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○小野幹事 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２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、お忙しいところを本審議会にご出席いただきまして、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。

どうぞよろしくお願いいたします。 

  まず初めに、お手元の資料を確認させていただきたいと思います。本日の資料につきまし

てはあらかじめお送りしてございますが、皆様、お持ちでしょうか。なお、本日は、席上

に６月24日に告示されました用途地域関係の地図を配布させていただいております。一部

絶対高さの導入などを行っております。参考にしていただきたいと思います。 

  本日の委員の出欠につきましては、欠席というご連絡はいただいていないのですが、遅れ

ておられる委員の方もいらっしゃるようでございます。 

  なお、マイクの使用につきましては、発言の際、それから発言終了後にボタンを押してい

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は、お手元の次第に従いまして進めさせてい

ただきます。ここで煙山区長からごあいさつを申し上げるところでございますけれども、

都合によりまして、本日は、関助役からごあいさつをさせていただきます。 

  助役、よろしくお願いします。 

○助役 助役の関でございます。本来であれば区長がごあいさつを申し上げるところでござい

ますが、先ほど司会の方からお話がありましたように、都合によりまして、本日は、私が

ごあいさつを申し上げます。 

  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

力をいただきまして、まことにありがとうございます。感謝申し上げます。本日、ご審議

いただきます後楽二丁目西地区の都市計画案は平成５年に後楽二丁目西地区にまちづくり

研究会が発足して以来、木造密集地域の解消や基盤整備の促進などにより、良好な市街地

環境の形成を目指し、地域の方々と区が協力して足かけ10年にわたりまして検討を重ねて

きたものでございます。 

  後楽二丁目における再開発事業としては、東地区に引き続き２地区目となります。ようや

く地域の方々のまちづくりに対する熱い思いが実を結ぼうとしております。今後とも区民

とともに文京区の地域特性を活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。 
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  本審議会の皆様には、文京区の安全で快適なまちづくりの実現のために今後ともお力添え

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

した。 

○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。助役、よろしくお願いします。 

○助役 諮問文を読み上げさせていただきます。 

  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条第２項の規定により、下記の事項について諮問いたしま

す。記。 

 （１）東京都市計画地区計画後楽二丁目地区地区計画の変更について（東京都決定） 

 （２）東京都市計画高度地区の変更について（文京区決定） 

 （３）東京都市計画防火地域及び準防火地域の変更について（文京区決定） 

 （４）東京都市計画第一種市街地再開発事業後楽二丁目西地区第一種市街地再開発事業の決

定について（文京区決定） 

 諮問いたします。 

○小野幹事 ありがとうございました。助役は所用がございますので、ここで退席させていた

だきます。よろしくお願いします。 

（助役、退席） 

○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します。 

○戸沼会長 戸沼でございます。よろしくお願いいたします。 

  ただいま区長から諮問いただきました議題は、読み上げていただいたように４つでござい

ますので、この４つについて順次議論してまいりたいと思います。これからの運営は文京

区の都市計画審議会の運営規則にしたがって進めていきたいと思いますけれども、規則の

第９条によって、私どもの審議会は公開ということになっておりますので、どうぞよろし

くお願いいたします。 

  それでは、議題の「東京都市計画地区計画後楽二丁目地区地区計画の変更」ほかについて、

事務局より説明をお願いいたします。 

○小野幹事 では、座って説明をさせていただきます。 

  まず、資料１ページというふうにしてございますが、お開けいただきたいと思います。後
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楽二丁目地区の地区計画の変更について、都の方から区の方への意見照会ということで、

６月30日までに回答するということで照会文がきてございます。その地区計画の変更内容

が２ページ以降に書いてございます。その内容に入る前に図をちょっと見ていただいた方

がわかりやすいかと思いますので、10ページをお開けください。 

  ここに後楽二丁目の地図が出てございます。外枠の太い一点鎖線、このエリアが地区計画

のエリアということで、平成４年に再開発地区計画という地区計画がかかってございまし

た。現在は、都市計画法の改正によりまして呼び名が変わっておりまして、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。内容はまったく今までと変わってご

ざいません。そうした地区計画でございます。 

  これまでは右側に書いてあります東地区と、この部分だけが地区整備計画の区域というこ

とになってございました。その整備計画区域に指定をしまして、それで東地区の再開発事

業が平成12年に完了したということになってございます。その西側の今回は西地区という

ことでございますが、事業の実現化へ向けまして内容がだいぶ固まってきたということで、

今度は西地区につきまして東地区と同様に地区整備計画区域にするという変更でございま

す。この変更に伴いましてどんなことが出てくるかということでございますが、次の11ペ

ージをお開けください。 

  同じように地図が出てございます。西地区のいちばん左上に広場２号というふうに出てご

ざいますが、この広場２号を西地区の再開発事業の中でつくっていく。それから道路、い

ちばん下に区画道路２号というふうに表示してございますが、1２メートルの幅員を持つ道

路でございます。東地区の部分につきましては既に整備してございます。これを西地区の

事業に合せて拡幅していく。それから縦の方向に区画道路３号というものがございます。

幅員８メートルということで、東地区の部分については既に道路部分は完了してございま

すが、今度は西地区、現在よりも２メートルほど拡幅して最終的には幅員８メートルの道

路にするというようなところになってございます。 

  それから12ページの図面でございますが、これは壁面の制限を設けるということで、左上

に１号、２号、３号、４号というふうに壁面の凡例が出てございます。これは縦に切った

絵になってございます。道路境界線から建物の外壁をどれだけ下げるかという制限でござ

います。３号と４号につきましては段階的に上に伸びるにしたがって壁面を後退をさせて

いくというような制限になってございます。地図の方を見ていただきますと、いちばん下

の横のラインに３号壁面、白抜きの四角です。それから黒いポチポチが４号壁面というこ
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とで、左上に凡例が載っておりますような壁面の制限がかかるというようなことになって

ございます。西地区の制限が大体主なものはそのようなものということを頭に入れていた

だいて、２ページに戻っていただきます。 

  ここで文言で表現してございます。先ほど言いましたように平成４年に再開発地区計画と

いうことで示してございますので、ここに書いてございます地区計画の目標でありますと

か整備の方針でありますとかというものは、これは今までどおり変更はございません。 

  ３ページに移っていただきます。ここに書いてあります方針等についても変更はございま

せん。それから道路でございます。道路で先ほど言いましたように、区画道路２号、それ

から３号といったようなところに変更がある。それから３ページのいちばん下に広場２号

というところで、今回つくる予定になっているということでございます。 

  それから４ページにいっていただきますと、左が後楽二丁目東地区、右側は後楽二丁目西

地区ということになってございます。今まではここは後楽二丁目東地区、１つだけの記述

ということになってございました。今回は新たに西地区が加わったということで、このよ

うな表現になってございます。 

  真ん中あたりに建築物の容積率の最高限度ということで、西地区の場合に10分の80、これ

は800％という意味でございます。それから下から３番目の枠のところは壁面の位置の制限

ということで、先ほどいったような壁面の制限がかかっている。それから、下から２つ目

の枠のところで建築物等の高さの最高限度ということで、西地区の場合に155メートルとい

うことになってございます。以上が地区計画についての文言での表現ということになりま

す。 

  それから６ページ以降に変更概要ということで、新旧対照表が付いてございます。左側に

旧ということで今までのもの、それから新ということで今回新たにこういう形で変更にな

りますというものでございます。上の方はほとんど変わっておりませんで、面積がふえて

いますが、これは地区整備計画の区域がふえたということで1.3ヘクタールから2.2ヘクタ

ールにふえている。それから下の方にいきますと、先ほど申し上げましたように、これま

では東地区１つだったものが東と西と２つというふうに分かれてくる。こういうことでご

ざいます。 

  以下７ページについても同じような形で、先ほど見ていただいたような内容が記載されて

いるということになります。これが新旧対照表でございます。以上が地区計画の変更につ

いての概要でございます。 
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  これに伴いまして13ページをごらんください。資料番号、参考１－１ということになって

ございます。地区計画の変更（原案）に対する意見書の提出についてということで、説明

書きの２行目に、「都市計画法第16条第２項で定められている」ということが書いてござ

います。地区計画を定めるにあたりまして案を作成する段階で関係権利者の意見を聞いて

案をつくりなさい。こういうことが都市計画法の中に書いてございます。それを受けまし

て地区計画の案をつくる。その前段の原案の段階で関係権利者に意見をおうかがいしたと

いうものでございます。 

  公告・縦覧もそのような形で行いまして、これは東京都決定という決定区分になってござ

いますので、いちばん下に書いてございます意見書の提出、これは東京都が提出先という

ことになります。提出された意見書はございませんでした。 

  次は14ページでございます。説明書きの２行目に、「都市計画法第17条第２項で定められ

ている」というふうに書いてございます。先ほどは16条でしたが、今度は17条。先ほどは

関係権利者の意見を求めるということでしたけれども、今度はできました案については区

民とかその他利害関係人の意見を聞いて、その意見を提出することができる。ということ

が17条で定められているということで、そのような周知、公告・縦覧を行いました。意見

書の提出先は同じように東京都ということになりまして、提出された意見書はなかったと

いうことでございます。以上が地区計画に関しての資料でございます。 

  続きまして、15ページでございます。今回の地区計画の変更に伴いまして、高度地区、そ

れからその次に出てきますが防火、準防火の見直しも併せて行っております。17ページを

ごらんいただきたいと思います。図面が出ております。道路境界から20メートル先の西地

区のエリアになりますけれども、現在、準防火地域がかかっておりますが、今回の地区計

画の見直しによりまして、ここを準防火から防火にするという変更でございます。 

  ごめんなさい、今は高度地区の話でございました。では、併せて説明させていただきます

と、高度地区、第３種高度というのがここにかかっておりまして、この第３種高度を指定

なしという形にするというのが１つ。それから防火関係につきましては、準防火を防火に

する。こういうことも併せて行っております。 

  高度地区、15ページをちょっとごらんいただきますと、左側の３つ目に第３種高度地区と

いうのが出てございます。その面積のところ、括弧と二段書きになってございますが、こ

の部分で変更になっているというものでございます。0.6ヘクタールの差がございます。括

弧書きが現況のまま、それから変更後がその括弧書きでないもの、0.6だけ減っているとい
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う形になってございます。 

