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－1－

○小野幹事 お待たせいたしました。それでは、定刻となりましたので、ただいまより平成16

年度第１回文京区都市計画審議会を開会させていただきます。 

  本日は、お忙しいところ、本審議会にご出席いただきまして、まことにありがとうござい

ます。私は、本審議会の事務局を担当しております都市計画部計画調整課長の小野でござ

います。よろしくお願いいたします。 

  最初に事務局よりお詫びを申し上げます。本日の審議会の開催日時につきましては、前も

って委員の皆様にお知らせしたものと勘違いしておりました。お知らせするのが遅れまし

て、大変申し訳ございませんでした。今後、十分注意いたします。 

  まず、初めにお手元の資料を確認させていただきます。本日の資料につきましてはあらか

じめお送りしておりますが、皆様、お持ちでしょうか。資料１から５、それから報告事項

ということでつづってございます。よろしいですか。 

  次に、委員の出欠につきましてご報告いたします。宮崎委員、服部委員が欠席でございま

す。梶島委員は多少遅れるということでご報告をいただいております。 

  なお、マイクの使用につきましては、発言の際スイッチを押していただきまして、発言が

終わりましたら再度スイッチを押していただきたいと思います。 

  それでは、本日の審議会の進行につきまして、お手元の次第に従って進めさせていただき

ます。 

  まず、ここで委員のご紹介をさせていただきます。前回欠席をされまして、本日、出席を

いただいております会長代理の大方委員でございます。 

○大方委員 前回はインフルエンザで欠席させていただきまして、申し訳ございません。きょ

うは初回となります、東京大学の大方でございます。都市工学科で都市計画というものを

専門にしている関係上、地元ということもあり参加させていただくことになりました。よ

ろしくお願いいたします。 

○小野幹事 ここで４月の人事異動によりまして、区職員の幹事の変更がございますので、新

幹事をご紹介申し上げます。 

  企画政策部長の宮下幹事でございます。 

  企画課長の徳田幹事でございます。 

  みどり公園課長の篠原幹事でございます。 

  環境対策課長の齊藤幹事でございます。 

  なお、資源環境部長の鈴木幹事は、本日欠席でございます。 



 
－2－

  それでは、ここで煙山区長からごあいさつを申し上げます。 

  区長、よろしくお願いいたします。 

○区長 皆様、こんにちは。区長の煙山でございます。都市計画審議会の委員の皆様には、日

ごろから文京区の都市計画につきまして、多大なご尽力をいただいてます。まことにあり

がとうございます。 

  我が区ゆかりの文人であります森鷗外が、小説家である一方で、都市計画にも深い造詣が

あったという具合に聞いております。それらの文献を見ますと、明治23年に発表された

「市区改正論略」という本の中で、多心型の都市づくりの提唱ということだとか、あるい

は、道路幅に応じて建物の高さを押さえることなどという記述がございまして、鷗外が一

昨年生誕140年を迎えて、亡くなられてからもう80年を過ぎているわけですけれども、今な

お今日の都市計画やまちづくりに相通ずるものがあるかな、このように思うところでござ

います。 

  本日の審議会では、これまで素案、修正案、区原案と３回にわたりましてご審議をいただ

きました用途地域等の見直しの内容、さらに文京区内の拠点整備の一環となります茗荷谷

駅前地区の地区計画につきまして最終的なご審議をいただきたいと考えております。 

  今回の用途地域等の見直しでは、文京区においても絶対高さの制限などを導入しておりま

す。これにつきましては、関係地域住民の方々からは大変評価をいただいており、大いに

期待もされているところであります。今後とも区民とともに文京区の地域特性を生かした

都市計画やまちづくりに努力してまいりたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願

い申し上げる次第です。 

  委員の皆様には、文京区の安全で快適なまちづくり実現のために、今後ともお力添えを賜

わりますようお願い申し上げまして、ごあいさつとさせていただきます。ありがとうござ

います。 

○小野幹事 ありがとうございました。 

  次に区長より審議会への諮問がございます。区長、よろしくお願いいたします。 

○区長 文京区都市計画審議会会長、戸沼幸市様。文京区長煙山力。 

  文京区都市計画審議会条例第２条の規定により、下記の事項について諮問いたします。記。

①東京都市計画区域区分の変更について（東京都決定） 

  ②東京都市計画用途地域の変更について（東京都決定） 

  ③東京都市計画高度地区の変更について（文京区決定） 
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  ④東京都市計画文教地区の変更について（文京区決定） 

  ⑤東京都市計画地区計画茗荷谷駅前地区地区計画の決定について（文京区決定） 

  以上です。 

○小野幹事 ありがとうございました。区長は所用がございますので、退席させていただきま

す。よろしくお願いします。 

○区長 どうぞよろしくお願いいたします。 

○小野幹事 それでは、これからの進行は、戸沼会長にお願いすることといたします。戸沼会

長、どうぞよろしくお願いいたします。 

○戸沼会長 皆さん、こんにちは。よろしくお願いします。 

 ただいま区長さんから諮問をいただきました５つの議案について審議をしたいと思います。

それで、５つある議題の中で、皆さんにお手元に渡した議事日程によりますと５つござい

ますが、上の４つがどちらかといえば東京都全体の都市計画の案件に関する用途地域とか

地域区分でございますので、まず４つをご説明いただいて、それと５つ目の茗荷谷の地区

計画の決定については切り離して審議したいと思いますので、事務方では、まず上から４

つの分について説明をしていただいて、それで委員の皆さんには、質疑あるいは答弁いた

だいて、まず採決をするという手順にしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いしま

す。 

  では、事務局どうぞ。説明お願いします。 

○小野幹事 それでは１から４までにつきまして、この案件につきましては、これは用途地域

関係でございます。 

  それでは、まず資料１から説明させていただきます。資料１は、区域区分の変更について

ということになってございます。区域区分といいますのは、次の２ページをあけていただ

きますと、上に１番、市街化区域及び市街化調整区域の区分ということで、この区域のこ

とを指しております。 

  それで、文京区は100％市街化区域ということになってございますので、今回の用途地域

等の見直しに関しては変更はございません。これが東京都決定分になります。 

  資料２でございます。用途地域の変更についてということになります。これも東京都決定

分ということになります。あけていただきまして、３ページの一番右端を見ていただきま

すと、ここに増減ということで書いてございまして、用途地域を今回の見直しの中で変更

しているところにこの増減が生じているということになります。本日席上配付させていた
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だきました、去年の３月１日に新聞折り込みしました修正案、これをあけていただきます

と、左側の真ん中あたりに丸で書いてあるところがあろうかと思うんですが、この②Ａ、

②Ｂといったところが今回変更該当する箇所になります。右上の四角の中に変更内容とい

うことで、②Ａ、②Ｂということで、何から何に変更したということが表記されておりま

す。その関係の増減でこの第一種中高層住居専用地域と近隣商業地域、ここで入り繰りが

出てきているというような内容になってございます。 

  それで４ページにいきますと、それが具体的に町丁目が、場所が書いてありまして、変更

前、変更後、面積、備考ということで記述されているというような内容になってございま

す。 

  資料３でございます。これは高度地区の変更ということで、これは文京区決定ということ

になります。現在も高度地区についての規定がございます。それで、今回変更する予定に

してございますのは、左側の枠でいいますと、真ん中からちょっと下の第３種高度の下に

35メートル高度地区、45メートル高度地区というふうに書いてございますが、ここが今回

新たに定める部分ということになります。この修正案の中で見ていただきますと、③が35

メートルの絶対高さの制限を導入した本駒込六丁目の近辺、それから⑤が音羽通りの一角

で45メートルの絶対高さを導入したエリアということになってございます。この35メート

ル、45メートルの高度地区、これが新たに追加された地区ということになります。 

  右の方へいきますと２番、３番、この辺は全然かわってございませんで、４番の許可によ

る特例ということがございます。許可による特例の５行目の後半、ただしということで書

いてありますが、ただし、第２号の規定は、35メートル高度地区内の建築物及び45メート

ル高度地区内の建築物については適用しない。第２号の規定というのは、その下に書いて

ございます（２）のことを指しております。（２）は何かというと、これは総合設計を指

しておりまして、どういう意味かといいますと、総合設計を使った場合に一般的な斜線型

の高度は突破できる形になってございますけれども、35メートル高度地区と45メートル高

度地区においては、総合設計でも突破ささせませんと。突破はできませんよというのがこ

の規定になってございます。 

  それから（３）のその他公益上やむを得ないと認め、云々ということは、これは現在もこ

ういう形で規定されておりますが、今回その35メートル、45メートルの高度地区を導入し

たという中で、既に大分年数がたって古くなった既存不適格のマンションがございます。

そういったものをある程度救わざるを得ないのかというふうに考えてございます。その理
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由としましては、そこで既に居住をしているという、生活の場になっているというような

ことを考えた場合に、一律、高さをカットしてしまった場合に、そこから出なければなら

ないような人が生ずるのではないかというようなことから、既存不適格のマンションにつ

いては、救済措置を設けていきたいというふうに考えてございます。それを（３）の中で

救済したいということで考えております。まだ、具体的にどういう条件でというところま

では詰めておりません。これは今後詰めていきたいというふうに考えてございます。それ

を許可する場合には、建築審査会の同意を得て許可するというふうな形になります。 

  次の２ページにいきまして、左側は変わってございませんで、右側の変更概要というとこ

ろがございまして、ここに変更箇所、変更前、変更後という形で書いてございます。これ

が先ほどの修正案の中に書いてある場所と一致するということになります。それで、これ

が高度地区については文京区決定ということで、この内容で変更したいということについ

て、３ページに知事の同意書ということで同意しますということで、知事の同意書をいた

だいているということでございます。 

  資料４でございます。これは文教地区の変更ということになります。この文教地区の変更

につきましても、先ほどの②のこの地図の２Ａのところを第１種文教から第２種文教に変

更するという変更を今回かけております。それに伴う変更ということになります。これも

文京区決定ということになります。第１種文教から第２種文教に変わるとどういうことに

なるかといいますと、右の方に規制内容の概要というふうに書いてございまして、第１種

文教でできないものが列挙されております。第２種文教でできないものが書いてあると。

第２種文教にきて抜けたものは何かというと、第１種文教の中に書いておりますマーケッ

ト、遊技場、一定の工場等と、こういうところが第２種文教では抜けているということに

なってございます。ただし、ここでは地区計画をかけておりまして、遊技場の中にはぱち

んこ屋等が入ってくるわけですが、地区計画の中ではぱちんこ屋は禁止しますという形で

規定しておりますので、第２種文教にしてもぱちんこ屋はできないというような規制にな

ってございます。そういう形で、第１種文教から第２種文教に変更するというような内容

になってございます。 

  ２ページにいきますと変更概要ということで変更前、変更後ということで書いてあるとい

うことでございます。文京区決定の内容について知事の方から同意書をいただいていると

いうのが３ページでございます。 

  以上が、資料１から資料４までの説明でございます。 
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○戸沼会長 ただいまのご説明に対して、まず質問をいただきたいと思います。質問の後でご

意見をいただくということにしたいと思いますので、委員の皆さん、よろしくお願いいた

します。 

  どうぞ。 

○関川委員 資料４号のところで、ただいま説明ありました第２種から第１種文教地区へとい

うふうなことでありますけれども、今、遊技場の中にもぱちんこ屋さんが入らないという

ような地区計画で抑制をしていくというようなことがありましたけれども、この第２種文

教地区のままで、今度地区計画を結びますよね。第２種文教地区のままでも、マーケット

ということであれなんでしょうかね、このままでも別に支障がないというふうに思うんで

すが、一度第２種文教から１種にしてしまうと、なかなかまた２種文教地区に戻すという

のは大変なことだというふうに思いますし、ここは本来文教地域ということで、ずっと環

境が整った、そういう地域になってきたわけですし、それから、第一中学校や窪町小学校

など学校が近くにあるというようなことでも、やはり第２種文教地区を守っていくことが

大事ではないかなというふうに思うんですが、その辺はいかがかなというふうに思います

のと、それから、絶対高さ制限のところで７月に東京都の方で決定ということで、東京都

の方でも５月13日に都計審が開かれるということになっていますが、この本駒込六丁目の

絶対高さ制限35メートルのところに、この前も建設委員会の方でちょっとお聞きしたんで

すが、ワンルームマンションが３分の２くらいの高層のものが建つということで駆け込み

的に今その計画が進んでいるようですけれども、それについては、この絶対高さ制限の精

神を適用してご指導していくというようなことでお聞きをしているんですが、その辺のと

ころではいかがなのでしょうか。 

○戸沼会長 ありがとうございました。 

  では、どうぞ。 

○小野幹事 まず、文教地区の関係ですが、文教地区につきましては、１種から２種に変わっ

ても現在の状況が大きく変わるということはないというふうに考えております。それは、

１種から２種に変えたエリアというのは、まず、再開発事業を今予定しているエリアと、

あと隣りの都バスの車庫ということになります。 

  その再開発事業の方は、現在の地権者を中心にした形で、また新たな建物にということで

考えておりますので、全く別の現在の文教的な環境を破壊するような業種を入れてくると

いうことは考えられないというふうに考えております。 
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  それから、バス車庫につきましても、これはまだ計画が全く固まっていないと聞いており

