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文京区都市計画部計画調整課 



○小野幹事 大変お待たせいたしました。区長が少しおくれるということのようですので、最

初に、私どもの方から資料等の確認を先にさせていただきまして、区長が到着次第、ごあい

さつ、あるいは諮問等をいただきたいと思います。 

 それでは、ただいまより平成16年度第３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まことにありがとうございま

す。 

 私は事務局を担当をしております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。 

 まず初めにお手元の資料を確認させていただきます。次第という表紙のある資料でござい

ますが、これが、最後62ページまで綴じたものでございます。よろしいでしょうか。それか

ら参考資料１ということで、１ページから最後が28ページまでのもの、参考資料１でござい

ます。それから次に参考資料２ということで、１ページから最後が27ページまでというもの

でございます。本日お配りしている資料がこの資料になります。 

 それから委員の方々につきましては、前回、後楽二丁目の再開発関係についての都市計画

についてご審議いただきまして、答申に当たりましては附帯意見をつけるということで、会

長の方に一任をいただくという形で答申をいただきました。その答申の内容、附帯意見のつ

いた、会長から煙山区長宛の答申の文面の写し、それをつけさせていただいております。ご

参照いただきたいと思います。 

 それから、本日の委員の出欠でございますけれども、富坂警察署長の松原委員が、実は本

日付けで人事異動があったということで、新しい署長さんが来られていますけれども、本日

は欠席ということでございます。それから、大方委員につきましては、今日、大学の方で試

験があるということはお聞きしているんですが、来られるというふうなことでお聞きしてい

ますので、少しおくれて来られるのかと思っているところでございます。事務局の方は今の

ところ以上でございます。また、区長が来ましたらごあいさつをいただきたいと思います。 

 では、区長が到着いたしましたので、早速でございますが、ここで煙山区長よりごあいさ

つを申し上げます。 

○煙山区長 大変お待たせをいたしました。区長の煙山でございます。 

 今日は都市計画審議会の会議にご出席をいただきまして、また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おりまして、まことにありがとうございます。 

 区内には細街路と呼ばれる多くの路地がございます。樋口一葉、この11月には5,000円札
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の肖像になるわけでありますけれども、次のような表現をいたしております。「庇合（ひあ

わい）のような細露地」と描いておりますし、あるいは永井荷風は「路地のある街並みをラ

ビラント・迷宮」というような表現をいたしております。これは極めて情緒的な表現でござ

いますけれども、こうした路地のある風景というのは、下町情緒あるいはノスタルジーを醸

し出すいい雰囲気を持っているわけでありますけれども、現代においては災害時の防災ある

いは避難などについて、多くの問題を抱えているわけであります。まちづくりを進めていく

上でも大きな課題となっているところでございます。 

 こうした点につきまして、都市計画法の地区計画制度などを活用することで、路地空間を

活かしながら災害に強いまちづくりを進めることも、重要な視点だと考えておるところであ

ります。 

 さて、本日ご審議いただきます都市計画案は、文京区の拠点の１つであります茗荷谷駅前

地区の整備に関するものでございます。茗荷谷駅前地区については平成３年に再開発準備組

合が発足して以来、木造密集地域や消防活動困難区域の解消、さらに基盤整備などを進め、

拠点にふさわしいまちづくりを目指して再開発に熱い思いを抱いている地域の方々と区が

協力して、足かけ13年にわたり検討を重ねてきたものであります。これからも茗荷谷駅前地

区が拠点の１つとして発展していくことを願ってお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。 

 本審議会の委員の皆様には、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

力添えを賜りますようお願いを申し上げ、ごあいさつといたします。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。 

○煙山区長 「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 東京都市計画高度利用地区の変更について（文京区決定） 

 ２ 東京都市計画第一種市街地再開発事業茗荷谷駅前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） 
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 以上であります。 

○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、これで退席させていただきます。よろしくお願いします。 

○煙山区長 それではどうぞよろしくお願いいたします。 

（区長、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 皆さん、こんにちは。 

 それでは、これから審議を始めたいと思います。 

 ただいま区長より諮問がありました議題は、改めて読みますと、東京都市計画高度利用地区

の変更について。それから東京都市計画第一種市街地再開発事業茗荷谷駅前地区第一種市街

地再開発事業の決定について、でございます。いずれもこれは文京区決定でございますので、

私どもの決定をもって可否が決まるということでございます。 

 それから、これからの運営については、文京区の都市計画審議会の運営規則に従ってまいり

たいと思いますが、規則の第９条により、審議会は公開とするということでございますので、

これもよろしくお願いいたします。 

 それでは、議題についての第１番目の東京都市計画高度利用地区の変更についてほか、 事

務局から説明してください。 

○小野幹事 それでは座って説明させていただきます。 

 まず、資料第１号、東京都市計画高度利用地区の変更（文京区決定）という資料でございま

す。高度利用地区を次のように変更するということで、この「変更」ということなんですが、

２ページをちょっと開けていただきますと、これまで文京区で高度利用地区を決定してきた

地区が並んでおります。市街地再開発事業を行ってきた地区でございます。これに新たに茗

荷谷駅前地区を追加するということで、実質は追加でございますが、今まで高度利用地区を

定めてきたということで、追加をすることを高度利用地区の変更というような呼び方をして

ございます。３ページが追加の部分ということになってございます。 

 それで１ページに戻っていただきまして、まず上の欄にＡゾーン、Ｂゾーンということで、

右の方に数字が並んでございます。このＡゾーン、Ｂゾーンというのは何かといいますと、

４ページをあけてください。４ページの上の方にＡゾーン、これは春日通り沿道から20ｍの

路線商業の部分ですけれども、そこがＡゾーン。それから下の部分がＬ字型になっている部
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分がＢゾーンというふうなゾーン分けをしてございます。 

 １ページに戻っていただきまして、それぞれのゾーンごとに右のような容積率でありますと

か建ぺい率、そういったものを定めているということでございます。最初に出てきます建築

物の容積率の最高限度、ちょっと見にくくなっていますが、ここに※１ということになって

います。※１は下の方に書いてございまして、それぞれ説明が書いてありますが、容積率の

最高限度87／10というのは、容積率が870％、それから下の67／10というのが容積率670％

という意味でございます。 

 今回、容積率の割増を行っているわけですが、路線商業のところは600、Ｂゾーンのところ

は400ということになっていまして、270％を割増しております。その割増の内容は、参考資

料２の方にも出てきておりますけれども、住宅を供給するということで、その住宅供給分に

ついて150％、それから空地を整備するということで、空地整備をするに当たって100％、そ

れから緑地を整備するということで20％、あわせて270％の割増を乗せてございます。Ｂゾ

ーンは400％でございますので、それに270を足した670％、これが容積率ということになっ

てございます。 

 右の方にいきまして、容積率の最低限度、これ以上の容積の建物にしなくてはいけないとい

う意味でございます。それから、建ぺい率の最高限度、これも※２ということで、下の方に

注が出てございます。これは最高限度50％、建ぺい率は50％という意味でございます。 

 それから、建築面積の最低限度200平米、上から見た建物投影面積は200平米以上のものにす

るという意味でございます。 

 それから壁面の位置の制限ということで、ここは※３ということで、一番下に注意書が書い

てございますが、２ｍから６ｍという壁面の制限をかけてございます。 

 それで、壁面の位置については、５ページの図面を見ていただきたいと思いますが、ここに

（２ｍ）（６ｍ）というふうに書いてございます。これが壁面の位置の制限でございます。

１ページの※の説明は、それぞれの条件を満たした場合に、上の箱の中に書いてあります数

字よりも、※のところに書いてある数字、５／10というのは、例えば（１）のアというのは、

５／10、これは50％という意味ですけれども、50％を引きますよというような意味でござい

ます。 

 それから緑化についても同じように、条件に伴って容積率をマイナスする。それから（３）

敷地面積の規模によって、それぞれの容積率の限度、これを定めているということでござい

ます。70／10というのは700％ということでございます。（３）のアの場合には、500平米
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未満の場合には、Ａゾーンの場合に、先ほどは870％というふうになってございましたけれ

ども、700％までの容積しか使えませんよというような意味でございます。 

 ※２につきましては、防火地域の耐火にした場合には、建ぺい率の割増を行っていきますと

いう表現でございます。 

 それから、※３につきましては、これは庇落下防護柵等、区長が用途上やむを得ないと認め

た建築物は、壁面線を超えてつくっても構わないというものでございます。 

 資料１の高度利用地区については以上でございます。 

 それから、６ページにつきましては、この高度利用地区の変更につきまして都知事の同意を

とってございます。 

 それから、７ページでございます。第一種市街地再開発事業の決定、文京区決定、資料２で

ございます。区画道路建築面積街区番号Ⅰ、Ⅱといろいろ書いてございますが、まず９ペー

ジをあけていただきますと、ここに区画道路１号、２号といったもの、それから敷地内通路

といったもの、そういったものがこの中に表現されているということでございます。幅員が

４ｍ、６ｍというような区画道路ということになってございます。 

 それから、同じ９ページの中で、街区番号がⅠ街区、Ⅱ街区とというふうに打ってございま

す。そのＬ字型の大きいところがⅠ街区、左上のところがⅡ街区ということになってござい

ます。 

 ７ページの方で、それぞれのⅠ街区、Ⅱ街区において建築面積でありますとか、延べ面積、 

用途、そういった規制がございます。それから高さの最高限度というのがございまして、高

層部100ｍ、低層部30ｍ、Ⅰ街区の中でこういった規制をかけている。それから、Ⅱ街区に

おいては低層部30ｍという高さを規制している。これは10ページの図面に出てございます。 

 10ページの図面を見ていただきますと、点々の打ってあるⅠ街区の真ん中の部分が、最高限

度100ｍという規制がかかっているエリアでございます。それから、斜線の引いてある部分、

Ⅱ街区も含めたⅠ街区の斜線を引いてある部分、ここが高さ30ｍのエリアということになっ

てございます。 

 それから、再度７ページに戻っていただきますと、建築敷地の整備ということで、敷地内通

路でありますとか広場、そういったものも、この市街地再開発事業の中で整備していくとい

うことで、これは先ほど見ていただきましたけれども、９ページに敷地内通路、そういった

ものが位置づけをされているということでございます。広場状空地につきましては10ページ

の図面に出ておりまして、10ページの一番下のところを見ていただくと、区画道路２号６ｍ
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と広場状空地１号というのがございますが、ここに広場状空地ができるということでござい

