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○小野幹事 定刻になりましたので、ただいまより平成16年度第４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、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、本審議会

の事務局を担当しております計画調整課長の小野でございます。よろしくお願いします。 

  本日の審議会は、前回の審議会の議題について引き続きご審議いただくものです。よろし

くお願いします。 

  本日の資料につきましては、前回の審議会資料と今回お送りしております意見書のまとめ

をおつけいたしました。 

  ここで、新たに都市計画審議会委員になられた方をご紹介いたします。富坂警察署署長さ

んが８月30日付で人事異動がございました。前任の松原委員にかわりまして、関矢委員でご

ざいます。 

○関矢委員 ８月30日に警視庁の人事異動によりまして、富坂の署長を命じられました関矢と

申します。よろしくお願いします。 

○小野幹事 どうぞよろしくお願いいたします。 

  次に、委員の出欠の状況につきましてご報告いたします。大方委員から都合によりまして、

欠席するとのご報告をいただいております。 

  なお、本日は席上にマイクがございませんので、発言の際には手を挙げていただければ、

職員がマイクをお持ちいたします。 

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

  それでは、これからの進行は戸沼会長にお願いすることにいたします。戸沼会長、どうぞ

よろしくお願いいたします。 

○戸沼会長 戸沼でございます。今日はどうもお忙しいところありがとうございます。どうぞ

よろしくお願いします。 

  前回に引き続きまして審議を始めたいと思います。議題は、前回お示ししたものでござい

ますが、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。これは、い

ずれも文京区決定でございますので、私どもの本審議会の決定したことが、そのまま答申と

いう形だと思います。それから、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従

いまして、規則の第９条により、本審議会は公開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。 
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  それから、意見書のまとめについて、前回はいろいろ質疑がございましたので、これにつ

いてまとめて直したものが資料として提出されておりますので、事務方からまずこのご説明

をお願いしたいと思います。 

○小野幹事 それでは、座って説明させていただきます。 

  今回、お配りしておりますのは、前回も既に提出されておりますが、意見書のまとめを今

回は原文どおり、そのまま起こしまして、それをまとめたという内容になってございます。

表紙の方に、参考資料１ということで、１ページから69ページということで記載してござい

ます。１ページを開けていただきますと、右上に資料第１号と書いてございますが、これは

参考資料第１号ということですので、申しわけございません訂正をお願いします。 

  それで、内容でございますが、左側に反対の意見書、右側に前は賛成の意見書ということ

で表記してございましたが、記載どおり応援という言葉、あるいは賛成という言葉、そうい

った言葉で今回まとめ直してございます。それで、左側の共通の書式による反対の意見書と

いうことで1,023通、1,023人、これは変わってございません。それで、今回まとめ直す過程

で、若干数字の出入りがございますので、その辺はご理解いただきたいと思います。 

  自由記入欄の内訳に記載のある個別の意見書ということで168通、168人、前回は167通、

167人ということで、今回は１通、１人分がふえた形になってございます。これは、７ペー

ジに記載してございます。７ページ以降に、そういう形で記載してございます。 

  それで、その内訳が①から⑨ということになってございます。それで、①の市街地再開発

事業の推進について、これが70件ということになっておりますが、前のときは71件というこ

とで１件減ってございます。それから、⑦の住民対応34件、これも１件減ってございます。 

  その下の無記名という表現がございます。これは28ページをごらんください。28ページに、

２人の方から住所・氏名が記載されていない形で意見だけが提出されているということで、

これは参考意見ということでここに記載してございます。これは、期間内に送られてきたと

いうことで、このような扱いをさせていただきました。 

  それから、３番の自由書式による反対の意見書は変わってございません。 

  それから、右側、前は賛成の意見ということで１本にしてございましたが、今回は２－１、

共通書式による応援の意見書、２－２、共通書式による賛成の意見書、それから２－３、共

通書式による応援の署名式の意見書ということで、３つの内容に区分してございます。２－

１につきましては29ページに記載してございます。29ページ以降にこの形になってございま

す。 
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  それから、２－２の共通書式による賛成の意見書は37ページに記載してございます。 

  それから、２－３の共通書式による応援の署名式の意見書、これが38ページです。38ペー

ジに共通書式による署名式の応援意見書、37ページが共通書式による賛成の意見書というこ

とで、このような形になっております。 

  それで、38ページの下の中段以降ですが、参考ということで、自由記入欄の意見というこ

とで書いてございます。これが29通ございますが、これは共通書式で署名式ということで、

複数の方が署名されておりました。その中に書かれていた意見でございますが、どなたが書

いたか特定できないということで、これは参考ということで、この件数にはカウントしてご

ざいません。参考にここに載せているというものでございます。 

  それから、４番目の自由書式による賛成の意見書、これは通数、人数とも変わってござい

ません。 

  それで、２－１、２－２、２－３、これを合計しますと581通の1,346人ということになり

ます。前回は、581通の1,347人ということで、人数が１人減ってございます。通数は変わっ

てございません。人数が１人減ったという内容になってございます。 

  ２ページを開けていただきますと、これらの意見書に対して、先ほど①から⑨まで内訳が

ございましたが、それに対する区の見解ということで、２ページ、３ページ、６ページまで

書いてございます。これが、区の見解ということで①から⑨に対する区の考え方をここで述

べているということでございます。 

  それで、７ページをごらんいただくと、ここに１、２，３，４と番号打っていますが、こ

れがそれぞれ１人分の意見ということで、この番号と人数は対応する形になってございます。

それで、地域住民への説明が不十分ということで、右の方へ追っていただきますと、区の見

解⑦というふうに書いてございますが、この⑦というのは先ほど見ていただいた区の見解の

⑦が区のそれに対する回答ですと、そういう意味でございます。ですから、この⑦、②、③

という数が、ずっとその後ろに続いてございますが、それを集計していただきますと、１ペ

ージの①の70件とか②の79件、この数に対応するというまとめ方をしてございます。 

  参考資料１につきましては以上でございます。 

  それから、前回議論がございました、会社名が入ってファクスで送られたものが混じって

いるのではないかというご指摘がございました。それにつきましては、この参考資料１の１

ページの２－３、共通書式による応援の署名式の意見書297通、1,062人、このうちの一部が

それに該当しておりまして、会社名が入ってファクスで送られて区へ届けられたものという
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のは34通、75人分ということになってございます。 

  それから、区内、区外の仕分けでございますが、まず文京区について見ますと、応援、賛

成、それから反対、これらを合わせて1,244人。それで応援、賛成分が435人、反対が809人。

それから23区内、全体では475人。応援、賛成が353人、反対が122人。それから東京都の近

県、千葉、埼玉、神奈川、茨城、この４県を合わせまして応援、賛成が494人、反対が75人、

大体そのような内容になってございます。 

  参考資料１につきましては以上でございます。 

○戸沼会長 前回、問題になりました意見書の扱いについて改めてご説明がありましたけれど

も、今のご説明に対して改めて質問を受けたいと思いますが、どなたからでもどうぞお願い

します。 

○鹿倉委員 実は、私このことについてはたくさんあるんですが、私が先に質問するとほかの

方、この意見書の問題についてですね。ですから自分の質問の最後で触れればいいかなと思

っているんですが。中身に入らないで形式論で時間をとると皆さんにご迷惑だと思いますの

で。 

○戸沼会長 そうですね。きょうの審議は、前回に引き続きまして継続ということで、できれ

ばきょう採決したいと思います。出された案件について２つの諮問がありますけれども、そ

れについてはきょうひとまず結論を出したいというふうに思います。これについて、初めに

ご質問を皆さんから受けて、それからご意見をいただくという手順にして、大体２時間をこ

の審議会予定しておりますので、その範囲内で議事進行をお願いしたいと思います。 

  今、ご質問をちょっとご遠慮されましたので、ほかの方でもしございましたらどうぞおっ

しゃってください。 

○関川委員 何点かありますけれども、よろしいですか。 

○戸沼会長 結構です。前回の質問についてダブるようなことは少し避けていただいて、きょ

うの説明に対して率直にご質問いただきたいと思います。 

○関川委員 前回説明がありましたところの資料の１に図面がずっと載っているんですが、都

バスの車庫の用地の件と民有地の交換の件で具体的にお伺いしたいんですが、図面を持って

きたんですが、今回交換する都有地というのは、この高層が建つところの後ろの部分ですね。

それから、都有地というのはこの赤い部分になりますけれども、交換する都有地が大体何平

米で民有地が何平米になるのかということと、それからこの交換する坪単価、都有地の方の

坪単価と、それから民有地の方の坪単価……ずっといいですか。 
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○戸沼会長 この質問についてはよろしいですか。 

○関川委員 意見書のでよろしいです。中身でよろしいです。 

○戸沼会長 それでは、別の形のご質問のようでございますけれども、どうぞお願いします。 

○関川委員 坪単価が幾らになるのかということと、第Ⅰ街区と第Ⅱ街区に分かれていますけ

れども、第Ⅱ街区の、基本的にはこれ最終的には交換をして都有地になる部分ですけれども、

ここの部分について、低層部ということで30メートルの建物が建てられるというふうになっ

ていますけれども、この土地の扱い、基本的には都の交通局の扱いになるんだというふうに

思いますけれども、この辺のところでは建てる建物などについて、あと組合とのお話し合い

などはどういうふうになっているのかということ。それから、防災の通路ということで８メ

ートル通路ができるということでありますが、線が仕切られている以外のところ、基本的に

は都有地になる、黄色の部分がありますね、この部分についてはどういう扱いになるのかと

いうこと。それから地下鉄が下に丸の内線が走っているということで、高層部のぎりぎりの

ところに地下鉄が通っているということで、この辺のところで安全性については大丈夫なの

かどうかというところをまずお聞きをしたいと思います。 

○戸沼会長 今お示ししたのは５ページの図面ですね。どうぞ。 

○高橋幹事 まず、面積でございますけれども、都有地が2,260平米でございます。それに対

します権利変換の用地が1,375平米でございます。あくまで、権利変換という形でもって交

換いたしますので、今現在の坪単価につきましては、東京都の方と組合の方で協議中でござ

いますので、現在のところは単価につきましては算出してございません。 

  それから、第Ⅱ街区につきましては、低層部30メートルということでお示ししてございま

すけれども、前回の資料の７ページをごらんいただきたいと思いますけれども、資料２号の

７ページと打ってあるものでございますけれども、その中で建築物の整備につきましては、

Ⅱ街区で建築面積200平米、延べ面積400平米の建物を今現在検討してございます。あくまで、

都市計画の枠としてこういった建築面積、延べ面積の枠をはめているということでございま

す。具体的な建物につきましては、今後組合認可の事業計画の中で交通局と協議し、決定し

ていくものでございます。 

  それから、黄色というのはちょっと図面が見えなかったんですけれども、恐れ入ります。 

○関川委員 仕切りがありますね。それで、基本的には民有地と都有地が交換になって都有地

になる部分がありますね。第Ⅱ街区のところにこの通路が広いところだと５メートル途中ま

で入りますが、この扱いはどういうふうになるのかということです。 
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○高橋幹事 ８メートルの敷地内通路につきましては、組合と都有地の方で約半分ずつの提供

