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１ 意見・要望等の集計 

 

(1) 実施概要 

件名 
絶対高さ制限を定める高度地区の特例の認定等に関する基準（素案） 

についての意見募集 

募集期間 平成 24年 4 月 16日（月）～5月 15 日（火）     

意見提出者数 延べ 43人（意見書 35 人・メール 8 人）       

意見数 66 件       

 

(2) 意見・要望等の内訳 

質問意見分類 件数 ％※1 

規制方針     10 15.2% 

規制値     31 47.0% 

特例（全般）     5 7.6% 

地区計画特例     0 0.0% 

既存不適格特例     4 6.1% 

大規模敷地の特例     3 4.5% 

総合設計の特例     0 0.0% 

公益上やむを得ない特例     1 1.5% 

ﾊﾞｯﾌｧｰｿﾞｰﾝ     0 0.0% 

適用範囲     0 0.0% 

意見集約・周知     2 3.0% 

ｽｹｼﾞｭｰﾙ     1 1.5% 

その他     9 13.6% 

    合計 66 100.0% 

※1 端数処理のため、割合の各値を足した計は合計とは一致しません。 
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２ 意見 

No. 分類 ご意見・ご質問 区の考え方 

1 既存 

不適格 

特例 

建替え特例を許すと今現在建築中や築浅の

建物は建物が 50 年で建替えるとして、現在

新築建物 50 年+建替え建物 50 年＝100 年。

100年間絶対高さ制限がかからなくなると、

制限をかけている意味が限りなく薄くなっ

てしまうので、建替え特例は認めないように

お願いいたします。景観に配慮した、文京区

を作ることにより、未来の文京区の価値や存

在感が出ると思う。よろしくお願いいたしま

す。 

絶対高さ制限については、不必要から厳しい

制限まで、幅広い意見が出される内容を含ん

でいると考えております。 

既存不適格の建て替えの特例については、新

たな規制が、生活や仕事の場を直ちに奪うこ

とにつながるのは、適切ではないと判断しま

した。 

将来的には良好な街並み景観を形成したい

と考えており、将来計画においては、絶対高

さ制限内の建築計画となることを誘導して

いくものです。 

2 既存 

不適格 

特例 

良く考えられているとは思いますが、既存不

適格に対する特例に対し、次の 2 点を理由

に、反対します。 

1.既存不適格建築の寿命及び建て替えを許

された建築の寿命を考えると、この「絶対高

さ制限」を満たした理想的と思われる街並み

が実現するのは、何百年も先になってしまう

と思われるから。（そんな未来に対する規制

に何の意味があるのか？） 

2.上記 1 の建築が立ち続ける期間、その近隣

の制限を満たした建築との間に生じる不公

平は解決しないどころか、助長する恐れが大

きいと考えるから。 

具体的に考えてみると、規制を超えた建築の

部分（住戸など）からの眺望は立ち続ける期

間は、法的に保証されることになり、それに

伴い不動産価値も値上がりすることになる

（と私は思う）。我慢して制限を受け入れた

ものではなく、他者の我慢による利を受ける

者が、さらに経済的に利を受けるシステムを

法によってつくりだすのは、かなり問題であ

る。 

私案では、絶対高さを超える部分の撤去猶予

期間を法の施行から 100 年などと設定する

べきように思う。 

絶対高さ制限については、不必要から厳しい

制限まで、幅広い意見が出される内容を含ん

でいると考えております。 

既存不適格の建て替えの特例については、新

たな規制が、生活や仕事の場を直ちに奪うこ

とにつながるのは、適切ではないと判断しま

した。 

将来的には良好な街並み景観を形成したい

と考えており、将来計画においては、絶対高

さ制限内の建築計画となることを誘導して

いくものです。 

3 特例 

（全般） 

結局の所、高さ制限が施行されても、大規模

敷地や総合設計を採用した高層建築は、制限

総合設計や大規模敷地の特例については、敷

地規模が大きいことから、周辺市街地との調
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を超えて建つことになる。 