  16ページを見ていただきますと、右上に後楽二丁目地区内ということで第３種高度地区、

変更前が第３種高度地区、変更後が指定なしということで、0.6ヘクタール分の出入りがあ

るということでございます。以上が高度地区関係でございます。18ページにこの高度地区

の変更につきまして都知事から同意書をいただいてございます。 

  19ページでございますが、ただいま申し上げましたように準防火地域を防火地域に変更す

るということで、やはり同じように0.6ヘクタールということになってございます。この

0.6ヘクタールの出入りがあるということでございます。21ページですが、やはり都知事の

同意書をいただいてございます。 

  22ページは第一種市街地再開発事業の決定についてというものでございます。22ページに

はやはり道路関係、それから真ん中に建築物の整備ということで右の方にずっと追ってい

ただきますと、建築物の高さの限度ということで高層部155メートル、中層部50メートル、

低層部30メートルという記載がございます。このような形で高さ制限をかけていくという

ことでございます。下から２つ目の住宅建設の目標というところでは、住宅を約190戸つく

っていくというふうな内容になってございます。 

  23ページ以降はやはり図面でございます。23ページは事業区分ということになります。そ

れから24ページ、ここには先ほど言いました壁面の制限等が載ってございます。それから

道路ですね。それが載っているということでございます。 

  25ページを開けていただきますと、先ほど言いました高さの制限、どのエリアにどれだけ

の高さ制限をかけるかというのが25ページの絵でございます。右下に凡例がございまして、

高層部155、中層部50、低層部30ということで、その凡例にしたがった形での高さ制限をこ

のような形でかけているということになります。 

  26ページは、この第一種市街地再開発事業の決定に向けて都知事の同意書をいただており

ます。 

  27ページでございます。これら高度地区の変更、それから防火・準防火の変更、第一種市

街地再開発事業の決定、こういった案に対しまして意見書の提出ができるということで、

２段目に「17条の第２項で定められている」ということを書いてございます。ここで意見

書を提出していただきました。周知、それから公告・縦覧という形で行いました。その結

果が下に意見書の提出ということでまとめてございます。 

  内訳でございます。高度、それから防火・準防火に対する意見書については意見はござい
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ませんでした。そして第一種市街地再開発事業に対する意見ということで、44通、複数の

方が署名されているような意見書でございましたので、延べ人数で101人ということになっ

てございます。その内訳が①から⑥ということになってございます。 

  ①地区内の関係権利者からの賛成意見19通、地区内といいますのは、今回、事業を予定し

ております西地区の関係権利者ということでございます。賛成意見が19通、そして地区内

の関係意見者からは反対意見はゼロ。それから近接地域の区民からの賛成意見12通、近接

地域といいますのは、西地区以外の後楽二丁目の方々ということでございます。そういっ

た方々からの賛成意見が12、それから反対意見はゼロ。その他の区民ということで、後楽

二丁目以外の方々からの賛成意見が１通、反対意見が12通ということになってございます。 

  28ページをお開きいただきたいと思います。今申し上げたものを少し要約してまとめたも

のになってございます。29ページ以降にその具体的な賛成、反対の意見、それから右側に

区の見解ということで、区の考え方をまとめてございます。これはあとでごらんいただけ

ればと思います。これが46ページまで続きます。 

  47ページでございますが、参考の４－１という資料でございます。これまでの経過という

ことで、今日に至るまで再開発の動き等をここへまとめてございます。 

  48ページ、参考資料（１）ということで、後楽二丁目地区地区計画の変更の原案の説明会

を行っております。説明会は３月24日に行いました。関係権利者にお集まりいただいて説

明会をしました。参加人数は101人ということで、会場で出た意見につきましては49ページ

に書いてございます。質問と区側の回答ということで、このようなやりとりをしたという

ことでございます。 

  それから50ページ、今度は市街地再開発事業（案）の説明会を５月25日に開催をいたしま

した。周知範囲としては、周知文を個別に配布するとともに掲示板等にも提示したという

ようなことで、90人の方々にご参加をいただきました。会場での意見、それから区の回答

というのが51ページと52ページに書いてございます。 

  本日の議題にかかっております資料のご説明については以上でございます。 

○戸沼会長 ただいまご説明いただきましたけれども、１枚目の議題は東京都の都市計画地区

計画の変更については、東京都の決定ということですので、これは私どもの意見を、意見

というか、こっちが決定ではなくて意見を申し上げるということになるわけですね。で、

その次の３件については文字通りここで決定をするという議題だと思います。ただ、中身

が一連のものですので、まず質問とご意見を一括していただいて、議案ごとに決めていき
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たいと思いますので、よろしくお願いします。ただ、時間が４時までということですので、

議事運営方よろしくお願いします。それと報告事項が茗荷谷の件についてございますので、

その分もとっておかないといけませんので、その辺もよろしくお願いします。 

  では、まず今の事務局のご説明に対して、質問がありましたらお願いしたい。質問のあと

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、どなたからでもどうぞ。 

○関川委員 ページ４ページのところなんですが、建築物の容積率の最高限度が800％、それ

から容積率の最低限度、それから下にいきまして高さの限度ということでいただいていま

すが、ここのところの根拠ですね、区がどういう根拠で容積率の最高限度が800％あるいは

その下の建ぺい率の最低限度、それからいちばん気になる高さの最高限度が後楽東のとき

は70メートルだったのが155メートルになったのはどういうことなのかということと、それ

から、この全体のところで東京都決定というふうになっていますが、４のところの文京区

の決定で都市計画第一種市街地再開発事業、後楽二丁目西地区と第一種市街地再開発事業

の決定ということで文京区決定ということになっていますが、ここのところで、やはり高

さが後楽東70メートルから西については155メートルということで、高さ制限についての項

目があるんですが、この場合、基本的には文京区がその高さについては決定をするんだと

いうふうに思うんですが、この辺の東京都の地区計画との絡みでどうなのかと思いますの

と。 

  それから、全体でいいですか。ページ16ページのところの第３種高度地区の指定だったも

のを指定なしにするということで、真ん中の３区画に分かれて155メートルのところについ

て、第３種高度地区をはずすということになっていますけれども、あっ、これについては

いいんですが、すみません。防火地域について19ページのところにあるんですが、高層の

ところ0.6ヘクタールについて防火地域にして、あと30と50メートルのところについては準

防火地域にしているということなんですが、この辺については全体を防火地域にしていか

なければ、真ん中の高層のところで何かあったときに、やはり延焼していくというような、

火事か何かあったときに延焼していくというようなことが起きないとも限らない。そうい

う意味では全体を防火地域にしていくべきではないかというふうに思うんですが、この辺

はいかがでしょうか。 

○戸沼会長 それではお願いします。 

○高橋幹事 まず、最初のご質問ですけれども、容積率の件でございますけれども、この地域

につきましては東京都の再開発促進区の指定を受けていまして、その促進区にかかります
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運用基準での算定がまずあります。そういった中であわせてこの街区につきまして見直し

相当容積としまして南側の街区、また東地区での再開発地域の際の容積の考え方の中で

500％をみなすといたしてございます。また、さらに800％といたします考えの中では、有

効空地の評価といたしまして150％、また住宅としまして250％以上を適正とみまして、そ

の部分での150％の容積の上乗せをしてございます。そういった形でもって800％の容積と

しております。 

  それから155メートルという件でありますけれども、東地区と西地区は大きく地区特性が

違ってございます。東地区につきましては縦長の四角形、また西地区につきましては三角

形に近いような形状になっております。そうった地区の特性の中でこの再開発事業の特性

もございますけれども、ある程度の床面積を、建設をしないと結果としましては、地区内

の方々の住み続けたいようなまちづくりができないということもございまして、そういう

中でやってございます。そういったことの中で建築上の規制等もありまして、検討してい

く中で高層化されるという部分もどうしても出てくるということでございます。 

  それから飯田橋周辺につきましては、現在、２路線の開通、また25号線の整備等におき

ます都市基盤の整備が行われてございます。地域周辺におきまして、高層建物の建設も進

んでおります。そういった地域特性を考えますと、ある程度高層化の中で逆に高さの上限

を抑えなくてはいけないということで、千代田、文京、新宿の開発動向をみまして155メー

トルという規制がされてございます。 

  それから容積率の最低限度と建ぺい率の最高限度につきましては、いわゆるこの地域につ

きましては共同化によります再開発を目指しているということで、共同化の中での制約と

しまして容積率の最低限度と建ぺい率の最高限度を抑えているということでございます。 

  それから防火の指定につきましては、この区域すべて防火に変更してございます。今、関

川委員いわれたのは、155メートルと30メートルと50メートルの高さ制限につきまして、そ

れぞれ違うのではないかということでございますけれども、この街区すべてにつきまして

防火指定にしてございます。 

○関川委員 真ん中が防火で50メートルと30メートルは……。 

○高橋幹事 ですから、西地区はすべて防火指定になっております。 

○戸沼会長 もう一つ、何かご質問があったようですが。 

○小野幹事 防火については20ページをちょっとごらんいただきたいのですが。20ページの地

図の斜線を引いてあるところ、道路境界から20メートル除いた、20メートルのところはも
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う既に防火になっていますので。その斜線を引いたところが現行ではまだ準防火というこ

とになっています。その斜線を引いた全体を準防火から防火に変更するという変更でござ

います。 

○戸沼会長 何かもう一つ、ご質問あったように。都と区との決定の仕方の関係について、ご

質問あったと思いますが。 

○高橋幹事 地区計画並びに再開発事業の中で155メートルの決定につきましては、区の方の

検討として155メートルを上限としたということでございます。 

○関川委員 そうではなくて、同じ高さの問題で（１）のところの東京都決定のところへ、地

区計画の決定のところに高さの問題があるのと、それから（４）の市街地再開発後楽二丁

目西地区の文京区の決定のところにも高さについての記述がありますよね。東が70メート

ルで、西が155メートルということに出てきますけれども、その辺のところで主導権がある

のは文京区ということでろよろしいんですか。文京区が基本的にはこの高さについては決

定をするということでよろしいんでしょうか。 

○小野幹事 これは地区計画というのがまずベースにあります。そして地区計画がベースにあ

って、その中で今回、市街地再開発事業を実施していくということになります。ですから、

地区計画の中で定められているものに抵触するような形で事業が乗っかっては、これはま

ずい話になってくるわけですね。ですから、今、都決定分のその地区計画の中で高さの限

度は155です。これは155ですよといっているのは、西地区の全体のエリアに対して最高の

高さは155ですということをいっているわけですね。西地区全体について。それで事業の方

は３種類の区域を分けて、いちばん高いところが地区計画で限度とされている155、真ん中

に155というのをとって、それで北と西側に30と50というのを事業の中でこういう形で決め

たということです。 

○関川委員 そうなんですが、そうではなくて東京都の方のこの決定がありますよね。それで

文京区の決定もあるわけですけれども、東京都がこういうふうにもう決定をということで

あるのですが、その辺のところでは文京区としてこの高さを変更したいというふうに、地

区計画の中で定めるときにもっと下げるとかということを、文京区の主導になってできる

のかどうかということなんです。地区計画というのはそういうことですよね。 

○高橋幹事 東京都の地区計画、この再開発促進区の運用基準によりますと、200メートルぐ

らいまで建築可能でございます。その基準の中ではですね。ただ、そういった中で私ども

としましては準備組合とも協議しまして、200メートルを超えた建物については地域の状況
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の中で望ましくないということで、155メートルという最高限度を決めたと。 