をいただいて８メートルの通路をつくるということで、それぞれ400平米の敷地を提供して

おります。その境界につきましては、ちょっと変則でございますけれども、その今斜めに入

っている線の中で境界をとっているということでございます。 

  それから、丸の内線の上に乗る件でございますけれども、これにつきましてはもちろん東

京メトロとの協議が入りますけれども、基本的には例えば建物につきましては、そのトンネ

ルから１メートル程度離すような指導を受けて施工するものでございます。したがいまして、

その範囲であれば建物が乗せられるということでございます。 

  また、例えば敷地の真ん中に地下鉄が走っていて、その両側に杭を打って、建物をまたい

でいるような建物についても区内にはありますし、そういったことでの協議をしているとこ

ろもあります。今回につきましては、そういった反対側に杭を打てないということで、また

げない状態になっているというものでございます。 

○関川委員 続いていいですか。 

  今、斜めにつくるというふうに言いましたが、この黄色の部分の斜めのところでつくると

いうことで、都有地、提供する部分がこの黄色の部分ということですか。 

○高橋幹事 前回の資料の２号の９ページをごらんいただきたいんですけれども。 

○関川委員 参考資料の１の方の９ページですよね。 

○戸沼会長 ８月30日の資料の９ページでしょう。 

○高橋幹事 参考ではなくて資料の２になります。頭の方です。ここに、バス車庫がＬ型に入

っていまして、そこに民有地、Ⅱ街区との敷地境界がありまして、その右側に１点で表示さ

れている部分と、点が濃く表示されている部分がありますけれども、このそれぞれにつきま

して提供いただいて８メートルの敷地内通路をつくるということでございます。 

○関川委員 わかりました。 

  あと、坪単価というのはまだ協議中ですか。都有地とそれから民有地、基本的には春日通

りに近い方が高い値段に多分なるんだというふうに思うんですが、この辺の交換のことでま

ず坪単価が幾らになるかということと、面積的には先ほどおっしゃったように、都有地が

2,260平米、それから民有地が1,375ということで、885平米の差があるということで、その

辺のところのバランスはどういうふうに保っていくのかということ。 

  それから、Ⅱ街区のことですが、基本的に都の交通局のものになって、そして今度開発で

一緒にここのⅡ街区についても低層の部分を建てていくということですけれども、この辺の
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ところで、都がこの開発で貸すという形になるのか、どういう扱いになるんでしょうか。 

  それから、例えばここの30メートルのところにはコンビニとか店舗を入れて貸すようにす

るのかというようなことなんかもどの辺まで進んでいるんでしょうか。 

○高橋幹事 まず、権利変換につきましてはあくまで権利変換計画の中での調整になりますの

で、単価についての我々としてはあくまで今現在細かい点は分かっていません。 

  それから、単価についてはこの面積比でもおわかりのように、道路側とそれから南側の敷

地とは、その部分だけで考えれば確かに単価は違うはずでございます。そういったことを踏

まえて、権利変換の中での面積の差が出る権利変換を組合としては協議してきたという経緯

でございます。 

  それから、最終的には権利変換で行いますので、Ⅱ街区については都有地、都の方の所有

になります。 

○関川委員 ですので、Ⅱ街区については都の所有ですが、建物が今回再開発にかかりますよ

ね。それで、都有地を貸してというふうになるんですか。その辺ちょっとよくわからないん

ですが、基本的に都の交通局の所有になって、ただ低層部ということでここの部分に建物と

いうか、開発になっていますね、Ⅱ街区って。その辺のところがちょっとよくわからないん

ですが。都有地として返ったんだったらば、都バスの事業所として基本的には使うのかなと

いうふうに普通は判断されますよね。それが、ここのところでⅡ街区ということで再開発の

部分に入るということでは、その辺どういうふうになっているのかなというふうに思います。 

○高橋幹事 今、Ⅱ街区につきましては、先ほどの都市計画の枠の建物をつくって権利変換と

してⅡ街区の部分を東京都が持つと。ですから、その建物につきましても一緒に今度の事業

で建設をし、その結果として権利変換で都の所有になるということでございます。 

○関川委員 そうすると、建物については東京都なんかと一緒に協議してやるということです

か。どんな建物というのはまだ。 

○高橋幹事 先ほども申し上げましたけれども、今回の再開発事業で都市計画の枠として建築

面積200平米、延べ面積約400平米という枠を決めてございますので、この中での建物をつく

るということでございます。 

○関川委員 それで、これらの今私が質問したような内容については、住民の皆さんに明らか

になるのは、坪単価が幾らでかというようなことなんかは明らかになるんですか。基本的に

は、都の交通局の敷地と、それから民有地を交換するということでは、都民の財産というこ

とになりますよね。そういった意味では、きちんとやっぱりその辺を明らかにされなければ
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ならないのではないかというふうに思うんですが。 

  それから、都バスの車庫の建てかえの話はまだ、ちょっと中断してあれですけれども、基

本的に都バスの車庫が建てかえるという方向が、計画がありますよね。そういったときに、

この都有地をこちらの開発にということになりますと狭くなりますよね。Ｌ字型になってい

たところも民有地になるということでは、基本的に建てかえの方向に支障はないんでしょう

か、その辺はどうでしょうか。 

○高橋幹事 東京都交通局とも協議してございますが、東京都の方でもそういった観点でもっ

て、今現在協議の席についております。今まで、準備組合と東京都の交通局の方で協議をし

ていたんですけれども、東京都の方もそういった観点を踏まえまして、文京区も立ち会って

協議をしてほしいという要望がございまして、今後は私どもも立ち会ってのそういった協議

をしていくということで、透明性なりを検討していこうということで、今現在協議を進めて

いるところでございます。 

  それから、都バスの車庫の建てかえにつきましては、交通局の考え方としては、今現在、

バス路線のあり方について検討はこれからしていく必要があるけれども、バス路線自体を大

きく変えるとか、そういうことは今考えていないということで、今回この事業の中ではあく

まで200平米の建築面積で、述べ床が400平米の、ここに交通局として交通機能を集約するよ

うな施設を建てていきたいということで今まで協議をし、その結果として今こういったこと

で、資料第２号の７ページにもお示ししてあるような考え方、計画の目標として立ててござ

います。 

○関川委員 今、ご説明があったことというのは、住民の皆さん、第Ⅱ街区については、ほと

んど説明がないし、車庫との関係の今私がお聞きをしたようなことについては、住民の皆さ

んとかには明らかにされていないということで、やはりもっと詳細にわかる、順番を追って

だんだんにわかる、協議をしながらやっていくんでしょうけれども、大事なことですのでこ

の辺については、やっぱり区民、住民の皆さんにきちんと明らかにしていかなければならな

いというふうに思うんですが、その辺でいかがでしょうか。 

○高橋幹事 ７月に行いました説明会の中でも、Ⅱ街区につきましては、交通局関係の施設を

整備するとか、それから交通局の業務とか、それの施設を400平米の中で整備するというこ

とでお示ししてございます。 

○関川委員 でも、もっと細かい土地の交換のこととかもあるわけですから、その辺は明らか

にしていかなければならないというふうに思うんですね。 
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  それから、東京都の車庫…… 

○戸沼会長 ご意見の部分と質問の部分に分けていただきたいと思います。 

○関川委員 すみません、この件に関しての質問はないんですが、あと費用の面であるんです

が１回切ります。 

○戸沼会長 発端は、継続になった大きな問題の１つは、意見書の扱いについていただいたの

で、それについて大体了解をしていただければ、新しい質問なりに進みたいと思います。で

きるだけ、率直に短い時間で端的にお願いしたいと思います。ほかの方もおられますので。 

○宮崎委員 それでは、ちょっと事業協力者という言葉がありますね。我々も、今回の問題の

意見書の中で、旭化成さんが事業協力者だということが１つの焦点になると思うんですけれ

ども、この事業協力者についてはどのような考えをなさ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 茗荷谷につきましては、旭化成ホームズと都市公団、今は都市再生機構が事業協

力者になってございます。この選定はあくまで準備組合が自主的に決めたものでございます

ので、私どもでその事業者を決めることに対して何ら制約は与えてございません。 

○宮崎委員 この間、建設委員会のときに村越さんが質問しました。そのときに、事業協力者

からは、経済的というか金銭的な支援をしていただくといった回答がありました。その辺な

んかはどうなんですか。 

○高橋幹事 準備組合が組合となって法人格をとれば借入金等借り受けられますし、事業に向

けてほかの手立てもできるということでございますけれども、準備組合の段階では任意の団

体でございますので、そういった資金的な援助が得られないということでございます。そう

いった中で、準備組合が事業の推進に向けて進んでいく中で、例えば今回であれば風洞実験

等を行うときに、そういった検討が必要だということで、その部分について資金的な支援が

必要だということであれば、準備組合と事業協力者の覚書の範囲内、覚書の中で金額等の取

り決めがございますけれども、その範囲内で事業の推進に向けて先行的な投資をいただける

ということでお話ししたものでございます。 

○宮崎委員 今回みたいに資金支援はある程度していただいて、先行投資みたいな感じで、旭

化成さんには引き続いて、その中で34通、75名分の旭化成さんの方で意見書として出ている。

それで、この間の答弁でも、そういう事業協力者さんが意見書を出すことに対しては、法律

上別に問題がないとおっしゃっていましたけれども、その点をもう一度ちょっと皆さんに詳

しく説明していただけますか。 
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○小野幹事 意見書につきましては、法的な様式、あるいは要件等の定めはございません。そ