ますけれども、また、いずれにしても出てきた場合には区の方にいろんな形で相談等出て

くるかと思いますので、その中でこの文教地区を乱すようなものにならないような形でう

ちの方からも当然要望はしていきますし、そういうことは恐らくないであろうと考えてい

るところであります。 

  それから、絶対高さとワンルームの関係なんですが、基本的には絶対高さとワンルームと

いうのは全く別物ということでありまして、絶対高さはあくまでも建物の高さを規制する

というものですから、ワンルームというのは、建物の用途ということになりますので、用

途を規制するためには、現在の用途地域でも規制はしているんですが、それ以上に規制す

るということになると、また別の規制が必要になってくると。そのためには地区計画をか

けるとか、何か別の方策でかけないと規制はできないということですので、絶対高さの中

でワンルームを規制するというのはできないということになります。 

○関川委員 そうではなくて、内容について言ったんですが、そのワンルームの件については。

これは高さはあれでしたか、引っかかるんですよね。超えるんですよね、35メートル。 

○戸沼会長 どうぞ。 

○小野幹事 区の方からも業者に対して大分前からかなり厳しく指導してきていまして、結果

としては35ｍを切る形で計画するということになっています。 

○関川委員 この本駒の問題については、去年の10月にも陳情書が出されたり、それから今年

に入っても、駆け込みをぜひ規制をするような形でということで陳情が出されていますの

で、ぜひその辺のところでは、せっかく７月からということですけれども、絶対高さ制限

ということで、前進した内容が今度の文京区の用途地域の改正案として出されましたので、

ぜひ、その辺のところではお願いをしたいというふうに思います。 

○戸沼会長 ありがとございました。 

  ほかに。どうぞ。 

○鹿倉委員 鹿倉です。本駒込６丁目の絶対高さ制限の問題については、やはり事業者による

ということもあるかもしれませんが、高さ制限を基本的には守らないでいいという認識を

して建築計画を住民説明会に出す。それは住民に対して、もしくは文京区の地域のあり方

に対して、やはり本当に失礼な姿勢だというふうに私は思うんですね。事業者側に対して

基本的にこういう地区改正の修正案が出ていることや、こういった問題について住民がど

ういうふうに発言をしてきたのか。もしくは、文京区民がどういうふうに受け止めるのか
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ということを、ぜひとも事業者に対してきちんと指導をしていただきたいなと思うんです。 

  あわせて言うならば、ワンルームマンションの指導要綱についても、基本的にもう事前に

これについては区役所にも言ってあるんだから守らないでいいんだと、こういうことを現

実の問題として言っているわけですね。ワンルームのマンションの指導要綱については４

月１日改正ということになっているわけなんですが、もう既にその問題については４月１

日以前に建築確認申請は出していなくても、事前にそれは出しているんだから、４月１日

以降に確認申請を出している状況であっても、さかのぼってそれを変更するつもりはない

ということを言っているわけですね。ある面で言うと、それは住民や区政に対する挑戦だ

というふうに私は思うんですよね。 

  そういったことについて、指導要綱については、法的に大きな担保をする力はないですが、

ぜひ行政側として、この都市計画審議会で議論してきた問題や、それから住民から直接上

がってきている現状などをきちんと説明をして、そのことを通じて良好なまちづくり、そ

して公共の福祉に寄与すると、そういう都市計画法だったら都市計画法の精神に従って、

ご納得いただけるように強く指導していただきたいと思うんですが、その辺について改め

てお願いをしたいと思うんですが、いかがでしょうか。 

○小野幹事 前段の絶対高さの関係について、私の方からお答えして、ワンルームについては、

江口幹事の方からお願いします。 

  まず、絶対高さにつきましては、先ほど私の方から区としても厳しく指導したと申し上げ

ましたが、この新しい規制が告示される間は、現在の規制の中で確認申請等も出せる。法

的には出せるという形になっています。ですから、必ずしも守らないとだめだと。あるい

は、区は守らないと許可しないというようなことはできないというのが、法的な扱いにな

ります。 

  ただ、そうは言っても、今、鹿倉委員がおっしゃったように、区が導入した考え方、ある

いは地元住民が考えている考え方、それが何でこういう形で導入されたのかということに

ついて、業者を呼んで私の方から非常に強く、区の考え方と地元住民の考え方を伝えまし

た。それで、しばらく様子を見ていました。その間、地元説明会等が行われ、また、地元

の方からもかなりきついお話が多分業者に対してあったのだろうと思います。 

  その結果として、先ほど申し上げましたように、絶対高さについては守るという形になっ

ているというのが現状です。 

○江口幹事 ワンルームマンションの指導要綱の規制につきましては、当該のマンションにつ



 
－9－

きまして、確かに４月１日以前に事前協議が出まして、３月中に協議が終了しております。

ただ、建設が４月以降になるということで、私どもも４月１日にワンルームマンションマ

ンションの指導要綱の改正を考えておりましたので、なるべくそれに沿った形で計画の変

更をお願いしたというところがございます。 

  その中で、駐輪場、あるいは管理の問題等については、新しい指導要綱に沿った形で計画

を変更するということで事業者の方からご回答をいただきましたが、ワンルームの部屋の

大きさについては、設計上の理由、あるいは、営業上の理由で改善が難しいということで

の回答がございました。区としましては、３月中の協議ではあるけれども、４月１日以降

の新要綱に沿った形でお願いしたい、なるべくお願いしたいということで指導を要請して

まいりましたけれども、残念ながらワンルームの大きさの部分については了解を得られな

かったというところでございますが、その他の部分については十分指導して受け入れをし

ていただいたという経緯がございますので、ご理解いただきたいと思います。 

○戸沼会長 ほかにご意見ございますでしょうか。もし、なければこれでまとめたいと思いま

すが、いかがでしょうか。 

（異議なしの声あり） 

  それでは、議題の１、２、３、４についてはご同意いただけたということにしたいと思い

ます。ありがとうございます。 

  それでは、５番目の東京都都市計画地区計画茗荷谷駅前の地区計画の決定について。これ

は文京区決定でございますが、これについて説明をお願いします。 

○小野幹事 今回の用途地域等の見直しに当たりましては、地区計画を前提にして用途地域あ

るいは容積率等を変更するということになっております。茗荷谷駅周辺におきましても、

そのような手続で今回進めてきております。茗荷谷駅前地区地区計画につきましては、こ

れまで素案、修正案、原案ということで３回の説明会を開催いたしまして、そこでいただ

きましたご意見を参考に２箇所修正を行いまして、関係権利者の合意形成に努めてまいっ

てきているところでございます。関係権利者の皆様には、地区計画の内容についてご理解

いただけているものというふうに考えてございます。 

  また、地区計画の内容を前提といたしまして、市街地再開発事業が予定されておりますが、

市街地再開発事業は、地区計画とは別に都市計画決定の手続が必要となります。今後、そ

の都市計画事業の内容についての説明会、あるいは都市計画法に基づきます公告、縦覧、

意見書の提出ということが今後行われることになります。 
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  それでは、資料についての説明に入ります。資料５のまず１ページになります。 

  １ページ以降が茗荷谷駅前地区計画の案ということになります。こういう内容で決めてい

きたいということでございます。２ページにその位置図ということで、地区計画を定める

場所を表記してございます。３ページでございます。３ページには、その名称ですとか、

位置ですとか面積ということで書いてございまして、そこに位置と面積のところに※印が

入っていますが、この※印のついている部分については知事の同意事項ということで、知

事の同意が必要な部分ということになります。 

  地区計画の目標といたしましては、再開発等の促進によりまして、地域の中心にふさわし

い駅前拠点の形成を図るとともに、防災道路等を整備しまして、安全で住みよい市街地形

成の促進と誘導を図っていくと。地域交流を促進しまして、周辺地域と調和した若者を中

心とした学生のまちとしてのにぎわいを創出していくというのが目標として掲げてござい

ます。 

  それから、区域の整備開発及び保全に関する方針ということで、まず土地利用の方針でご

ざいます。１番として駅前拠点地区、２番として教育施設地区という名前がございますが、

それを説明するのには７ページをちょっとあけていただきたいんですが、７ページに地図

がございまして、これが地区整備計画区域という場所になります。Ａのところが駅前拠点

地区、Ｂのところが教育施設地区という、拓殖大学というところになりますけれども、そ

ういう形で地区整備計画区域。地区整備計画区域としましては、ＡとＢ、それから、Ａと

Ｂをつなぐ縦のラインの道路、Ｂから左へ伸びております道路、その道路２本を含めた形

で地区整備計画区域という指定になっております。 

  ということで３ページに戻っていただきまして、土地利用の方針としての駅前拠点地区に

つきましては、ここは都市マスタープランで拠点という位置づけをしてございまして、拠

点にふさわしい商業業務及び居住機能等による良好な複合市街地の整備を図っていくとい

うことにしてございます。 

  それから、２番の教育施設地区につきましては、現在の土地利用を継承し維持を図ってい

くということになってございます。 

  地区施設の整備の方針といたしましては、１番として区画道路等の整備ということで、消

防活動困難区域を解消するためにというふうに書いてございますが、ここは、非常に狭い

道路が多くある場所ということで消防活動困難区域があります。それを解消するために、

区画道路、あるいは敷地内通路及び歩道状空地を設備しまして、避難路や生活道路として
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ネットワーク化を図っていく。 

  それから、２番の広場等の整備といたしまして、地域の交流拠点として有効な広場状空地

を整備するとともに、緑地を整備することで地域環境の向上を図っていくということにし

てございます。 

  建物等の整備の方針といたしましては、１番の駅前拠点地区につきましては、高度利用を

促進するとともに、建築物低層部には商業施設の誘導を図って、地域拠点にふさわしいシ

ンボル性を創出していくということでございます。 

  ４ページにいきまして、建築物等の用途の制限、容積率の最高限度、あるいは壁面の位置

の制限といった幾つかの項目を定めていくということにしてございます。 

  ２番の教育施設地区につきましては、生涯学習を積極的に展開するための施設の整備を推

進していくと。それから、建築物等の用途の制限、壁面の位置の制限、建築物等の高さの

最高限度、そういったものを定めていくということにしてございます。 

  下に、左側に地区整備計画というふうに書いてございます。先ほどご紹介いたしましたＡ

とＢ、あるいは道路が入りますが、地区整備計画につきましての内容が右の方に書いてご

ざいます。まず位置と面積、それから、地区施設の配置及び規模ということで、まず道路

ということがございます。ここは文章で書いてございます。後ろに地図がありますので、

またそちらを参照していただきたいと思いますが、まず道路としては区画道路の１号から

４号までがございます。それから、その他の公共空地といたしまして、敷地内通路、歩道

状空地、広場状空地、それから、緑地といったものを定めてございます。 

  建物に関する事項という形での規制ということで、駅前拠点地区と教育施設地区というふ

うに２つに分けてございまして、それぞれに規制をかけているということでございます。 

  まず、建築物等の用途の制限ということで、先ほど申し上げましたが、第２種文教地区に

変更するということですけれども、ぱちんこ屋は建築してはならないということでここに

入れてございます。 

  教育施設地区については、学校関係の施設を中心にやっていくんだということでございま

す。 

  建築物等の容積率の最高限度ということで、そこに容積率の最高限度を規制してございま

す。その下の容積率の最低限度、建ぺい率の最高限度、建築面積の最低限度、そういった

ものを規制している。 

  ６ページにいって、壁面の位置の制限という形で、建物の壁を敷地境界から幾ら離すとい
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ったような、そういった壁面の位置の制限もかけているということでございます。建築物