ます。 

 それから、住宅建設の目標ということで、約230戸を住宅供給していくということにしてご

ざいます。 

 市街地再開発事業につきましては、そういう内容でございます。 

 それから、11ページにつきましては、この市街地再開発事業の決定に当たりまして、同じよ

うに都知事の同意をいただいているということでございます。 

 それから、12ページでございますが、今回の高度利用地区の変更、市街地再開発事業の決定

に対しての意見書のまとめを、ここにしてございます。これは都市計画法の17条の２項で定

められております関係権利者のほか利害関係人、そういった方々が意見書を出すことができ

ますという規定がございます。それに従って提出された意見書ということでございます。周

知につきましては、区報ぶんきょう説明会等で行っております。縦覧期間は７月26日から８

月９日の２週間ということでございます。提出された総数は1,629通。延べで2,395人。これ

は連名で出されている意見書もございましたので、通数と人数が異なってございます。賛成

が601通の1,367人、反対が1,028通の1,028人ということになってございます。内訳は共通書

式による反対意見、賛成意見、それから自由書式による反対意見、賛成意見というような内

容でございます。 

 それから、13ページにつきまして、さらにもう少し細かく書いてございますが、反対の 共

通書式には５項目の理由が記載されておりました。それから、賛成の共通書式には ７項目

の目標といったものが記載されておりました。それぞれの共通書式に、そのほかに 自由に

意見を記入できる欄があって、そこに意見を書いて出された方もいらっしゃったということ

でございます。その内容ごとに分けてまとめたのが、下に書いてある１から９の内容という

ことになります。 

 具体的な意見につきましては、14ページ以降まとめてございます。これはごらんいただきた

いと思います。 

 それから、61ページをごらんいただきたいと思いますが、ここに都市計画案の理由書 とい

うのがついてございますが、実はこれは縦覧のときにつけていたものでございます。61ペー

ジの方は第一種市街地再開発事業についての理由書、62ページの方は高度利用地区について

の理由書ということでございます。文面はほとんど同じでございます。最後の段落のところ

だけが、若干異なっているという内容でございます。縦覧の場合には、私ども一々説明はし
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ておりませんので、こういった理由書をつけて、なぜこういう変更、あるいは決定をするか

という理由を、これでごらんいただくとういことでつけているものでございます。参考のた

めにつけてございます。 

 議案に伴います資料説明については以上でございますが、引き続きまして、参考資料１と参

考資料２についてでございますが、もう少しわかりやすく説明するために、参考資料１、参

考資料２につきましては、高橋幹事の方から引き続き説明させていただたきますので、よろ

しくお願いします。 

○高橋幹事 それでは私の方から参考資料１によりまして、７月４日と９日に、区と準備組合

で開催いたしました説明会についてご説明いたします。 

 １ページから23ページにつきましては、当日配布した説明会資料でございます。24ページか

ら28ページは説明会の記録でございます。説明会資料の都市計画案につきましては、資料１、

２と同じでございますが、縦覧に際しまして、６、９ページの駅前の壁面の位置の制限の一

部分２ｍを６ｍに、７ページ、表最下段３に許可についての修整を加える前のものでござい

ます。その他は同じでございます。 

 10ページをお願いいたします。当日ご説明いたしました都市計画手続につきまして記載して

ございます。本日、都市計画審議会につきましては、説明会の中では８月中旬ということで

ご説明いたしましたけれども、本日の開催でございます。 

 11ページをお願いいたします。説明会におきまして、市街地再開発準備組合が都市計画の枠

の中で施設建築物について説明したものでございます。まず施設の整備方針でございますが、

開発の目標といたしまして、茗荷谷駅前の表玄関にふさわしいまちづくり。整備方針といた

しまして、災害時の安全性の確保、安全で快適な歩行者空間の確保、にぎわいの創出と生活

利便性の向上、豊かな緑の確保を挙げてございます。 

 次のページをお願いいたします。災害時の安全性の確保といたしまして、８ｍの敷地内通路

の整備、また南側に消防水利施設の設置を検討してございます。安全で快適な歩行者空間の

確保につきましては、敷地の周囲に２ｍから12ｍの歩行者空間の創出、また、緑に囲まれた

広場の整備を行ってまいります。 

 次のページをお願いいたします。にぎわいの創出と生活利便性の向上といたしまして、地域

生活の利便性を向上する施設の充実、また公共的な駐輪場の整備等、駅前の整備を考えてご

ざいます。 

 次のページ、豊かな緑の確保につきましては、教育の森との緑の連続への配慮、また積極的
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な屋上緑化に努めてまいります。 

 次のページをお願いいたします。現在検討中の１階の平面図でございます。ちょうど「１階」

と書いてあるところが茗荷谷駅でございまして、駅前に商業等施設、今現在スーパーマーケ

ットを予定しているところでございます。春日通り側に関しましては商業等の施設を入れて

ございます。 

 ２階につきましても商業施設でございます。３階につきましては事務所を予定してございま

す。 

 次の18ページをお願いいたします。４階ならびに住宅の基準階をお示してございます。 

 19ページでございますが、東西の断面図でございます。地下に駐車場を整備し、商業・ 業

務・住宅棟を整備するものでございます。 

 次の20ページをお願いいたします。Ａ３の見開きになった資料でございますけれども、当日

配付させていただき説明したものでございます。ちょうど20ページの右上に現況の写真が載

ってございます。春日通りに面して低層の木造住宅が密集している街区、それを 屋上のレ

ベルから見たものでございます。 

 次の22ページをお願いいたします。当再開発によりまして、駅前の景観シミュレーションを

してございます。駅前の万代塀のところまで植栽をし、後退した部分について広場整備をし

ていくというものでございます。 

 23ページをお願いいたします。この前の取り組みといたしまして、平成３年度に準備組合を

設立し、準備組合が活動してきてございます。下段には今後の目標スケジュールの記載をし

てございます。 

 24ページ、25ページにつきましては、７月４日に行いました説明会の質疑回答の記録でござ

います。 

 あわせて26ページ、27ページ、28ページにつきましては、７月９日に開催いたしました説明

会の質疑回答でございます。ごらんいただきたいと思います。 

 次に、参考資料２の方をお願いいたします。ページをめくっていただいて、左側に市街地再

開発事業の経緯につきまして記載してございます。当再開発につきましては、62年に東京都

住宅局、都市計画局、交通局と文京区が調整連絡会を発足したことから始まってございます。

その後、平成３年に準備組合が発足し、なかなか事業の進展が見られなかったのでございま

すが、平成13年11月に、一方で国道の拡幅事業が開始されてございます。14年８月には、準

備組合で事業計画案、現計画についての承認をしてございます。14年11月につきましては、
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交通局が市街地再開発事業に協力する旨の決定をしてございます。14年12月に用途地域の変

更の素案の説明会、また、15年２月には茗荷谷駅前地区地区計画（素案）の説明会を開催し

ております。その後、３月、５月と用途地域の原案、また地区計画の原案の説明会を開催し

てございます。本年16年６月に、地区内権利者に市街地再開発事業と高度利用地区の原案の

説明をしてございます。また、７月に、先ほど申し上げました近隣の方々に市街地再開発事

業と高度利用の原案の説明を行ってございます。 

 １ページをお願いいたします。再開発事業の必要性につきまして説明させていただきます。 

 地区の現状でございますけれども、当地区は文京区都市マスタープランで地域拠点に位置づ

けられてございます。また、多くの教育施設が立地してございます。茗荷谷駅につきまして

は区内でも最大級の駅でございます。地区につきましては、昼間人口は２倍ありまして、そ

の多くは学生が占めております。また、春日通りにつきましては、13年より拡幅事業が始ま

っております。ほかの地区内の都市基盤につきましては、春日通りの拡幅中のもの以外につ

きましては、３、４ｍの区道が大半で、そのほかは２ｍから３ｍの私道がほとんどでござい

ます。歩行者空間につきましては、春日通りに２ｍの歩道があるだけで、他の区道につきま

しては、歩車道の区別がございません。また駅前につきましては、違法駐輪自転車が多く置

かれ、歩行者と車両が混在する非常に課題のある状況になってございます。再開発区域につ

きましては、春日通りに沿って老朽化した家屋の密集する区域と、大塚バス車庫からなる0.5

ヘクタールの区域ございます。 

 地区の課題ございますが、春日通り沿道に木造密集地区が残存しており、現在事業中の拡幅

整備にあわせて地権者の生活再建と建物の不燃化、耐震化が求められてございます。また商

業施設が不足しており、若者を引きつける文化交流施設等の空間が不足しております。歩行

者空間につきましても不足しており、また違法駐輪が多く、その対策が求められております。

この地域の南側につきましては、消防活動困難区域が広く存在しており、その解消につきま

しても課題となってございます。居住人口の減少と少子高齢化が進行している区域でござい

ます。 

 整備方針といたしましては、地域拠点にふさわしい居住者や学生などを対象とした商業機能

の充実を図っていく。歩行者動線の整備や、滞留空間の創出により、駅周辺及び春日通り沿

道の商店等の活性化を図る。駅周辺や通過交通量の多いところでは、歩行者の安全確保のた

めの歩道などの整備を図っていく。消防活動困難区域の解消に必要な防災生活道路の整備な

ど、住環境の安全確保を図っていく。細街路の解消やオープンスペースの創出及び宅地内の
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緑の保全を図っていく。居住人口の確保のために都市型住宅の供給を図っていく。以上が整

備方針でございます。 

 次のページをお願いいたします。都市マスタープランの一部を引用してございますけれども、

山の手中央地域の整備方針図でございます。茗荷谷駅前地区につきましては、拠点商業地と

し、再開発の推進と商業拠点の形成を図る区域としてございます。 

 次のページをお願いいたします。景観形成方針図でございますけれども、ここに文京区の３

拠点について記載されてございます。シビックセンター周辺の都心地域、根津千駄木の下町

隣接地域、茗荷谷につきましては山の手地域中央でございます。下段に駅周辺の整備概念図

について同じくマスタープランから引用してございます。駅につきましては、多様な人々が

集まるプラザの整備、また商業拠点の形成等が課題になっているということでございます。 

 次の４ページをお願いいたします。整備手法の検討について、市街地再開発事業そのほか民

間開発、個別建てかえにつきまして、上位計画の整合性、また地域貢献等の観点から 幾つ

か比較検討してございます。 

 まず、市街地再開発事業につきましては、上位計画との整合性をとり、また一体的なまちづ

くりが進められるということで検討してございますが、具体的に公共施設等の整備につきま

しては、区道、敷地内通路、広場、公共駐輪場の整備が今回考えられてございます。また地

域貢献施設の整備につきましては、地域集会室、消防水利等を検討してございます。 

 同じく民間開発の場合につきましては、総合設計等で考えられるということで、その場合に

つきましての手法に検討をしてございます。 

 個別建てかえについても検討してございます。 

 手法としての適正にふさわしいものから、◎、○、△、×として示してございます。ご参照

いただければと思います。 

 次のページをお願いいたします。５ページから８ページにつきましては、参考資料１でご説

明したものと同じでございます。 

 ８ページをごらんいただきたいと思います。東西断面図でございますが、ここに96.5ｍと高

さの記載をしてございます。現在検討中の施設建築物につきましては、今現在96.5ｍとして

検討してございます。 

 次に９ページをお願いいたします。都市計画の枠組みの検討でございます。まず、容積率の

限度でございますが、地区の課題を解消し、文京区都市マスタープランに沿った都市構造を

実現するための容積率を確保してございます。現行指定容積率は春日通りの沿道20ｍが
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600％、それ以外の区域が400％となってございます。加重平均につきましては、418％でご