ういった中で、17条縦覧に伴う意見書の提出の資格者といいますか、出せる人ということで、

住民を含め権利を持っている方ですね。その区域内の土地について権利を持っている方、そ

れからその土地の周辺の住民の方、それから今回都市計画決定される予定の施設、これを利

用しようとする方の利害関係人というような定義になってきます。したがいまして、そこを

利用する可能性のある方ということからすれば、将来的に例えば通勤であるとか、通学で茗

荷谷駅を利用している方、そういった方がその施設を利用する可能性があるということであ

れば、意見書の提出も可能だということで、そういうご説明を申し上げたということでござ

います。 

○宮崎委員 しかしながら、事業協力者さんはこの中に私は入っていないのではないか。一応

入ったとしても、本来ならば、そういう利害関係が本当にある方は区の方からある程度わか

っていたら除外すべきだと思うんですけれども、その点はどうなんでしょうか。やはり、先

ほど言ったように、資金支援をしていただいているというのがはっきりわかっているわけで

すから、そういう一つの業者さんから意見書が出ております。それは、本来あるやっぱり程

度えこひいきというか、何らかの作業が動いていると思われるので、公平な第三者の意見と

してはちょっと常識的には考えられないと思いますけれども、その点はどうでしょうか。 

○小野幹事 意見書が前回話題になりまして、その後私どもの方で東京都、あるいは何区かい

ろいろ聞いてみました。その結果、東京都を初め何区かほかの区についても、特段居住だと

か住所とか本人かどうかといったような、そういった確認というのは一切していないという

ことでございます。意見書の性格としては、都市計画の決定が予定されている内容について、

広く意見を求めて、それを都市計画審議会にご報告して、それを参考に審議をしていただく。

そういう性格のものですから、がんじがらめに意見書を提出する方の身分等を確認する必要

性というのが、そもそもそこまで規定はしていないということで、私どもは理解してござい

ます。 

  それで、今お話のような内容について、適切かどうかという問題は確かにあろうかと思い

ます。ですから、その点につきましては今後文京区の対応の仕方といたしましては、今回の

まとめ、全文を掲載した意見書の中にも個人名とか、そういったプライバシーにかかわるよ

うな文言も当然入ってございます。それはやはりプライバシーの保護ということで、一般的

に公にはできないということがございます。 

  ただ、実際のものがどういうことになっているのかということの確認も、一方では客観的
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な視点というのも必要であろうということを考えまして、都市計画審議会の委員の方につき

ましては、そういったプライバシー的なことを守る、守秘義務的なものは守るんだという前

提のもとに、原文をごらんいただくというようなことでチェックをしていただくという形を

とりたいというふうに思ってございます。 

  それから、冒頭私どもの方でファクスで何通とか、あるいは文京区内、あるいは近県から

というようなお話を申し上げましたけれども、そういったご質問が出た場合には、私どもの

方から事実関係はご説明していきたいというふうには考えております。 

○斉田委員 今、宮崎委員の話を聞いていると、例えば事業者にかかわる問題なんでしょうけ

れども、これはきょうの審議会の可否にかかわるような問題なのかなと思うんです。今、都

市計画課長さんからお話があったように、法的に何ら影響はないんだというような意見があ

れば、この部分は確かにそれなりの道義的な問題はないとはいえない問題があるとは思いま

すけれども、管理にかかわるような問題で、この審議会がこの問題でいろいろ問題になるか

どうか。この辺を会長の方にもしできればご回答いただければよろしいかと思いますが、ど

うでしょうか。 

○戸沼会長 その前に鹿倉さんが問題提起されましたので、それについてちょっとご質問の追

加なりをしていただいて、その上で私の見解がということであれば申し上げたいと思います。 

○鹿倉委員 私の考え方は、後でいろいろ申し上げたいと思うんですが、まず意見書の取り扱

いについては、法律で定められたことで大変な重要なことだと思いますから、それはきちん

とやっていただきたいというふうにお願いを前回もさせていただきました。今回に関しても、

改めてこういう形で整理をしていただいたご苦労は大変感謝申し上げます。ただし、そのご

苦労とは別に法的な扱いは私は別だというふうに思うんです。 

  今、話に出ていた旭化成が集めた意見書の問題、それから住所地がない意見書の扱い、そ

れから、20数名にもわたって住所地がない方が、多分会社の住所であろうと思われるところ

から住所ということで出している問題、それから利害関係が果たして本当にあるのだろうか

という疑念がわくような、関東近県からの家族名での４人、もしくは５人、こういった連記

の意見書については、ちゃんとした解釈をすべきだということが、私の前回の意見なわけで

す。 

  今回、こういう形で出された意見書については、果たしてその解釈ができているのかとい

うふうに問われれば、私はできていないというふうに言わざるを得ません、これは法的に言

って。その法的な根拠はどこにあるかと言えば、事務局の皆さんは法律についてはきちんと
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した解釈をすべきだということが問われていると思うんですが、例えば自治法の第２条の８

にどういうことが定められているかということはご承知ですか。自治法第２条の８、これに

ついてどういうふうに思いますか。 

○小野幹事 正確に知りませんので教えてください。 

○鹿倉委員 自治法第２条の８は、実際に行う自治事務について定められているんです。当然、

都市計画については自治事務でありますので、この自治法における第２条は、この自治事務

については自分たちでちゃんと解釈してやりなさいよということが書いてあるわけです。実

は、自治法の第２条の13項についてはご承知ですか。ちゃんと言ってよ。 

○小野幹事 ご説明お願いします。 

○鹿倉委員 自治法の第２条13項には、「法律又はこれに基づく政令により地方公共団体が処

理することとされる事務が自治事務である場合においては、国は、地方公共団体が地域の特

性に応じて当該事務を処理することができるよう特に配慮しなければならない。」と、国の

役割をここで明確にしています。地方自治法第２条12項、これも一緒にお話ししますが、 

「地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づいて、かつ、国と地方公共団

体との適切な役割分担を踏まえて、これを解釈し、及び運用するようにしなければならな

い。」わかりますか。これを解釈するのも、及び運用するのも地方自治体なんだということ

を言っているんです。決して、東京都に紹介したからどうだとか、国に意見を聞きましたか

ら、はいそうですというふうにやりなさいとは言っていないんです。自治事務に関しての法

令の解釈権は基本的に自治体にあるんですよということを言っているわけです。 

  特別地方公共団体に関する、これは文京区のことを言っているわけですが、「特別地方公

共団体に関する法令の規定は、この法律に定める特別地方公共団体の特性にも照応するよう

に、これを解釈し、及び運用しなければならない。」つまり、一部の例外などがあるにして

も、これはすべて文京区が自分の判断において、住民との関係において判断しなさいと言う

んですね。 

  ところが、先ほどから出ている文京区の説明員というんですか、理事者の方と言えばいい

んですか、の方々の判断は、基本的にこの自治事務である都市計画法についての判断を事実

上行っていないということが明確ではないですか。東京都に聞きました、ほかの自治体に聞

きました。これはどういうことですか。 

○小野幹事 東京都へ聞いた、あるいはほかの区へ聞いたというのは、文京区のやり方が何か

ほかの自治体とは特別に違ったやり方でやっているかどうかの確認をしたというだけであり
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まして、ほかの自治体から言われたから文京区がそうやっているということでは決してあり

ません。 

○鹿倉委員 つまり、私が今指摘した自治法の第２条の８で定める自治事務についても、きち

んとした見解を持っていない。それから、同じく12項、13項についても同様にきちっとした

解釈権ということが与えられていることを意識しないでやっているという行為そのものが、

私はこの法令に関する取り扱いの一番の文京区側の間違いがあるということを、まず第１点

目に指摘をしたいと思います。これは、１点目です。 

○戸沼会長 ご意見ですね。 

○鹿倉委員 いや、これは質問をしているんです。だって、解釈をどうしたんですかというこ

とを問わなければ、これ法の執行をしているわけですから。 

○戸沼会長 つまり、この意見書についての扱いについては無効だということですか。 

○鹿倉委員 ここで終わるわけではないので、続いて…… 

○戸沼会長 斉田委員から私がちょっとご質問を受けましたので、私のこの意見書についての

見解ということで申し上げておきたいと思います。 

  きょうは、審議会としては文京区決定で、文京区独自の判断でこの議案についての可否を

問うという場所なわけです。それについて、前回はこの意見書の扱いについて不明な点があ

るからよく調べて説明をしなさいということで出されたと思うんです。この意見書の不備そ

の他について、多少今言われた数件の事例のことについて疑義があるよと。 

  ですからそれも含めて、私ども委員がこれを参考にしながら、しかもこの大きな問題は、

反対されている意見についての適切な回答が事務局側で、あるいは当局であるかどうかとい

うことを勘案して、私どもで個々人が採決する、この議案いいよ、悪いよという形に持って

いこうというふうに私は思いますので、まず、この意見書については言論的な、あくまでも

区が自治の問題についてこの場で決定するということでございますので、一定の新しい調査

を含めた細かいデータを出していただいたので、その細かい内容について私どももいただい

たデータによって判断するということしかありませんので、事務局の一定の判断について、

私ども判断していくということで、これの扱いについて、どの程度ウェートを高く、そのこ

とに事業者と言われる方が、何か地権者が将来入るというようなことですか、これは別に建

設事業者というわけではないんですね。 

○鹿倉委員 建設事業者です。 

○高橋幹事 建設会社ではございません。参加組合員として入ってくるものでございます。 
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○戸沼会長 いずれにしても、その扱いについての判断は個々で、私どもはこの意見書につい