の高さの最高限度、教育施設地区では50メートルということで規制してございます。垣又

はさくの構造の制限といった形で制限を加えていくということでございます。 

  ７ページ以降がそれを具体化した図面の中に落とした絵になってございます。７ページは

先ほどご説明いたしました。それから、８ページにいきますとここに施設関係が入ってご

ざいまして、地区施設ということで区画道路、敷地内通路、歩道状空地、広場状空地、緑

地という形で、こういった形で定めていくということにしてございます。 

  ９ページにいきますと、これが壁面の位置の制限ということで、これは場所によって異な

りますけれども、敷地境界から壁を１メートルから６メートルまで離すというような形で

壁面の位置の制限をここでしていくという図になってございます。 

  これが文京区の決定の内容になってきまして、10ページにいきますと、資料５の２になり

ますが、この地区計画の内容の決定に当たりまして、都知事はこの内容で同意するという

ことで同意書をいただいております。 

  11ページ、資料５の３がございます。地区計画の案に対する意見書の提出についてという

ことで、実はこれはもう既に縦覧、意見書の提出は終わっているんですが、関係権利者の

ほか広く区民や利害関係人は意見を提出することが都市計画法の17条２項で定められてい

るということで、通常17条縦覧というような呼び方をしてございますが、そういった形で

意見書を提出できますということになっています。それにつきましては、区報ぶんきょう

で周知、あるいは、関係権利者にはこれまでもいろんな形でご案内差し上げてきましたの

で、今回についても差し上げまして、それから、地区計画の周辺の区設掲示板５箇所に周

知文を掲示いたしました。公告し、縦覧期間がそういう形で３月９日から３月23日という

ことで、意見書が提出されまして、それが166通。括弧して172人というふうに書いてござ

いますが、これは１通に複数の方が署名されているということがございますので、そうい

った形で人数と提出された意見書の数が違ってございます。 

  その提出された166通のうちの内訳でございます。共通の書式による反対の主旨の意見書

が142通ということで、共通の書式というのは、反対しますという意見があって、その中に

理由が３つ書かれてございます。それが共通書式という形でございます。その下に空白の

部分がありまして、また自由に意見を書けるというような書式になってございました。 

  それから、２つ目としては、やはり同じような共通の書式による賛成の主旨の意見書とい

うことで10通、これにつきましては、賛成しますという意見の下に理由が３つ挙がってい
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るというような形。こちらについては自由に書き込める意見欄はなかったということでご

ざいます。 

  それから、全く共通の書式によらない、普通に一般的な形での意見書というのが14通とい

うことでございます。これが17条縦覧、関係権利者のほか、広く区民や利害関係人は意見

を提出できるという形での提出された内容になります。 

  12ページでございます。また、これが繰り返しなりますが、共通の書式によるということ

で、142通出されました。その中で、一番下に空白のあった自由記入欄に意見の書いてあっ

た意見書というのは、142通のうち58通ございました。58通を内容別に分けたのが①から⑧

というような内容になってございます。 

  ②共通の書式による賛成の主旨の意見書というのが10通で、共通の書式によらないものが

14通ということになっておりまして、13ページ以降は、その具体的な内容を記載してござ

います。左側に意見書の内容、右側に区の見解ということで区の考え方をお示ししてござ

います。最初に反対意見及び３つの理由ということで反対しますという意見がありまして、

理由１から次のページ理由２、理由３という形で３つ理由が挙げてあるということでござ

います。自由記入欄の意見ということで①地区計画等についてということで４通ございま

す。 

  16ページ、再開発事業についてということで９通ございました。18ページ、③住民対応に

ついてということで５通。④の予算についてということで12通。21ページ、再開発事業と

住民対応についてということで８通。23ページの再開発事業と予算についてということで

４通。24ページの⑦住民対応と予算についてというのが８通。25ページの⑧再開発事業、

住民対応、予算についてというのが８通ということで、それが反対意見という形でのまと

めになります。 

  30ページにいきますと、共通の書式による賛成の主旨の意見書ということで10通というこ

とで、賛成しますということで意見がありまして、その３つの理由、１、２、３というふ

うに３つ理由が述べられております。これが10通ということでございます。 

  31ページ、共通の書式によらない意見書ということで14通ございます。これが31ページか

ら43ページまで、中身は要望ですとか、あるいは反対意見、賛成意見というのが入ってご

ざいます。これが14通ございました。 

  以上が17条縦覧に関する意見書ということになります。 

  それから、その意見書のあとに参考資料１というのがございまして、これまでの検討経過
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ということで、これまでの経過を載せてございます。区は平成14年11月ごろから関係権利

者に対しまして、地区計画に関する周知、説明等を行ってきております。それで、15年２

月から具体的な説明会を行ってございます。２月に素案の説明会、５月に修正案の説明会、

６月には都計審に中間報告をさせていただいております。７月には原案の説明会、１月に

再び原案について中間報告をさせていただいております。２月には都知事の同意をいただ

き３月には先ほど申しましたように17条の縦覧を行っているということでございます。 

  17条縦覧と、実は７月のところに16条に基づく公告・縦覧、意見書の提出というのがござ

いまして、この違いは何かといいますと、７月の16条に基づく公告・縦覧・意見書の提出。

通常16条縦覧と呼んでおりますが、これは関係権利者に対してのお知らせ、説明等、ある

いは意見をいただくという内容でございます。地区計画をかける場合には通常の規制以外

に新たな規制が発生するということで、どうしても関係権利者の同意がないと地区計画が

有効に機能しないということがございます。そういったこともあって、16条でわざわざ関

係権利者に対して説明、あるいは意見書の提出をもらって作成しなさいよということが書

いてあるということでございます。７月は関係権利者に対してのそういった意見書の提出、

それで今回16年の３月は、その他、ほかの方々からもいただくという形での意見書の提出

ということでいただいたものでございます。 

  ２番の地区計画の内容の変更概要ということで、素案から現在の案に至るまで、関係権利

者からの意見を踏まえまして２点について修正を行ってきております。１つは、壁面の位

置の制限についてということで、区画道路１号の壁面の位置の制限を２メートルから１メ

ートルに変更しましたということで、これは少し戻りまして資料５の８ページ、先ほど図

面関係があったと思うんですが、計画図２というのがございます。計画図２の茗荷谷駅前

の駅舎の横のところの区画道路１号（４ｍ）というのがございますが、そこに当初は駅舎

側から一方的に６メートルの空間が確保できるような形で２メートルの壁面線を指定して

おりました。地権者の方から、それは一方的な開きは困ると。中心振り分けにしてほしい

というようなお話がございまして、駅舎の方が現在建物が後退しているというようなこと

もあって、ここはまちづくり基本計画で６メートルの空間を確保するような位置づけにな

ってございますが、中心振り分けをしてもその６メートルの空間を確保できるであろうと

いうことから、当初２メートルの壁面線を指定していたものを、意見をいただいたものを

参考にして中心振り分けで１メートルという形に変更したものでございます。 

  それから、先ほどの参考資料１の２番目の地区施設についてということで、地区施設につ
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いても変更してございます。これは、この８ページの絵でいきますと、ちょっと見にくい

んですが、上のところの左側に緑地というふうに書いてございます。かぎ形に曲がってい

る細い通路があろうかと思いますけれども、跡見学園の右側ですね。当初はここを敷地内

の通路という位置づけにしてございました。やはり関係権利者の方から、ここを通路にし

て通行できるような形にしていると、この形状では非常に防犯上問題があるというご指摘

をいただきまして、私どもの方でも東京都と調整をかけまして、ここについては通路では

なくて緑地という形で変更したということでございます。その２点をこれまでに変更して

きてございます。 

  次の、参考資料１の２ページをお願いします。ここでは16条縦覧についての内容になって

ございます。関係権利者からの意見ということで、公告を７月８日に行いまして、７月８

日から22日まで縦覧をし、縦覧者はございませんでした。それで、意見書の提出というこ

とで、関係権利者から期限までには２通、期限後に３通来ました。合計５通来たというこ

とになります。２通の方で（７人）というふうに書いてございます。これは関係権利者全

て、関係権利者７人が関係権利者になってございます。 

  縦覧後きた３通の34人の中で、関係権利者はそのうち６人という形になってございます。

そういう形で16条縦覧は行われて意見書の提出はいただいたと。 

  次３ページ以降は、その意見でございます。都合５通来てございますが、その５通分の意

見が３ページと４ページ、それから、右側に区の見解ということで区の考え方を示してご

ざいます。 

  次のＡ３の大きい紙の資料の参考資料２ということでございますが、この参考資料２とい

うのは何かといいますと、１つは、先ほど６メートル、茗荷谷の駅の横のところの通路６

メートルの空間を確保しますということについての説明。これが右下に＊印の１と４とい

うのがございます。右下の方ですね。区画道路３号はというのと区画道路１号はというの

がございまして、その＊印の４番目の区画道路１号はというのは、先ほど茗荷谷駅の駅舎

の横の６メートル空間のお話でございます。それから、それは、今も区もそういう形で考

えていますと。＊印の１というのは何かといいますと、上の地図をごらんいただくと真ん

中から上、拓殖大学の上に＊印の１というのが出ているかと思います。拓殖大学のすぐ上

ですね。ここに縦の白い矢印が出ておりますが、実はまちづくり基本計画ではここを６メ

ートルに位置づけておりました。それで、本来であれば、今回も地区計画の中で６メート

ルに位置づけるというのが、本来まちづくり基本計画と整合がとれた形になるということ
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ではあったんですが、ただ、地権者との協議の結果、６メートルまで拡幅するのは難しい

という結論になりまして、ここは現在４メートルという位置づけにしてございます。４メ

ートルというのは中心振り分け２メートル、これは基準法上やらざるを得ないものですの

で、その４メートルというのは普通に建て替えても下がらなければならない空間というこ

とで、その４メートルという位置づけにしてございます。ただ、区といたしましては、ま

ちづくり基本計画の６メートルということにつきましては、もし将来それが可能であれば、

やはり６メートルという形にしていきたいと。その考えは持っていますという意味で＊印

の１番というのが書いているということでございます。これは参考資料ということで、区

の考え方をそういうことで述べているものということでございます。 

  地区計画についての説明は以上でございます。 

○戸沼会長 ありがとうございました。ただいまの説明に対して、まずご質問をお願いしたい

と思います。意見の方ですか。 

  それでは、まずご質問がありましたらどうぞ。今の文言に対して、ご説明に対してご質問

がありましたら、まず伺って、その後でご意見を伺いたいと思いますが。 

  どうぞ。 

○関川委員 １つ拓大につながる方で、今、課長さんの方からご説明ありましたが、防災道路

６メートル道路にする予定であるけれども、当面４メートル道路ということですけれども、

この計画の中に大きな防災のためのまちづくりということが入っていますが、この４メー

トルが６メートル道路になるということでは、やはり時間がかかるというふうに思うんで

すが、その辺、消防面のことではどうなのかなというふうに思いますのと、それから、今

までもいろいろご意見述べてきましたけれども、この今回まとめられた意見書を見ますと、

やはり真ん中に建つ99.8メートルの高いビルについては、できるだけ低層のものを、ある

いは地権者の方の参加のもとに自分たちが住めるマンションということで、５から６階と

いうような意見もこの中にもあるわけですけれども、この高層ビルの中で、例えば今まで

終了した後楽東地区などで見ますと、高いものを建てなければならないというところに保

留床の処分の問題が多分あるというふうに思うんです。 

  そういったときに後楽東の予算の使い方を見ると、やはり保留床処分分で全体の予算、収

入の部分のうちの９割がこの保留床の処分に使われているというようなことでは、その辺

ペイしなければならないということで、こういうふうに上に上にというふうになるんでし

ょうけれども、先ほどもありましたけれども、今回用途地域変更ということで、第１種中
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高層から近隣商業になるということで、やはり高いものが建つようなこういう地域に変貌