  それから今、事業の中では実際に高層の部分につきまして、敷地すべてではございません

ので、そういった中で他の敷地の中で高層化できる部分と、それ以外の部分について高さ

制限を加えて、低層部、中層部という形でもって高さ制限を加えたということでございま

す。 

○関川委員 そうすると、文京区の決定によってこれをもうちょっと下げるとかということも、

まだ可能なわけですね。 

○高橋幹事 あくまで上限として155メートルを決めたという意味でございます。 

○関川委員 この高さについては200メートルぐらいまでは建てられるというのは、東京都の

環境アセス条例が根本になっているんですか。 

○高橋幹事 地区計画の再開発促進区の運用基準、東京都の基準でございますので、東京都の

基準の中で200メートルが建てられると。それからアセスの関係では、アセスは100メート

ル超えの10万平米でございますので、今、この建物では、建物は7万5,000平米ございます

ので、アセスの対象にならないということでございます。 

○関川委員 まず、前々からこの件は言っているんですが、東が70で敷地の面積が狭いからと

いうことで155メートルということで、今のご説明だとこれでも高さの制限をしているんだ

というような言い方をなさりましたけれども、やはりこの西地区が終わると別の地域に進

んでいくわけですけれども、やはり同じような手法がとられていったときに、区の方では

飯田橋ヒルズのようにはならないと。それは誤解だというようなことでおっしゃっていま

したけれども、やはり同じような再開発でいくわけですから、この155メートル、後楽西の

真ん中のところにどんどん建てられるのを皮切りとして、ほかの地域にもこういう高層ビ

ルが建てられていくということではね、まぎれもないやっぱり事実だというふうに思うの

です。 

○戸沼会長 すみません、ご意見の方はあとにして、まずご質問をいただいてからにします。 

○関川委員 はい。 

○戸沼会長 はい、どうぞ。ご質問いただいて。 

○鹿倉委員 鹿倉です。質問ということですので、質問の方をさせていただきますが、私ちょ

っと気がついたところは区民の皆さんからの意見がいつも出されて、先ほどもその区民の

意見の内容ではなくて構成については説明がありましたが、区の見解の方でちょっとわか

らないところがいくつかあるんですよね。例えば44ページのところに、「155メートルの高
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層ビルは後楽園庭園の風光を著しく損なう。」というご意見がありますよね。これ44ペー

ジですね。で、区の回答は単純にいえば「合意は概ね整っているものと考えています。」

というのが単純なまとめだといえますね。これは合意は概ね整っているということは、こ

れは文化庁との合意が整っているということですか、それとも小石川後楽園を管理してい

る東京都の所管の部分と合意が整っているということですか、どこと合意が整っているん

ですか。 

○高橋幹事 東京都の小石川後楽園を管理している部署と区の教育委員会との意見が整ってい

るということでございます。 

○鹿倉委員 それに関しては公文書でやりとりをされているということでしたら、その公文書

そのものをきちんと提出をしていただかないと、その合意が整っているということについ

て、いったいどういう形で私たちが確認するのかということができないんですけれども。 

○高橋幹事 手続きの内容につきましては、今、協議中でございます。ただ、小石川後楽園の

景観に対します協議につきましては２回ほど行いまして、基本的な部分では要しないとい

うことでございます。 

○鹿倉委員 はっきり今言ったことの中では協議が２回行われたということまでは、多分ね、

正確なんだろうと思うんですよね。ただ、この文面でいうならば、私たちとしては、これ

はきちんとしたそういう関係当局との文書の写しなりが出てこなければ、この答えが正し

いかどうかについて了承できないということに私はなると思うんです。 

  あえていうならば、このシビックセンターもそういった関係当局との協議の中で一層を下

げたという経緯もございますし、近隣の建物はほとんどそういう状況である程度小石川後

楽園、特別名勝、特別史跡という全国に８つしかないそういう貴重な国宝みたいなもので

すよね。そういうものに対しての配慮をしていくということについて、きちんとしたもの

がないと、この区の見解というものが私はどういう段階にあって、どういうことを言って

いるのかよくわからない。 

  あえていうならば、この建物を建てるときに区の教育委員会の示した見解と実際の関係当

局が示した見解は違ったという事実もあったわけですね。だから区の教育委員会が言って

いることは必ずしも正確かどうかについては、過去の事例に照らしてみれば、必ずしもそ

うではなかったという問題が発生していますから、この部分についてはきちんとしたもの

を出していただかないと、私は困るというふうに言わなくてはいけないと思っています。 

  それから２番目にちょっとお聞きをしたいんですが、このページの44ページのところに
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「40億を超える予算を出すのは許せない。」という意見や40億出せば低層住宅と公園をつ

くっておつりがくるという記述というか意見がなされていて、区の見解としてはそれぞれ

厳しい財政状況の中ではありますが、推進していきたいということや、限られた敷地を有

効活用する必要があることから建物は高層となります。というふうに書かれているんです

が、このお答えも私はそのまま受けとめることはできないというふうに思うんですね。 

それはなぜかといえば、前回も私、質問させていただきましたけれども、64人の地権者の

方々に、例えば5,000万、6,000万のマンションを１つ差し上げるということで考えてみて

も40億はかからないわけですね。この後楽の地域の例えば路線価などを確認してみれば、

基本的には多分いちばん高い路線価でみても40億はかからない部分ですね。 

  ということは、例えば土地に半分、例えば公園をつくりますと、半分はマンションをつく

りますと。つまりそういう計画であっても実際のところ、こういった高層の155メートルの

ものをつくらなくても公園はできる、マンションもできる。したがって、この事業の目的

である定住化や都市計画道路ができることによって、居住を確保するという目的が別の方

法で達成できるという可能性があるのではないかと思うんですよ。 

  なぜ、ここで建物は高層となりますということが、区の考えとしていえるのか。これは結

局は現在の計画を常に肯定するためにつくられた区の考え方、つまり、現在の計画以外の

ことを認めないという区の姿勢がここにあるということで、出されている極めて私は問題

のある回答ではないかと思うんですが、そういう考え方に対して区の方は、第二、第三、

第四の案というものを、きちんと検討の課題の中に入れない。つまり、155メートル以外は

検討の中に入れないという考え方でこの回答をつくっているんですか、いかがですか。 

○高橋幹事 まず、１点目でございますけれども、小石川後楽園との協議の件でございますけ

れども、今現在、文書については先ほども申し上げましたけれども、調整中でございます。

その文書については所管の方で公開しているということであれば、最終的な案について公

開したいと考えております。 

  それから２点目でございますけれども、都市計画はいろんな手法がございます。今おっし

ゃられたように、例えばここは丸々更地にして50％、50％のそういった開発を、できない

と思いますけれども。 

○鹿倉委員 できるの、できるよ。 

○高橋幹事 ただし、その場合に、では、いったいこの方々をどういうふうに移してというか、

生活している方々をどういうふうに移すか。そういったことについての検討もしてござい
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ます。その部分についてはそういったことをどういうふうに実現していくかということの

検討が必要になります。そういう中で再開発事業というのは一個のそういった都市計画事

業の手法でございます。現在、文京区で９カ所やってございますけれども、再開発事業に

よって住環境の整備等をやってきている責任もございますし、また市街地再開発事業によ

って今現在、この街区につきましては事業の実施を考えてございます。 

  それから64人の方に40億という計算でございますけれども、私どもの方ではもちろん、こ

の再開発の中で公的な施設整備ももちろん併せて実施してございます。そういった施設設

備につきまして、例えば鹿倉委員もおっしゃいましたけれども、路線価で例えばカウント

しますと、区道の拡幅だとか空地また緑地等を購入して整理するとしましても23億ぐらい

かかると考えてございます。それから共同化によります地域貢献として地域集会室等の地

域活動の活性化のための施設とか防災性の補助管理施設等も考えてございます。そういっ

た部門でみて約３億ぐらいかかるかと考えてございます。その他いろいろな生活によるメ

リットあるいは活性化もございます。そういったことを踏まえて考えた上で、補助金を出

してございますので、地権者の方々に対しての補助金というような考えではございません。 

○戸沼会長 質問ということですか。 

○鹿倉委員 はい、質問ですね。今、ここに後楽の該当地区の路線価の一覧、私、手元に持っ

ていますが、これを見る限りでは先ほど私が申し上げたように、40億もし使わない計画だ

としても、基本的には土地も買えるし、なおかつ、建物も建つというのはこれは明確です

よ。で、実際のところ、今お話になったように通常の市場であればマンションの価格は概

ね２割程度は必要経費で落とされていますから、これはどういうものを読んでみても明確

ですから。つまり、6,000万でマンションが売買されているということは、必要経費に関し

ては基本的に２割ですから８割程度の実勢の価格というふうにみればいいわけですよね。 

  で、なぜそこで私は155メートルの案で40億という数字にこだわり、例えば必要な範囲で

マンションをきちんとつくって、その中で地権者の方々にその負担、つまりその能力とい

うんですか、その人の能力に応じて負担をしていただくと。そういうことである面では市

街地の再開発計画という別の案が、なぜ出てこないのかというのが極めて今のご答弁では

問題だと思いますし、必然的にこの答弁、45ページの建物は高層となるという考え方その

ものがね、これは回答としては非常に認められない回答だと。つまり、この回答そのもの

がやっぱり責任、文書としてのその説明責任を果たしていないという、私の言い方でいえ

ば、これは区民に対してうそを説明しているような文書ではないのかということを言いた
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いんですね。 

  それから、あともう１つお聞きしたいのは、前回の委員会のときも多少は、この都市計画

審議会のところでも多少はふれましたが、事務所ビルをおつくりになるということなんで

すけれども、事務所ビルは、私今はホームページなどでいろいろ資料などをちょっと取っ

てみて、事務所の需要が実際どのくらいあるのかという、つまり、これは事業としての成

立する可能性がどれほど区の方として、きちっと関わって検討されたのかということを、

ちょっと今聞きたいのね。 

  で、極端な事例、これはすごい田舎の事例ですよ。極端な事例でいえば、再開発したけれ

ども１坪も売れなくて再開発で事業が潰れてしまったというケースが実際あるわけですね。

これは極端な事例ですけれども。ただし、極端でない事例に関しては、この最近取った不

動産業界の資料を見ても、例えばこの飯田橋の地区のほとんど近隣ということでいうと、

例えば千代田区なんかでは再開発をしたけれども、いまだ空室は2,000戸を超える数字でか

なり大きい。空室については約30万から32万坪を上下して、大型ビルについては約350……。 

○戸沼会長 すみません、質問ですからできるだけ短く。ご意見はあとでいただきますので。 

○鹿倉委員 すみません。空室が要は実際に生まれているんだということを、どんなものを見

てもいっているわけですよね。で、例えばいちばん大きいものなんかでいうと、港区のイ

ズミガーデンなんかは６割が完成した当時空いていたというんですね。あそこすごい大き

な建物が建っていますけれども。そういう面からいうと、空室率は平均で７％だとか８％

だとか、最近改善されて若干いい傾向にあるというふうにいろんな不動産業界の資料に出

ています。だけれども、例えばそういうような問題について区はきちんとまじめに検討し

て資料を作成して、だから安心なんだと、ね。 

  例えば先日も23区で自治会館という建物を建てるということでテナント募集をしたけれど

も、実は全部は埋まらなかったと、一部空いてしまったと。そういう事例があるわけです

よね。だから再開発が事業として成立をしますという区としてのまじめな検討というのは、

どこで行われたんですか。それでその資料というのは出るんでしょうか。 

  それからもう１つ聞きたいのは、前回のこの審議会の中で再開発における住民の皆さんの

定住化の質問をさせていただきまして、そのとき会長の……。 

○戸沼会長 意見の場合はあとでいただきますから。 

○鹿倉委員 意見ではなくて質問です。 

○戸沼会長 質問は的確にしてください。ほかの方もおられますのでね。 
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○鹿倉委員 はい。会長の方としてそういう資料が出るのだったら出してくださいというふう