てどういう判断をするかも含めて、私どもの立場として判断していただければいいのではな

いかというふうに思います。 

○鹿倉委員 私、意見書についてまだ幾つも話があるんですが、中身に入るということでした

ら中身に入ってから最後にしてくれても。 

○戸沼会長 結局、ここで一番私どもが知りたいのは、反対されている幾つかの問題点につい

て、適切にそれは余り心配ないよということであれば、しかしそうでもないよということで

あれば、そこに対する議論についての判断によって、私どもは態度を決めるということだと

思いますので、ひとまずその中身についてやっていただいて、疑義の意見書の扱いについて、

これ鹿倉さんが自治法から説かれると３時間ぐらいいると思うんです。 

○鹿倉委員 今のところはそれでおしまいにします。 

○戸沼会長 言論のことは法律論で、我々も必ずしも条文を個々に当たっているわけではござ

いませんので、ご見識はご見識として伺って、終わってください。 

○鹿倉委員 今のところはわかりました。 

○戸沼会長 終わってください。意見書については、後で追加の質問があるということであれ

ば、それは時間の中でやっていただくということで、反対の中身について幾つか、５つか６

つかございましたね。それについて、改めてどういうことかご質問いただければよろしいの

ではないでしょうか。 

  よければどうぞ。ほかの方もどうぞ。そこの固まりの３人以外でも。 

○水津委員 私にとっては、一番の問題点は高層のものが建つということもそうなんですけれ

ども、それよりもかなりの額の予算がこの事業につぎ込まれることの文京区民としての利益

なりがどこにあるのかが全く見えなくて、そこをまず教えていただきたいというのが、まず

私の疑問点です。 

  今、実は私は文京区の教育改革審議会の委員にもなっているんですけれども、そこでは教

育予算というものは非常に限られているというよりも、また縮小傾向にあるのではないかと

審議していて思うんですけれども、そこが削られているのにこの予算がこれだけ巨大な予算

がつぎ込まれることの区としての整合性が区民の利益としてどこにあるのか全く見えないの

で、このつぎ込まれたメリットとして、どういうものが区民に入ってくるのかのご説明をい

ただければなと。それが納得できれば、それはそれでもいいのかなというふうに思うんです

けれども。 
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○戸沼会長 それでは、行財政にかかわることですけれども、どうぞ。 

○小野幹事 区民の利益という視点からのお話ですと、むしろこの都市計画審議会の場という

よりは、区議会の予算特別委員会であったり、そういう場でむしろ議論していただくという

のが恐らく適切なんだろうというふうに思います。 

  それで、私どもの方はまちづくりの視点からということでしかお話しできないんですが、

ここは文京区の中に定めている地域拠点の１つということで、拠点整備という位置づけをし

てございます。そういった中で、今回市街地再開発事業を進めていくという事業の選択肢を

とっているということでございます。 

  この拠点整備に当たっては、市街地再開発事業の話は交通局の土地の関係から相当前から

議論そのものはありました。なかなかそれがうまくいかないということで今日まで来ていた

わけなんですが、その間平成８年の都市マスタープランで拠点という形で位置づけをし、ま

たその拠点を具体的に詳細化したまちづくり基本計画というのを私どもの方でつくりました。

それに基づいて、今回具体的な計画を実現をする手法として、市街地再開発事業をとってい

くと。 

  そういった中で、その建物ができるという中では、今予定されているスーパーマーケット、

そういった利便施設、それからまた住宅の供給ということで人口増にもつながり、拠点、そ

れから駅前の整備、そういったことでまちのにぎわい、そういったこともつくっていこうと

いうことでの事業推進ということで考えております。 

○水津委員 話というか、ストーリーみたいなのはわかるんですけれども、何がどう再開発さ

れて、そこが活性化するのかというビジョンが見えなくて、あの建物が建っただけで、そこ

が活性化するようなプランは今まで見せていただいた中からはうかがい知れないんですけれ

ども、そこはどのような公共の利益があるのかというのは、スーパーマーケットができるみ

たいなことで終わってしまわれるとちょっと困るので、具体的な予算を投入した結果、どの

程度の経済効果が見込めるであるとか、具体的な税収が上がるであるとか、そういった何か

納得できる数字で示していただけませんか。 

○小野幹事 前段の部分だけちょっと追加させてください。 

  このエリアが消防困難区域ということで、道路等が整備されていないということで、緊急

車両が入れない。そういったことがございまして、先ほどもちょっと触れられておりました

けれども、敷地内に８メートルの通路を設けるとか、あるいは周辺の道路等の整備もしてい

くと、そういった公共面での貢献をする事業であるということでございます。 
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  それから、事業の効果等については高橋幹事の方から説明してもらいます。 

○高橋幹事 今、小野幹事からも話がありましたけれども、防災性の向上というのが一番まち

づくりの中で求められると。この街区につきましては、木造住宅が密集していて災害が非常

に多いと。そういった街区について面的に整備をするということで再開発事業を選んだとい

うことでございます。 

  それから、８月の説明のときに参考資料１でご説明した中で、施設の整備方針の中でうた

っておりますけれども、そういった災害時の安全性、今申し上げたようなこととか、歩行者

空間の確保等挙げてございますけれども、こういったことを実現していきたいと考えており

ます。 

  また、補助金につきましては国の補助金ももちろん今考えてございまして、国の補助金を

使う場合には、こういった費用をかけてその効果を検証することが求められてございます。

いわゆる費用対効果の検証というんですけれども、そういう検証をしてございまして、その

中で６倍を超える費用に対する効果があると。これは、お金の換算なんですけれども、総事

業費に対して、効果としてはその６倍程度の効果があるということで考えてございます。 

○水津委員 その６倍の根拠は何ですか。 

○高橋幹事 国の基準に基づきます費用対効果の検証という作業を行うんですけれども、それ

によりまして、総事業によりまして経済的な効果だとか、それから道路整備だとか、そうい

った公共施設の整備、また住宅の整備だとか、そういうものを含めまして全体の中での効果

があるということで試算したものでございます。 

○水津委員 私の意見なんですけれども、例えば建つ建物の生産性と、それから公共的な今お

っしゃったような消防であるとか、一定のまちづくりに関する道路の拡幅みたいなことであ

るとかということに純粋にかかる予算と、それについての公共の利益の部分と、それからこ

の建物を建てたことによる商業施設等人口がふえるというところを分けて、今説明はされま

したけれども、具体的な計算式などを示して判断できるような、あるいは今おっしゃったこ

とが後日検証できるような形でご説明をいただければと思います。本日でなくても構わない

と思いますけれども、そういうことで区民が納得できるようなご説明、数字を示していただ

ければありがたいと思います。 

○高橋幹事 先ほど、ちょっとかかわらなかった部分ですけれども、今回の再開発の中で、区

道については拡幅のための道路を提供したり、それから駐輪場をつくったり、これは駅前の

放置自転車対策のための駐輪場をつくるとか、そういったものも含めまして検討してござい
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ます。 

  それから、先ほどの話が水津委員からございましたけれども、定住化、もちろん定住確保

もこの事業の最大の視点でございます。そういったことも踏まえまして、再開発事業の中で

基盤整備、定住確保、そういった幾つかの視点の中で事業を検討してきたという経緯がござ

います。 

○水津委員 個々の事業費に関して数字を出すことは可能なんですか。道路が幾ら、駐輪場が

幾らみたいなことで、当然あるんだろうと思うんですけれども、それをぜひお示しいただき

たいと思います。 

○高橋幹事 公的施設の整備について試算したものがございますので、その部分だけで考えれ

ばということでございますけれども、例えば区道拡幅、それから広場整備、敷地内通路、そ

ういったものを単純に、その部分の面積だけで考えれば11億ぐらいのお金がかかると計算は

してございます。ただ、あくまで再開発という面的整備の中でこういったものをすべて含め

て整備していくと。それから定住確保も行う、ほかの視点での整備も行うという事業で考え

てございます。 

○戸沼会長 いいですか。それでは、ほかの観点から、例えば高さとか環境とか等々いろいろ

反対、ご心配の意見があると思うんですが、その辺について再度ご質問があればどうぞ。 

○太田委員 質問の中に、高さが100メートルのビルというのは、非常に圧迫感が強いとか、

風の問題であるとか、茗荷谷に100メートルのビルは要らないのではないかというご意見が

多々ありました。例えば、先般竣工しました小石川の柳町地区であれば、高さが80メートル、

それから後楽二丁目の東地区、前回の審議会の隣の地区では70メートルの高さだったわけで

す。前回の小石川二丁目の西地区の155メートル、それから今回の100メートル、非常に以前

の再開発事業の高さに比べると、この２件というのは突出して高くなっているような気がす

るんですが、どうして高さがどんどんインフレ的に高いものを認めるような基準になってき

たのか教えていただきたいと思います。 

○高橋幹事 前回の資料でございますけれども、参考資料２の９ページ、事業性の確保の視点

でもって前回はご説明させていただいてございます。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だと。それから、事業性が確保できる容積率が必要

となると。公共施設等の基盤整備を行うと。これらの整備についても事業の中で行うと。そ

れから、地権者の生活再建、権利者が現在と同等の生活を続けられると。それから、右に示

して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る保留床が必要となる事業
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でございます。 

  また、最近の傾向として工事費が上昇し、販売価格が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ると。こういった観点の