ざいますが、435％の間違いでございました。435％に訂正の方をよろしくお願い申し上げま

す。失礼いたしました。 

 高度利用地区指定基準に基づきまして容積率の緩和270％を行いまして、容積率の最高限度

につきましては704％になってございます。上の最高限度約700％、下で整数として704％と

いう加重平均の数字を記載させていただいてございます。高度利用につきましては、先ほど

も説明いたしましたので割愛させていただきます。 

 次に事業性の確保でございますけれども、第一種市街地再開発事業につきましては、区域内

の権利者が行う都市計画事業のため、事業性が確保できる容積率が必要となってございます。

基盤整備等の公共施設等の整備を行ってまいります。これらの整備に要する費用等も事業費

の中から出してまいります。また、地権者の生活再建もこの事業の中で行ってまいります。

右の図にございますけれども、総支出と総収入のバランスが確保された事業としての検討が

必要であり、その保留床が必要となります。また、供給可能な保留床確保の設定が求められ

ます。この辺につきましては、最近の傾向として、工事費が上昇し、販売価格は抑制傾向に

あるため、地区周辺等の住宅供給実績を勘案しながら、適正な供給価格を確保する必要があ

ります。 

 次のページをお願いいたします。高さの限度でございますが、文京区都市マスタープランで

再開発の推進と商業拠点の形成を図る地域拠点に位置づけられております。また、歩行者空

間や滞留空間等の空地の整備が課題となってございます。これらの課題を解消するために、

施設敷地には空間整備を優先とし、構造物はできる限り１カ所にまとめ、地域環境の許す範

囲で高度利用地区を指定し、高層建築物が可能な都市計画としてございます。敷地形状や地

域環境を考慮し、高さの最高限度は100ｍと設定してございます。 

 敷地形状等の条件でございますけれども、まず敷地につきましては、北東角が欠けたＬ字型

をしてございます。また、北側には東京地下鉄丸の内線が東西に走っており、上部には荷重

制限がかかってございます。敷地の東部と南部の区道につきましては、区道の拡幅用地165

㎡が無償譲渡され、敷地が減少してございます。また、地区計画に定められた敷地内通路や

地区施設など、約1,150㎡を確保いたしてございます。周辺の日影規制等から、また建築可

能の範囲が制限されてございます。 

 次に高さにつきましては、周辺に配慮した２段階の高さとして、低層部30ｍ、高層部100ｍ

という設定をしてございます。他の都市計画手法による高さの限度といたしまして、再開発
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等促進区の場合、また特定街区の場合、総合設計制度の場合、また建築基準法の斜線制限の

みによる最高高さについて検討してございます。その中で、そういったものを含めまして、

高さの最高限度を100ｍと設定してございます。 

 次の10ページをお願いいたします。都市計画に当たりまして環境影響について検討してござ

います。まず、採光・通風・開放度につきまして検討してございます。本計画では天空率の

評価を採用してございます。13ページの図－１をごらんいただきたいと思います。一般的に

板状の建物よりも塔状の方が、定位置で空の見える範囲が広くなり、開放度等が確保される

というものでございます。 

 計画建物の評価につきましては、次の14ページの方に例示をしてございます。計画建物と適

合建築物の天空率の比較によりまして、現行規制と同等以上の採光・通風・開放度が確保さ

れるということをここでお示してございます。 

 次に日影についてでございます。日影につきましては、その下に絵がございますけれども、

低く太い場合と、高く細い場合とに分けてございますけれども、比較しますと、高く細い場

合の方が影響距離が長くなりますけれども、影響範囲に短時間に影を落としていくというこ

とで、その建物自体での影響時間が短くなるということでございます。なお、計画建物につ

きましては、15ページの図－３に周辺の日影規制に対します等時間日影図をお示してござい

ます。 

 次に風環境でございます。風環境につきましては、高い建物、太い建物の場合に、風環境が

変わるということがいわれてございます。本計画につきましても風環境の検証をしてござい

ます。 

 16ページ、図－４をごらんいただきたいと思います。本計画では計画建物及び周辺地域約400

ｍの地域につきまして、400分の１のスケールで模型を作成し、風洞実験を行い、建設前と

建設後の比較を行ってございます。評価につきましては、村上教授らの作成によります風環

境の評価尺度によって行ってございます。風環境の評価尺度でございますけれども、ランク

１と申しますのは、最も影響を受けやすい用途の場所、住宅地の商店街、野外レストランが

営業に支障を来さないような風環境のところでございます。ランク２につきましては、住宅

地、公園として支障を来さない風環境ということでございます。ランク３につきましては、

比較的影響を受けやすい用途の場所ということで、事務所街として支障を来さない風環境と

いうことでございます。 

 次の17ページをお願いいたします。建設前の風環境についての調査結果でございます。計画
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地北側の一部にランク３、ランク３を超過する測定点がございます。これにつきましては、

敷地の北東側に横に長い建物がございます。この影響でもって、一部風環境につきまして悪

化している区域があります。 

 次に18ページをお願いいたします。建設後の風環境でございます。建物周辺につきましては、

ランク１及びランク２の範囲におさまってございます。ランク３を超過する時点につきまし

ては変わってございませんが、ランク３につきましては改善されてございます。 

 次の19ページをお願いいたします。図－７でございます。今回、このような風環境を、建設

後につきまして改善するために幾つかの対策を行ってございます。まず、高層住宅棟の角を

落としまして、剥離による風の増加等を防いでございます。また、８ｍの敷地内等につきま

しては、庇またブドウ棚、パーゴラ設置を行ってございます。また建物周囲につきましては

高木、一部にフェンスの設置等によりまして風環境の改善策を行いまして、18ページの風環

境のような結果になってございます。 

 次に景観についてでございますけれども、都市景観に対する配慮といたしましては、建物の

スリム化、また圧迫感の低減を図るとともに、建築物の周囲や屋上に多くの植栽を行い、自

然との調和に考慮した計画としてございます。 

 20ページの図－８をお願いいたします。人間の目は通常60度の頂角を持っているといわれて

ございます。コーン説というものでございますけれども、南断面図、広場から出て南側の道

路でございますけれども、道路反対側から見ますと、街路樹のみが目に入るという形でござ

います。 

 右、東断面図でございますけれども、駅を出まして、ちょうど角の薬局を曲がりまして、出

たところあたりからの建物を見た絵でございます。歩道から見ますと、ちょうど植栽が見え

るだけでございます。また、低層部の屋上の張り出した部分につきましても植栽をいたして

おりまして、この部分での景観的な配慮もいたしてございます。 

 その下でございますけれども、駅前につきましては、駅から見た場合には植栽と低層部の部

分が目に入る。また広場の端からは低層部の部分が目に入るという状況でございます。 

 次の21ページ、景観シミュレーションをしてございます。これは先ほどご説明した駅前広場

のところのイメージでございます。 

 22ページ、図－10につきましては、南側の区道のイメージ図でございます。 

 23ページ、図－11は春日通り側からのイメージ図でございます。 

 次の24ページは景観シミュレーションの位置図でございます。遠景につきましてのそれぞれ
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の位置からの見え方でございます。 