していくということでは住民の皆さんいろいろ危惧の意見は述べられているというふうに

思うんですが、実際にこの中の意見を見ますと、地権者の方の持ち分ですか、交換比率が、

今地価が下がっているので、１を下回るというふうに予想されるかもしれないというよう

な意見など私はお聞きをしたんですけれども、その辺のところでこの保留床の処分の問題

と、それから地権者の実際にこの中にお入りになる方についてのお部屋の取り分とかとい

うようなことについては、どんな関係になっているのかということと、それから予算面で

いいますと、いろいろ話し合いを皆さん重ねてきているというふうに思うんですが、やは

りバブルのときとは違いますので、ここに総計で大体21億ぐらいが入るということでは、

皆さんの区民の方の税金の使い方ということでは、やはり考えていかなければならないと

いうふうに思いますのと、それから今回地区計画を結ぶということでありますけれども、

この都市計画法の17条の２項ですか、それから12条の４から７が地区計画を定めるという

ふうに決まりになっていますが、これは最終的には区長さんがお決めになるということと、

土地所有者の意見を反映させて区長が決めるということで、全員合意は必要ないというこ

とで地区計画の定め、法律等の関係でありますけれども、やはりその辺のところではこれ

だけ多くの方の意見を見ますと、納得をしていない方、周りの方も含めて多くの意見が寄

せられていますので、やはりきょうここで拙速に決めるということは、私としては承服で

きないというふうに申し上げておきたいと思います。 

  質問と意見とがごっちゃになって申し訳ありません。 

○戸沼会長 ご質問ということでお願いしたんですが、ご意見も出たようですけれども、前段

の質問の部分について答えていただけますか。 

○小野幹事 ６メートル道路の関係につきましては、先ほどもちょっと申し上げましたけれど

も、区と地元の方でいろいろ協議をさせていただいてつくったまちづくり基本計画の中で、

やはり６メートルという位置づけがしてございます。それは、消防活動困難区域の解消と

いうことから出てきているということでございいます。ですから、本来であれば６メート

ルにするのがより適切であろうというふうに私どもの方も考えましたが、やはり地権者の

同意が得られなければ、それはなかなか難しい話になります。この地図でいきますと、左

側は割と大きめの学校とか銀行の寮とかということで、比較的広めのものがあるんですが、

右側へいきますと、民地になりまして細かく分かれている部分があって、これを６メート

ルにといってもなかなか難しい面がございます。したがいまして、そういった地元の方々
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と私どもの方で今回地区計画を策定するに当たってやりとりする中で、やはり６メートル

というのは現実的には今の段階では少なくとも決めきれないという中で、４メートルとい

うことにしたものでございます。 

  ただ、先ほども申し上げましたように、考え方としては、将来的にはもし６メートルにす

ることが可能であれば、それはぜひ目指していきたいということで、現在区の方からも、

この道路に面して建て替えが起きた場合には、中心から３メートルずつそれぞれ下がって

いただくというようなことで、一応お願いは続けております。今後ともそういう形でして

いきたいというふうには考えてございます。 

  そのあとの質問については、高橋幹事が。 

○戸沼会長 どうぞ。 

○高橋幹事 ただいまの建物の高さについてのご指摘がございましたけれども、建物につきま

しては、今後の設計の中で検討して決めていきますので、まだ、高さについては決まった

ものではございません。それから、事業の中身についてのご指摘でございますけれども、

いわゆる再開発事業につきましては、保留床処分と補助金等が収入になっておりまして、

それに対しまして設計関係の調査費と、あと工事費ならびに補償費等が支出になってござ

います。その両方がイコールになって、市街地再開発事業が成立するということでござい

ます。そういった中で保留床処分費が占める割合が非常に大きくなるというのは、事業の

特殊性上やむを得ない部分と考えてございます。 

  それから、バブル時代との関係の中でのお話でございますけれども、再開発事業の中でや

はり地元の方々が住み続けられる事業ということで、地元の皆様が主体的に検討されてい

る事業でございます。そういった中でやはり地権者の方々が今の生活をその場所で継続で

きる、生活再建できるということが１つの条件になってございます。そういうことを含め

て皆様、地元の方々が検討している事業でございます。 

  それから、補助金につきましてでございますけれども、再開発事業の特殊性、いわゆる権

利変換という手法を使っての事業を推進するということで、法定の再開発事業になってご

ざいます。そういった中で事業の特性の中で補助金を支出、国なり都、区で支出して事業

を推進しているということでございます。 

  それから、全員合意につきましてのお話でございましたけれども、地区計画につきまして

は、一定の手続の中で縦覧型という形でもってできますし、再開発事業の都市計画決定に

つきましても、縦覧型という形でもって可能でございます。ただ、私どもとしては、やは
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り全員合意を目指して、地元の準備組合に対してなるべく地元の方々の声を取るようにと

いうことで、今現在指導してございます。 

○戸沼会長 どうぞ。 

○関川委員 地区計画に関しては全員合意ということになりましたけれども、その全員合意に

しても時間等の関係が多分あるんだと思うんですが、いつごろをめどに。きょうは、あれ

ですか、これについては、地区計画についての承認をということとなるわけですよね。 

○戸沼会長 きょうの私どもの議題のいわゆる５番目は、東京都都市計画地区計画の決定とい

うことで、私どもがきょう議論する内容の図面は、ここに計画図の１と、それから計画図

の２と計画図の３で、この内容について決定しろということで、その後のそれと連動する

再開発等々については、特にきょうはそれを議題にするということではないと思うんです

が、どうですか。 

○高橋幹事 最初に事務局からもお話がございましたけれども、市街地再開発事業につきまし

ては、また別途都市計画決定をお願いする案件でございます。そういった中で、今私が申

し上げたように、全員合意型と縦覧型があるということで私どもの方の事業についての説

明でございます。地区計画につきましては、小野幹事の方から、説明があると思います。 

○戸沼会長 もう１つ、議事進行上で私が思いますのは、ただ、そうはいっても、多くのこう

いう意見書と、それから先ほど課長の方からそれについての対応のようなことの議論があ

りましたので、これもこの議論の中でひとまず議論していきたいというふうに思いますの

で、そういうことで、きょうの決定はあくまでも地区計画の決定でございますということ

を前提に質疑あるいはご意見いただきたいと。 

  どうぞ。 

○鹿倉委員 今、会長から質疑に関しての整理がありましたけれども、基本的に住民の皆さん

から考えますと、基本的に地区計画の決定があって、事業計画があって、また説明会とか

あると言われても、実際の話、地区計画が通った後で事業計画が具体的に固まったところ

で議論をしても、それは地区計画が決まっているんだから、地区計画で認められています

よで終わってしまうというふうに私なんかは思ってしまうんですよね。 

  私は、きょう質問したいのは、前回の審議会でも意見を言わせていただきましたが、地権

者の方々の合意と近隣の方々のご納得がいただけるような計画をどういうふうに進めてい

くのかということで、私は聞きたい。きょうもお聞きしたいと思っているんですが、先ほ

ど関川委員もお話ししたように、これは地区計画から事業計画にいくと、公費でいっても
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21億とか22億の税金が投入されるわけですから、それなりのきちんとした手続が私は担保

されていなければ、住民に対して私たちが説明責任ができないというふうに思うんですね。 

  実は、今手元にお手紙をいただいているのは、これは今回の計画の中の方ではなくて、駅

前の別の方からのお手紙をいただいたものもあるんですが、基本的にこの間の経緯につい

て、この現在の計画地になってきたことについて、一つは異論がありますということでお

手紙をいただいて、これ自身については、私はこの間説明をいただいたこともないのでわ

からないんですが、このお手紙の中では、地権者には３分の２の賛成が得られなければ計

画は中断されると説明されてきたけれども、３分の１の面積を所有する２軒を外してこの

間計画がつくられてきたと。その中で区の方は、計画についてはどんどん進めるというよ

うな形で再開発の説明会をやってきたと。その中で、この手紙を書いた方は私は仕方がな

いので外れてしまいましたということで、これは駅前の方ですけれどもね。片一方では、

きょうも先ほど関川委員の話にも出ていましたように、これだけ多くの地権者の方、今回

の計画敷地内の地権者の方と、それからプラス周辺の利害関係されている方々からのご意

見がこれだけ来ているということを考えますと、やはりきちんとその辺の齟齬を埋めてい

くということをしないと、住民が本当にこの計画を賛成して迎えられるというふうな形に

なっていかないのではないかというふうに思うんですね。 

  これは具体的に今後ずっとこれを引っ張っていくというふうになってくると、後々いろん

な問題が発生してくるというふうに私は思うんですが、その辺に関して、この間の経緯を

踏まえて、果たしてこのまま進めていくことが自治体の、今、地方分権という言い方をし

ていますけれども、地方分権を担う自治体の進めるやり方になるんだろうかと。もしくは、

住民参画という形でいっていろんな住民の方々に、区政だったら区政に参画していただく

ということを文京区はずっと言っているわけなんですが、そういった区政の基本的な姿勢

としてどうなんだろうかと思うんですが、その辺はいかがですか。 

○戸沼会長 どうぞ。 

○小野幹事 まず、地区計画が再開発と極めて関係が深いというのは、それはそのとおりだと

思います。ただ、地区計画の説明の手続と、市街地再開発事業の手続というのが、また別

な形で進めてきていますので、それはそれでやはり分けて考えなくてはいけない部分もあ

るのかなということがまず１つあります。 

  茗荷谷駅前地区につきましては、説明の中でもちょっと申し上げましたけれども、文京区

の都市マスタープランの中では、大きな拠点の１つという形で位置づけております。です
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から、そういった中でやはり拠点整備ということは、区としてもこれは進めていきたいと

いうふうに考えてございます。 

  その進め方の１つとして、市街地再開発事業という手法がここで出てきているということ

でございます。その前段として地区計画をかけて、計画的な事業を進めていくという手続

をとっていると。 

  それで、先ほども参考資料１ということで、地区計画についてのこれまでの検討経過とい

うことで説明させていただきましたけれども、私どもとしては、関係権利者に対して、こ

の地区計画を進めるに当たって非常に開かれた形で進めてきたというつもりではおります。

決して情報を隠すとか、あるいは特定の人だけにどうするとかというようなことでやって

きたということはございません。その１つのあらわれとしても、先ほど16条縦覧というお

話をしました。その中で、本来は関係権利者から意見をもらうということではあったんで

すけれども、それ以外の方の入っていた意見書についても我々はそれを受けて、しかも期

日が過ぎてましたけれども受けて、それでこういう意見がありましたということで、委員

の皆様にも本日ご紹介させていただいているというようなことで、地区計画については進

めてきているということですから、決して強引にこの地区計画を区が今回進めてきている

ということではないというふうに考えてございます。 

  それで、しかも地権者からは先ほどご紹介したような内容できてますので、ご理解はいた

だけていると。大方の方にはご理解いただけているというふうに考えてございます。 

  また、再開発事業につきましては、担当がまた分かれて進めてきてますので、それは高橋

幹事の方からご説明してください。 

○高橋幹事 再開発事業につきましては、平成３年に組合ができまして、なかなか進捗しなか

ったのが事実でございます。といいますのは、交通局の協力につきましてなかなか同意を

得られなかったということで、交通局の同意、事業に対する協力の同意が得られたのが平

成14年でございます。その14年から事業について具体的な検討ができたというのが準備組

合の方の活動としてございます。 

  それから、平成13年から春日通りの拡幅事業が入ってございます。そういった拡幅事業に

伴いまして部分的な解体だとか建て替えが進み、個別建て替え等が進みますと、再開発事

業の方につきましても、なかなか後手になってしまって進まないというような事業の特殊

性もございますので、そういった中で準備組合としましても、この時期に具体的な検討を

推進したということでございます。 
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  それから、地元の権利者の方々の動向でございますけれども、この地区につきましては27

名の地権者の方がいらっしゃいます。そのうち、２名の方、大きく権利をお持ちの方の２

名の方を除きまして、今具体的に交渉をしている状況でございます。ですから、そういっ

たことを含めまして、具体的に27分の20の方が今、事業について同意いただいておりまし

て、残りの方のうちの５名につきましては、具体的に細部の交渉に入ってございまして、

条件の話をしていると。再開発についてご理解を得られないで、話し合いがなかなかでき

ない方がいらっしゃるというのも事実でございます。 

○戸沼会長 どうぞ。 

○鹿倉委員 私が今申し上げたのは、必然的に経緯については、それは多少議論をしなければ

いけないでしょうけれども、それは余り細かくはここではできないと思うんですが、基本

的にこういう地区計画を決めることによって今後事業計画に発展していく中で、地権者の

中の一部の方が裁判を起こすようなことがあって、この計画そのものが争いを起こすよう

なことになっては、私は文京区政のあり方として、それは避けるべきでしょうということ

を言いたいんですね。 

  その点に立って、もう既に地権者の方々の間に入って議論してお話ができるのは、やはり

区しかないと思うんですよ、文京区しかね。その文京区がそういう努力をするということ

をきちんとやりながら、計画そのものについて改めて仕切り直しをした方が、私はよろし

いのではないかということを、今言いたいんですね。 

  それから、ある面で言うと、住民参加のまちづくりということを区長も含めてもう何度も

何度も言っているわけですが、これだけ多くの周辺の方々からのご意見が来て、望ましく

ないという形のご意見が多数来ているということで、きょうも報告の中でそれも具体的に

要約で出ておりますが、こういうものがまずどういうふうに尊重されるのかということを、

ちゃんと諮らないと、つまり意見は聞いたよ、だけれども、それは聞かないよということ

では、法的に認められて意見を出しているということについての説明にならないと思うん

ですよね。意見をください。意見をくださいと言っていただいたと。しかし、その意見は

全部無視しましたという話では、それは事業としての性格上、ちょっと無理があるのでは

ないかなというふうに私は思うんですよ。 

  ですから、そういう観点からぜひ、仕切り直しをすると言いますか、もしくは、事業の計

画について地権者の合意がきちんと得られるように。もしくは、もう既に外れてしまった

２軒に関してはご理解と言うのか、同意ということではないですけれども、ご理解が得ら
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れるような。また、改めてそういうことをやらなかったら公費を支出する根拠がまるっき