中で延べ床面積をどうしても確保しなければならなくなると。それから、あと地域の特性等

を踏まえまして、高層化につきましても環境に配慮した中でどこまで可能かということでお

示ししているものでございます。 

○太田委員 今のご説明を伺いますと、事業性の確保のためには、今回100メートルというこ

とでしたけれども、このまま工事費が上がっていくと、５年後には150メートルのビルを認

めるのではないか、200メートルのビルを認めるのではないか。そういうものが文京区にと

って、これは高度利用地区指定基準という、恐らく都の基準か何かだと思いますけれども、

都の一律の基準を文京区の茗荷谷でここで使うことが、果たして茗荷谷のまちづくりである

とか景観にとっていいことなのかどうかということはきちんと考えた上で、歯どめをかける

といいますか、再開発の事業性を確保するために、幾らでもこれは採算が合うように認めて

いけばいいというものではないというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。 

○小野幹事 今、高さについての歯どめのお話がありましたが、その意識と言いますか、認識

というのは我々も持っています。それで、前々回の後楽、あるいはこの茗荷谷につきまして

も、基準の範囲内でいけばもっと高いものはつくれるんです、実際問題。つくることは可能

なんです。基準どおりいけばですよ。ですけれども、我々としてはやはり文京区内に本当に

適切かということは当然考えなくてはいけないというふうに思っています。 

  それと、もう一方では事業採算、果たしてどの程度で事業が成り立つのかということも現

実問題として、その辺も当然判断の材料として考えざるを得ないと。そういった中で前々回

は155、今回100というような形で審議をお願いしているという状況でございます。 

  今後とも、無制限、エンドレスでどんどん文京区内に高い建物を建てさせていこうと、こ

ういうような考えは持ってございません。 

○太田委員 茗荷谷地区の拠点整備ということに必要な建物の高さと、後楽地区、あるいは前

回の小石川、柳町地区に必要な、区民がここだったらこれくらいのビルがあってもいいので

はないかということでの考える共通認識である高さというものを比べると、茗荷谷の方が拠

点性という意味では劣ると言うとあれですけれども、もうちょっと住環境を重視するような

エリアが茗荷谷であるのではないかというふうに思うんですが、それからすると、80メート

ル、70メートルに比べて、今回は100メートルというのは違和感を私も感じますし、周りの
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住民の方々、あるいは意見書を書かれた方々が違和感を感じられるのはしようがないという

か、僕も共感できるところだと思うんですが。 

○小野幹事 前回、高橋幹事の方からもご説明申し上げたと思うんですが、その高さの点につ

きましては、道路境界側については低層部を設けて、それで圧迫感を少なくする、そういっ

た配慮、あるいは植栽等で目の届く範囲には植栽が見えるところで視線がとどまるような工

夫をすると。そういったことで中央部の高層等についての圧迫感は緩和していこうというこ

とで、計画上のそういった配慮というのは今回しているということでございます。ですから、

そういった事業のことを考えると、どうしてもこういった高さが必要になってくるというこ

とが一方ではございまして、それに伴う圧迫感等、風害等、そういった問題については計画

の中で極力軽減できるように、それは検討しておりますし、今後ともそういう検討はされて

いくものというふうには考えております。 

○戸沼会長 今のお話は、最高限度は100だけど少し下げる、実際実務の中では多少そういう

配慮もするという感じですか。 

○高橋幹事 今、現在96.5メートルということで建物は計画してございますけれども、事業が

可能な中で再度検討してほしい、創意工夫をしてほしいということで、組合の方にお願いし

てございます。 

○戸沼会長 ほかには。ほかの論点もあるようですのでございましたらどうぞ。 

○関川委員 補助金という意味では、今公募の委員の方からも出されましたが、やはり学校教

育予算が削られている他の部分が福祉の予算が削られているというのは歴然たる事実だと思

って、そういったときにここに21億を投入するということでは、詳細な説明をしていただか

ないと、区民の皆さん、住民の皆さんも納得できるものが得られないというふうに思ってい

て、後楽二丁目の東地区のときに調査設計計画費と土地整備費、共同施設整備費ということ

で、補助金、負担金の内訳と補助制度別内訳ということで、このときは再開発事業費補助に

優良建築物等の補助ということで加えられて金額が出されてきているんですが、こういう形

で皆さんにわかるように１つお示しをしていただかないといけないというふうに思います。 

  それから、これは大きいので裏に貼ってきたんですが、これは平成14年４月26日の六本木

六丁目地区の補助金一覧表ということで、こういう一覧表ができて、これだと調査費設計計

画という中で10項目以上にわたって出されているのと、それから土地整備費、それから共同

施設整備費ということで、それで総合計が出されているんですが、やっぱりこういう指標を

出していただかないと、保留床と権利床の交換云々ということと100メートルの高さが必要
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なんだというふうに言われても納得がいかないというのが、住民の皆さんや区民の皆さんの

意見だというふうに思うんです。ですので、やはりこういう資料をきちんと出さないうちに、

このきょうの都市開発についての認めてくれというふうに言われても、私は納得ができない。 

○戸沼会長 補助金の問題についてはそれでいいですか。扱いについて。 

○関川委員 はい。それともう１つ聞いてしまいますが、今まで小石川は柳町まで含めまして、

平成15年12月18日の資料で９カ所について再開発が行われているんですが、これについては、

区の負担金で最高だったのが11億ということなんですね。なかなか私なんかも理解できない

んですが、区の補助金については、固定資産税があると東京都に上げて、東京都から52％か

けて都区財政調整交付金で下りて見てもらえるので心配がないということで、この間担当の

方お答えになっていましたけれども、ただこの９地域については特別交付金の方で賄えられ

ていたということで、これから賄われるものについては、基準財政需要額の中に入っていく

ということでは、どうしてもほかの教育や福祉のところにしわ寄せがいくというのは明らか

だというふうに思うんです。ですので、その辺のところもきちっと明らかにしていただかな

ければいけない問題だというふうに思うんですが、いかがでしょうか。 

○戸沼会長 それに関連して、恐らく建設委員会等々で議論をされたように聞きますけれども、

その辺の経過についてご存じの方。 

○戸井田委員 補助金の話、あるいは今の財調の話、まさに議会でいろいろ話をされていると

ころでありますけれども、きょうの都市計画審議会の、ここでどういうまちづくりをするか、

どういう都市計画をつくるかというところについては、論点が別のことだろうなというふう

に思うんです。ですから、そういう話は、議会の方で決算なり予算委員会等でやられるべき

ものではないかなと。 

○鹿倉委員 そんなこと言ったら、都市計画審議会その他は何のためにあるの。 

○戸沼会長 今のご意見等について、財政についての扱いは区の方ではどういうふうに考えて

おりますか。 

○高橋幹事 今、戸井田委員が発言されてございますけれども、議会の方でももちろん答弁し

てございますけれども、財調の方には基準算定のときに算入されますけれども、あくまでそ

れは基準財政需要額に算入されるということであって、その部分が平成12年までは、その翌

年にほとんど歳入として入ってきたという事例ございますけれども、その後については、12

年以降は算入されるということでのご説明をしてきてございます。 

○鹿倉委員 税金が後々来るわけではないからね。 
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○小祝幹事 補助金の考え方でございますが、区の行政は教育、福祉、それからまちづくり、

区民、いろいろなことをやっている。そういう中で、どこに財政を割り振るか、予算を措置

するかというのは、まさに施策の選択の問題であろうと思います。そういうことで、都市計

画の再開発事業に補助金をということで、第一種市街地再開発事業を進めているわけですが、

この中で補助対象項目がありまして、それについて国、それから区が補助金を出していく。

区の負担分については、都区財政調整制度の基準財政需要額に単位費用として算定している

という今の制度になっています。 

  したがいまして、都市計画事業としてこの再開発事業がどういう内容を持つかということ

がまずは議論される、協議されるべきである。それで、先ほど六本木の話が出ましたが、そ

れぞれの事業によって、補助金の負担の仕方がこれは違ってくるかと思っております。区に

よっても、どこまで出すか、出せるか出せないか、これは補助金の支出というのは予算の範

囲内でということで措置するものですので、予算がなければこれは当然出せない話になって

きます。 

  そういう中で、まさに区としてこの事業をどう展開していくか。施策の選択の問題でござ

いまして、それが財政厳しい中で我々としてもその精査をしてどのような補助をしていくか、

あるいは再開発組合としてもどこまで努力していただけるか、あるいは圧縮していただける

かというようなことで協議しながら進めていくということでございますので、その辺は議会

の審議なり、ほかの場面で十分補助金とか財政問題についてはご審議いただければというふ

うに思っております。 

○戸沼会長 区の補助金に対するご見解ですけれども、それに関連ですか。 

○関川委員 お答えは今までと変わらないんですけれども、先立つものというのは、やっぱり

税金がこういう事業とかに入れられるということでは、詳細な細かい資料を出していただく

ということが、その判断基準の１つになるというふうに思うんです。ですので、今のご説明

だととても納得がいかないです。聞いていた皆さんもいかないというふうに思うんですけれ

ども。 

  まだちょっとこのあれのことであるんですが、１つ、前回の参考資料の２のところで、風

洞実験について、17ページと18ページに実施前と実施後ということで出されていますが、基

本的には専門家の方のご意見をお聞きしましたら、これでは判断がつかないということで、

模型を持っていただいてどこかの大学で検証されてこういうふうに出されてきたというふう

に思うんですが、ただ数字的なものが入っていないということで、これの数字というのはこ
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の位置関係の数字ですよね。ですので、数字の入っていない風洞実験のデータではだめだと