にお答えいただいたんですが、それは今日出るんでしょうか。 

○小野幹事 私の方はちょっと高層化についてお話をさせていただきたいのですが、鹿倉委員

お話のように、エリアの中、六十何人ということなんですが、その権利者の方が個別に、

時間が相当かかるでしょうけれども、個別にそれぞれが建替えを行う。それで計画してい

る道路付近まで建物を下げるということをしてもらう。道路部分は区が買い上げるのか協

力してもらって提供してもらうのかは別にして、そういう形で個別にそれぞれの権利者が

建て替えていくということであれば、おっしゃるようにこんな高層化にしなくとも多分で

きるんだろうというふうには思います。 

  今、そのまちづくりの一つの手法としてみんなで協力をして土地を提供する、あるいは借

地権というその権利を提供しながら、皆さんで協力しながら一つのエリアの中で事業を成

立させていく。市街地再開発事業ですが、そういう手法が法的にこういうやり方でという

ことで、今あるわけですね。それを採用して、この西地区でやろうとしているわけです。

その中で則ってやっていくということになった結果、結局、空地も広場もつくり、道路も

提供して、で、オープンスペースもつくりながらという結果として事業の採算ということ

も考慮しながらやっていくと、どうしても高層化案にならざるを得ない。というのは、一

般的な再開発事業ではどうしても出てくるというやり方なのかというふうに思っておりま

す。 

○高橋幹事 事務処理については前回もお答えしたと記憶しているのでございますけれども。

まず、文京区都市マスタープランの中でこの街区につきましては、都心業務市街地という

位置づけになってございます。都市マスタープランの位置づけ、並びに東地区での事務所

ビルの稼動、それから今回の事業に伴います地権者の方々と事業協力者との協議の中で事

務所ビルをやはりつくって、職住接近の中での定住化を図っていこうという考えの中で、

こういった計画内容ということであります。 

○戸沼会長 事業の内容については、また個々いろんなケースがあると思いますので。 

○鹿倉委員 最後の……。 

○戸沼会長 質問だけ。 

○鹿倉委員 最後の資料。 

○戸沼会長 あっ、資料ですね。資料は何か提供できますか。 

○高橋幹事 それでは読み上げてよろしいですか。 
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○鹿倉委員 いや、資料出せるんだったら出してくださいということで、前回の都市計画審議

会でお願いして、会長は出せるものだったら出してくださいというまとめ方だったので、

出せるものだったら出してください。別に秘密資料でなければ。 

○戸沼会長 口で言ったらいかがですか。わからないのはわからないで言っていただいて。 

○高橋幹事 とりあえず今、手元に資料がございますのでちょっと読み上げさせていただきま

すけれども。９地区ございまして、江戸川橋地区につきましては、権利者16に対しまして

全員残留でございます。江戸川橋第２地区につきましては33人の方いらっしゃいまして、

29人の方は残留でございます。音羽一丁目地区につきましては22人の権利者で14名の方が

残留でございます。音羽二丁目地区につきましては42名の権利者で30名が残留でございま

す。音羽二丁目第２地区につきましては20名で全員残留でございます。関水地区につきま

しては23人の方でここも全員残留でございます。関口一丁目地区につきましては８人の方

で７名が残留でございます。後楽２丁目東地区につきましては80名の方で53名が残留でご

ざいます。小石川柳町につきましては54名で34名が残留でございます。以上でございます。

この地区というよりも今まで９地区すべてにつきまして全員合意型で事業としては終わっ

てございます。 

○戸沼会長 ほかの方もおられますので、差し支えなければ。 

○鹿倉委員 はい、じゃあ、あとにします。 

○戸沼会長 ほかの方、どうぞお願いします。 

○宮崎委員 宮崎ですけれども、２ページを見ていただきたいと思いますけれども、建築物等

の整備の方針となっていて「小石川後楽園からの景観に配慮した建築計画とする。」とい

うことで、景観に配慮したその建築計画は具体的にはどのような形で計画されているのか、

ちょっとお答え願いたいのですけれども。 

○高橋幹事 小石川後楽園につきましては影響の協議をする場合には、いわゆる景観、地下水

など日照、風環境等について協議をしています。その中で地下水、日照、風環境について

は距離的に支障ないということで終わってございます。景観につきましては、外装のデザ

イン、素材、色彩等を小石川後楽園と調和するように配慮し、さらにとけ込むような計画

とする。また、反射による影響がないようにする。というものです。 

○宮崎委員 実は昔、平成９年ごろですか、森ビルさんがあそこのところに、下水道局ポンプ

場施設の上につくるということで、私たちが後楽園保存会というのを立てて、ちょっとい

ろいろ議論し、しかもあのころはまだ景観条例ができていなかったんですよね。で、景観
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について東京都にもうかがったり、それから文化庁にもうかがってフランスや外国なんか

へ行ったら、そういう先ほど鹿倉さんがおっしゃっていたような名称、それからそういっ

た素晴らしい公園の近くには高い建物は建てないという話をして交渉した結果、３階低く

してくれた経緯があるんですね。で、森ビルは低くなったんです。 

  今回、だいぶ離れていますけれどもね、後楽園から。やはりそういったもので景観とかそ

ういうものを考えていくと、あまり高い建物というのはどうかという気はいたしますけれ

ども、そういった点はどうなんですか。 

○小野幹事 景観の視点での高さということなんですが、区の方では景観条例持っておりまし

て、それで一定の面積以上の建物については届け出をしていただいて、景観アドバイザー

の方でいろいろ検討していただき、区の方で指導をしていくということになっています。

残念ながらその中では、高さについては指導はしていないというかできない状況になって

います。やはり前回もちょっと高さについて区の方で何か考えてはいないのかというご質

問をいただいたことがあったんですが、高さについては非常にむずかしい部分がございま

す。というのは、現在の都市計画法・基準法の中では許されている、つくってもいいよと

いうことで許されているものを制限するということになるわけですね。 

  今日席上配布した資料の地図の中では今回見直しを行って、六義園の周辺に35メートル、

音羽の一部に45メートルということで絶対高さをかけたわけですけれども、これは商業と、

一低層が背中合せという極端に容積率の格差のある場所であるということから、区として

も早く手を打たないと影響が大きいだろうという判断をいたしまして、地域の方からもそ

のような声はいただいておりましたので、そういった中で今回見直しの中でやったという

ことです。ただ、ほかの地域についてどうするかということについては、権利の制限につ

ながる話になっていきますので、やはり地域の方々の一定の合意というところに基づいた

上で、進めていく必要があるのではないかというふうに考えております。ですから、これ

からおそらく益々高さについていろいろご意見等が出てくるというのは、こちらとしても

考えてはいるところですが、やはりこちらとしても地域の方々のご意見を踏まえつつ、い

ろいろ聞きながらどういう形で規制が可能なのかというのは、今後検討していきたいとい

うふうに考えております。 

○宮崎委員 私も前は景観審議会の方にいたんですけれども、今回はこの件については、景観

審議会の方では議題として取り上げているんですか。 

○小野幹事 ただいま申し上げましたように、なかなか単発のものについて景観審議会の中で
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どうする、こうするというのはなかなかむずかしいという状況にございます。ですから、

先ほども申し上げましたように、今後、私どもの方でいろいろ文京区の、今回かけた以外

の地域で何らかの形で、区の方でもしかけるような考えを持ち、地元といろいろやりとり

をし、というような具体的なことが出てきましたら、それはそれでまた、景観審議会に検

討をお願いするなり何なりということにはなろうかと思いますが、今直ちにこの一つの敷

地のものについて、その高さが妥当かどうかということを景観審議会の中で判断していく

というのは、現実的には非常にむずかしい話になるというふうに思います。 

○戸沼会長 ちょっとまたご意見うかがいますので。 

○宮崎委員 はい。 

○戸沼会長 ほかにご質問ありましたら、はい、どうぞ。 

○大方委員 私はまだ４月になりたての委員でして、これまでの経緯はよくわかりませんが、 

この後楽２丁目の地区計画というのは、元は再開発地区計画だったものですね。いつごろ、こ

れは元が決まったものですか。 

○小野幹事 平成４年です。 

○大方委員 ４年ですね。再開発地区計画というのはご承知のとおり、元々の用途地域や容積

率が何であれ、ばらばらに建つよりもまとまったいい開発なんだから容積も高さも緩和し

て、かつ、それなりに緩和しても景観上も交通上もその他支障がないということを、今回、

ご決定でしょうから、都が見極めて、その上で決定されたものだと思うんですが、平成４

年に定められる際に、およそ今日の西地区が800％ぐらいになるとか高さが100メートル超

えるとか、その辺の大まかな絵図はあって、かつご説明もされて、皆さん納得されてこれ

決まったものではないんですか。どうなんですか、そこは。それとも800とか155というの

は今日初めて出てきたお話なんですか。 

○小野幹事 平成４年の段階で西地区がこのような規模でいくだろうということまでは、おそ

らく見えていなかったろうと思います。結局、地区がどういう形でまとまって、それでそ

の地区の中でどのような計画になるかというのは、やはりある程度、本当にこんなものが

可能だねというのがある程度見えてこないと、東京都に相談にいってもなかなか東京都と

してもいいとか悪いとかという返事は出にくい。こういうことですので、今回、西地区に

つきましては、ある程度見えてきたという段階で東京都へ相談に行き、東京都は東京都で

基準を持っていますので、その基準に照らして判断した結果、東京都としての結果として

は、これでいいだろうということでこのような形で、今回、ご審議をいただいているとい
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うことでございます。 

