新町の商店の連結によって暖かい街ができることを期待します。
是非リードしていただきたい。長い目で見て、目先の損得にとらわれず街を発展さ
せてください。
・駅に近いところに放置自転車の集積所がありますが、あれを普通に自転車置き場に
したらよいと思います。放置自転車の集積所にしておくのはもったいないです。
・クリスマスのイルミネーションがきれいでした（感想）。１ｍのセットバックを生
かした街づくりができればよいと思います。（セットバックしたところにベンチ程
度は良いと思いますが）
・なかなか参加できず申し訳ありません。
・小中高生の規則違反（ゴミ投げ、喫煙、深夜のたむろ、徘徊、制服違反など）を商
店街や通学路裏通り、駅前でよく見かけて、この１０年で 4000 人以上声かけ叱責
しているが、もっと住民が積極的に注意してほしい。街づくりは人づくりだと思う
から。
・歩道に商品やゴミ、鉢物など置いている商店が目立つ。自転車と歩行者との調和が
欲しい。
・この数年用賀２丁目も含めて庭木が（桜を含む）急速に失われとても樹木を植える
余地のない開発が進められています。経済活動としてはどうにもならないことかと
思いますが、何とか緑のある住宅街として守りたいと思っています。今のうちなら
何とかできるのではないかと思っています。例えば樹木を必ず１〜２本植えるス
ペースを作り、育て、管理する事にする等です。
・下がることによって資産価値が下がる。
・地主へのアクションが今までなく、急にセットバックを法的に規制するという結論
が示されている。
・下がった部分の税負担の軽減などの措置がなく、ただ下がるというのは難しい。
・協定でもすでに協力している。あえて地区計画にせず、今まで通り協定でよい。
・サザエさん通りと準工地区とは考え方が違うので一律１ｍセットバックすることは
反対である。
・サザエさん通りがセットバックすることはやむを得ないが、準工地区ではむしろ緩
和を考えるべき（防火対策をしている場合は容積率を緩和するなど）。
・自転車やベビーカーが店の前に置けないようでは商店街として成り立たない。どこ
に置くか考える必要がある。
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