 25ページでございますけれども、窪町小学校からの見え方でございます。色につきましては、

印刷の関係で出ておりますけれども関係ございませんので、よろしくお願いいたします。 

 26、27ページにつきましても、同じく南側から見た場合の建物全体のイメージ図でございま

す。 

 12ページをお願いいたします。交通環境の検証をしてございます。まず自動車につきまして、

ピーク時におけます交差点飽和度を算定し、将来交通量への影響を確認してございます。一

部に増加がございますけれども、飽和度としましては0.9以下、また最大増加率でも２％であ

り、大きな影響を与えないと考えてございます。 

 歩行者につきましては、現況、将来ともに自由歩行ができる状況でございますけれども、断

面Ｆ、南側につきましては、現況でやや困難な状況でございます。これにつきまして、今回

の計画で自由歩行ができるような水準になると予想してございます。 

 以上で参考資料１、２の説明を終わりますが、この資料は前回の審議会で検討のための十分

な資料をとの指摘につきまして、詳細な資料を準備ご説明申し上げたものでございます。よ

ろしくお願いいたします。 

○戸沼会長 それでは審議に入りたいと思います。先ほど区長さんのごあいさつで、樋口一葉

の表現をかりた表現等々がございましたが、地区計画で、この地区を再開発をするんだ、そ

れについて具体的な構想図が示されながら、この２つの、東京都市計画高度利用地区の変更

と、東京都市計画第一種市街地再開発事業茗荷谷地区の第一種市街地再開発事業の決定につ

いてという、いずれも文京区の決定でございますので、個々の委員の皆さんの決定が即事業

に結びついていくということでございますので、十分審議をしていただきたいと思います。 

 それで時間が４時ということでございますが、できれば今日は議論をたくさんしていただい

て、存分に疑念のないことにしていただければというふうに思います。 

 それでは、ご質問の部分と意見の部分があろうと思いますが、一緒になりますと、採決の際、

ちょっと混乱しますので、まず今の事務局のご説明に対して質問から先にお願いしたいと思

います。どなたからでもお願いしたいと思います。どうぞ。 

○宮崎委員 宮崎です。 

 まず、理事者側にちょっとお聞きしたいのは、超高層ビルの弊害というか、大体60メートル

から超高層ビルと言われていますよね。つまり20階、そこで生活すると、いろいろと弊害が

起きると言われているんですけれども、それについてどのように把握しているのか、ちょっ

 
－14－



とお聞きしたいんですけれども。 

○高橋幹事 超高層ビルで住宅のある場合に、子供さんたちが外出しなくなるだとか、そうい

ったような事例があるというのは聞いておりますけれども、特に生活の視点の中での弊害に

ついては聞いてございません。 

○宮崎委員 この前、たしか読売新聞にも出ていたんですけれども、学者の方々がいろいろデ

ータを出して、超高層ビルは、やはり情緒不安定になるというデータが出ているんです。そ

して、ヨーロッパなんかでは、もう子供たちを、そういう超高層ビルでは住まわせないよう

な、そういったことを今言っていますし、現実にもそういうふうになっています。 

 そういうことを考えると、「文の京」として文京区が、確かにここの場所は100ｍの制限が、

建築基準法はよろしいんですけれども、ただ、私どもが懸念しているのは、ご存じのように、

この地域は周りがほとんど住居地域なんです。文京区はこの間から都計審で私ども２つお願

いして、それが通りました。六義園のところの35ｍ高さ制限、それから音羽の地区の45ｍの

高さ制限、それは住居地域と商業地域が隣接している地域です。それは皆さんのおかげで都

計審で通った。そういうことでありますから、ここにおいて100ｍというのを文京区がまた

推進してやるということについては、今までの関連との兼ね合いはどうなっているのか、ち

ょっとお聞きしたいなと思っています。 

○小野幹事 今回の用途地域の見直しで、本駒込六丁目と音羽で絶対高さをかけたという理由

は、路線商業と一番厳しい第一種低層住居専用地域が背中合わせになっているという、非常

に極端な状況になっているという部分について、これは何か早急に手立てを講じる必要があ

るであろうというふうに我々も考えましたので、それで今回、用途地域の見直しの中で絶対

高さというのを設けたということでございます。 

 茗荷谷の駅前につきましては、商業と一低層は必ずしも背中合わせになっているわけではな

いということと、それと、先ほども説明の中で申し上げましたけれども、都市マスタープラ

ンの中で、大きい地域拠点が３つあるわけですが、そのうちの１つになっているということ、

それから土地利用の方針としては、拠点商業地として整備していこうというエリアになって

いるということ、そういったことから、この地域につきましては一定の開発というのは許容

していく、認めていくというエリアというふうに考えてございます。 

○宮崎委員 この100ｍになると31階か32階、つまり11階ぐらいしか、どう見ても梯子車は来

ないですよね。その片方で防火地域のために防災道路をつくるんだけれども、片方において

そういったものに対しては、どのように考えているのか説明していただきたいなと思います。 
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○高橋幹事 高層建物につきましては、消防法、建築基準法におきましては強化されてござい

ます。そういう設備によって安全性を担保してございます。 

○戸沼会長 関連でございますので、どうぞ。 

○菊池委員 菊池でございます。 

 今の100ｍの問題についてでございますけれども、今、事務局から説明がありましたとおり、

高さが高くなればなるほど、消防法そして建築基準法上、厳しく制限されております。スプ

リンクラーがあったり何なりします。まず、住んでいる人に対して、火災を知らせるという

ことでありますと、自動火災報知設備が設置されておりますし、また、避難をするというふ

うな形になりますと、特別避難階段だとか、あるいはそういうものもございますし、消火を

するためには、ここにございますように自動のスプリンクラーもあったり、というふうな形

になっています。 

 そういう形の中で、消防隊は何をするかという話になってくるのだろうと思いますけれども、

消防法では連結送水管というようなものがございまして、ある高さ以上になりますと、途中

にブースターがありまして、火災を防ぐために水を送れるような形になっておりますし、ま

た非常用のエレベーターがございます。これはふだん、あそこのキーを持っていまして、普

通の非常用のエレベーターでございますから、キーを差しかえることによって、消防専用と

いうような形になるわけでございます。そしてその中で、ここにもあると思うんですけれど

も、１階か２階に防災センターというものがございます。そこには消防用の設備、あるいは

いろいろな生活環境におけるところの機械管理をしているところがございまして、そこには

一定の資格を持った人たちが常時勤めるような形になっております。その中で、災害が発生

しますと、そこで自動火災報知設備だとか、そういうものが鳴動しますと、ぱっと、どの階

があるという形になって、そしてそれが消防の方へ連絡がくるというような形になってござ

います。それで消防隊が防災センターへ行きまして、そこで何階が燃えているというふうな

形になりますと、直接その階まで行きませんで、下の階か、あるいはもう一段下の階へ行き

まして活動拠点をつくったり何なりする、ということになります。 

 ただ、スプリンクラーというものがございますので、延焼拡大するのを抑えるというような

ことと同時に、建築基準法でも、たしかある高さ以上になりますと、その一定の区域から、

延焼拡大しないような形の防火区画というものがありまして、100平米区画、200平米区画と

いうような形のものが基準法上で定められておりますので、出火階、その階である１部屋が

燃えたとしても、その部分から大きく広がらないという形のものになっておりますので、そ
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こで生活している人たちの意識的なもので十分対応できるだろうというふうに思っており

ますし、また我々も、もし万が一そういうものがあれば、事前にそういう建物については計

画を定めておりまして、それに基づいて対応していこうということで考えておるというとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 

○戸沼会長 ありがとうございました。 

 では、ほかにご質問を、どうぞ。 

○宮崎委員 ここで、今、持っている地権者が、そのまま商売というか店舗を持ち続けて、ず

うっと継続なさるという人は何人ぐらいいて、それは大体何パーセントぐらいなんですか。 

○高橋幹事 今現在60％ぐらいの方が、そこで営業を続けていく考えでございます。 

○宮崎委員 ということは、40％の人は出ちゃう。そこに住むことは住むけれども、もう商売

はやめてしまうということですね。 

○高橋幹事 商売をやめて住まわれるということでございます。 

○宮崎委員 ６人、何か反対なさっているという方がいらっしゃるようですけれども、この人

たちに対する、これからの対処というか、今まで説明もなさっていたのでしょうけれども、

これからもどのように形でやるのか、ちょっとお聞かせください。 

○高橋幹事 ６人の方々につきましては、準備組合がお話しできている方もいらっしゃいます。

また、準備組合がお話しできない方も確かにいらっしゃいます。私どもといたしましては、

準備組合の方に全員合意に向けて、事業についての説明をし、また具体的なことにつきまし

ても、交渉しながら進めていくようにということで指導してございます。 

○戸沼会長 ご質問ありましたら、どうぞ。 

○水津委員 ２点あるんですけれども、１点は景観に対する建物のデザインについて、今後こ

の計画が進んでいくときに、そこでどういった規制というか条件をつけて、景観と一致する

ような形でのデザインを確保できるのかということが、どういうふうに進んでいるかという

点が１点と、それからここに出てくる参考資料１の25ページに、第１番目の質問に対して、

公共性の高い事業であるから21億円出すんだ、みたいなお話がありますけれども、これがど

ういう公共性が高いのかというところが、私は今回見せていただいた資料の中ではちょっと

よくわからなかった。 

 先ほどの宮崎委員のご質問を受けて、そこについてもう一つお尋ねしたいのは、例えば継続

されて60％の方がここで事業をなさるというのは、この計画されている商業施設のうちの床
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面積でいうと何パーセントぐらいに当たるのか。実際にこの事業が公共性が高いからお金を

出すのであれば、当然採算がとれる計画というものがなされていると思います。その根拠た

る数字を見せていただきたいと思います。 

○小野幹事 景観の方のデザインの話は、私の方からします。 

 先ほど、高橋幹事の方から説明がありましたように、道路の沿道は低層部を設けて圧迫感の

ないような形に建物形状を考えていく。それから、植栽を整えて、視線に対して植栽が目に

入るといいますか、そういった形で調和を図っていこうということで、デザイン的には考え

ているということです。 

 それで、この建物が、もし今後進んで行くということになりますと、文京区で景観の事前届

出制度というのをやっています。そういった中で、外壁の色でありますとか、あるいは場合

によってはごみ置場とか、駐車場の入り口のつくり方とか、そういったことについて現在も

指導を行っております。ですから、それと同じような形で、この建物についても指導する必

要が出てくれば、そういう点を指導していくということになろうかと思います。 

○高橋幹事 まず公共性があるかという視点かと思いますけれども、今まで何度か申し上げて

ございますけれども、この再開発事業の中で、まずまちの課題、例えば木造住宅が密集して

いる地域である、そういったことで不燃化なり耐震化というような、まち全体の課題がある。

それからこの事業にあわせて区道の拡幅だとか、地区計画の中で定められております敷地内

通路、広場の整備等を行っていくということ、あと歩道状空地だとか、公共的な駐輪場につ

きましても整備するということで検討してございます。そういったことで公共性のある事業

だと。 

 また、参考資料２の４ページですけれども、地域貢献としまして幾つか事例を挙げてござい

ます。その中で私の方から、今、申し上げたような公共駐輪場だとか、地域集会室だとか、

消防水利とか、地域の方々のための施設もあわせてつくるということでのご説明してござい

ますけれども、そういったことで地域貢献していくことで、まちの課題についても解決して

いくという事業でございます。 

○水津委員 まずデザインに関しては、例えば公共物といえるような大きな建物になるかと思

いますけれども、コンペなどをされる予定が、デザインに関してあるのかどうかということ

が１つと、それから商業地に関して公共性の高い事業において、先ほどおっしゃったことは、

もちろん本当に理解ができることですし、今回、東京が開発するときに上に伸びていかなけ

ればいけないというのも理解ができるんですけれども、さっきのところで、この事業と一体
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化しないと解決できない問題というのが幾つかあると思うんですけれども、それでなくても