○大方委員 本来はこういうものですとね、単に都の基準に合っているからどうこうだけでは

なくて、こういう形のものが建つけれども景観上、周りの住民に見せてですね、これでい

いかとかね、800で周りにかなり突出するけれども交通上大丈夫なんだとか、いろんな資料

をつくって説明して、説明会などはこれもうされているんですか。今日いきなりここへ出

てきたように、僕はちょっと感じたんですが、どうなんですか。 

○高橋幹事 先ほど説明させていただきましたように、説明会は開催しております。３月24日

にこの都市計画変更案につきまして、関係権利者の方々に説明をさせていただきました。 

○大方委員 地権者や周辺の住民には。 

○高橋幹事 ５月25日に都市計画案と再開発事業につきまして、説明会を開催しております。 

○大方委員 これも意見にちょっと入ります。ちょっといただいた資料がいわゆる結論として

の地区計画だけで、本当に155で大丈夫なんだろうかとか、800で大丈夫なんだろうかとい

うことの説明が、我々に対してもちょっと資料としては不足かという気がしたものですか

らね、もう少しこんな絵姿になるとかいろんな資料があるのでしたら、本来はもう少し出

していただいた方がいいのになと思ったんですが、これは意見です。 

○戸沼会長 ほかにご質問。どうぞ。 

○戸井田委員 155メートルという高さですよね。で、事業としては本当に事業の採算性とい

うことですね。それから地権者の皆さん方にとっては権利確保ということもあってですね、

その上で事業計画というのは決まっていくわけですね。例えば155メートルにしたときの近

隣に対するいろんな影響、つまり日照からいろんなものを含めてですね。これを例えば100

メートルにしたときに、100メートルにすれば今度は横に広がるしかないんだと思うんです

ね。横に広がったときの影響、もしかしたら差益ですね。横に広げた方がもっと圧迫感が

ある建物ができるということも考えられることですよね。その辺の155であれば、今、先生

言われたのも一つの同じような話ですけれども、155の建物であればこういうものであり、

近隣にどのくらいの影響が出るんだと、例えば100メートルであればこういうふうになりま

すという、いくつかのパターンの中で検討されたのかということですね。その後、検討さ

れた上で、やっぱり155というものを選択すべきだということになったのかどうかというこ

とですね。その辺のことをちょっと、計画ですかね。 

○高橋幹事 最初にもちょっと申し上げましたけれども、後楽二丁目西地区につきましては、

三角形に近い形でございます。その北側に25号線がありまして、その北側に民地があると
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いう状況でございます。民地につきましては建築基準法の日影規制がかかってございます。

そういった日影規制に準拠してやるためには逆にある程度高層化しないと、建物の床面積

として大規模になるためにはその部分で高層化しなければならないところが出てくるとい

う状況でございます。 

  そういったことで検討し、かつなるべく周辺には低層をはわせて中心を高層化しようとい

う形でもって検討してございます。100メートルについても検討してございますけれども、

100メートルの場合につきましては逆に延べ床面積的に合わないことになるということで、

不可能だという形でもって、今現在155メートルを条件とした中で検討してございます。 

○戸井田委員 両端は削るわけですよね。両端削る分、真ん中部分についてはやっぱり高層化

155というところにもっていかなければ事業の採算性ということにおいて、なかなかむずか

しいということでありますね。それからもう１つよろしいですか。 

○戸沼会長 はい、どうぞ。 

○戸井田委員 この40億入るんだということですね、税金がですね。それにつきまして、それ

は住宅の再整理というのがあって、それから道路整備、それから広場等の公開空地等の整

備、環境整備が行なわれてね。それからあと、商業スペースができるわけですよね。これ

はオフィス等、そういう面におきまして地域に対する経済波及効果というんですかね。こ

ういうものがやっぱりかなり大きな、やっぱり人が集まればそこにはお金が落ちるわけで

すから。そういった面においてその地域にかなりの経済波及効果があるんだろうというふ

うに思うんですよ。で、その辺の試算というのは、これは組合さんの方でやられたのかど

うか。区の方でもそういう数字を持っているのかお聞かせいただきたいと思います。 

○高橋幹事 国庫補助金を使った事業につきましては、費用対効果の検証をすることが義務付

けられてございます。その中で総事業費に対しまして、事業にもたらされます直接的、間

接的な効果を貨幣演算で検討するような手法を使って検討してございます。その中で費用

対効果としましては、全事業費に対しまして5.2倍の効果があるという費用対効果の数値が

出てございます。その中でももちろん経済効果につきましてもカウントしておりますし、

道路整備等の基幹整備も含めて全体で5.2倍ぐらいの費用対効果がみられるということでご

ざいます。 

○戸沼会長 もし、ご質問がなければご意見もいただきたいと思いますが、何かご質問ありま

すか。 

  ないですか。それではご意見いただきましょう。はい、どうぞ。できるだけ簡潔にお願い
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します。 

○鹿倉委員 意見は簡潔に述べたいと思いますが、私はまず最初にですね、この問題について

は継続で審議をしていただけないかということが、まず一つ私のお願いとしてあります。

継続で審議をしていただきたい。なぜかというならば、この区民の意見にもあるように、

文京区は非常に今財政的に大変な時期にあります。文京区の区長が公式に言っている数字

だけでも90億円の財源がないということを行革経営の中で明示をして、90億円の財源があ

りませんということを言っているということです。 

  なおかつ、今文京区の施設の中長期の改修計画なんですけれども、例えば第六中学校は耐

震基準を満たしていないけれども建替え計画が立てられません。それはなぜかといえばお

金がかかるので立てられないということなんですね。区民センターもそうです。それから

文京区の総合体育館もそうです。みんなお金がないので改築計画が立てられないという結

論なんです。学校に関していえば大体40億円程度あれば、一つの学校は建替えができます。

で、そのために第六中学校は予算がないので基本的には建てられないという結論に、現在

明確にいつ建て替えるというふうになっていないのが現状です。 

  私たちはそういった区政の上において、バランスをやはりとった判断が求められると思い

ますし、私は先ほど申し上げたように、155メートルでなくても、例えば今までの文京区が

市街地再開発事業の関係で小石川柳町地区は除いてですよ。それ以前のものはすべて40メ

ートル以内におさめてきた。そういうような計画です。ですから、そういうバランスをと

ったあり方をもう一度考えていただいて、なおかつ、しかしいろいろ考えたけれどもこう

いう形になりましたというのだったら、またもう一度、私は議論する余地があると思うん

ですが、いきなりある日突然、私たちに155メートルの計画を認めてくださいといわれても、

中学校一つ改築できないという問題をクリアできない現状において、どうしてもこれは私

はうんとは言えない。で、できるならば継続審査にしていただきたい。 

  なおかつ、先ほどお願いしたような定住化に関する資料ですね。先ほどのご答弁いただい

た数字は多分組合解散の時点ですから、組合の解散の時点でもう既に20人も30人もいない

というケースが実際あるわけですね。ですから、そういう面でいうと10年、20年立った現

在、再開発がどういう形で定住化に寄与したかの数字も含めて提出をしていただいて、改

めて議論をさせていただきたいというふうに、私は思います。 

○戸沼会長 はい、わかりました。 

○宮下幹事 ちょっとすみません。事実誤認がありましたので。 
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  学校の改築は金がないからできないということを公式のところで発言してございません。

耐震補強の改修工事の計画の中で、六中と総合体育館は外しております。その理由におい

て、これは改修をするのではなくて改築が相当であるから外しているということです。確

かにまだ具体的な改築計画は出しておりませんが、やらないということも言っておりませ

んので、そこら辺ぜひ、誤解のないようにお願いします。 

○鹿倉委員 同じ意見を……。 

○戸沼会長 ちょっと議論をこちらに集中したいので、ほかへ広がるのを防ぎたいので。どう

ぞ、ご意見いただけますね。 

○関川委員 はい。先ほど155メートルとか容積率の800％のなった経過というのは、この現時

点の議論を聞いただけでも、やはり根拠がはっきりしないなというのが今の議論の中で明

らかになったというふうに思うんですね。 

  後に茗荷谷のことが出てきますけれども、茗荷谷のことについてご意見というかお手紙を

いただいたのですが、この茗荷谷についてももう10月に都市計画決定告示されて縦覧とい

うことで、都市計画決定がもう秋にはされるという中で、例えばこの手紙をいただいた方

についてはどの程度の床面積に確保されるのか、どの部分が取得できるのか。管理費や修

繕積立金はどのくらいになるのかというふうな意見が、この都市計画決定の寸前のところ

にきても、まだこういう意見が出されてきているということでは、後楽西の皆さんもずっ

と学習会を積んで、まちづくりについて本当に真摯に考えてこられたということでは、ご

意見をお聞きしましたのでよくわかりますけれども。やはり先ほどの高さの件や容積率の

件なんかと、それからやっぱり総工費として293億円を使うと。そのうちの40億円が補助金

ということでは、やっぱり区民の、財政難ということでは区民の納得もなかなか得られな

いなというふうに思うんですね。 

  で、先ほどの景観の件なんかにしても、せっかく景観条例をこんなに高いものが立ってか

ら文京区は景観条例をつくるということで歩み出しましたけれども、その中で高さを抑え

る内容についてはこの景観条例の中には含まれていないということは誠に残念だと思うん

ですね。やはり高さを抑えるような景観条例の内容に変更していくような形をとっていく

べきだし、地区計画というのは今度の場合は高いものを建てるための地区計画であって、

どちらかというと今までは地区計画というのは、高さを下げるための地区計画だったとい

うふうに思うんですね。 

  そういう意味では、都市計画決定された大和郷とか音羽のところで35メートル、45メート
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ルという高さ制限がひかれたわけですから、この後楽西などの計画についてもやはり高さ

については見直すことが可能だというふうに思いますので、その辺ではやはり私も継続で

結論を急がないでいただきたいというふうにご意見申し上げます。 

○戸沼会長 ほかにご意見ありますか。はい、どうぞ。 

○水津委員 区民の方からもお手紙等をいただいたんですけれども、その内容はいろいろある

んですが、その中で役所の方とあるいは組合の方と区民の方の理解を求めるようなことが

なされていないのではないかということが１つと、前回も申し上げましたけれども、やは

り先ほどからも出ていますが、150メートルを超えるものを建てなければいけない根拠、反

対ではなくてその何か整合性を資料として出していただきたい。今、建築の計画がある中

で出せるものかというものについては、審議の資料として上げていただきたいということ

ですね。 

  それから、経済効率が合わないから高くするというだけで高くしていくということは、や

はりちょっと納得がいかないので、文京区としてはどういう文京区の景観というものの計

画があって、その上でここまでは絶対文京区の景観として許される、許されないというこ

とが必要だと思うんですね。で、経済効率が合わないから何でもやっていいよということ

にどうも聞こえてしまうので、それではちょっと区民としては納得がいかないのではない

かというふうに思います。 

○戸沼会長 ほかにご意見。はい、どうぞ。 

○小野幹事 高さの点なんですけれども、区として許される高さということなんですが、前回

もちょっとお話させていただいたんですけれども。区が文京区全体にわたってこのエリア

はこれまで、このエリアはこの高さまで一方的に決めていいよということであれば、それ

は多分決められなくはないという気もします。ただ、一方的に決めていいというふうに例

えば区民の方から全権委任されるというようなことがあればですね。けれども、実際はそ

こに土地をお持ちの方で、その土地を有効に活用したいと思っていらっしゃる方も当然い

らっしゃるという中で、区が一方的に頭を押さえてしまうというやり方は、やはり適切で

はないのではないかという気がします。 

  ですから、今回、絶対高さを導入した経緯をちょっとご説明させていただきたいのですが、

実は緊急にやらなければいけないと思って区は提案いたしました。これは低層のエリアに

お住まいの方々からは規制してほしいという声は聞いておりました。ただ、路線の商業地

域に土地をお持ちの方からは、何の声も聞いていなかったんですね、実は。ですから、も
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し区が提案して、商業地域の方からそんな高さを、絶対高さを設けてもらっては困るとい