り私は欠けてくると思うんですよ。何のために公費を出さなくてはいけないのか。もしく

は、再開発事業の意義そのものが薄れてくるというふうに思うんです。その点について、

改めて私はそこは絶対にきちんとしなくてはならないと思いますが、いかがでしょうか。 

○戸沼会長 どうぞ。 

○小祝幹事 ただいまのご意見でございますが、文京区の山の手地区の拠点整備の１つという

ことで、都市マスタープランの中に茗荷谷駅前地区の整備の位置づけをしてございます。

これは、まちづくり指針を踏まえ、平成８年に文京区としてここを東京都交通局、それか

ら、周辺の民間の民有地を含めて整備をしていこうということで、何回となくこの計画練

り直されてきたところでございます。そういう中で、先ほど高橋幹事の方からお話がござ

いましたように、交通局の協力が得られるというようなことになってきましたし、春日通

り、放射８号線の整備計画が、事業計画が進められてきている。それに合わせて、地権者

の方々もこのところを一つの契機といたしまして整備をしようということでございます。 

  その中で残念ながら、駅前の角のところがどうしても参加できないということになりまし

たので、地権者の皆さんは、そこを外した中で再開発をやろうということになってきたわ

けです。そういう中で今回の用途・容積の見直し、これにつきましては地区計画ありきと

いうことで用途の見直し、あるいは、容積の見直しを図るということで手続を進めてきて

いるところでございます。何度も繰り返すようでございますが、区としてはそういったこ

とでいろんな意見がございますが、やはり山の手地区の茗荷谷の一つの拠点としてこれは

整備していきたいということでございますので、いろんな意見がございますが、やはり地

区計画を定め、用途容積、適切な高度利用、土地利用を図り、それをまちづくりを進めて

いきたいという観点で、きょう諮問したものでございます。 

  よろしくご理解いただきたいと思います。 

○鹿倉委員 それでは、別の観点から。それでは、そういうご意見ということをあまり理解で

きないと言うしかありませんですね。それで、やはり原理原則という視点を、私は失った

ら、これから区民がそういう面でいろんな形で地域のまちづくりとか、そういう住民が主

体のまちづくりとかといっても、その中で感情的にぶつかったり、もしくはこういったこ

とが契機になって地域が分断をされる。つまり、この地権者だけではないですよ。後背地

の方や周辺地域の方々との間で住民が分断されるということにつながるようなことになっ

てしまったらこれは悲劇だというふうに私は思うんですね。そういう面でのやはりまちづ
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くりという観点の再考が、私はこの議論のときに必要だと思うんです。これは意見ですね。 

  それから、もう１つはこの中身の中の地区計画の案ですけれども、例えば土地利用方針の

ところで駅前拠点地区に関わる整備の考え方が出ています。それから、駅前拠点地区に関

しては、容積率を10分の40にするとか、建築面積の最低限度を100平米にするとか、いろい

ろ具体的なことが書かれていますが、例えばこの建築最低面積を100平米にするということ

で、現状として、私は正確に把握はしてませんが、不利益を被るような方というのは、ど

ういう形に出てきますか。例えば、駅前で外れている２軒の方だとか、それから、今の計

画地域の中で、これは強制的に土地を収用するとかという話だと、もうそれは不利益の

云々かんぬんではないですけれども、その辺で不利益をこの100平米ということではめるこ

とによって得る方は実際いるのか。 

  それから、あと今回の計画については、高さが事業計画具体的なところでは100メートル

という規模というふうに聞いているわけですが、その100メートルという規模が出てくる根

拠というのはどこから出てくるんでしょうか。 

○小野幹事 100メートルは高橋幹事、お願いします。 

  100平米の話なんですが、今回この地区計画を定め、それから、市街地再開発事業を今後

進めていくということについては、先ほど小祝幹事の方からもお話がありましたように、

拠点整備ということで、そういう手法を今回選択して進めようとしているということです。 

  そういった中で、ここに100平米とかそういう形で書いてございます。ですけれども、基

本的には市街地再開発事業を推進していきたいということが基本的な考え方になっており

ます。100平米は建築面積の最低限度ということで、その角の方も恐らく建物の建坪が100

平米ということですから、敷地は多分クリアできるのかな。細かい数字は押さえてます。

私は押さえていないんですが、高橋幹事はわかると思うんですが。 

○高橋幹事 まちづくりの中で、後背地と道路関係の話でございますけれども、まちづくりで

は、いろんな事業をやってございますけれども、なかなか道路沿いの方と、いわゆるあん

この方々、真ん中の方々、そういった方々との不利益というか、道路の方々は特に例えば

防災上も問題がないし、中の方々は例えば消防活動困難区域だったりしまして、その部分

での、やはりまちづくりの中で非常にその部分の解決が常に課題でございます。ですから、

きょう小石川消防さんもいらしていますけれども、そういったいわゆるあんこの部分の消

防活動困難区域をどういうふうに廃止するかというのがまちづくりの最大の課題でござい

ます。そういったことについて、再開発事業で行ったり、いわゆる密集市街地事業でやっ
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たり行ったりしてございますけれども、文京区におきましては密集市街地事業、私の方で

は大塚五、六と千駄木でやってございますけれども、そういった道路の解消ができている

部分がなかなかないのが現状でございます。 

  そういった部分を含めまして逆に市街地再開発事業の方で、例えば今回の茗荷谷について

もまだ課題はございますけれども、一部について防災のための初めての通路をつくるとい

うことで、そういった部分の解決が１個になっていると考えてございます。 

  それから、100メートルの根拠でございますけれども…… 

○鹿倉委員 100平米と100メートル両方。 

○高橋幹事 まず100メートルの方でございますけれども、100メートルにつきましては、今回

の地区計画の中での制限ではございません。今後、都市計画審議会に審議をお願いする第

１種市街地再開発事業の都市計画の中で最高を限度として100メートルを提案するという形

でございます。 

  100平米はちょっと……。 

○戸沼会長 私どものところにきている意見書の中で地区計画についての意見の中で、１、２、

３と３つ非常にたくさんある中でフォーマルな反対の、それについてはどういうふうにお

考えになっていますか。１、２、３ですね。理由書の。 

○小野幹事 理由の１、２、３につきましては、区の見解の右に書いてあるとおりという話に

なってしまうんですが、この中で具体的な話として少し説明できる部分として、高橋幹事

の方から何かこの中でありますか、理由の。 

○戸沼会長 例えば３なんかは、かなり具体的に風害等の問題とか心配事が書いてあるようで

すけれども、どうですか。 

○高橋幹事 風害につきましては、地区計画の説明会の中でもいろいろとご心配をいただいて

ございます。そういったこともございまして、私どもの方で準備組合に対しまして、風環

境については、なるべく影響が少ないようにという形でもって事業を検討するように指導

してございます。具体的に現在の計画で風洞実験を行ってございます。高さだとか建物の

形状につきまして８パターンの形状によりまして、風洞実験を行いまして、影響箇所の抽

出等を行いまして、その８パターンのモデルで63回の実験を行って、影響箇所の具体的対

策まで検討してございます。具体的には高層住宅等の角を落としまして、全体にスマート

にいたしまして、角を風が離れるときの風速がふえるという形がありますので、そういっ

た面の軽減をしてございます。 
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  それから、８メートルの敷地内通路につきましては、上空からおりてくる風の影響が出ま

すので、ひさし等の工夫をしまして、そういった風を和らげる対策をしてございます。 

  それから、周囲につきましては、高木を配置しまして、木によって風環境を和らげるとい

う手法をしてございます。そういった具体的な手法を現段階のプランで行いまして、住宅

地なみの風環境を確保するように、今計画としては検討してございます。 

○戸沼会長 ここの場所は、具体的に再開発の問題については、いずれ後で時間をかけてやる

時間を事務局としてはお取りなんでしょうね。 

○小野幹事 市街地再開発事業につきましては、繰り返しになるかもしれませんが、都市計画

の決定の手続が必要になってまいります。したがいまして、今後、また、まだ最終的には

固まっていないんですよね、高橋幹事。建物については100％まだ固まっていないんでしょ、

今の時点で。 

  だから、それが固まって説明会等も当然行い、それでまた都市計画決定の諮問を審議会に

させていただくという手続が今後出てきます。当然意見書の提出なんかも出てきます。 

○鹿倉委員 先ほど私がお聞きした点について、まだお答えはいただいていないんですが、い

ずれにしろ100平米の敷地の問題にしろ、私権制限をするわけですよね。それはやはり基本

的にはどういう影響が発生するのかということを、ちゃんと私たちに説明をしていただか

ないと。私権制限をするということについて、やはり重大な利益、利害関係が発生するわ

けですから、そういう議論をしないで私たちが決めたと言われたら、これは私たちが逆に

言えばその責任を負うことになりますし、それからもう１つ、地権者の中での意見が合意

がとれない状態でこのままゴーサインでいくとするのだったら、最終的にどうするんです

か、強制収用になるんですか。その問題であっても、私はこの議論が責任を持たなければ

いけないわけでしょう、強制収用だったら。こういう文京区の市街地再開発事業、もしく

はこういった再開発事業で強制収用なんかやった事例はないわけでしょ。法的にそれは可

能だと言っても、我々はそういう責任を負いたくないですよ、はっきり言って。地権者の

間で合意ができないで、その土地を強制収用して裁判になるなんていう責任は、私たちと

しては、それはとりたくないですよ。そういう面での慎重な対応が私は必要ではないかと

思うんですが、先ほどそれで質問した２つの方はまだ答弁はいかがですか。 

○高橋幹事 100平米以下の方につきましては２人いらっしゃいますけれども、具体的に春日

通りの拡幅部分を抜いた段階で100平米以下になって、今現在交渉中の方が２人いらっしゃ

います。あとの方々につきましては同意をいただいてございますので、私どもの事業とし
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ては支障がないと考えてございます。 

  それから、強制収用というお話でございますけれども、市街地再開発事業の組合認可をい

ただきますと、権利変換の中で土地をいかに交換するという形で、組合の認可、手続が済

みますとそういったことで対応していくということでございます。 

○高橋幹事 100メートルの方は。 

○戸沼会長 先ほど100メートルの件はお話ししたんですけれども、市街地再開発事業の中で

高さ制限を加えていくと。 

 それは、まだ決まっているわけではないんですね。 

○高橋幹事 決まっていないです。ですから、今後市街地再開発事業につきまして、都市計画

決定につきましてご審議いただく中で、私どもの提案として、例えば100メートルの高さ限

度をお示しすると。具体的にはその100メートルの中で建物を設計する。ですから、後に検

討の中で例えば95メートルでいくのであれば95メートルという高さ制限をお願いするかも

しれませんし、まだ具体的な決定はしてございません。 

○鹿倉委員 今、いただいた中での議論では、強制収用ではなくて、権利の変換という手法だ

ということを言うにしても、実態的にそれは強制収用という言葉とほとんど変わりが私は

ないと思うんですよ、法的に言えば。反対の方がもし残ればね。もし、残った場合ですよ。

それから、100平米以下の方が２人いらっしゃるという部分に関しては、利害関係者が明ら

かに不利益な変更を得る場合について、私はやはり広聴会みたいなことをちゃんとやって、

不利益を受ける方からご意見をちゃんといただかないと、それは前に進めないというふう

に私は、私個人としてはですよ、思いますよ。 

  この問題については、もし全員の合意を得られないということであるならば、この都市再

開発法の手法ではない形式で再考できるという道はないんですか。この道以外にやる道は

ないんですか。 

○高橋幹事 交通局との土地交換を今前提にしてございまして、この部分につきまして、再開

発事業の中で権利変換としてできるということでの手法をとっておりますので、市街地再

開発事業以外ではこのバス車庫の中を貫通する防災通路の実現は非常に困難だと思ってい

ます。 

○鹿倉委員 その点に関しては、私は手法によっては、今の点に関してだけですよ。東京都交

通局と交渉する中で道路計画をつくるということで、それは余地があるのではないんです

か。今、最後に言ったことだけに関して言えば。道路をただつくるということで考えるの
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だったら、東京都交通局との交渉の中でそれを実現する手法も残っていると思うんですよ