できる理由が、多分混在して一緒にされているところがあると思うんです。一括して解決が

つくということがあると思うですけれども、先ほどの説明だと、公共性の高い事業であると

いう説明の部分が少し足りないという感じがするものと、それから区がお金を出して、こう

いった商業施設、入ってきて、入るところがだめになって出ていってしまって、ゴーストタ

ウン化するようなことが将来あってはならないわけで、どういうような事業計画のもとに、

これが採算のとれる事業であるというふうに思っていらっしゃるかどうか。 

 それから資料の先ほど25ページの次のところ、26ページの一番最初の質問に対して、答えの

３番目、コンサルタントが答えているんですけれども、「広場や集会室の皆様の役に立ちた

いと考えて計画している。施設の使い方等は、いい案があれば出していただきたいと考えて

います」というのは、公共性に関するこういったコミュニティゾーンの提案というのは、ま

さに地域活性化、こういった開発の中でソフトの面で根幹をなす部分だと思っているんです。

今、大型商業施設の中でも、何とかしてコミュニティゾーンをつくっていかないと生きてい

けないというふうに、ＮＰＯに打診がきているところもたくさんあります。そういった中で、

こういった案が自身で出せないコンサルタントなり設計者というのは能力がないのか、やる

気がないのか、どっちかだと思うんですけれども、これについてはいかがでしょうか。 

○高橋幹事 まず１点目のコンペをするのかというご質問でございますけれども、事業の主体

につきましては、再開発組合になります。組合が設計者を選定いたします。したがいまして、

コンペは今のところ行わないというふうに聞いております。今までの基本構想なり、こうい

った事業を検討してきたコンサルになるかと考えております。 

 それから、事業計画につきましては、事業計画を組合認可の中で、東京都の方に提出いたし

ます。そういったことで、区ももちろん審査しますけれども、東京都も審査し、そういった

事業形態につきまして適正かどうかという判断をして、事業につきまして推進してまいりま

す。 

 また、先ほど申し上げましたように、まちの課題と幾つかの施設等の建築につきまして、一

括して、時間的にも短時間で結果としましてはできる。平成３年から検討してございますの

で、今までの時間はかかってございますけれども、今後、もし再開発事業として決定いたし

ますれば、今後の時間については、短期間でそういった問題、まちの課題につきまして幾つ

かは一緒に解決できると考えてございます。 

 あと、地域集会室につきまして、説明会でのやりとりでございますけれども、説明会の席上、
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ご質問としまして、例えば老健施設がどうなのかとか、幾つかのお話がございました。そう

いったことを踏まえまして、コンサルの方から、もし地域集会室という考え方でございます

けれども、例えば学生さん方が使うようなものにした方がいいというようなご意見があれば、

学生さんたちが使えるような、例えば防音設備を備えたような地域集会室を検討してもいい

かなということで、こういった発言をしているということでございます。 

○水津委員 今の最後のお話について、こちらの資料によれば、先ほど大学生のニーズにこた

えるような、みたいなことが地域の課題として書かれておりましたよね。今、お聞きすると、

そういったことを、ちゃんとどういうニーズがあって、というのをお聞きした上で、そうい

った今の計画がなされているのか、どういう要望を聞いて計画なさったのかなというのが、

とても何か不思議に感じるんですけれども。 

○高橋幹事 事業の具体的なものにつきましては、準備組合が検討してございます。準備組合

としましては、この街区に地域の方々が使えるような集会室がないということで、地域集会

室という提案をしてはどうかということで検討し、考えたものでございます。説明会の中で

そういったご意見がありましたし、また私どもも、また改めて学生の方々のニーズについて

の話もございますので、そういったことを踏まえまして、防音施設等についても考えてはど

うかというようなことでお話はしてございますけれども、今現在、具体的なものの、地域集

会室の延長線上での検討をしているということでございます。 

○戸沼会長 ほかの方、ご質問ございますか。 

○太田委員 区民委員の太田でございます。 

 質問は、６名の反対者のことについてなんですが、前々回だったと思いますけれども、戸沼

先生の方からも、今回、この審議会にかけるに当たっては、極力反対者の方に対する同意を

得てかけていただきたいというお話もありました。再開発法というのは全員同意でないと市

街地再開発事業が進まないという性格のものではありません。ですから、３分の２以上です

か同意があれば設立ができる、というような法律の構成になっておりますけれども、だから

こそ全員同意を得るための努力を極力するようにというような、参議院の付帯決議もあった

ように聞いております。 

 今回の審議会の開催までの間に、かなりご努力されたんだとは思うんですが、結果的に同意

が得られていないということについてどのようにお考えなのか。それから、今後どのように

同意が得られないまま、事態が推移するとすれば、話が落ちつくといいますか、このまま設

立認可になって、権利変換計画になって、補償という問題になっていくのか、その辺につい
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て、２点お聞かせください。 

○高橋幹事 ６名の反対者の方で、先ほども申し上げましたけれども、ひとかたにつきまして

は、なかなか準備組合も、区も接触できてございません。私どもといたしましては、相手方

の方より、文書でもって申出してほしいというお話がございましたので、文書で地区計画の

後も５回ほど、文書によりまして申し入れをしてございます。お会いいただいて、まちづく

りについてのご説明と再開発についてのお話がしたい、ということで差し上げてございます

けれども、具体的にはお会いできていません。 

 それから、そのほかの方々につきましては、組合の方でも具体的に事業が進展してまいりま

したので、例えば権利変換についての、再度ご説明をするとか、また条件等につきましてお

話はできているというように聞いておりますので、６名の方全員につきまして、私どもとし

ましては、前回から継続して努力はしていると考えております。 

 それから、今後につきましても、反対の方々につきましては、同意いただけるように努力を

してまいります。 

○戸沼会長 ほかの方、どうぞ。 

○関川委員 今の問題に関してですけれども、この間、説明会が開かれていますね。正式には

２回、あと茗荷谷の環境を考える会で１回開いていただいているということで、３回説明会

が開かれていますけれども、その中で皆さんからいろいろ、今日ここにも意見書の要約がな

されていますが、やはり100ｍの問題や公害の問題等々で、この事業について、どちらかと

いうと賛成というよりも反対という声の方々の意見が多かったというふうに思うんですが、

そういう説明会の中で、文京区の都市計画部の方から変更案を出してもいいというふうなこ

とが言われていますけれども、この変更案について、どういうふうに考えていらっしゃるの

かということと、それから住民の方がもっと説明会を開いていただきたいというふうにご要

望なさいましたけれども、意見書の縦覧と意見書の提出ということがあるので、説明会につ

いては３回というようなことになりましたけれども、その理由として、期限が限られている

のだと。まあ、東京都との関係なんかも、それはあるのかもしれませんが、役所の方でいっ

ているのは、いついつまでにやらなければならない。計画がこういうふうに青写真で出てき

てますから、それはそれであるのかもしれませんが、これだけ大きな、1,000通を超える反

対意見が出ているということでは、今までの再開発の中では、こういうことはありませんで

した。 

 私たち、この時期に審議会の委員として重大事を仰せつかっているわけですけれども、そう
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いう意味でも、慎重には慎重を期すということでは、期間にこだわるということは、この際、

白紙にしていただいてやるべきだというふうに思うんですが、その辺はいかがかというふう

に思います。 

 あと、今ちょっと意見と一緒になっちゃいましたけれども、風洞実験についてのデータがあ

りましたけれども、このデータを見ると、建設前と建設後では、ほとんど変わりないという

ことでデータが出されておりますけれども、風洞実験については、当初よりもいろいろなデ

ータが、風害は目に見えないということでありますけれども、いろいろなデータが積み重な

ってきていて、こういう結果が出たんだというのはあるのかもしれませんが、実際のところ、

14階建のビルの近くを通っただけでも、雨のときなどは傘がだめになったり、人が飛ばされ

そうになったりというようなことで、現実のところでそういう問題が起きているときに、こ

の100ｍを建てるに当たって、風洞実験では問題ない、だから大丈夫なんだというふうにイ

コールといえるのかどうかという、その辺はいかがかというふうに思いますのと、それから

もう１点ですが、これは環境を考える会の皆さんのところで開いた説明会の中で、アンケー

トによってスーパーマーケットを望む声が多数あるというふうな説明をされたということ

ですが、アンケートをもらったと回答した人はいなかったというようなことで、これはどこ

のどういうアンケートをとられたのかということです。 

 それからもう１点いいですか。私、今まで権利床や保留床のことを何回か言ってきましたけ

れども、先日、まちづくりの交流会みたいなのがありまして、たまたまそちらに出たときに、

葛飾区の立石駅北口地区の再開発研究会というところがつくった問答集をちょっと見させ

てもらったんですが、その中に住民の方から、「再開発ビルの床に権利変換すると、今の床

面積よりも４割も６割も減ってしまうという話は本当ですか」という質問があるんですが、

それに対して、「将来の床面積はすべての権利者の意向、すべての権利が幾らになるのか、

保留床が幾らになるのかなどの確認作業を繰り返さないと明らかにならない」ということで、

この辺のことについては、最後の方でなければわからないということでは、100メートルビ

ルを建てて、保留床をペイできるというような、そういう根拠で多分100メートルというの

が出てきたんだというふうに思いますが、その辺のところで、まだきちんとした説明がされ

ていないし、皆さんから出されている100メートル、法的には100メートルというのはわかる

けれど、100メートルにする理由は何なんだということで、多くの皆さんから出ているとこ

ろにも、こういう問題が関係してくるというふうに思いますが、その辺はいかがでしょうか。 

○高橋幹事 まず最初の意見ですか要望ですかありましたけれども、なぜ今、この時期にとい
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うことにつきましては、先ほど来申し上げていますけれども、今、国道の拡幅が始まってご

ざいますので、国道の拡幅事業で、個別の建てかえが進んでしまうと、事業の障害になって

しまうという状況にございます。それから、平成３年から長きにわたって検討していただい

ている組合の地権者の方々の思いもございますので、私どもとしては、可能であれば早くや

りたいということでございます。 

 それから、説明会につきましては２回開催してございまして、３回目の考える会の皆様とは

意見交換ということで伺いまして、２時間半ぐらいでしたか、いろいろ、どちらかと いう

とご質問に対してお答えしたという形でもって対応してございます。 

 その中で、私の方から変更案を出してもいいということではなくて、高さについて、いろい

ろなご意見を、２回いただいてございますので、高さについても検討課題として、もう一度

事業が可能な中で創意工夫をもって検討できないかということで、準備組合に対しまして高

さの部分について何かしらの考慮ができないか、ということでの指示をしているということ

でお話を申し上げました。具体的に区が検討するものではございませんで、あくまで準備組

合、組合の方が事業主体として考えていくものでございますので、私どもの方としては、そ

ういうお願いをして、今現在、検討していただいているということでございます。 

 それから、風洞実験につきましては、確かに高い建物ができまして、風環境が変わりますの

で、そういった中で、今回この風洞実験はいろいろな試行錯誤、71回の実験を行いまして、

風対策をした結果として、こういった最終的な建設後の風環境が維持できるということで検

討してございます。先ほども申し上げましたが、具体的には高木なり、ブドウ棚だとか、そ

れから建物の工夫をすることによって、風環境については配慮できる。 

 それから、加えて14階建の、というお話がございましたけれども、高層にしまして 空地を

とることによって、そういった対応も可能であるということでの風対策ができるということ

もございますので、そういったこともあるということでご理解いただきたいと思います。 

 それから、環境を考える会との意見交換の中で、スーパーマーケットについてのアンケート

のことについて、皆さんは知らないとおっしゃられましたけれども、茗荷谷駅周辺のまちづ

くり基本計画につきましての説明会並びにはがきによる意見聴取の中で、スーパーマーケッ

トについての要望があったということで、この件につきましては、基本計画の中でも述べて

いますので、ごらんいただきたいと思います。 

 それから、権利者の方への床の返りについて４割、６割というお話でございますけれども、

具体的には、最終的な権利返還計画の中で決まってまいります。床価格につきましても建物
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の北側、南側等々で、また条件も変わってまいりますので、具体的には最終的にしか決まら