いうふうに思うんです。その辺のところは、きちんと数字を入れて出していただくというこ

とで、もちろん風の対策では、ビルの角を切るとか、それから樹木を植えるとかということ

は考えていらっしゃるでしょうけれども、それではとても100メートルのビルの風害に対抗

していくことはできないというふうに思うんです。ですので、風環境の面かもらこの100メ

ートルというのは、私は合点がいかないというふうに思うのと、それから、権利床と保留床

の関係では、今マンションの値段が下がっているということで、以前は１坪300万のマンシ

ョンが今では１坪100万ぐらいに、マンションの価値が下がってきているということでは、

この100メートルのビルを建てなくても十分に採算が合うのではないかというふうに私は考

えますので、その点についても教えてください。 

○高橋幹事 １点だけご説明させていただきます。 

  風洞実験の結果につきましては、それぞれ測定時点のほかに色分けしてお示ししてござい

ますので、その色分けが風環境の影響の程度ということでお示ししてあるものでございます。 

○水津委員 いろいろ予算の財務の関係がありましたけれども、私が申し上げたのはそういう

ことではなくて、まさにこれが区民の利益として合っているのかどうかという裏づけがほし

いから、そういう資料なり数字を示してくださいと申し上げているのであって、そういった

ことを議論しているわけではないんです。これが区民の利益になっているかというのは…… 

○戸沼会長 おっしゃっていた、区全体の財政の話と別に、区民の例えば建物の使い方の内容

みたいなことについてもっと…… 

○水津委員 この事業が区民にとって利益があるのか、文京区民あるいは茗荷谷の方たちにと

って本当に利益となり得るのかということは、数字で示すしかないと思うんです。いろいろ

な、こういうふうになるみたいなことで、横ばいになるみたいなことで、どこが根拠になっ

ている数字かもわからないので、私たちが判断し得ないということですね。 

○戸沼会長 ありがとうございました。 

  ４時までにこの会議は終わりたいと思います。それで、最後の15分、45分まで議論を続け

て、ご意見をいただいて、それをもとにして各自にご判断をいただきたいというふうに思い

ますので、ご意見のある方はご協力いただきたいと思います。どうぞ。 

○鹿倉委員 意見書以外にも幾つかあるので、できるだけ簡潔に聞きますが、今の風の問題に

ついては現地調査をされていない実験なんでしょう、これは。つまり、理論的なところから

出てきたやつであって、現実の茗荷谷の駅前の調査を行って、そこで具体的な数値をはじき
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出してやったというものではないんでしょう。極めて、そういう面で言うと、気象庁のある

地上74.6メートルの高さから割り出した調査ではないんですか。 

○高橋幹事 風洞実験につきましては、アセス等でも使用されてございますけれども、非常に

信用性が高いものでございます。それで、風洞実験では地区の全体のこの場合約400メート

ルの周辺地域につきまして、400分の１のスケールですべての建物につきまして模型で、現

状につきましてモデル化したものをつくり、その街区でもって風洞実験を行っているという

ものでございます。 

○鹿倉委員 風環境の調査については、東京都も指針をつくってやっていますが、今回のは

2.5メートルということなんですけれども、東京都などは10メートルの位置についてもそう

いった調査をすべきというような指針を出していますし、それから日における最大瞬間風速

がどうなんだと。そういうものも含めて、もっときちんとした調査が、私はこの意見書を見

ても、具体的にそういう指摘が書かれているのではないかと思うんです。風環境が大きく変

わらないにしても、突風やそういった１日における瞬間風速がどの程度増加しているのかと

いうことについて、実は説明会でもそんなにきちんと説明もされていないんですよね。 

  また、資料は区役所に来て見てくださいというだけで、実態的にはこういった風の影響、

住民の皆さんから見たら風害と言われるようなものについても十分に説明がされていないと

いうことは、私は指摘をさせていただきたいと思います。 

  それから、この意見書の中、権利者の方のご意見が出てきます。権利者の方のご意見は、

非常に私は重視すべきだというふうに思うんですが、前回も質問させていただいたときに、

まだ６人の方がこれに同意をされていないという、そういう問題があるわけです。これにつ

いては、この間事務局の方からの説明は基本的には同意を得るように努力をしますというこ

とでずっと来ているんです。ずっと引っ張ってきながら、基本的には依然としてそのことに

ついては同意が得られていないと。では、果たしてそれは私が、この人たちを排除して、そ

れは権利変換だとかという言い方で言いますけれども、実態上の強制収用みたいなものでは

ないですか、お金あげるから出ていきなさいという。そういうことは絶対避けるべきである

というふうに前回も指摘してきましたし、今この時点においても、その実態についてちゃん

とした説明がなければ、私はこの計画について泣きを見る人ということが片一方で出てくる

ようなケースをとるのではなくて、第二種の再開発事業で区役所がきちんと責任をとって十

分な合意を得ながらやるべきではないかということを前回も言ったかもしれませんが、そう

いうスタンスにはいまだに立てないんでしょうか。今、質問３つ言いましたけれども。 



 
－24－

○高橋幹事 まず、説明会での対応でございますけれども、説明会ではこの風環境の解析をや

った専門家も含めてご説明しております。そういったことで説明はしてきたと考えてござい

ます。 

  それから、権利者の件で、６人の方につきましてのご質問でございますけれども、せんだ

っての都計審の経過も含めてお２方には経過説明をしている状況でございます。平成３年に

組合ができてから、なかなか具体的な事業の進展が見えなかったということで、賛同を得ら

れなかった方もいらっしゃいます。そういったことで、今経過等も含めて協議ができている

方もいらっしゃいます。それから、なかなか私どもも準備組合も含めて接触できない方も確

かにいらっしゃいます。その方につきましては、文書での対応ということで、ご要望がござ

いますので、そういったことで対応しているということでございます。 

  すみません、もう一点。 

○鹿倉委員 風環境の問題については、きょう出していただいた資料の47ページ、48ページに

詳しく書かれている方がいますが、全然こういった質問に対して私は根拠ある回答があると

いうふうには思いません。 

  それから、きょう出していただいた資料の54ページや58ページに、権利者の方から、例え

ば都市計画、同再開発事業について何も連絡がなく、従前より周知していた他の地権者に比

べ当方は不平等を強いられているということが出ていたり、58ページについては、準備組合

は私どもの財産について事実と異なる報告を提出していると。区の方は、報告の誤りについ

ては準備組合より訂正がなされているということですけれども、基本的に何回か地権者の方

から文書をいただいたりしているものを見る限りでは、例えば平成15年11月吉日の準備組合

の理事長名では、その方に対して今まで連絡がとれなかったことをおわび申し上げますとい

うふうにありますし、平成16年６月30日でも、理事長さんの方から、Ｔ社と言った方がいい

んですかね、ここには会社名も出ているのがありますが、Ｔ社からお話がしてあると思い通

知をしていませんでした。このことについて、心よりおわびいたします。こういう文書があ

ります。 

  また、我々議員の方に財産問題についての記述の誤りということで訂正の文書をいただい

たりしていることもあるんですが、関係権利者についての権利の確保をちゃんと図らないで

この計画を進めるということについて、私は本当に深刻なことだというふうに受けとめてい

ますし、これが最終的に都市計画審議会が同意したからということで、それらの方々が事業

に強制をさせられるとか、事業に協力できないからここを追い出されるという話は絶対にあ
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ってはならないと思うんですが、その辺の認識についていま一度お願いしたいと思います。 

○高橋幹事 準備組合の方でもお会いできないということでの、当初につきまして行き違いが

あったということでのおわびをしたということは聞いてございます。その後につきましては、

文書なりまたお会いして協議させていただきたいということでのお願いも申し入れてはござ

いますけれども、具体的にお会いできないでいるという現状でございます。 

  私どもとしましては、あくまでも事業の中で合意をいただいて権利変換に向けて進みたい

と考えてございますけれども、手続の中では縦覧型という手法もございますので、それはそ

れとしてあくまで私どもとしては全員合意に向けて準備組合を指導していくという考えでご

ざいます。 

○鹿倉委員 今の点については重大な問題だと思っておりますので、再度その点については受

けとめていただきたいと思います。 

  それから、これもそうなんですが、ちゃんと答えてないというふうに私は思うんです。幾

つも文書を見てもらってもわかるとおり、例えばヒートアイランドについてどうだと聞かれ

ても答えていない。今の風環境についてもそうです。それから、権利関係のことについても

そうです。ちゃんと答えていないです。 

  そういう事例からもう１つ取り上げると、前回お配りいただいた資料の説明会の方の文書

で、例えば幾つか私間違いがあるのではないかと思うんです。 

  例えば、説明会の資料のところに、事業の主体は文京区、施工者は組合だというような議

事録が、これは公式に出された資料ですからありますけれども、こういった間違った説明が

あるということをもうちょっときちんと受けとめて、それで間違った形で説明して、それで

事業が進んでいくなんていうことではとてもいけないと思うんです。 

  それから、例えば説明会の中でも質問が出ていますが、窪町小学校にこのマンションがで

きて子どもたちが入れるんだろうかという質問がありました。これについては、その当日私

出席していましたから聞いていましたけれども、次の説明会の日に説明すると言いました。

ところが、次の日の説明会で説明しなかった。 

  それで、後でちょっとお聞きをしましたところ、個人的にはお答えしたというような返事

でしたけれども、実態的に子どもたちを受け入れると言ったって、例えば文京区の住宅白書

にマンションの住む人たちのモデルケースとか出ていますが、230戸できるわけです。文京

区のそういった世帯が、世帯で入る場合は、夫婦の５世帯のうち大体４世帯は子どもさんが

いらっしゃるんです。そうすると、230戸のうちおおむね184戸ぐらいは子どもたちがいらっ
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しゃるというふうに、これは住宅金融公庫の統計を見ても、大体30代から40代というので、