ね。 

○高橋幹事 まず道路につきましては民地、いわゆる今の再開発事業の中の土地がございます。

その土地をどういうふうに変換するか、また、どういうふうに権利を移行するかという問

題がございます。その部分につきましては、具体的な案としては、やはり権利変換による

手法が今のところ具体的な方策としては１個だと思います。 

  ですから、その部分と交通局の土地の交換と、両方について考えますと、今、私どもが考

えている事業による方策以外にはなかなかないということでございます。 

○鹿倉委員 私の意見ですが、実はその話は駅前の方からもそういうお話はこのお手紙でいた

だいてはいるんですよね。もし、道路をつくるだけだったら東京都交通局と交渉していた

だいてつくればいいではないかと。それと再開発に関しては別途の問題として考えるとい

う手段も、それは私は可能ではないかと思うんですね。ただ、今の現在の議論に戻って言

うならば、最初に申し上げたとおりぜひともきちんと権利者の同意を得た上で、そして不

利益な扱いを受けるような方がもしいるとするんだったら、きちんとそれは広聴会などみ

たいな形のものを通じて、意見をきちんと聞いた上で、その問題についての判断は私はす

べきだというふうに思います。 

  なおかつ、今回については本当に多くの方々から法に基づいての意見が来ているわけです

ね。その法に基づいた意見をただ聞きましたということで無視することがあってはならな

いと思いますので、その点については十分意見を反映するような計画にするための努力を

していただきたいと。したがって、きょうこの場でこれを決めるということについては、

私は同意できないということです。 

○戸沼会長 ほかに。どうぞ。 

○戸井田委員 再開発事業の是非につきましては、いろいろなところでいろいろな議論が行わ

れているわけですが、私どもはやはり再開発事業、これはいろいろな観点から見て、一定

必要なものであるというふうに思っております。 

  この茗荷谷地区の再開発につきましては、先ほどお話がありましたけれども、平成８年か

ら長い間地域の方々が再開発について準備をされ、ご努力をされてきたということですね。

この方たちのご努力、それから、ここで新しい事業を立ち上げたいという熱意ですね、こ

ういうものは全く無視することはできないわけですからね。今回反対の意見というのは言

ってきているようでありますけれども、賛成の意見もあるわけですよね。そういったもの
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も含めた上で、総合的に再開発事業については判断をしなければいけないのではないかな

というふうに思っております。 

  先ほど来からお話がありましたように、これから具体的な再開発事業の計画案が進んでい

くということですね。その中で、例えば高さは何メートルにするんだとか、近隣はどうす

るんだとか、中のいろいろな具体的なものが出てくるわけですよね。そういった中で、や

はり近隣の方、あるいは、今後地権者の中でも、よい返事をいただいていない方等につい

ては、コンセンサスをいただけるように最大限努力をしていただきたいなというふうに思

っております。 

  きょうは、地区計画の決定ということですね。この地区計画の決定ということは、再開発

事業をより有効なのものにしていく。その可能性を高めるための手法だというふうに思う

んですね。ですから、地区計画、これを定めた中で具体的な再開発事業計画をつくってい

かれればよろしいということでありますので、まず再開発事業というのは、どこの計画を

見ても大変時間がかかるものですね。形として見るまでには10年、20年かかるような計画

もございますので、そういった面では地域の方々の熱意を形にするためにも、どんどん進

めていくべきではないかなと。その中で改めて申し上げますけれども、利害関係者の方、

あるいは地域の方との間では、しっかりと意見集約をした上でご理解をいただいて、可能

な限りコンセンサスを探って進めていただきたいなというふうに思っております。 

○戸沼会長 ほかに。どうぞ。 

○太田委員 太田です。今、この意見書を拝見いたしますと、高さが高い。100メートルの高

さは非常に高い、圧迫がある、風がある。それから、一方で20億という税金を投入すると

いうのは多額すぎるというお話。それから、交換比率、等価交換比率が地権者に対してこ

れでは不利だと。もっと有利にならないのかというような主旨の意見もある。全部をこれ

を満たすというのは無理難題であって、交換比率を有利にしようと思えば容積を緩和して

上に乗っけて高さをもっと、100ではなくて120にしたら、もっと交換が有利になるのでは

ないか。そういう話になってくるわけで、これは、まだまだ地権者の方、あるいは事業者

の方のお話し合いが成熟していないというか、まだ落としどころがきっちり見つかってい

ない、今、段階だと思うんですね。 

  先ほど、お話があった、都市計画決定は縦覧手続でできます。それから、再開発事業の決

定、事業決定についても、縦覧手続であるというお話があったんですが、都市開発法の中

で、確かに全員同意がなくても事業決定はできるということにはなっておりますけれども、
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たしかこの再開発法の審議の際に、参議院の方で極力全員同意をとるようにというような

付帯決議があったはずなんです。ですから、今回これだけ反対のご意見の方がある中で都

市計画決定の審議をということで、審議会が開かれたわけですけれども、事業決定の前に、

もっともっときちんと皆さんの意見、住民の方、事業者の方、行政の方のご意見を詰めて

いただきたいなというふうに思います。 

  もちろん戸井田委員がおっしゃられたように、反対の方の意見というのは声が大きいんで

す。ただ、賛成の方というのも大多数が多分いらっしゃって、賛成の方はそんなに「賛成

です、賛成です」という意見書は出してこられない。早くやりたいという方も中には必ず

いらっしゃると思いますので、そこは、行政の方のこれからのご努力といいますか、調整

をお願いしたいなというふうに思います。 

  以上です。 

○戸沼会長 ほかにどうぞご意見ございましたら、お願いします。 

  どうぞ。 

○水津委員 これまでの経過等を資料でいただいているんですけれども、これはそもそも大体

どのようなスケジュールで今後進んでいきたいというか、そういう計画というのはあるの

でしょうか。 

  １つは、きょうは地区計画ということなんですけれども、それで今後の都市計画部分とか

市街化区域のところの問題というのは、また別の問題であるというふうに思うんですけれ

ども、現在反対していらっしゃる問題であるとか、あと地権者であるとか利害関係者とい

うようなところの部分以外で、区民全体としてこれだけの巨大な予算を使って文京区の事

業をなさるというところについては、広く文京区の区民の中で知られて理解が得られてい

るのかということがあると思うんですね。 

  私は高いものであるとか、どういうところまでが今具体的に示されていて、皆さんの中で

お話が進んでいるのかわからないんですけれども、とにかくその辺のコンセンサスの部分

が少し見えてこないというふうに感じているので、大体どのぐらいのスケジュールでこれ

を進めていかれる予定なのかなという。 

○戸沼会長 お願いします。 

○小野幹事 きょうのこの地区計画、ご審議いただいています地区計画につきましては、用途

地域の見直しとセットという形で現在動いていますので、資料の中にもおつけしてござい

ますが、東京都に文京区の意見として今月の20日までに回答するということになっていま
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す。これは地区計画と東京都決定分の用途地域関係の区決定分も入りますけれども、用途

地域関係とこの地区計画の決定については、４月20日までに東京都に文京区の意見を返す

ということになります。 

  それと、事業につきましては、この茗荷谷の駅前の事業につきましては、まだもうちょっ

と先に都市計画決定ということで予定しております。先ほど太田委員からもお話がござい

ました。まだ十分理解されていない部分もあるのではないかというようなご指摘がござい

ましたけれども、今後その間、当然高橋幹事の方が担当になりますけれども、地元の方々

に対してご理解いただくような努力、それはもう当然やっていくということになります。

それで、最終的な事業の都市計画決定というところへ結びつけていきたい、こうふうに考

えてございます。 

○戸沼会長 どうぞ。 

○水津委員 そのめどというのは、大体いつぐらいまでを考えていらっしゃるんですか。 

○戸沼会長 課長。 

○高橋幹事 今、事業の都市計画決定につきましては、８月から９月くらいの都市計画審議会

にお願いしたいという考えでございます。その事業の方につきまして了承いただければ、

国道の方の事業との関係がございまして、国道の方の事業関係で除却の時期が決められて

ございます。そういったことで、本工事につきましては17年度には入りたいと。17年度末

には入りたいという予定でございますけれども、これも全て都市計画審議会の審議、並び

にまた私どもの方の事業につきましても近隣の方々との調整等の結果の上で成り立つもの

でございます。 

○戸沼会長 はい、どうぞ。 

○水津委員 このスケジュールでいけば、現段階において、今、太田さんもおっしゃったよう

な形での合意の部分、確認の部分がなされていないというか、どういう進め方、今後のス

キームを考えていらっしゃるかというのは、非常に重要な問題だと思うんですね。 

  このスケジュールでいけば、かなり今の段階でこのきょういただいたような住民の方の、

本当に言葉だけを見ると非常に激しい内容とかもありましたけれども、私も都市計画の今

回の再開発のいろんな部分については必要なのではないかなというふうにと気持ちは持っ

ているんですけれども、ただ、実際にそこに住んでいらっしゃる方が受ける具体的な問題

であったり、あとは、なぜそこにそこまで茗荷谷というマイナーな地域において、そこま

でお金をかけて高層のものをつくる必要があるのかなという区民の理解が得られるのかな
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というような、そういう常識的な範囲の疑問なんですけれども、そういったことを広く区

民が理解して、それで文京区としてのまちづくり、こういったものでほしいなということ

が確認されておれば、何十メートル、何百メートルおつくりになろうと構わないんですけ

れども、そういった問題をぜひクリアにしていただいて、住民、あるいは区民の皆さんが

意見をどこで吸い上げていって、区としてはそれをそういう計画の中に織り込んでいかれ

るのかなというところをお聞きできればなというふうに思います。 

○戸沼会長 きょうの議論は、再開発の中身の問題についてのデータがないんですよね。です

から、再開発に連動するにしろ、それは次のステップの議論だというふうに私は思うんで

すが、そのスケジュールもこれと連動していることは確かなので、その辺は十分その中で

住民の方々のご意見やらいろんな周知やらこの審議会としてもその問題の時間には相当と

るというお考えはあるんでしょうか。 

○小野幹事 その辺は、また担当の課長とも打ち合わせしながら十分協議時間を設け、住民の

方々とのご理解いただくような時間を十分設けて今後進めていきたいというふうには考え

ております。 

○戸沼会長 きょうの審議会の諮問事項として、あくまでも地区計画の決定と。先ほどほかと

の、東京都の関係もあってスケジュール的にはきょうのタイミングで決めてほしいという

のは事務局のお考えだと思うんですが、ただ、もう一方で住民が非常にこの問題について、

経過が長いということがあるようですけれども、そのことでさらにまだ詰めていないこと

もあるということで、再開発の中身については、かなり大きな問題が幾つか、高さにしろ、

風の問題にしろ、それから道の問題にしろあるので、それについては少なくともかなり慎

重にここで議論をするということを前提でなければ、この議論が扱えないというふうに私

も思うので、そういうような感じの中で、何かきょうの議題についてご意見ございました

ら、おっしゃっていただきたいと。 

  大体、意見というか中身がきょうのご意見、あれは大体出ているかもしれませんが、いか

がでしょうか。 

○斉田委員 今の会長のご意見ですけれども、地区計画と東京都の決定の部分は、４月20日と

いう期限があるわけですから、その辺でどういう決定をさせていただいて、再開発の問題

については、今事務方の方からも話がありましたように、これからいろんな細かい問題点

も出てくるんでしょうし、その辺で議論をしていくと。都市計画等の決定をしていくと、

再開発事業の決定はですね。そういう形でお願いできればいいなというふうに思っており
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ます。 