ないというものでございます。４割、６割というお話であれば、逆に地権者の方々皆さんも

う合意できない、要するに逆にいえば再開発を望まないという形になりますので、事業を推

進していく中では生活再建できるということで、もちろん等価でございますので、等積とい

うのは、イコールが一番いいのかもしれませんけれども、若干のプラス・マイナスはござい

ますけれども、そういった生活再建ができる、今の生活を続けられるということで地権者の

方々は同意をしているというものでございます。 

○関川委員 今の100ｍについてですが、４ページのところで、整備手法の検討ということで、

市街地再開発事業と民間開発・個別建て替えということで、違いをきちんとこうやって出し

ていただいているんですが、その中で環境対策のところで、唯一この市街地再開発の中で

「△」になっているんですが、「高層化による環境変化のおそれがあるが、都市計画決定に

際し行政指導等により、環境への影響調査対策等が求められる」ということでは、「行政指

導等により」というのは、基本的には少しでも高さを下げて、というところに含まれるんじ

ゃないかなというふうに思うですが、この辺のところではどういうふうにお考えになってい

るのかということと、それから、さっきの保留床、権利床についても最終的にならなければ

分からないということでは、100ｍをどうして建てなければならないのかというのは、その

辺が権利床とか保留床のきちんとした内容が分からなければ、100ｍを建てなければペイし

ないというところにつながっていくのではないかというふうに思いますのと、それから、こ

とし３億円、設計費として組まれたものについては、第２回説明会の中でどんなふうに使わ

れるのかという説明はありましたけれども、この21億円、区としたら10.5億円ですけれども、

その辺のところの税金を出すことについても、この権利床や保留床のことがはっきりしなけ

れば、数字的なものがはっきりしてこないんじゃないかというふうに思うんですが、その辺

はいかがなんでしょうか。 

○高橋幹事 環境対策につきましては、先ほども申し上げましたけれども、都市計画に当たり

まして環境影響について検討してございます。都市計画の内容につきまして、どちらかとい

うと、建物につきましては、今、高層化という考え方でございます。それに伴いまして、い

わゆる空地等を確保をしていくというものでございます。環境につきましては、そういった

視点から、風環境また景観、それから交通環境等についての環境の調査をし、環境対策を行

っていくものでございます。高さの視点だけでの環境対策ということではございません。 

 なお、ここでは、そういった視点でのいろいろなご意見もございますので、環境上につきま
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しては、市街地再開発事業につきましても、いろいろなご意見があるということで「△」と

いう形でもって評価をしてございます。 

 それから、具体的な権利変換につきましてですけれども、最終的には権利変換計画で決めて

いきますけれども、最終的なものにいくまでに、組合の方としましては、モデル権利変換、

またそれよりもう少し精度を上げた権利変換等の提示をしていきながら、事業につきまして

同意をいただくというような作業を行ってございます。 

○鹿倉委員 鹿倉です。 

 中身の話は、皆さんお話しになられたので、余り重ならないようにいたしますけれども、ま

ず説明会に関しては、私、指摘をしたいのは、２回とも出席しましたけれども、説明会にな

っていないですよね。答えも、今日の議事録にも一部出てますが、「後日回答します」、こ

ういうような回答が大変多くありました。それから、「その点については詳しく後で」とい

うような話もありました。結局それが後で説明されたのか、後日回答されたのか、大変疑問

に思います。 

 茗荷谷の環境守る会の皆さんと区役所の方々や準備組合の方々も出席したと、後で聞きまし

たけれども、あったの公告縦覧に入ってからですよね。ですから、事前に十分丁寧な説明を

して、なおかつご理解をいただいて公告縦覧に入ったというふうには決して思えないという

ことを、まず最初に前提としてお話ししたいというふうに思っています。 

 それで、私の質問なんですが、まず最初には、今、手元に建設省都市局都市計画課監修の「都

市計画法の運用」を持って、これを見ながらちょっとお話ししようと思っているんですが、

都市計画に関しては、適切にこれを行いなさいということを、第２条のところで自治体に求

めているということを、まず私、前提条件として指摘をさせていただきたいと思います。「国

及び地方公共団体は都市の整備、開発その他都市計画の適切な遂行に努めなければならな

い」。これが第３条で述べられています。 

 ちょっと質問をさせていただくのは、今回、法17条の公告縦覧と意見書の提出なんですけれ

ども、適切にこれが行われるかどうか、もしくは行われているのかというところをお聞きし

たいんです。今回提出されている意見書が、まず最初に私が指摘をしたいのは、意見書の賛

否が正確に判断されているのか。今日、ここにその概要が提出されています。提出総数1,629

通で2,395人と書かれてすますが、この意見書の賛否は正確に判断されているのか。再度、

改めて分類をし直すか、もしくはその意見書の有効性について、きちんとした対応をすべき

なのかどうか、ということについて私は質問をしたいんです。 
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 なぜそう言うかというと、この意見書1,629通ありますが、先日、実はお見せいただきまし

た。現物を読ませてくださいということで、お見せいただきました。署名形式で出されてい

る賛成に分類されている、そういう意見書の多くは、意見書そのものは賛否が明確になって

いないというふうに私は思いますよ。 

 なぜかといえば、共通書式による意見書には、このところにも出ていますけれども、「私は

茗荷谷駅前地区市街地再開発事業が掲げている茗荷谷駅前を表玄関として明るくよりよく

するため、再開発が進むように応援します」、こう書いてあるだけです。つまり、説明会で

説明をしました、今日も配られている資料、こういう資料に具体的に示されている、例えば

高さが100ｍ近くになりますよ、例えば具体的にこういった施設計画になりますよというこ

とについて、賛意を明確に示したものではありません。再開発についての理念や再開発につ

いての漠然としたものについての意見書になっているんです。これは私はもし分類をするな

らば、自由記入欄の意見があるんです、この賛成の意見の署名形式のものにも。そこを見て

賛成、反対、その他とすべきではないかと思います。 

 例えば、どういう意見があるのかといえば、今日ここに資料で添付されている資料を見ても

分かるとおり、賛成の意見書に「20階のビルには反対です」と書かれているんです。「10階

を２つぐらい建てる方がよい」「周りが納得する再開発を」「周囲の賛同を得るためにも、

もっと詳しい資料作成が必要」「エレベーターや消費電力の問題など高いものが近代的では

ない。エネルギーのかからない建物こそ、これからの人の幸せではないか」、こういうふう

に賛成意見のところに書かれているんです。これは賛成意見ではありません。その他か反対

です。 

 私が直接見た賛成意見書には、「どちらでもよい」というふうに明記をしているような、そ

ういう自由記入意見欄がありました。これははっきりいって分類そのものについて、事務局

としての考え方が私は問われるというふうに思っています。ただ単に準備組合の方々がお持

ちになったから賛成だというふうに分類するのは適切ではない。それが私はさっき言った都

市計画法第３条のところに引っかかってくるのではないかと思うんです。それで、そこにつ

いての考え方を、まずお聞きをしたい。いかがですか。 

○小野幹事 17条縦覧が正確にきちんと適切に行われているかどうかという点についてです

が、行われております。そのやり方につきましては、都市計画法に規定がされていまして、

縦覧期間２週間で、説明会といいますか、それに応じて説明会をやっていくというようなこ

とになっているわけですれども、そういった形で私ども進めてきておりますので、これは法
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にのっとった形で適切に行われているということです。 