う意見が説明会等でもし出てくればですね、区としては、その意見が拮抗するようであれ

ば、取り下げようというところまで実は思っていたんです。ですけれども、提案した結果、

説明会等でそういったやめてほしいという意見が出てこなかったものですから。ですから

今回はその２カ所、本駒込六丁目と音羽で絶対高さを導入したという経緯がございます。 

  ですから、先ほども言いましたけれども、高さを決めるというのはそう簡単ではない。決

まっていた方がいいというのは私もそのとおりだと思うんですが、ただ、決めるのは、じ

ゃあ、どこまでに決めるのかというのは非常にむずかしい面があるのかというふうに思っ

ています。 

○大方委員 一ついいですか。今のことは一般論としてわかりますが、今日の件はこの地区計

画のところの最高限度の高さではないけれども、高度地区を変更するという案件と絡んで

おりましたでしょう。だからそこは外すわけですよね。外したいというのが区のお考えで

すよね。変えるんでしょう。高度地区、変更するんでしょう。 

  いや、言いたいことは、今回の案件はとにかくわざわざ高度地区を変更してね。もちろん、

絶対高さ制限ではないですけれども、高いものを建てやすくしようというご提案なんです

から、そのご提案の望ましさとか、それが文京区にとってどういう意味があるのかとか、

あるいは後楽園に対して景観被害がないんだとか、そこはもう少しやっぱり説明されない

とですね、特にもう再開発の案が出てきたり、高さがこんなセットバックするような細か

い案が出ているということは、相当建築のプランは煮詰まっているわけでしょう。ね、普

通は煮詰まっていますよね。ですから、参考資料としてそのぐらいのものは、せめて委員

の皆さんにごらんにいれて、大丈夫なんだったらもう少し自信をもってご説明されないと、

なかなか今日のこの場で私も専門家の一人として、これいいんじゃないのというふうには

言いにくい面は確かにあるんですよ。そこはご理解いただきたいと思うんですけれどもね。 

○水津委員 すみません、先ほどの回答に対してちょっと。例えば制限はできない。区として

やっていいんならやってもいいというようなご意見なんですけれども、それは自由に建て

てもいい。でも景観というものはその地域、もう150メートルなんてなったらその地域だけ

のものではないですよ。だからその地権者に説明したとか周りの方に説明したから許され

るということではなくて、区全体としてあるいは東京都としての景観がもう公共の利益と

して考えるということになると思うんですね。ですから、そういうのを建てるのであれば、

その根拠をその組合なりが自らアカウンタビリティ示してご説明されて、理解を求めて、
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その暫定補正を認めてもらうプロセスを挙げる必要があるのではないですかということを、

私の意見として申し上げました。 

○高橋幹事 委員の方々にお手紙がいっているという件でございますが、その方は茗荷谷の方

だと思うんですけれども、今、後楽につきましては地元に対しまして準備組合も組合とし

て説明をしております。先ほど私が申し上げたのは、２回ほど区としての説明はしてござ

いますけれども、その中で特に反対の意見はなかったということでございます。 

  それから、お手紙をいただいている方につきましても私どもとしましては、何度となく接

触を試みてございますけれども、それについてはまだ実際にできていないということで、

関川委員もおっしゃっておられましたけれども、そういう中で実際の権利変換等について

は示されていないということは事実でございます。 

○水津委員 私、区民の方からお手紙をいただきまして、その内容については客観的にみて、

個人的には思っていらっしゃることはいろいろあると思うんですけれども、そういう個々

のご意見をくださる人に、今申し上げているのではないということをわかっていただきた

いんですね。なかには非常に感情的だったり、とても内容によっては個人的なといっては

おかしいんですけれども、もう少し公共の全体的な利益も考えた上で考える必要があるな

というふうに感じた意見で、すべて区民の方からいただいたからこれを言わなければとい

うことではなくて、日本の景観の中心なわけですから、ここは。そういうことをもっとお

考えいただいて、行政としてもっとやるべきことがあるのではないかということを申し上

げています。 

○戸沼会長 ほかにご意見ございますでしょうか。 

○小祝幹事 ただいまいろいろご意見いただきました。後楽二丁目の再開発事業ということで

文京区のシビックセンター周辺地区、都心に近いところでの再開発事業ということで、今

回の資料の経過の中にもございますように、63年から整備計画をつくり、平成４年に再開

発地区計画をかけて事業を進めてきたということでございます。その中で高さの問題ある

いは都市化の動向、そういった状況を踏まえまして再開発準備組合、それから事業協力者

あるいは地元地権者の方々あるいは行政も含めまして、その基本計画あるいは都市マスタ

ープランに基づいて事業を進めてきたところでございます。 

  ただいまいろいろ意見いただきましたが、区といたしましては、非常に財政状態あるいは

経済情勢が厳しい中で、私どもの拠点の整備の一つとしてこの事業を進めていきたいとい

うことで、本日、お諮りを申し上げ諮問を差し上げています。 
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  なお、都市計画決定そのものの高さの議論もございますが、冒頭、その高さにつきまして

は周辺の開発動向あるいは後楽二丁目の外部の整備状況、千代田区、それから文京区、新

宿区といったところの周辺の開発動向も踏まえまして一定の限度を設けたというところで、

この再開発事業計画そのものの中でも、その中身に景観とかあるいは周辺との調和、こう

いったものを計画しているということで、計画案が出されているところでございますので、

その辺十分ご理解いただきたいと思って発言を申し上げる次第です。 

○戸沼会長 ほかにご意見ございませんでしょうか。 

  ちょっと私からお聞きしたいんですけれども、これは東京都決定に対する時間の制約はあ

るんですか。 

○小野幹事 今月30日までに区の意見を出すということになっています。 

○戸沼会長 それはどういう形でも出すということになるわけですね。 

○小野幹事 どういう形といいますと。 

○戸沼会長 継続でということはできないわけですね、時間的に。 

○小野幹事 ええ、継続はちょっと、地区計画の意見照会に対してはちょっとご勘弁いただけ

ればと。少なくともですね。 

○戸沼会長 地区計画ですね。 

○小野幹事 はい。 

○戸沼会長 ほかの点についてはいいわけですか。 

○小野幹事 高度と防火につきましても地区計画とある意味ではセットみたいなものになって

おりますし、ご意見等も周辺からはいただいていないというような状況もございますので、

地区計画と防火地域、高度地区と見直し。この部分についてはできれば今日いただければ

というふうには思うんですが。 

○戸沼会長 意見照会の場合はですね、建前としては都が区に対してこういう事業に対して、

賛成とか反対とか意見をいうと。で、場合によっては付帯意見を付ける。こうこうこうい

うことが心配だから、こういう点を十分にしてやってくださいよという形もあるんですけ

れども。 

  皆さんどうでしょうか。何か今までの議論の中では必ずしもかなり心配事が専門家からも

出ているんですけれども、この採決については私も、説明も少し不足だとか何とかいうよ

うなことがあって、茗荷谷の場合には継続みたいな感じになっていると思うんですが、今

回はひとまず都からの意見照会で６月30日ということが決まっているので、私としては何
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かそこに付帯意見を付けた形で、できれば採決のような形でしたらどうかと思いますが、

いかがでしょうか。 

（「採決には賛成です」の声あり） 

○斉田委員 前回も採決の問題も言ったんですけれども、できれば合意ができればいちばんい

いわけですけれども。期限が切られるという部分で決定事項をどうするかということです

から、ここ審議会ですから意見は意見で皆さんの意見もいろいろあったわけですから、こ

れを付議して決定をしていただければなと、私思っているんですけれども。 

○戸沼会長 都計審のやり方がいろいろあると思うんですけれども、多くの場合、文京区の場

合は全員合意というか賛成、全員一致みたいな形態をとっていると思うんですが、挙手で

やるケースもわりにあるんですね。この案件については賛成とか反対とか、そういう採決

みたいなことをするということについてはいかがでしょう。 

（「採決には賛成です」の声あり） 

○大方委員 その前にちょっと一つご質問させてください。今日出てきた案件いろいろありま

すが、これワンセットでもやるということですか、それとも地区計画の意見照会は意見照

会として、その他高度地区は高度地区、別々ですか。 

○戸沼会長 いや、関連しているけれども一つひとつやるということです。一つひとつ、議決

するということですね。 

○小野幹事 差し出がましい話になるかと思うのですが、少なくとも地区計画につきましては、

東京都決定につきましては30日までに意見を返すということになっておりますので、やは

りこれは今別建てという形にはなるかと思うのです。 

○戸沼会長 都の……。 

○大方委員 ちょっとごめんなさい。ただ意見を返すといっても、もう少し慎重に審議したい

ので決定は待ってくれという意見もあり得ますよね。可能ですよね。不可能ではないです

よね。 

○小野幹事 結局、東京都の決定というのは区の意見を待って、またそれを参考に踏まえて決

定していくという流れになっていくわけですね。そのときに区の方で例えば反対だと、反

対というのかちょっと待ってくれという内容になるのかわかりませんが、その意見を返し

ますと、東京都はそれを踏まえて、じゃあ、決定しようという行為はちょっとできにくく

なってしまうと、当然ですけれども。そうすると、今考えておりますような流れでは東京

都と文京区の関係では流れていかないということになってしまうということにはなります。 
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○斉田委員 会長、ちょっといいですか。 