○戸沼会長 そういうご意見がありましたけれども、いかがでしょうか。 

○関川委員 私も地区計画自体については、まだ余りよくわかってないのかもしれませんけれ

ども、地区計画の都市計画法第12条の４から７の中に決めるべきことの内容の中に、建ぺ

い率、容積率はもちろんですけれども、高さという項目、ほとんどこの地区計画の中には

構造と設備については決められないけれども、あとの部分についてはオーケーがこの地区

計画で出せるというふうな一般的なことを言いますとなっているんですが、その辺のとこ

ろではどうなんですか。この地区計画を決めて、高さは後ほどというようなことでありま

したけれども、よくその辺がわからないです。 

○戸沼会長 高さについてはこれからの問題なんですね 

○小野幹事 はい。市街地再開発事業の部分につきましては、この資料５の６ページに実は高

さの最高限度と出てまして、拓大の２Ｂの部分については、５０メートルという制限をか

けています。２Ａの市街地再開発事業に関わる部分については高さを入れてないと。それ

は市街地再開発事業の中でまだ煮詰まっていないという部分があって、その中でまた検討

して決めていくという話になります。 

○戸沼会長 大体時間が。まだ報告事項が１件残っておると思いますので、これについて意見

を集約したいと思います。事務方のご説明によると、きょうの地区計画というものが仮に決

定されたとしても、その後に再開発という話題がこれからおっつけ出てきて、それがかなり

慎重にこれからご意見を伺いながら意見を集約しながらやると。かつ、今までの経過の中で

も、かなり住民の方々とも接触もしたというご説明もありましたが、これはさらに煮詰めて

いろいろご議論を続けていただくというのは、私どもの審議会としては当然のことだと思う

んですね。 

  意見が少し最終的には固まっていないし、それからこれから非常に大まかな地区計画と

いうことで、きょう出された内容では計画のエリアとそれから地区施設、主に道路関係とか

空地関係と、さらに壁面線の制限という内容に限定して、ひとまず決定してくれということ

なので、まずこの原案について、これはどうしましょうか。普通、採決の形にした方がいい

ですか。採決の形にして。採決でなくていいですか。同意でいいですか。意見は出ましたの

で、それでは、もう意見がはっきり出ましたので、原案に同意をするということで決定して

よろしいですか。それでは意見をしっかり書かせていただきましたので。 

  ただ私も、これはなってから２度目の委員長なので、今までの経過が必ずしもはっきり
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掌握しているということではございませんが、できるだけ住民の方々のご意見を、どの段階

でも今の段階でもこれからの段階でも、できるだけ集約をするような努力をしていただいて、

できるだけ接触していただいて、その再開発その他のことに関して、ますます最後まで不信

が残るということだと後々問題が残りますので、その努力は区の方々、ぜひ続けてやってい

ただきたいと。これは要望でございますが、あえて申し上げたいと。 

  それでは、この問題はひとまずこういうことで。 

  報告事項がございますので、続いて報告をお願いします。 

○小野幹事 それでは報告でございます。後楽二丁目地区の地区計画の変更、その原案という

ことでございます。 

  平成４年に後楽二丁目地区につきましては、再開発地区計画というのがかかってございま

した。かかってございましたというか、現在もかかっているんですが、法律が14年度に改正

になりまして、その呼び名が再開発地区計画ではなくて、地区計画の中の再開発等促進区と

いう呼び方になってございます。呼び方は変わりましたけれども、中身的にはこれまでの再

開発地区計画と同等のものでございます。その地区計画の中につきまして、これまでは東地

区が整備計画の区域に入って建物が完成したということでございますが、今度は西地区でそ

の事業化へ向けた熟度が高まって、ここをさらに東地区に続いて整備区域に拡大、整備区域

をさらに広げたと。その変更でございます。 

  それで、報告事項の資料１を見ていただきますと、後楽二丁目地区地区計画変更（原案）

説明会についてということで、この16条ということで、関係権利者に対しての説明会を３月

24日６時から開催しました。そこには参加者が101名ということでご出席をいただいてござ

います。 

それで、２ページでございますが、この２ページよりも３ページを見ていただいた方が図

が大きくてわかりやすいかと思いますが、外側の一点鎖線で囲まれた地区が昔でいう再開発

地区計画のエリアということでございます。東地区と書いてございましたが、ここが整備計

画の区域だったと。それが、西地区を今回さらに整備計画区域にしますという変更というこ

とでございます。 

  それで、４ページでございます。４ページ、２番の地区計画の目標ということで、今回は

変更しませんと書いてございますが、４年当時に決めた目標と内容は変えないという意味で

変更しませんということです。 

  それから、３番の整備、開発、保全に関する方針、今回は変更しないということで同様で
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ございます。 

  ４番、再開発等促進区と、呼び名がこういうふうに変わっていますということですが、既

決の概要ということで、中身については内容変更をするものではないということでございま

す。 

  ５ページの下の左側に広場２号というふうに書いてございます。これが、今回の西地区整

備計画区域に編入するという中で新たに新設される地区施設という位置づけになってござい

ます。 

  ６ページ、さらに拡大した図ということで、道路等については、既に再開発地区計画、平

成４年に策定された段階で位置づけがされていると。広場２号が今回新たに新設されるとい

う中身になってございます。 

  ７ページ、５ 地区整備計画ということで、（１）は地区施設の配置及び規模ということ

で、先ほど言った200平米の広場を新設しますと。（２）につきましては、建築物等に関する

事項ということで、東、西両地区に定める事項ということで①の建築物等の用途の制限。用

途の制限については右端に下線がついている部分、これらに附属する施設という文言を西の

部分については追加する。それから②壁面の位置の制限ということで、壁面の制限。それか

ら③建築物等の形態及び意匠の制限という形でございます。 

  それから、下のところ、後楽二丁目西地区に新たに定める事項ということで、容積率の最

高限度の制限800％、容積の最低限度、それから、一番下には高さの最高限度の制限という

ことで155メートルというような形になってございます。この辺につきましては、再開発等

促進区の中で東京都の方でこういった容積の見直し等の基準がございまして、それに基づく

容積の見直し、あるいは高さの算定という内容になってございます。 

  ８ページにつきましては壁面の位置の制限ということで、１号壁面から４号壁面まで４種

類の壁面の指定をするということになってございます。地図の方にそういった１から４の壁

面の位置指定の場所が示されている。 

  ９ページにつきましては、都市計画決定までの流れということで24日に説明会を行いまし

て、１日から明日まで公告、縦覧を行ってございます。この地区計画の変更につきましては、

計画調整課の窓口と東京都の方の窓口２カ所で縦覧を行ってございます。現在文京区の方に

はお２人の方がお見えになっているというような状況でございす。 

  それでその後そこへ書いてあるような形での公告、縦覧、審議会、これは17条ですね、今

やっているのは16条ということですけれども、今度はまた５月下旬から６月中旬ということ
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で、これは17条になろうかと思います。それで、最終的には都市計画決定の告示ということ

で８月中旬を予定しておりますということでございます。 

  それで、10ページが説明会における意見・要望等ということで区の回答がそこへ記載され

てございます。以上の資料が説明会で使った資料、その最後の10ページの回答はその後区

の方でつくったものということでございます。資料２につきましては、これは表紙はこう

いうことでやっておりまして、資料２につきましては、実際の体裁を整えた形での地区計

画変更の原案のスタイルがこういう内容になりますということですので、これはまたごら

んいただきたいと思います。 

  資料３をごらんいただきたいと思います。資料３につきましては、東京都市計画高度地区、

防火及び準防火地域の変更（原案）説明会について。ここに東京都決定と書いてございま

すが、これは申し訳ございません。これは文京区決定でございます。高度、防火地域につ

きましては区決定分でございますので、これは東京都ではなくて文京区決定ということで

ございます。失礼しました。文京区が決定します。それで今回、その容積率、高さ等制限

指定、容積率が最終的には800％という指定になってございます。見直し容積率で現在300

が500まで見られると。これは、東地区でも同じような見直しをやっております。容積が

400を超えますと、高度指定はしない、あるいは防火地域にするというような用途地域の指

定基準がございます。それに準じまして今回高度地区を外すということ、それから、準防

火地域を防火地域に変更するという内容でございます。 

  ４ページに都市計画決定までの流れということで、これは区決定分でございますので、文

京区の都市計画審議会にまたお諮りするという形になります。 

  最後、資料４というのがございます。これは後楽二丁目地区に関しての都市計画審議会の

スケジュールということで、左に区決定分であります高度地区防火地域関係の流れ、それ

から右、市街地再開発事業の流れ、これも区で決定するということになりまして、このよ

うな形で都市計画決定まで進めていきたいというふうに考えているところでございます。 

  本日は報告ということで、後日また改めて諮問させていただきたいというふうに考えてご

ざいます。以上でございます。 

○戸沼会長 報告の段階でいろいろお聞きしておかないと、いきなり出ると困りますので、ど

うぞ。何かありましたら、どうぞ。 

  どうぞ。 

○鹿倉委員 鹿倉です。単純なことを聞きますが、地権者の方は何人いらっしゃって、それで
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この新たにできる事業計画において建設される建物の中に居住をするために入る方は、予

定として現状ではどの程度というふうに考えていらっしゃるのでしょうか。 

○戸沼会長 どうぞ。 

○高橋幹事 地権者の方につきましては、64名でございます。それで今、委員のご質問でござ

いますけれども、そのうち何人の方が残られるかということにつきましては、今後条件等

を準備組合の方と協議いたしまして決定していきますけれども、基本的には地権者の皆様

が住み続けるということで、こういった今、報告させていただいた案となってございます。 

○鹿倉委員 今、64人の地権者がいて、その方が住み続けるだろうということを言われたわけ

なんですが、質問なんですが、この間幾つかの再開発事業をやられてきたと思いますが、

地権者の方でその土地に現在まで住んでいらっしゃる方というのはどのぐらいいらっしゃ

いますか。わかる範囲でいいです。 

○戸沼会長 わかる範囲で。どうぞ。 

○高橋幹事 今までに９カ所ほど再開発やってございますけれども、いわゆる権利者の方々に

はもともと地区外にお住まいでそこに権利をお持ちの方もいらっしゃいますので、そうい

った方々も数としてはカウントしてございますので、具体的に最初からお住まいの考えが

ない方もいらっしゃるので、そういった今のご質問にお答えできる部分はないんですね。

それから、具体的に今まで住み続けられているかどうかについての調査もしてございませ

んので、そういった部分についてはわからないというのが現状でございます。 

○戸沼会長 どうぞ。 

○鹿倉委員 先ほどからも区民の定住ということで議論をされていたわけなんですが、定住と

いう観点から見たときに、この間の事業がどういうふうに定住に寄与してきたのか、そう

いう資料は出していただけないんですか。 

○高橋幹事 ただいま申し上げましたけれども、事業の終了時点での残留の権利者の方々の数

につきましては把握してございますけれども、その後の出入りにつきましては、住民登録

等を調査しないとわかりませんので、プライバシーの問題もありますし、逆に数も多いで

すし、難しいと考えてございます。 

○鹿倉委員 委員長にお願いしたいのは、要は再開発における定住の状態というんですか、従

前居住者だったら従前居住者で結構なんですが、どのぐらい再開発の後までに残って住ま

われているか。その辺でできればわかるような資料を、後日でも構わないんですけれども、

事務方が準備できる内容で私たちの審議のために、できれば資料の形で出していただけれ
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ばと思うんですが、いかがでしょうか。 

○戸沼会長 今のご要望ですけれども、できるだけご意見に沿うような形の出せる資料、出せ

ないものはあると思うんですが、その辺のところをぜひ出せるものについては見せていた

だきたいということですが、どうですか。 

○高橋幹事 ただいまおっしゃいましたように事業の権利変換日ならびに清算日、事業が最終

的に終わりまして全部の清算した段階等の時点についての調査はできますので、そういっ

た点でよろしければお出しできると思います。 

○戸沼会長 できる範囲でいいと思います。 

○鹿倉委員 それで、今回の後楽二丁目の地区計画変更に関しての内容との関係なんですが、

私たちが聞いている範囲では公費で40億この事業に費やすということになるというふうに

聞いているわけですね。 

  それで、先ほど地権者が64人ということなんですが、これは変な議論になってしまうので、

別に真っ正面から言っている議論ではないですけれども、5,000万のマンションを40人の方

に買ったら基本的に40億ですよね。だから、今回の40億の予算を投入するという意味がど

こにあるんだろうかということを改めて私は聞きたいんですよ。40億の公費を投入して再

開発のビルをつくると。権利者の方は64人だと。片一方で64人の方に5,000万のマンション

というふうに考えれば40億だと。一体、今回の意味はどうなんだろうかというところを聞

きたいんですね。 

  今回の事業計画については縦覧の資料を見させていただきました。155メートルの建物。

私はこの事業計画については、現在東地区に建っている建物は70メートルですよね。そう

いう面で考えると、70メートルの建物ができるんだったら、これはやむを得ないなという

スタンスがあったんですね。今回の事業は、それは都市計画道路をつくるのであって、東

地区については70メートルの建物を建てると。それは了承してきたと。だけれども、今回

は何で70メートルが155メートルになるのかが全然わからないんですね。なおかつ、事務所

とかを中心にした業務用の部分がかなり占めて、あとは高層のマンションという形ですけ

れども、飯田橋地区はボンボン、ボンボン事務所は建っていますよね。今、2003年問題だ

とか、2010年問題だとかといって、事務所に関しては今後こんなにふやしていったらどう

なんだろうかという議論がありますよね。なおかつ、Ｂランク、Ｃランクという変な言い

方ですけれども、事務所。今例えば中小の事務所のことをＢランクとかＣランクとかと言

っていますよね。例えばこの春日町の駅前においても、空きビルがたくさんあるような状
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況を放置しておいて、新しい業務用のオフィスをドンとつくるということは、そういった