 鹿倉委員おっしゃりたいのは、説明が十分に行われたかどうかという、その理解を求められ

たかどうかというところを、多分おっしゃりたいのだと思うんです。ですから、17条縦覧が

適切には行われているんですが、残念ながらすべての方にその理解が、今現時点では得られ

ている状況にはないというのが事実だろうと思います、その点に関しては。ただし、適切に

は行っております。 

○鹿倉委員 改めて私は、今、示したこと、まずこれは一番目ですが、適切に行われていない

というふうに思います。改めて私、意見書の重要性というものを、例えばこの本の中に、こ

れは18条について触れられて、都知事の都市計画決定のところに触れられて説明が入ってい

ますが、利害関係人の権利・利益を保護することを目的としている。その際に住民などから

提出された意見書は最も重要な判断資料の一つとなるものであって、そのため法も明文の規

定を置いたものである。だけれども、その意見書が提出されたにもかかわらず、違う形で使

われた場合に関しては、これはちょっと表現は違いますけれども、場合によっては無効また

は取り消されるべきものである、ということを実は18条では、都市計画決定について述べて

いるわけです。正確に全部読むとするならば、意見書が例えば提出されたにもかかわらず、

その要旨が提出されなかった場合、都市計画の決定の手続きに瑕疵がある、場合によっては

無効または取り消されるべきだと、こう述べています。 

 こういう考え方からするならば、意見書の重要性というのは、きちんと自覚をしていただき

たいんですが、２番目にお聞きします。都市計画法17条の第２項で、前項の規定による公告

があったときは、ということで、今回のことを述べているわけですが、意見書を提出できる

方がどういう方なのかということを、とうとうと述べているわけです。文京区でも、区報で

そのことについては説明されています。では、その場合、例えば今回意見書が提出されてい

ますが、名前がないものなどの取り扱いはどうなっていますか。 

○高橋幹事 名前のなかったものが２通ございました。それについては入ってございません。 

○鹿倉委員 それでは改めてお聞きしますが、住所についてはどうでしょう。私がなぜこんな

ことを聞くかというと、具体的な番号を全部見ましたので、メモをしておきましたけれども、

文京区内の住所の中で住宅がない地番で20名もの多数の個人名が記載されている署名形式

の意見書がありました。これは把握されていますか。 

○高橋幹事 関係権利者につきましては、例えば茗荷谷駅を利用している学生なり事業所に働

く方々もいらっしゃいます。そういった方々の署名かと思います。 

 
－27－



○鹿倉委員 確認しましたかということを聞いているんですけれども。 

○高橋幹事 住所をすべて確認はしてございません。 

○鹿倉委員 改めて私は指摘をさせていただきますが、例えば住居がないところから挙がって

くるものが、どうして意見書としてカウントされなくてはいけないのか。この場合、意見書

の法的要件は明らかに民法21条によっているはずです。民法21条による住所ですよ。生活の

拠点であること。もし、そういう生活の拠点であるということが疑われるような意見書が、

一つの地番に別々の名前で20人も名前が書いてあるんですよ。これは明らかに、事務局とし

て受け取ったときに、これはもしかしたら実在しない住所ではないのか、もしくは別の理由

があって届けられているものではないか、というふうに考えるのが、私は当然だと思います

よ。そういう面から見て、きちんとした調査がされていない意見書については、私は今回の

この資料の中に賛成の意見書と入られるのに関しては無理があると指摘します。 

 それから、もう一つ、関東近県から同一家族全員のものと推測される署名形式の意見書がか

なり多く出ています。つまり、私がいいたいことは、法17条第２項の規定で想定されている

のは、関係権利者か利害関係人です。例えば関東近県の茗荷谷から２時間もかかるようなと

ころで、家族全員が利害関係を持っているということは、果たして想定されるでしょうか。

しかも多数あります。これははっきりいって一般的な署名だったらそれは分かります。ただ

し、法17条に規定されているところは、関係市町村の住民及び利害関係人です。その点につ

いては、どういうふうに考えていらっしゃいますか。 

○小野幹事 これは近くの住民であれば、ある程度のことは把握しようと思えば、できなくは

ないのだと思うんですが、利害関係人といった場合に、今、鹿倉委員もおっしゃいましたけ

れども、例えば茗荷谷まで通学で通ってきたり、あるいはあの近辺の会社に勤めたりと、こ

ういうような方も当然含まれるとこういうことになります。ですから、そういった方も含め

て、例えば10人、20人ということであれば、やってやれないことはないのかもしれませんが、

今回みたいに1,600を超えるような数が来た場合に、それをすべてチェックし切れるかとい

うと、物理的になかなか難しい面があるというのも事実でございます。 

 ですから、私どもの方としては、そういった悪意といいますか、虚偽のような形で意見書を

提出されているということまでは考えてございません。ですから、期間内にきちんと提出さ

れれば、それは１つの意見書ということで、受けとめているということでございます。 

○斉田委員 ちょっと１件だけ。 

 反対の意見書の中にはそういうのがあるの、ないの。 
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○高橋幹事 反対についても幾つかはございます。 

○鹿倉委員 幾つかあるって、私は一応全部目を通させていただきましたよ。署名形式のもの

というのは、賛成のものしかないんです。署名で４名連記とかになっているのは。 

 では、具体的に指摘しますよ。８月９日に受理された意見書のグループで、1,340番から1,629

番は共通の署名用紙ですよ。通数としては290通。それがほとんど４名連記になっています。

署名総数としては、多分1,160筆ですよ。私、１時間しか見ていませんが、このうちのおお

よそ７割は区外在住者です。関東近辺もしくは八王子とか都下の23区外です。７割前後とい

うのはおおざっぱです。１つずつ数えたわけじゃないですから。ただし、４名全部そういう

状況になっているということについて、きちんと自覚をしていただきたいんです。それはは

っきりいって、４人とも家族全員が利害関係にあるということではなくて、多分「署名して

ください」と言われたから署名をしたというだけのつながりだと私は思いますよ。 

 この場合は、法17条の趣旨に反します。私は、今、皆さんが適切にやられているということ

でしたら、それは事務局としてとんでもない誤りだと思います。本人の同意もないのに、勝

手に意見書が提出されて、その提出者が本当に出したかどうかの自覚がなければ、これは無

効になりますよ、当然。 

 この件については、もっと問題だというものがあります。質問しますが、ファクスで出され

た意見書はありませんか。 

○高橋幹事 あります。 

○鹿倉委員 ファクスで出されたものは、どの程度ですか。 

○高橋幹事 今、手元には数は数えてございません。 

○鹿倉委員 そうですか。私、一応ファクスで出たものについては数えました。受理番号1,348

番から1,361番まで、それから1,371番から1,377番まで、1,395番から1,399番まで、1,574番

から1,581番まで、合計34通です。このファクスはどこから来ていますか。 

○高橋幹事 把握してございません。 

○鹿倉委員 このファクスはどこから来たかといえば、今回の茗荷谷再開発地区の協力事業者

である旭化成ですよ。旭化成がファクス番号に全部明記されています。旭化成開発都市本部、

そして、ファクス番号は全部ずらずらずらっと入っています。これが先ほど私が申し上げた

1,340から1,629番の受理番号の意見書の中に、ばらばらに点在しているんです。このことを

事務方としては、だれが受理したというふうに考えているんですか。 

○高橋幹事 その用紙を持ってきておりますので、事務局の方に持ち込んでございますので、
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受け付けたと考えております。 

○鹿倉委員 それは文京区役所がファクスを直接受けたのではないということを言っているわ

けですね。どうですか。それとも文京区役所が直接ファクスを受けたということを言ってい

るんですか。 

○高橋幹事 直接は受けてございません。 

○鹿倉委員 この点に関しては、会長、私はきちんと調査してほしいんです。なぜそういうこ

とを言うかといえば、旭化成という会社は今回の協力事業者です。協力事業者ということは、

この開発を請け負うことによって巨額な利益を受ける会社です。旭化成そのものは売上高

3,613億円の会社で、従業員数3,531人ということになります。これは旭化成ホームズの方の

数字ですけれども。これほどの巨大企業が、都市計画法第17条第２項の意見書を組織的に提

出するということになれば、法で定めた第17条２項の住民及び利害関係人の意見を正しく反

映することは、私は絶対不可能だと思いますよ。はっきりいって、この問題については、旭

化成が集めた意見書はどの程度存在するのか、旭化成の社員や家族、関係企業が意見書提出

者に含まれているのか、本当に本人の意思で提出されたのか、利害関係人であるのかの調査

が行われなかったら、意見書はすべて、私はこの審議会で議論をする前に、この問題が解決

されなければ議論できないというふうに思いますが、事務方としてはそういう自覚はあるで

しょうか。 

○小野幹事 意見書についての、組織的かどうかというような話とか、そういった一部ちょっ

と疑わしいようなものが入っているというご指摘です。これにつきましては、また再度ちょ

っと詳しく調べてみたいとは思います。 

 ただ、組織的かどうかということについては、賛成・反対問わず、区の方でチェックすると

いうのはなかなか難しい面があると思います。というのは、一人ひとり全部がお持ちになっ

てくれれば、本人が区のカウンターに持ってきていただければ、これは明確にご本人が自分

の意思で持ってこられたんだなというのは分かります。ところが、賛成・反対問わず、まと

めてぼんと持ってこられる状況だったわけですよ、今回も。ですから、そういった意味では、

その組織的云々ということについては、区の方としては、そこまで突っ込んで明らかにして

いくというのはなかなか難しいというふうに思います。ですから、先ほど申し上げたように、

悪意ではない善意の意見書の提出という形で、私どもの方はその期間内に出されたものにつ

いては受けとめているということでございます。 

○鹿倉委員 私、そちらに関川委員と一緒に伺って見させていただきました。私たちが１時間
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もかからないで、全体を見て、これだけ問題があるというふうに把握ができた。この問題は

関川委員にも、実は話はしてあります。それから、たまたま宮崎委員とその後会ったので、

宮崎委員にもそのことは確認していただきました。こんな単純なことが、あなた方がやって

分からないということはありません。今いったように、旭化成が提出したものについて、ど

ういう真意があってやっていることなのかを、きちんと確認しなかったら、この意見書とい

うのは、まさにこの都市計画審議会の決定に瑕疵を持ち込むことになりますよ。 

 これは京都地裁で判例が出ています。昭和51年４月16日の判決で、これとはきちっと合った

ものではないですが、都市計画審議会に出された意見書について触れていっている文面です。

判決そのものです。「意見書と異なる内容の意見書の要旨が作成されて、審議会に提出した

り、または審議会が提出された意見書の要旨を無視して審議したりしたとすれば、本件都市

計画決定は違法になると解すべきである」というふうに京都地裁はやっています。これは高

裁まで行って、最高裁には行っていないので最高裁の判決は受けていませんが、地裁・高裁

の見解は、この場合は一致しています。 

 今の議論として、私は第18条の、先ほどの都道府県知事の都市計画決定について述べました

が、18条のこの解説ですら、瑕疵がある場合に決定そのものは無効になるかもしれないよ、

ということをいっているんですよ。どういうふうにそれを受けとめているんですか。 

○小野幹事 今のお話は、意見書の内容の異なったものを都市計画審議会に報告するとか、あ

るいは都市計画審議会そのものが意見書の内容、意見書を無視した形で決定をしていくとい

うことはまずいよ、というお話だと思います。今、私どもの方で出しているのは、いろいろ

ちょっと入り乱れた部分というのは確にあるのかもしれないんですが、出されたものをその

まま出しております。ですから、今の鹿倉委員のご指摘には当たらないというふうに考えて

おります。 

○鹿倉委員 事務局としては、それは無責任ですよ。住民票がない、もしくは住所がないとこ

ろから出されている大量の意見書、それから関東近辺から本人の意思かどうかも分からない

で出された大量の意見書、それから協力事業者である旭化成が組織的に集めた、そういった

意見書を、すべて賛成というところに分類をしたことそのものに、私は誤りがあるというふ

うに思いますよ。17条に定める意見書はきちんとした重みを持った、そういうものとして受

けとめるのだったら、この分類をきちんと整理するために、今、私が指摘したような意見書

の調査をきちんとやって、改めて審議会に提出されるべきだというふうに思うんですけれど

も、会長、ぜひともそういう取り扱いをしていただかないと、私は中身の議論に入れない、
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こういうふうに思うんです。 