おおむねそうなんですが、果たして本当に今教室が満杯の窪町小学校に子どもたちが全員入

れるんだろうかというふうに私は思います。 

  これは、今の現状でも窪町小学校はほとんど教室は満杯で、改築してもすべての学年が４

クラスにはできないだろうというふうに見られています。実態上は、全部の学年を４にする

としたら、特別教室を全部つぶすとかという対応になると思うんです。そこの辺のところを

ちゃんと受けとめておかないといけないというふうに思いますが、その辺はどういうふうに

考えていらっしゃるんですか。 

○高橋幹事 まず、１点目の事業主体の件でございますけれども、都市計画事業としての事業

主体は文京区という形になります。そういう点では事務局が答えておりますので間違いでは

ないと。 

  それから、このページにもございますけれども、児童数の状況につきましては後日回答す

るということで、次回ということではなくて後日ということでご説明し、それについてはご

質問された方に対して回答したというものでございます。 

  それから、具体的に230戸の住宅ができた場合につきましては、学務課に確認したところ

支障ないということで聞いております。また、小石川、柳町にできました210戸の住宅の場

合にも、近隣小学校について影響はなかったと聞いてございます。 

○鹿倉委員 もし、誤解があるんだったら、私は説明会のときも議事録を出してくださいって、

公式にここの記録にも出ていますが、議事録を出してちゃんとした説明が行われたかどうか

について出してくださいよ。それでなければ、そういう説明がちゃんと適切に行われたのか

どうかも不明ですよ。 

  それから、今窪町小学校の件に関しては、私も学務の担当者の方にお聞きをしまして、一

般的には今お話しになったとおりなんです。だけれども、例えば今この窪町小学校だったら

窪町小学校のところで、子どもの人数がどれだけふえているかわかりますか。例えば、この

５年間で私ちょっと統計資料から全部引っ張ってきましたが、平成12年から16年の間で、53

人、ゼロ歳から14歳がふえています。これ、統計上の区分でもうちょっと小さくやってみれ

ば、９歳までだったら31人ふえています。この三丁目だけですよ。窪町小学校のある大塚三

丁目だけです。 

  それから、近隣のところのワンルームマンションを除く大型の12階とか14階の中高層建築

物の紛争予防に関する条例で届けられた平成15年度の大きいやつだけ引っ張ってきましたが、
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延べ面積で１万7,000平米。ということは、そういう実態に見合ったような、今ここでお話

ししたのは小石川五丁目と大塚三丁目だけですが、１万7,000平米の標識設置がされていま

す。 

  そういうことをやっていかないと、窪町小学校は満杯になるということだって、本当に予

測されることだと思うんです。だから、まちづくりという観点からきちんとこれを考えてい

くことも私必要だと思うんです。この後、先ほどのお話ではないけれども、100メートルの

この建物が建った後、お隣にまた100メートル建てたいなんていったら、お隣が建てている

のにそれは無理ですよとは言えなくなってしまいますよ。どう思いますか。 

○高橋幹事 今の近隣で１万7,000平米ということでございますけれども、そういったことも

含めて窪町小学校では受け入れられるということだと考えてございます。 

  それから、100メートルの建物が隣でということでございますけれども、今回再開発では

高度利用地区になって、その部分でのボーナス、容積がございます。そういったことでの開

発で、96.5メートルという今計画でございますけれども、例えば総合設計を使ってどのぐら

いいくのかと、そういう試算はしてございませんけれども、逆に私どもとしては今回の再開

発ビルを下回った形でもって計画については考えていっていただきたいというふうな指導を

考えていきたいと思ってございます。 

○戸沼会長 議事進行をお願いしたいと思いますが、10分ぐらい前になったら採決をしますの

で、皆さんもそのつもりでお願いしたいと思います。 

○鹿倉委員 ちょっと幾つかまだ質問が残っていて、今言ったことも含めて、ちゃんとまちづ

くりの観点から、この再開発事業を考えていかないと、本当にボコボコ、変な言い方ですけ

れども、こちらもあちらもというふうな話になったときに、近隣の公共機関やそういった学

校なども含めて対応しきれるのかどうかというふうにちゃんと考えながら進めていないんで

すかというふうに、私たちが区民の皆さんからおしかりを受けるというふうに思うんです。 

  私が今言った数値は、ちゃんと皆さんの方で確認をしてもらって、資料として提出をする

のが私は筋だというふうに思うんです。一般的に受け入れますとか、例えば住民との説明会

で地震の話が出たそうなんです。きょうテープ、住民の方から預かってきましたが、ここに

もテープに、地震の話は入っていると思うんですが、区の方が住民の方に出向いて説明した

ときに、地震が震度７でも８でも、日本設計の方は倒れませんよという話をしたそうなんで

す。だけれども、８なんていうのは聞かれたから答えたという言い方かもしれませんが、震

度８なんていうのはないですよね、実際に。 
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  では、大丈夫なんだという説明は、プロの方なんだから本当に大丈夫なのかもしれません

が、免震構造だって、基本的に長周期の地震という形で最近話題になっていて、きょうも本

を持ってきていますけれども、長周期の震度、別の震度でもそんなに大きい震度ではなくて

も、長周期の波長に合致した場合は、かなりのダメージを受けるというようなことが今盛ん

に言われていて、土木学会とか建築学会でもそのことで調査をやっているから、日本設計の

方も十分そういうことは承知の上だと思いますが…… 

○戸沼会長 見解というよりも、質問は端的に。地震の話をするとまた長くなりますから。 

○鹿倉委員 そういう適切な説明が行われないで進められてきているのではないかということ

を私はちょっと言いたいんです。 

  それから、時間がないようなので、あと幾つも質問したいことはあるんですが、意見書の

問題にまた戻ります。 

○戸沼会長 できれば、質問よりもご見解を示していただきたいと思います。 

○鹿倉委員 意見書の問題については、はっきり言って本当に先ほど申し上げたような自主解

釈と運用についての見解をもう一度持っていただきたい。それは、なぜ言うのかといえば、

旭化成さんが持ってきた意見書も問題ですし、住所地がないというところの意見書も問題で

すし、近隣も問題なんですが、先日ちょっと30分ばかり時間があったので、もう一度意見書

を見せてもらいました。そうしたら、日づけがばらばらなんです。つまり、私が何を言いた

いかというのは、この都市計画決定が例えば６月28日に第２回都市計画審議会、これが行わ

れて、第一種再開発事業及び高度利用地区の都市計画案が示されていて、説明会が７月４日、

９日、縦覧は７月26日から８月９日なんですが、その６月28日以前の意見書が多数あるとい

うことなんです。これって、何の意見書なんですか。日づけは皆さん確認されたんですか。

いかがですか。 

○小野幹事 大量に今回提出されたということもありまして、日づけはすべて確認はしており

ません。 

○鹿倉委員 私は、ちょっと時間があったので、自分のノートに全部抜き書きをしてきました

が、私がちょっと見ただけでも、約120通は、今私が言った文京区の都市計画審議会の以前

の日づけになっています。４月とか、５月とか、６月とか。下手をすると、平成15年という

日づけが入っていました。それは、勘違いだと言えば勘違いなんでしょうね。幾ら何でも、

そんなことあり得ないでしょう、平成15年なんて。それは、大目に見て勘違いだというのは

わかりますが、そういう日づけのチェックをしないで、意見書として受け取るということそ
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のものが、この審議会の審議を軽んじているというふうに思いませんか。 

○小野幹事 審議会について軽んじているということは決してございません。 

○鹿倉委員 審議会の審議を軽んじているとは思いませんか。 

○小野幹事 それは事務局がでしょうか、出した方がでしょうか。 

○鹿倉委員 事務局ですよ、当たり前ですよ。 

○小野幹事 私どもの方では軽んじているということは決してございません。それで、先ほど

も言いましたように、大量の意見書が出たということで、事務的な作業が実際大変だったと

いうこともございました。それで、私どもの方の意見書の取り扱いとしまして、これまで

100％明確というところまでの考えは持ち得ていなかったんですが、今回意見書についてご

指摘を受けまして、それで再度また文京区としての扱いというのを考えてみました。そうい

った中で、自治体によっては匿名でも正式な意見書という形で受け付けているところもある

ようですが、文京区としては最低限住所、氏名は書いていただくと。それから、今ご指摘が

ありましたように、日づけというのがございましたので、日づけ、住所、氏名、それは最低

限書いていただこうということで、今後その期間内に提出された意見書については、正式な

意見書ということで、審議会の方に提出していきたいというふうに考えております。 

○戸沼会長 もう１つぐらいでいかがですか。 

○鹿倉委員 今のことは、はっきり言って審議会の審議に対する、私は事務局側のまさに何を

審議しろと言っているのかというふうに軽んじているような、そういう扱いだと思います。

今、私ここに全部、たまたま時間があったので、お見せいただいたときに全部メモをしたこ

の日づけ、全部入っていますよ。日づけが入っていないというのは、それはしようがないで

しょう。それは日づけが入っていないというのは、たまたま忘れたというのがあるでしょう。

ただし、日づけを自分で明確に４月30日だとか、５月１日だとか、４月の一番古いのは、４

月30日とか、自分でちゃんと書かれているんです。それは、私たち100メートルの話を聞い

たのは、私たち自身が６月28日に行われた都市計画審議会で聞いているわけです。なのに、

そのことに対しての都市計画法17条第２項の意見書の提出が４月や５月に行われているとい

うふうになっている。これは、重大な問題ですよ。 

○戸沼会長 答えてください。 

○小野幹事 都市計画審議会の中で、メインの審議内容としてご審議いただくというものは、

前回に提出しております資料第１号の都市計画決定の内容、それから資料第２号の都市計画

の資料という数値的なものがメインということになります。これだけでは、わかりにくいと



 
－30－

いうことで、参考資料１、参考資料２というのをつけたと。 

  それから、意見書についてはですが、この意見書の１つ１つ、もちろん審議会の中でこう

いう意見があったということを前提にした上でご審議いただくということにはなりますけれ

ども、その意見書の１つ１つを正確に必ず100％というと語弊があるんですが、参考には当

然するわけですけれども、資料第１号で示しているような数値的な内容と、一言一句意見書

の内容が同等かと言われれば、それは程度の差は当然あるんだろうというふうに思います。

ですから、私どもの方としては前回ご指摘ありましたけれども、意見書の改ざんはいけない

よと。当然事務局としてはそんなことは毛頭考えておりません。ですから、一たん提出され

た意見書についてはそのまま審議会にお示しするというようなことで対応は考えております。 

○戸沼会長 ちょっとこちらが…… 

○梶島委員 すみません、１つだけ。意見を１つ、質問を１つ、お願いを１つしたいと思いま

す。 

  まず、意見なんですが、今度茗荷谷に100メートル規模の建物が建つということに関して

は、これは今後茗荷谷という町の性格を変えるやもしれぬと。これは懸念は確かにいたしま

す。ただ、ここは都市マスタープランにおいて、地域拠点として既に位置づけられたエリア

であるということで、ある意味私はやむを得ないかなというふうに思わなくもないんです。 

  風害についても、100メートルはもっとぜひ行政努力で下げる方向で指導を強めていただ

きたいというふうに思いますけれども、風害に対しても四隅を切ってなるべく風が巻き込ま

ないように工夫を今のところ凝らしていただいているようですし、周りにスカートをはく形

で、グラウンドレベルにはそれほど風が及ばないような配慮もしていただいているようです

し、パーゴラですとかあるいは暴風シェルターとか、幾つか考えてくださっているようにお

見受けしますので、これはぜひそうひどい風害が起こらないことを私も祈りたいというふう

に思います。 

  ただ、ここからは質問なんですが、この事業の公共性、先ほどこの事業が一体文京区民に

とってどういうメリットがあるんでしょうというお話がありましたけれども、この事業の公

共性を担保する事柄は大きく２点だと思うんです。 

  １つは、地区の防災性能を高めるということで、公共通路ですとか道路とかを積極的に入

れ込んでいく事業であるということが１つ。もう１つは、これは駅前の違法駐輪の解消とい

うことがかなり強くうたわれてきている。この２点が私は大きな公共性のゆえんなんだろう

というふうに思うんです。 
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  ただ、２点目に関して私がとても気にしているのは、違法駐輪の解消のために設けますと