○戸沼会長 はい、どうぞ。 

○斉田委員 今いろいろな意見を聞いてですね、継続の意見も出ていますけれども、継続して

どこまでその問題が解決するのかというめどが、今高度制限ですね、高度地区の限度が150

メートルという部分について、じゃあ、抑えられるかというと、やっぱり組合の方もそれ

はそれなりに決定をしてきたんだと思います。組合の方もそれはまずいよということにな

れば、その辺の高度の認定は抑えられてくるというふうに私は思っているんですけれども、

それらを考え、そしてまた、近隣住民の方、それらの説明会はしてきたと思うんですよ。

どれだけその反対が出ないので、だからそれはそういう意味からいうと、組合の皆さんが

理解をしているならば、それは決定をしていくべきだというふうに、私は思うんですけれ

ども。意見ですけれども。 

○戸沼会長 私自身も４月から委員になったものですから、その前、平成４年からの経過はち

ょっとわからないので、事務局からのお話だと大体組合の方で合意をしたと。で、東京都

との景観等のことについても小石川の公園との話し合いも重ねていると。熟慮ができてい

るというご説明を受けたものですから、今日議題にしたのですが、今の斉田委員のお話の

ような事業がここで文京区としての今までの流れでストップするということも、かなり問

題だと思うんですね。 

  ですから、私としては区に東京都に対する今までのいただいたご意見のいろんな心配事に

ついて、文案をどういうふうにつくるかは別として、そういう形で付けて、ひとまず都に

対してはこれの賛否を申し上げた上で付帯意見を付けて出すという形にしたいのですが、

いかがでしょうか。 

○斉田委員 いいですね。 

○戸沼会長 よろしいですか。 

○大方委員 なかば威張っているようで恐縮なんですがね、ただ、往々にしてこういう案件と

いうのは地区計画が決まった、それから市街地再開発が決まったとなって初めて、よく区

民がね、知らなかった、聞いていなかったと。155メートルなんだってと、おかしいじゃな

いかというふうにどうもなりがちでして、そうなると、我々審議会委員としてもあるいは

区長としてもいろいろ説明責任を果たしていないというふうに区民からお叱りを受けそう

な気がしたものですから、ここでもう１、２週間、少し区民の皆さんに周知をし、かつど

ういうものが建つんだということも我々含め広く示した上で、で、自信をもって150メート



 
－30－

ル。これまでいろんな経緯もあって必要性もよくわかると、そんなにひどいことにはなら

ないということを自信をもってお答えしたいなと思うものですから、もう少し時間があっ

たらよろしいのではないかとは思うんですけれども、いかがなものでしょうかね。決して

反対ということで申し上げているわけではないんですけれどもね。 

○梶島委員 私もできれば１週間、２週間そういうオーダーで出てくるかどうかわかりません

けれども、155メートルでなければ採算のとれない事業の計画あるいは事業の概要というの

を、やはり私たちもきちんと理解をした上で、そうか、やっぱりここは確かに再開発が必

要なんだ。再開発を行うためにはこういう事業をやらなくてはだめなんだと、納得をした

上で、さあ、青票を投じたいなというのがすごく率直な気持ちです。 

○戸沼会長 はい、どうぞ。 

○高橋幹事 155メートルにつきましては、建設委員会、議会の中でも報告してございます。

ですから、155メートルが初めてということではございません。 

○鹿倉委員 それはここと関係ない。議会は関係ないよ。審議会の話をしているんでしょう、

今。 

○戸井田委員 近隣の方には説明会をされたんですよね。で、反対意見もそれもなかったとい

うことでもありますよね。で、議会の方でも建設委員会ね、やっぱりこれについてはある

程度報告をされたということで……。 

○鹿倉委員 それは賛否両論出ているに決まっているじゃない。賛否両論出ているに決まって

いるじゃない、あなた。 

○戸井田委員 いや、報告されていないということだとね、賛否両論はそれはあるでしょうけ

れども。 

○鹿倉委員 それはそうですよ。ここだって賛否両論あるんだから。 

○戸井田委員 報告はされているということではありますよね。 

○梶島委員 じゃあ、逆にいうとその建設委員会で最早ご説明いただいているということであ

れば、資料はそれなりにきちんともう整っていらっしゃるわけですよね。何も１週間とか

２週間とか待たなくても今ある意味では出していただけて、ここで皆さんで議論ができる。

そういう状況ではないんですか。もし、そうだったら、ぜひやっぱりそれはそうすべきだ

というふうに思うんですね。 

○戸井田委員 もう１つは、東京都の意見照会、これは地区計画の変更ですよね。それから実

際に、これからこの後楽二丁目においてどういうものを建てていくのかと。155がふさわし
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いかどうかということについては、これ事業計画でしょう。だから別なわけでしょう。だ

から東京都決定のものについてはそれこそフレームをつくると。この範囲の中でどういう

事業をやってもいいですよというようなフレームをつくるということですね。だからこれ

についてはですね、承認をしてもいいんじゃないかと。東京都決定でなされているもので

ありますしね。で、そのあとに事務局の中で具体的にもう少しいろんな資料をもらって、

その中でいろんな意見をした上で、決定するのかどうするのかということを別に分けた方

がよろしいのではないかと私は思いますけれども。 

○戸沼会長 では、あと１、２分で結論を出したいと思います。 

  結論的なことを言ってください。 

○鹿倉委員 ちょっと単純な問題ですが、建設委員会で議論されたというのは都市計画審議会

の報告をしただけですから、ここでどういう議論をしたかについて報告をして、議会はそ

れを受けて皆さんがそれぞれの考えを述べたということなので、基本的にはこの都市計画

審議会とはほとんど関係ないところですね。 

  それから法的に都市再開発法や都市計画法でいうならば、基本的な問題というのは組合設

立以降のその基本的な流れについては法的にかなりがんじがらめに多分なっているはずだ

と思うんですよね、組合設立以降は。今、ここでかかっている問題については、準備組合

の皆さんがいろいろご努力をなさって、一応こういう考え方になってきて、それで枠組み

としてこういうものをはめていこうということであるので、組合が設立された以降のその

法的な問題とは、ある面ではかなり違っているというふうに私は思いますし、それからや

はり先ほどからいろんな方が言われているように、文京区の再開発事業でこの155メートル

というのは、区民の皆さんは果たしていきなり出てきたときに了解を得られるかどうかと

いう問題は本当に不安です。今までの事業が先ほど私が述べたように、30メートルから40

メートルの事業しかやってきていないのが文京区民のある面での常識です。 

  ですから、その常識がある面でいうと、これを出したことによっていったい私たちはどう

いう議論をしてきたのかという責任は、私は問われると思いますので、十分議論をするた

めに、ぜひとも継続的にこの問題については、準備組合の皆さんのご意見も聞きながら議

論させていただきたいとお願いさせていただきます。 

○斉田委員 今の意見もわかるんですけれども、例えば今、後楽園ホテルの150メートル、だ

からその地域性を見れば、それはもちろん全部がそういうあれに当てはまるわけではない

ので、その辺も皆さんにご理解を得られるように地域という問題が結構、この辺の飯田橋
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からこの後楽一・二丁目のその地域性の問題というのはあるんだというふうに、僕は思う

んですけれども。それもあってこの155メートルの高度を認められるなというふうに思って

出したと。私はそう思っていますね。 

○関川委員 今、後楽園ホテルの件が出ましたけれども、あれについては裁判がかけられて２

年以上戦った経緯で結局あれを建てられてしまったという、そういう経緯があるんですよ。

だから区民が全部承認したわけではないということと、それから先ほど、私も建設委員で

すが、この間、報告はされてはいますけれども、155メートルやそれから容積率の800％に

ついての根拠というのはきちんと示されていないし、それから本会議質問などでも質問が

出されていますが、これについてもきちんと根拠が出されていないと。 

  それから先ほど高橋課長さんがおっしゃった例えば地権者の方との関係でも、床面積の確

保やそれから保留床の処分の関係等々、地権者の方にもそういうことが明らかにされてい

ない。それが明らかにされるのはもっと進んでからだというふうに思うんですね。その辺

のところではやっぱり地権者の方についても、その辺のことをやっぱり明らかにしていた

だかないと、やっぱり納得できないんじゃないかというふうに思うんですね。155メートル

というのは。 

○戸沼会長 簡単に。 

○高橋幹事 前回の都計審でも開発の規模については説明させていただいております。それか

ら今の地権者の方につきましては、具体的に後楽西地区について権利変換の中でのそうい

ったことについては、私どもは聞いてございません。 

○戸沼会長 大体結論出したいと思うんですけれども、前回ひとまずこれについてご報告があ

ったというので、一通りのことは通知をしたということですが、なお、今日のご議論では

必ずしも個々の委員の方々が、資料もないからちょっとこの辺はわからないというような

ご意見も出たり、高さについてはかなり景観等も含めて議論が出たと思うんですね。 

  ただ、区長さんからの諮問いただいた今日の４つのことに対しては、結論を出さなければ

いけないと思うんですが、会長としての提案なんですけれども、これは６月30日が東京都

に対する期限の、その第１の項目については期限だということで、もし今日それを外して

しまうと、これは継続というような形の議論をしてしまうと、ここでは事業が潰れるとい

う可能性があるというのが、区の今のお話だったと。区長からもそういうお話を受けたと

思うので、私としてはここに高さとか景観について付帯意見を付して、ひとまず採決をさ

せていただきたいというふうに思います。 
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  採決については、これは個々の委員がやはり責任をもってやるべきだと思うので、今まで

文京区の場合の意見集約というのは挙手ではなくて、何ていうか「異議なし」みたいな形

で前回も終わったと思いますので、これは個々、結局私どもそれぞれ会としては多数決で、

可否同数の場合は議長採決ということだと思うんですけれども、やはり一人ひとりがこの

案件に対して立場をはっきりするという意味で、私は今回挙手をお願いしたいと思うんで

すが、そういう形でよろしいでしょうか。 

○斉田委員 はい。 

○戸沼会長 何かそういうような、便宜上はそういうふうになっているわけです。そういう形

でかなりちょっと、確かに時間の問題が少し、説明の時間が少ないということがあったと

思いますけれども、そういう形にしたいと思いますのでご協力を。 

 第１の「東京都市計画地区計画後楽二丁目地区地区計画の変更について」東京都決定につい

て、これについての付帯意見を付けるという条件の下で挙手をお願いしたいと思いますの

で、賛成の方、挙手をお願いします。 

（賛成挙手、９名） 

○戸沼会長 反対の方、お願いします。 

（反対挙手、６名） 

○戸沼会長 それでは賛成多数とみて、そういう形にさせていただきます。 ２番目の「東京

都市計画高度地区の変更について」文京区決定について、賛成の方、挙手をお願いします。 

（賛成挙手、多数） 

○戸沼会長 賛成多数とみることにして、それから３番目の「東京都市計画防火地域及び準防

火地域の変更について」、これについて賛否をお願いします。 

（賛成挙手、多数） 

○戸沼会長 それから４番目の「東京都市計画第一種市街地再開発事業後楽二丁目西地区第一

種市街地再開発事業の決定について」文京区決定についても挙手をお願いします。 

（賛成挙手、多数） 

○戸沼会長 賛成多数ということです。それでは以上をもちまして、議題に関することは終わ

りにさせていただきたいと思います。ただ、付帯意見については確かに高さの問題につい

て、今景観法等が出ているわけですね。ことに後楽園があるということなんかもあって、

それで区自身も景観審議会のようなことをお持ちですし、議論する場がこれからもあると

思いますので、そういうことを踏まえて付帯意見についてはできれば、私に任せていただ
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いてということで、それを付けた形で区長に答申したいと思いますので、事務方と連絡し