○戸沼会長 時間がお約束の時間で４時なんですけれども、議論が続いているので、この案そ

のものの中身については、先ほど来、鹿倉委員の前座で大体出そろっているのではないかと

思うんです。高さの問題とか、あるいは反対する地権者６名の問題とか、それから21億円で

すか、そういうものの使い方に対する公共性の問題とか、あるいは景観等の問題とか、そう

いう意見について、一応出ていると思うんです。それについても、委員の方々がそれぞれの

感触を持って質問されて、意見を次にいただくという段階のところで、ちょっと今、そうい

う新しい意見書そのものの扱いについての、今の鹿倉委員の指摘があって、かなりの数の賛

成・反対の意見書が出ておりますので、それについて分類の仕方とか、それから居住者の問

題とか、そういう新しい、ちょっと私どもは考えていない問題が提出されたんですが、その

辺についてのほかの委員の方々のご意見等ございますか。はい、どうそ。 

○水津委員 もし、今おっしゃったことが、ある程度の規模の企業が組織的にやったことと、

例えば一市民の方々、地域の方々が、自分たちの土地を守りたくていろいろな方に働きかけ

てやったことは、明らかに私は違うと思うんです。企業の責任において、もしこれが、ここ

の審議会で問題にならなくても、外に出たときは、その会社にとっては、まさに自分の企業

の存亡をかけるような信頼にかかわる問題です。そういった企業にこういった工事の開発を

任せていいかということを、ここでどうともしようがないんですけれども、私、地権者の方

の問題も含めて、今後の都市開発みたいなことは、どうやって理解を求めていくのかという

ところの、もうちょっとスキームを文京区自身がお勉強なさらないと、これはもう本当に話

にならないと思うんです。一人ひとりの利益のことを言ってもしょうがないので、ある程度

の賛成が得られれば私は進めていくことには賛成ですし、高い建物が反対ということではな

いんですけれども、理解を求めながらやっていくということ自身が欠落している。そこは本

当に、本質的な問題だと思うので、やはり調査をして、ここでされないのであれば、余計に

その会社にとって不利益になると思いますので、ぜひここで自分の正しさを証明なさるとい

いと思います。 

○戸沼会長 どうですかね、私もこの意見書を拝見して、ただ個々の賛成・反対の仕分けとか、

どういう所属で、どういう属性でこうだということが、お２人でごらんになって疑義がある

よということで、それは反対も、ひょっとすると賛成にも同じようなケースがあるのではな

いかと思うんです。ですから、そのことも含めて、今日はちょっと採決は少し、質問で終わ

っちゃいましたので、ご意見を伺うと、もう１時間とか２時間かかっちゃうと思いますので、
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事務局、これは継続にさせていただいて、それで今の質問の、特に意見書の整理、そういう

ものをできるだけ、もうちょっと突っ込める範囲で、今、出た疑念が１、２の委員からも言

われておりますので、それをクリアにして、それを資料として、もう少し提出する。今、課

長が、もっと調べるということをちょっと言っておられたので、そのことも含めて、継続で

もう一度、もう一議論するということにしましょうか、いいですか。 

（「はい」「お願いします」の声あり） 

○関川委員 この審議会として総意を尽すということで、もう１点なんですが、文京区の都市

計画審議会運営規則の中の第６条に、「会長は必要があると認めたときは委員等以外の者を

会議に出席させ、意見を聴取し、または説明させることができる」という項目がありますけ

れども、私も改めてこれを読み直してみまして、総意を尽すということでは、今回はちょっ

と時間的な余裕がなかったんですが、鹿倉委員それから宮崎委員、そして私と区の方にお願

いしまして、区の方から会長さんの方に、こういう制度があるけれども、ご検討願いたいと

いうことでお願いした経緯がありますけれども、継続ということになりましたので、この件

についても、もう一度検討していただければというふうに思いますので、要望として挙げて

おきたいと思います。 

○戸沼会長 どうぞ、小祝幹事。 

○小祝幹事 意見書等の整理の仕方ということで、今ご意見をいただきました。事務局として

精いっぱい共通の書式によるもの、賛成・反対意見、それから自由書式にあるものというこ

とで、本日の資料のように精査したところでございます。物理的にそれがかなわなかったと

いうことがありますが、賛成・反対の立場でそれぞれ意見は述べられているのではないかと

いうふうに理解をしております。それに、今、関川委員の方からお話がございましたように、

参考人というか、そのような話だと思うんですが、委員会規則の中では、会長が必要と認め

るときは、委員以外の者も意見を聴取することができるという規定がございますが、今回、

前回に引き続き、この都市計画の茗荷谷駅前地区については、住民説明をよくし、さらに計

画についての審議の参考に資するような十分な資料を提出してください、というような指摘

がございました。したがって、私ども事務局からすれば、今回の準備した資料、それから説

明会の資料、意見書等の整理をし、意見書をいただいておりますので、それに対する区の見

解を述べております。 

 そういったことで、新たにこの都市計画茗荷谷の高度利用地区と第一種再開発事業について

の新たな委員以外からの参考人を、というようなことにつきましては、いかがなものかとい
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うふうに考えておりますし、十分審議会の意向を踏んで、資料を用意したところであります

ので、今回につきましては、私どもからすれば必要ないのではないかと思います。非常に学

術的、あるいは専門的見地から、学経の先生方の委員以外の専門的な意見は、この審議会で

必要だというようなことになれば、私も十分それらの委員以外の参考人というようなことで

準備していきたいという思いはありますが、今回については、いかがなものかと思っており

ます。 

○関川委員 ちょっとイタチごっこになっちゃうんだけれども、私の１つの意見として申し上

げただけであれなんですが、ただ、都市計画部長の方から、参考人を呼ぶ必要はないじゃな

いかというお答えを、この場でいただく必要はないのであって、審議会委員の私１人として、

こういう意見を言っているのと、それから高い見地で云々というのはありますけれども、そ

れは国会のやりとりなんかを見ると、いろいろ専門的なこと云々ありますけれども、今度私

が提案したのは、それほど重大な問題だということで、今まではスッとこういう問題は通っ

てきたかもしれないけれども、こういう状況になって、それほど十分にきちんと議論をして

いく責任がこの審議会の中にはあるのだということで、私は参考人ということを申し上げま

した。今、議会運営委員会の中でも、参考人という問題なども“開かれた議会”の中で議論

して実現をしていこうという、そういう動きになっていますので、こういう大事な、それこ

そ今日、今、たくさんの傍聴の賛否の方がいらっしゃいますけれども、あと1,000通を超え

る皆さんから意見を寄られた、こういう重大な問題については、やはり参考人という制度が

あるのだから、ひとつ活用して十分に議論していくということが大事だということで、私は

申し上げました。 

○斉田委員 今の賛成・反対の意見書はこういうふうに提出されていますよね。それは区民の

いろいろな人たちが、こういう問題では反対ですよ、こういう問題では賛成ですよと、この

都市計画の決定については、ここで述べられていると思うんです。あと参考人といったって、

住民の人が出てくる話でしょうから、私はこれをよく読めば、反対の人もこういう意向だな、

賛成の人もこういう意向だなということが、審議会で判断でき得る材料だと、僕は思ってい

ます。 

 以上です。 

○戸沼会長 ほかに何か、ただいまの件についてご意見ございますか。どうぞ。 

○丸岡委員 私も必要ならば参考人を呼べるかと思いますけれども、今日のところは質問等で

整理して、まだ各委員の意見の開陳が出ていないわけですね。意見の開陳が出て、それぞれ
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疑問点なり参考人の意見が必要だという段階で判断すればいいのではないかと思っており

ます。 

○戸沼会長 ほかにありますか。 

○鹿倉委員 私は、ぜひとも今回の件に関しては、地権者の方々も４名ほど、この意見書の中

で反対を明記されていますし、それから、６人の方ということで、同意をされていない方が

いらっしゃいます。私は根本的なところは、一体、今の時点で何人の方がこの関係権利者で、

何人の方が実際のところ賛成をして、その面積の合計はどうなのかという法的な要件につい

ても、本当にこれはちゃんとしなければいけない問題だというふうに思っていますので、ぜ

ひ、そういうことを具体的にきちっと議論できるように。それから、この意見の中にも代替

案ということで具体的に述べている意見もあるんですね。つまり、21億円の補助金を使うの

だったら、道路と公園と、そして広場をつくるには、これぐらいお金がかかって、なおかつ

住宅をつくると、合計で20億円ぐらいで済むんじゃないか。100ｍのビルは要らないという

ような代替案を出している方もいます。ぜひともそういう意見は聞いてみたいと思います。 

○戸沼会長 私の判断ということでよろしいですか。 

○鹿倉委員 結構です。 

○戸沼会長 確かに、今、いろいろな問題が集約的に議論されて、できるだけ丁寧に私どもも

議論したいと思うんです。ですから、継続ということにはさせていただきたい。 

 ただ、参考人に関して、私も幾つかの都市計画審議会の事例に携わった経験で、なかなか参

考人を呼んでやるというのは、今までのところないように思うんです。参考人を呼ぶ必要が

あるときは、賛成・反対の意見がはっきりしないということとか、はっきりしている場合は、

非常に特殊な、例えばさっき消防のことに関しておっしゃっていただきましたが、ビル火災

とか防災について、私個人ではそう詳しく……私も建築の方ですから若干のことは分かりま

すが、専門性のある方、そういう意味で安全とか安心とか、それは専門家においでいただい

てきちんと議論できる。それから、区の議員の方々は、地元のニーズを背負って日常活動の

中におられる。十分日常活動の中で議論ができるということと、それから、選ばれた区民の

方々、関係機関の方々、いろいろ専門性を持ちながらそれぞれの意見をお持ちであり、それ

から学経に関しても、今日は大方さんがおられないんですが、東大の権威ですので、学経的

な判断は、彼、今日、お休みなものですから、よく意見を聞かなければいけないと思うんで

すが、そういう、ひとまず判断ができるメンバーであるというふうに、私は思うんです。で

すから、非常に特別な場合でなければ、参考人というのはちょっと呼べないのではないかと
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いうので、今回の案件に関しては継続審議の中で、皆さんで意見を尽くしていただきたいと

いうふうに思いますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 よろしいですか。 

○鹿倉委員 はい、結構です 

○戸沼会長 そのほか、何か……。 

○小野幹事 継続ということになりました。 

 それで、９月からは議会が始まりまして、なかなか議員の委員の方は日程が詰まっていると

いうことがございます。約１カ月後になりますが、９月28日火曜日が、予備日ということで

議会がございませんので、約１カ月後の９月28日火曜日２時からということで予定をさせて

いただければというふうに思います。場所等につきましては、今後、探しまして、また通知

を差し上げたいと思います。よろしくお願いします。 

○戸沼会長 ほかに何かありますか。 

○小野幹事 いえ、ございません。 

○戸沼会長 そのほか、ないですか。 

○鹿倉委員 もうちょっと遅い方がうれしいですね。 

○戸沼会長 １カ月後、そのぐらいにして、今まで出た質問事項に対する補則的なご意見とか、

書類の整理とか、できるだけ整理して……。 

 それでは、どうもありがとうございました。 
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