言っていらっしゃるうちの駐輪場が地下１階及び２階でしたっけ、地下１階のレベルに設け

られているということで、これは私もいろいろな町でご相談を受けたりとか見に行って、グ

ラウンドレベルにあれば、皆さん比較的よく使ってくださるんですけれども、２階、３階、

あるいは地下１階、２階になるとがくんと利用率が減るという状況がございます。 

  これは、これから先のお話で、建築計画の中で恐らく協議をしながら指導をしていってい

ただくということになるんだと思いますけれども、駐輪場をなるべくグラウンドレベルに設

けるか、どうしても地下１階に設けなければならないのであれば、自転車用のリフト、エレ

ベーター、これを設けるような形にしていただきたいというふうに思うんですけれども、そ

ういうご指導をなさるおつもりがあるかどうかということ。 

  では、ここまでご質問させていただきます。 

○高橋幹事 駐輪場につきましては、今、委員ご指摘のように、確かに地下に持っていくとな

かなか使えないということもございます。それは、組合ともいろいろ協議の中で、私どもと

してもできれば１階ということでお話ししていますけれども、計画の中でなかなか難しいと

いうことで、今も担当課の方からはベルトに乗っていくようなものをつけられないかとかと

いうようなことの要望も出ております。 

  具体的につくっても、放置自転車はなかなかなくならないということも、確かにほかの地

区でも言われておりますので、担当課と準備組合と私どもで協議しまして、そういった違法

駐輪車を強制的に撤去できるような手法はないかと。組合の方々か、委託かはちょっとわか

らないんですけれども、そういったことも含めて具体的な方策についても踏み込んで今検討

しております。 

○梶島委員 すみません一言だけ。それは、私はこの違法駐輪がこの事業が終わってなくなっ

て美しい町になるというのが目に見える形で区民の方たちが納得できる事業公共性だと思う

ので、私は最善をそこは尽くしていただかないと、仮にここで事業はオーケーですよといっ

たところで、後々非常に私たちは肩身の狭い思いをしなくてはいけないというふうに思いま

すので、それはぜひ強くご指導いただくということをお願いをしたいというふうに思います。 

  もう１つは、私は今回区民の方たちからたくさん出てきている意見書を拝見すると、説明

がへたくそなのか、あるいは十分ではない、場合によってはへたくそなのかなというふうな

気もしなくはないんですが、例えば法制度上はこれはここまで認められているというような

言い方では、やはり私は余り普通の生活者の方は納得できなくて、これはこれこれこういう
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意味があって、だからこうなんですよという、そういう説明をぜひしていただけるように、

これは最後お願いをしたいというふうに思います。 

○戸沼会長 要望ですね。 

○高橋幹事 ただいまの梶島委員のご意見につきましては、組合とも十分協議して、なるべく

そういったレベルでできるように、今後指導していきたいと考えております。 

○戸沼会長 約束の時間が４時ということなので、端的に。それで、採決したいと思いますの

で、鹿倉委員、最後のご意見お願いします。 

○鹿倉委員 きょうも近隣の方々から、この100メートル計画について、再開発事業について

反対という要望書が3,000通近く出されたというふうに聞いているわけですが、私は折り合

いをどこでつけるのかというふうに、区役所が考え方を整理しないと、この事業が住民の間

に対立を招くだけの結果になってしまって、それが長期化するというようなことがあっては

ならないというふうに思うんです。 

  そのための一番の大きな手段は、第二種の開発で区が責任を持ってやるということが一番

解決のための近道だというふうに私は思います。そういう選択肢をきちっと持っていただい

て、なおかつ区民の意見については十分に反映をしながら、別の歩み方を、別の再開発の事

業計画の考え方を持つ必要があるのではないかと、最後にもう一度聞いて私の質問を終わり

にさせていただきます。 

○高橋幹事 第二種市街地再開発事業につきましては、大規模で緊急性を要する事業で公共性

が高いものを早急に事業化して促進するために、昭和50年の改正によって創設されています。

当時は、３ヘクタールを超える大規模な再開発事業は、防災再開発事業など緊急を要する事

業が多く、また都市計画上から見てもその事業規模が大規模な方が望ましいという視点がご

ざいました。しかしながら、事業がなかなか進展しなかったというようなことがございます。

これは、権利変換方式によります第一種市街地再開発事業では、複雑な権利関係を処理する

手続上の制約の規模が大きいために、加速度的に大きくなるというようなことがあり、創設

されたものでございます。 

  したがいまして、従来施行者につきましては、今、委員ご指摘のように公共団体等に限ら

れており、第一種市街地再開発事業が権利変換方式であるのに対しまして、第二種は用地買

収、または管理処分方式であるというふうな点で大きく違ってございます。 

  緊急性のある場合や第一種事業で対応できない場合等で、要件に合致した場合について施

行できるものでございます。茗荷谷につきましては、この第二種事業の要件から見ても不可
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能ではないかと考えてございます。 

○宮崎委員 最後に１つ。 

○戸沼会長 ご意見をいただきたいと思います。採決に入る前にご意見をいただければ。 

○宮崎委員 前回、ちょっとお聞きしたあそこで店舗をそのまま続けていく人とやめていって

しまう人がいる。たしか、やめていってしまう方が４割というご回答でした。その４割の

方々はそのままあそこに入る、そしてまたその４割というのは妥当なのか、大体市街地再開

発をやるときには、そこで店舗を持っている人たちが引き続きずっとやるのが本来の姿だと

思うんですけれども、４割もやめていってしまう人が本当にそれが市街地再開発にとって、

それをやることが店舗を持っている人にとってはいいことなのか。ちょっとその点だけお聞

きしておきたい。お答えをお願いしたいと思います。 

○高橋幹事 まず、最終的な合意なりがあったわけではございませんけれども、今現在では４

割の近くの方というふうに想定していると。それは、あくまで、例えばこれからもそういっ

たまちづくりで生活だけしていくというような視点で考えられているというように聞いてお

りますけれども。 

○戸沼会長 大体時間でございますので一応まとめたいと思います。 

  きょうの議題は、全部で第１回は事業の報告がありましたね。その後で、前回審議会一遍、

きょうで二遍やったと。前回はことに意見書の扱いについて不分明なところが非常にありま

したので、それについて改めて精査をして、ひとまずの事務局としての整理をされたと。私

どもとしては、あくまでもこれはかなり多くの方々、反対も含めていろいろな意見がござい

ますので、住民の意見を十分尊重しろということが第１点確認されている事項だと思うんで

す。いずれにしても、この採決の後でも住民に対するご説明とか、いろいろなまだ不確定な

部分がいっぱいあると思うんです。だから、そういうことも含めた付帯意見のようなものを

つけた上で採決をせざるを得ないのではないか。 

  もう１つは、非常に皆さんのご懸念は高さについてですね。周辺環境と高さについて特段

のご心配があって、事務局でも100メートルが限度だよと、これからは高くしないよと。少

しずつ下がる指導もするやのご発言もありましたので、高さのことについては、ひとつ付帯

意見として注意すべきだと。 

  それから、周辺の環境についてのご懸念も非常にあって、これはもっともなので、それら

を少し付帯意見をつけながら採決をさせていただくということにしたいと思います。 

  それから、財政問題についての扱いなんですが、これは別途私の感じでは区議会でかなり
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中心にも上がって議論しているはずです。私はちょっと存じ上げませんが、それも情報公開

をしているのではないかと思います。一時の建設委員会等と議会筋のやり方なんかでも。で

すから、これについて私どもが財政が大丈夫かだとか、再開発がどうだということに踏み込

んだ、そういうバックデータは私どもありませんで、これはちょっと付帯意見としては外し

て、むしろ議事録の中で皆さんが盛んにこの辺が心配だよと、公共性の担保がそれでどうだ

という議論がさんざん議事録として残りますので、そこで私どもの意見表明できたという格

好で、私の感じでは住民説明を今後も十分続けるということと、高さ、それから周辺環境、

全体の環境、景観も含めた環境については特段に考えるべきことを要望するとか、そういう

付帯意見をつけた上で、区長から諮問を受けた２つの点について、これは区決定で、私ども

まさに個人個人の責任において挙手をいただいて採決をしたいと思いますが、いかがでしょ

うか。 

（「会長の意見に異議なし」の声あり） 

○戸沼会長 それではお願いします。 

  第１号の「東京都市計画高度利用地区の変更について」、これは賛成の方、挙手をお願い

します。 

（賛成挙手、多数） 

○戸沼会長 ありがとうございました。 

  それから、第２号議案の「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」、これ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終わりたいと思います。 

  どうもありがとうございました。 

 