中小のオーナーさんが皆不良債権化するということにならないんですかね。そういう面で

事業計画そのものの考え方が、なぜ、そういった巨大なオフィスができて、なおかつ高層

のマンションができるかというのが、ほとんど理解できないんですけれども、いかがでし

ょう。 

○高橋幹事 先ほど来ご説明してございますけれども、地区計画の中の再開発等促進区になっ

てございます。その地区計画の運用基準の中で、いわゆる空地をとったり、それから住宅

についてつくることによっての容積緩和等はあると。それから、空地によっての高さ制限

の緩和ということで、この東京都の促進区の地区計画運用基準によりますと、高さ的には

今の空地で200メートルを超えられるという計画になるんです。容積についても、住宅につ

いてはつくればつくるほど逆に上乗せできる部分がございますので、例えば今の計画でも

850とか900％の容積にはなるという基準がございます。ただ、文京区といたしましては、

そういったことでは地域の中での周りとの調和もございますので、容積については800％の

中で事業を検討していただきたいと。あわせて高さにつきましても後楽地区につきまして

は、ドームホテルが155メートルでございますので、155メートル以内でもって検討してい

ただきたいと。ですから、今現在155メートルで決まったというわけではございません。そ

ういった都市計画の枠を今800％の155メートルということでお示ししたということでござ

います。 

  それから、事務所をなぜつくるかということでございますけれども、これにつきましては、

事業協力者に入っていただいて、事業協力者にいわゆる保留床を購入していただいて、そ

れによって事業を展開するという考えでございます。その中で事業協力者が、結果として

参加組合員となって保留床を買うわけでございますけれども、参加組合員としましては、

事務所の床にして事業を展開したいということで、そういったことで組合の中での合意の

中で今の割合の建物計画になっているということでございます。 

○鹿倉委員 説明の概要の方はわかるんですよね。ただ、その意味がわからないということを

私は言っているわけです。だから、１つは、今事務所の話にしても、今後の事務所のオフ

ィス需要とかということを考えたときに、飯田橋地区という考え方から言えば、どんどん

どんどんできているわけですね。さらにできるわけですよ。例えば今度ボーナスで800％の

容積率認めるという話ですよね。800％の容積率をボーナスで認めて、なおかつ補助金も出

すという意味がわからないですよ。例えば、容積率よりボーナスをあげたから補助金は出
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さないとかというのだったらまだわかる。 

  また、縦覧した資料の中には、大江戸線もできたしＪＲの飯田橋もすごく使い勝手がいい

から、高いものを建てるんだというふうに書いてありますが、それも逆だと思うんですね。

社会的な公共施設の利益を受けているものは、逆に社会的な利益を受けていることを社会

に還元するために何をするのかという、そういう議論ではないのかなと思うんですよね。

飯田橋の駅もできた。でも、これは本人の努力とかというのではなくて、駅ができたこと

によって、社会的に見ればここの地域は利益を受けたわけですから、その利益の還元とい

うことをどう考えるのかと。 

  では、逆に言うと、その範囲内でできる事業計画とかが、もしかしてあるのではないかと

思うんですね。事業計画としては補助金も使わない、ボーナスも使わないで利益を得た形

の事業計画をやっても、もしかしたら採算が成り立つのではないか。つまりいい立地条件

だから、逆に言えば採算が成り立つのではないかというふうに思いますよね。春日町の駅

前の本郷税務署の土地だって、路線価の２倍の値段で売れてしまったわけではないですか、

事実。そういう開発…… 

○戸沼会長 すみません、時間が割合にタイトなので、非常に一般的なことで大きな議論が文

京区にはたくさん残って、特に再開発とか、時代の流れの中で。それはやはり随時勉強し

なければいけないと思うんですが。当面のこの話題について限定したことで、ご質問なり

感想を言っていただくということに。 

○鹿倉委員 では、もう一度まとめて言いますが、まず高さが155メートルだということは、

先ほどの説明では理解ができない。70メートルだったらまだしも、なぜ東地区が70メート

ルで、こちらが155になるのかね。それは、いろんな説明をされても絶対区民の皆さんには

理解できないと思いますよ。 

  それから、事務所に関しては先ほど述べたとおり。それから、公費の使い方として先ほど

申し上げたように、64人の方にマンション１つ差し上げるような予算の使い方というのは、

いかがなものなのかということがありますよね。 

  それから、小石川後楽園の庭園との関係でいっても、縦覧で見させた資料では、ものすご

い巨大なものが小石川後楽園の庭園から見えるわけですね。これは、はっきり言って文化

財というものに対する配慮に欠けているというふうに私は思います。つまり手前の建物が

70メートルで、その後ろに155メートルが建つというのは、どうしても理屈的に小石川後楽

園の景観という関係から見ても、それは理解はできないというふうに思います。 
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  ちょっと簡潔に、以上です。 

○戸沼会長 問題はいろいろ指摘が出ましたけれども、時間がそろそろですので、何か、ただ

いまの問題について。 

○小祝幹事 高さの問題、それから事務所の床の問題、特にこれは採算性の問題と非常に絡む

ものだと思います。それから、補助金の問題ですね。数字のあやだと思います。我々、要

するに補助金を出すということは公共性があるから出すのであって、何も住居をその人た

ちが買うために補助金を出すというわけではございません。当然、権利を調整し、共同化

をやり、その中で共用施設、共用部分、要するに建物であれば、そこに道路をつくるよう

なものですね。そういったものを整備すると。それについては公共投資、当然道路整備す

る場合にあるわけですから、そういったものに対しては補助金を出すという考え方が一つ

ございます。 

  そういう言い方でいろいろ見方はあると思いますが、それから高さがどうしても高くなら

なければならないといったら、やはりその置かれている地形ですね。用途地域の、あるい

は規制なりそれの地型、そういったものがあって、さらにそこで事業採算性を当然考えな

ければなりません。そういった形で地元の方々、権利者の方々、それから、専門家のコン

サルタント、事業協力者も入れていろんな角度から採算性を計算し、その中で極力残って

いただこうと。転出をなるべく避けようと。それから、事業をそこで続けていただこうと。

要するにそういうことで、全員の先ほどコンセンサスというようなことがありましたが、

我々そういう立場で今後とも全員同意型、コンセンサスを求め理解を求めていくという中

で、この再開発を進めていきたいというふうに思っております。 

○戸沼会長 ほかの方で何か、この際ぜひ質問したいということなどがありましたら。あるい

は、ご要望でも皆さん、どうでしょうか。 

○関川委員 こういったカラーの資料があるんですが、これは地元の方にいただいたんですが、

例えば先ほど鹿倉委員さんが言われたように、具体的にこの下に事務所で上に住宅という

ようなことで色分けがされていて、大変わかりやすいんですが、今いただいているような

資料だと、具体的にわからないなというふうに思うのと、それから、全体的には、東地区

が終わって、今度後楽の西地区と、それから南へ行って北西へ行って北というふうにして、

いわゆる新聞にこの間も言いましたけれども書かれた六本木ヒルズのような開発になって

しまうのではないかという、そういう危惧は住民の皆さんの中にあると思うんですが、先

ほどの再開発法の手法でいくと、やはりどうしても高いものをその一つの地域に全部建て
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ていくような計画だというふうに思うんですね。 

  ですので、やはりこの辺については税金の使い方の問題もありますし、それから、住宅と

いう面では、文京区はもう１万のストックがあるということでは住宅が足りているという

ふうに住宅課の方でもそういう到達点を出していますので、その辺のところでは、ぜひこ

の企業悪とは言いませんけれども、一つ一つの開発のところに大企業が一緒になって進め

ていくという手法がとられていくときに、どうしても高層化ということにならざるを得な

いというふうに思うんですね。その辺は、やはりもう一度原点に帰ってやるべきだという

ふうに思います。 

○戸沼会長 報告事項でございますが、ただご質問がいろいろあり、ご懸念があるようですの

で、それを踏まえて議論の集約をやりたいと思います。 

  ほかに何かございませんか。どうぞ。 

○梶島委員 すみません、１つだけ。きょうの再開発のお話の中にも100メートル、それから、

後楽の方では百五十数メートル、ちょっとやはり私などではつかみきれないスケールのも

のが、結構あちらこちらにこれから先も出てくるのかなというふうに思ったりもしていま

すが、例えば文京区として全体の景観、これは超高層の建物が建つことによって、区とし

ての景観は大きく影響を受けていくことは確かで、その景観という観点から文京区の建物

の高さというのは基本的にこれぐらいで押さえるんだとか、押さえたいんだというような、

何かそういう目途はございませんの。 

○戸沼会長 どうぞ。 

○小野幹事 結論から言うと、現時点では持っていません。それで、先ほど説明、冒頭最初の

方にありましたけれども、35メートルと45メートルの絶対高さというのを今回初めて導入

したと。それで、実は住民の方々からは説明会の中で住宅地についてもそういうものを導

入すべきではないかと、非常に強いご意見も出されております。絶対高さ的なものを導入

するためには、やはり合意を、地域の方々の合意をとらないと、区が一方的にこれでやり

ますよというやり方では、果たしてうまくいくかどうかという問題がありますので、今後

合意をとりながら、そういったものも模索していきたいと。 

  それから、景観につきましては、景観形成地区ということで、特定の地域に特定のルール

をつくって高さも含めて、特定のルールで景観まちづくりを進めましょうという、一応条

例の中にそういう地区は盛り込んでおります。それで、菊坂周辺で何かできないかなとい

うことで、今、地元の方々とお話し合いを進めているところです。ですから、今、お話の
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ようなことは、今後の課題といいますか、今後また徐々に進めていくという内容だという

ふうに理解しています。 

○梶島委員 これからの課題だと言われれば、そうですね、皆で、では頑張りましょうとしか

言えないんですけれども。ただ個別に100メートルだ、150メートルだと、再開発ごとに個

別に考えていく限りは、やっぱりこれはもう事業がどうやったら成り立つかというところ

から高さが決まっていくようなところも現にあるわけで、やっぱりここは広く何らかのル

ールを持ちながら文京区の景観、あるいは都市空間としては、これぐらいの高さが望まし

いと皆が考えられるのだというような、何か目安が早いうちにできるといいなというふう

に、これはお願いです。 

○戸沼会長 どうもありがとうございました。 

  では、時間が大体きましたので、ひとまず私どもの審議会は、きょうはこれで終わりたい

と思います。 

  あと、事務方で何かありましたら、どうぞ。 

○小野幹事 本日ご審議いただきました案件につきましては、東京都決定分の区域区分の変更、

それから用途地域の変更、これは４月20日までに東京都に意見照会の回答を提出するとい

うことになります。 

  また、文京区決定分の高度地区の変更、それから文教地区の変更、それから、先ほどご議

論いただきました茗荷谷駅前地区地区計画の決定、これにつきましては、事務手続を経ま

して６月下旬に都市計画の決定告示を行う予定というふうになってございます。 

  区議会に対しましては、本日の審議会の結果概要を６月に開催されます第２回定例会の建

設委員会に報告する予定になってございます。 

  また、本日報告させていただきました後楽２丁目地区の地区計画につきましては、６月28

日の月曜日に、本審議会に諮問させていただきたいというふうに考えてございます。した

がいまして、次回の本審議会は６月28日月曜日に開催する予定にしてございます。後日通

知をさせていただきたいと考えております。 

  事務局からは以上でございます。 

○戸沼会長 どうもありがとうございました。 

○小野幹事 どうもありがとうございました。 

 