てそういうふうにさせていただきますので、よろしくお願いします。 

  もう１つ、報告事項、茗荷谷もかなりむずかしい問題というか継続して経過があるようで

ございますので、これを短時間ですけれどもちょっと報告して、以後のこれの進め方につ

いて少しあわせて事務局のお考えを聞かせていただきたいと思います。 

  では、お願いします。 

○小野幹事 では、時間がありませんので、ちょっと手短にさせていただきます。報告資料の

資料１でございます。「茗荷谷駅前地区第一種市街地再開発事業の経緯について」という

ことで、これまでの経緯及び活動状況、その事業に関する内容及びそれに関係します文京

区の都市マスタープランでありますとか用途地域の素案でありますとか、そういったもの

を記述してございます。 

  昭和62年から始まっているということでございます。 

  それから２ページでございますが、これが市街地再開発事業の都市計画（案）ということ

で、この内容は現時点で東京都と打合せをしている内容ということで、これですべて確定

しているということではございません。現時点での内容がこのような内容になっていると

いう報告でございます。この中でも区画道路、それから高さの限度というようなことで記

述してございます。 

  ４ページを開けてください。やはり図面がございまして、ここに区画道路１号（４メート

ル）、それからいちばん下に区画道路２号（６メートル）、ちょっと見にくいですけれど

も、いちばん下に区画道路２号（６メートル）というようなもの、それから敷地内通路と

いったものがここに記載してございます。それから４ページのところで１街区と２街区と

いうふうに街区が２つに分かれてございます。右側が１街区、左側が２街区というような

街区になってございます。 

  あと、高さにつきましては、５ページの図面を開けていただきたいと思いますが、ここで

も右下に凡例がございまして、高層部のところは高さの制限100メートル、低層部のところ

は高さの制限30メートルということで高さ制限をかけるという予定にしてございます。 

  ６ページでございますが、今のは事業の内容ということですが、この６ページでございま

す。高度利用地区の変更ということで、変更といいますのは文京区内に高度利用地区がか

かっている箇所がほかにございます。何カ所かございます。で、新たに茗荷谷駅前地区を

追加するという意味での変更ということになります。で、高度利用地区をかけるというこ
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とになります。 

  高度利用地区の中で容積率の最高限度でありますとか最低限度、それから建ぺい率の最高

限度、最低限度、壁面の位置の制限といったものをかけていくということになります。Ａ

ゾーンとＢゾーンというふうに分かれてございますが、７ページの図面を見ていただきま

すと、上の方にＡゾーン、下の方にＢゾーン、そういうふうにＡゾーン、Ｂゾーンという

ふうなことで分かれてございます。 

  ６ページに戻っていただきますと、Ａゾーンの容積率の最高限度は10分の87、これが

870％、それからＢゾーンの最高限度が10分の67、これが670％というような容積率の最高

限度をつけてございます。 

  ８ページの図面につきましては壁面の位置の制限ということで、その敷地の中に括弧書き

で２メートルとか６メートルというふうに書いてございますが、これが壁面の位置を制限

している図面ということになります。 

  最後になりますが、９ページ、資料４ということで今後の都市開発審議会のスケジュール

についてということで、都市計画決定までの流れということで書いてございます。茗荷谷

駅前地区につきましては、16年７月上旬、２回開催予定ということで事業と高度利用地区

の原案の説明会を行う予定にしてございます。日にちが確定しておりまして、７月４日と

７９日、窪町小学校で説明会を行う予定にしてございます。 それから真ん中のところへ

きまして、事業と高度利用地区の案の公告・縦覧というのがございますが、７月中旬予定

と書いてございますが、これが少し遅れます。８月の上旬になります。すみません、８月

の上旬に案の公告・縦覧を行う予定にしてございます。それから下から２つ目の都市計画

審議会、８月上旬と書いてございますが、これ８月中旬、少し遅れます。中旬になります。

最後の都市計画決定の告示・縦覧というのが10月下旬、これは変更はございません。この

ようなスケジュールで進んでいきたいというふうに考えてございます。 

  報告につきましては以上でございます。 

○戸沼会長 何か十分な説明の時間とかそういうのがこれで叩くわけですね。我々の審議会に

対しても。ですから、次は審議会としては８月の中旬以降にという予定ですか。 

○小野幹事 はい、最後にご報告しようかと思っていましたけれども、次回８月20日の金曜日

を考えてございます。８月20日、金曜日に茗荷谷の関係の諮問をさせていただきたいとい

うふうに考えてございます。 

○戸沼会長 その間にもし委員の方で資料の要求がありましたら申し出ていただいて、事前に
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少し疑問点等々わかるようなことにしていただくとありがたいですね。 

○小野幹事 先ほどももう少しわかりやすい資料があるんじゃないかというようなご意見をい

ただいておりますので、隣の高橋課長の方とも相談しながら極力わかりやすい資料、出せ

るものは出していくということで検討していきたいと思います。 

○戸沼会長 何かご意見ございますか。 

○大方委員 一つ質問なんですが、2000年だったか都市計画法改正になったのとあわせて、こ

れからは都市計画決定にはかなりきちっとした理由書を付けて決定するというような話を

交通省の方から聞いたような気がしたんですが、やっぱりそうはなっていないんですか。 

○小野幹事 いや……。 

○大方委員 そういう通達がガイドラインにあったように思いましたけれども、区はそういう

ことやらなくてもいいんですか。 

○小野幹事 決定の仕方は今までどおりでやっていますけれども。 

○大方委員 用途地域の見直しは変わらないのか。いずれにせよ、これは意見になりますが、

計画の結論だけポンと出して、あとはいかにも議会答弁的なといっては失礼なんだけれど

も（笑）、ご説明だとなかなかやっぱり今の時代、都市計画って何か役所が勝手に決めて

いるというイメージになってしまうわけでね。科学的にこれこれこういう理由で、こうい

うふうに考えて、こう決まったんですという、ちょっと長くなってもそういう資料とセッ

トで出していただけると、我々も議論しやすいし納得しやすいので、今日は仕方ないです

が、次回からはその辺一つよろしくお願いしたいと思いますし、そこをきちんと整理して

おけばそれがそのまま理由書にもなりますからね。そうしないとなかなか区民の方が納得

してもらえないかとちょっと心配しています。よろしくお願いします。 

○小野幹事 わかりました。 

○戸沼会長 ほかに質問は。はい、どうぞ。 

○鹿倉委員 ７月４日、９日に説明会をやられるということなんですが、７月４日、９日の２

回やられる中でご出席いただいた方々の意見というのは、具体的にどういうふうに反映を

されるのか。そのことをいちばん聞きたいんです。それで既にもう事前に近隣に準備組合

の方から説明に入っていますよね。図面というか絵を描いたものを持ってね。それで結局、

説明会をやりましたと。で、結果的にはまた結論は変わりませんということだと説明会の

意味というのはどうなんだろうかと思うんですが、その辺の反映の仕方については区とし

ても積極的に準備組合の皆さんとご協議なさっていることなんですか、いかがですか。 
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○高橋幹事 今回２回、住民の方々の意見を聞く機会を設けまして、広く意見をお聞きしたい

と思っています。その中でも組合として可能なものについては検討して活かしたいと考え

てございますけれども、あくまで計画事業としての成立もございますので、そういったこ

との中で協議していきたいと考えてございます。 

○鹿倉委員 そうすると主催は文京区は入らないということで、今説明しているんですか。文

京区は主催に入っているんですか。 

○高橋幹事 文京区と準備組合の共催で開催いたします。 

○鹿倉委員 共催ということであるならば、今私が言ったような要望をぜひとも地域の皆さん

のご意見を反映させるようにご努力いただきたいというお願いをします。それから私、地

元をちょっと見てきたんですが、地元にはもうかなりこの100メートルビルに対して強いご

意見があって、ポスターもだいぶ出ているというふうに聞きますし、新聞折り込みも全戸

に何か入れられたようなお話も聞いていますので、やっぱりそういった方々のご意見もで

すね、やっぱり近隣住民、隣接の方もしくは地権者の方も含まれているというふうに聞い

ていますので、ぜひともきちんとした反映の努力をお願いします。 

○水津委員 最後に申し上げたいんですけれども、例えば地元での説明会が終わっているから

認めてくださいであれば、これ要らないですよね。今ここで審議しなければならないから

審議会開いて、これだけの人が今集まっているわけですよね。ですから、この審議会がこ

れまでどういうふうに運営されてきたかはわからないんですけれども、もう少し本当に区

民の声を反映させて意見を求めていくのであれば、今の区民の数も非常に少ないですから、

今日の採決においても本当に区民の意見をもし反映したとすれば、これがくつがえってい

く可能性は十分ある得るわけですね。 

  ですから、もう少し審議によって判断できるような材料をきちんと出していただいて、今

後審議ができるようにお願いしたいと思って、今日の採決については非常に不本意である

けれども、自分が反対意見で示せたということについては、区民の方に説明がつくと思う

んですけれども、これでは責任が果たせないというふうに思います。 

○戸沼会長 資料を十分出して。私も４月からだったものですから、ここの運営の仕方のルー

ルはちょっと分かりませんでした。ですけれども、開かれた時代ですので区民に対する説

明と分かるような形で審議をしようということは、私としてもやっていきたいと思います

が、ただ、委員の改選は２年後ですが、私は今度なったばかりですので、その委員の数や

等々のことも含めて審議会の運営についてはまた議論を。 
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○水津委員 ちょっとすみません。例えば地元といわれているところがどのエリアまでを指し

ているのか分かりませんけれども、その周りの関係団体の方の意見をオブザーバー的に聞

くであるとか、そういったことももう少し取り入れていくべきではないでしょうか。 

○戸沼会長 できるだけ意見を聞くというその範囲はどういうふうにするかは事務局におまか

せするほかないと思いますけれども、今のご意見を記録できると思いますが。 

○大方委員 じゃあ、もう一つ。 

○戸沼会長 はい、どうぞ。こうなったら何でも言ってください。（笑） 

○大方委員 どういうふうに市民の声を聞くかは別として、普通の都市計画審議会いろいろあ

ると思いますが、もう期限が迫っている案件をポンと出して、今日決めてもらわないと困

るよといわれると、やっぱり我々も困るのでね。できればいつごろこれを決めるよという

前に、一回ぐらいもう少し詳しい説明があってですね、今までも少し報告していたとおっ

しゃるかもしれないけれども、詳しくは次回でというようなことで今日のように155メート

ルの話が急に出てくるわけですからね。少し余裕をもって２回ぐらいは議論して決めると

いうようなことが習慣になれば、その間にいろんな地元の方のご意見も聞けるわけですし、

我々としてもぼおーっとしてここに来て急に考えるわけですから、その方がありがたいも

のですから。少しゆっくりとやっていただけないかなというのが希望です。 

○戸沼会長 だいぶご意見が出ましたので、事務方よろしくお願いします。 

  それでは、大体４時ということのお約束の時間ですので、よろしければこれで終わりにし

ます。どうもご苦労様でした。 

 