民主的に決めた制限なら、上記の例外をつく

りだすことに何の意味があろうか？ 

文京区は誰を守りたいのか？ 

抜け穴をつくるのは利権ですよ。 

和を図りながら、建築計画を作成することが

可能になると想定し、設置しております。 

4 既存 

不適格 

特例 

今高さ制限に関する素案に方向として賛成

します。しかし、大きな見落とし点を指摘さ

せていただきます。近隣家屋に対して影（日

照）の影響を考慮していない点です。 

高さ制限を１回の建替えに関して特例とし

て認めるとしても影は別途建築規制として

反映されてしまっては容積率を大巾に縮小

した建て直ししかできません。その結果は 2

～30％の戸数減となり円満な建替えは不可

能です。 

旧い基準にのっとり、長期の税金を払ってい

るにも関わらず、危険・幽霊マンション化と

ならざるを得ません。ご一考を説に願いま

す。 

今回の素案は絶対高さ制限についてのもの

であり、日影規制等の他規制については、改

正の予定はありません。 

5 規制値 この度○○○-○○-○○○に８階建のマン

ションの建築を予定しているそうですが、通

学路でして、風害など大変な事故になりかね

ないと思います。せめて６階までが限度だと

思います。８階建ては絶対反対です。 

絶対高さ制限については、不必要から厳しい

制限まで、幅広い意見が出される内容を含ん

でいると考えております。素案では、指定容

積率が活用できる高さを満たすことを条件

として、都市計画法で定められた容積率や建

ぺい率、用途地域等の客観的なデータを基に

して数値を算出しています。また、地域のま

ちづくりについては、合意形成を図りなが

ら、地区計画の活用などにより、絶対高さ制

限に関わりなく、地域独自のルールをつくる

こともできることになっています。 

6 規制値 文京区で絶対高さ制限を定める（第 2 次素

案）について、意見を受付けると聞きまして、

お願いしようと書きました。 

千石 2 丁目商店街のエリアが 24ｍとありま

したが、今も悪い影響を受けています。私の

家も古いのですが、角の○○○○○○○○○

が建ってから、風の強い日はもろに風当たり

が悪くなり、下見板がはがれ、全部張り替え

直しました。又、そばに８階のワンルームマ

ンションが出来たらどうなのかと心配して

おります。商店街といっても名ばかりで店は

絶対高さ制限については、不必要から厳しい

制限まで、幅広い意見が出される内容を含ん

でいると考えております。素案では、指定容

積率が活用できる高さを満たすことを条件

として、都市計画法で定められた容積率や建

ぺい率、用途地域等の客観的なデータを基に

して数値を算出しています。 

また、地域のまちづくりについては、合意形

成を図りながら、地区計画の活用などによ

り、絶対高さ制限に関わりなく、地域独自の

ルールをつくることもできることになって
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数店。住宅地化してます。そこに商業地の

24ｍのマンションが建つのは無理があるの

ではと思います。どうぞ、ご一考をお願いし

ます。 

います。 

7 規制値 ○○○○○○○○に 80 年以上住み続けてい

る者ですが、今回、高さ制限を定める第 2

次素案をみて 24ｍになっているのでビック

リしました。すぐとなりは 14ｍと 17ｍなの

になぜ２丁目のこの通りだけが 24ｍなので

すか？ 

昔は商店がいっぱいありましたが、今はほと

んどありません。２階建ての住居がほとんど

です。このとおりに現在８階建てのワンルー

ムマンションが建てられるかもしれないと

いう話があって環境悪化するのではないか

と心配です。小学校中学校も近くスクールゾ

ーン、通学路になっているのでもっと低くし

て下さい。お願い、お願い致します。静かに

暮らしたいのです。 

絶対高さ制限については、不必要から厳しい

制限まで、幅広い意見が出される内容を含ん

でいると考えております。素案では、指定容

積率が活用できる高さを満たすことを条件

として、都市計画法で定められた容積率や建

ぺい率、用途地域等の客観的なデータを基に

して数値を算出しています。 

また、地域のまちづくりについては、合意形

成を図りながら、地区計画の活用などによ

り、絶対高さ制限に関わりなく、地域独自の

ルールをつくることもできることになって

います。 

8 規制値 私は○○○○○に住んでいる者です。建物の

高さを定める法律を聞きました。 

私共の住んでいる地区が 24ｍというのを聴

いてなぜと思いました。ここが千石商店街と

あるけれど、店は数軒、商業地域としていず、

ゴースト住宅地になってます。24ｍの正午ゆ

地域でなく、一般住宅の高さ制限にして頂く

ようにお願いします。ここに 8階のマンショ

ン建設は無理があります。 

絶対高さ制限については、不必要から厳しい

制限まで、幅広い意見が出される内容を含ん

でいると考えております。素案では、指定容

積率が活用できる高さを満たすことを条件

として、都市計画法で定められた容積率や建

ぺい率、用途地域等の客観的なデータを基に

して数値を算出しています。 

また、地域のまちづくりについては、合意形

成を図りながら、地区計画の活用などによ

り、絶対高さ制限に関わりなく、地域独自の

ルールをつくることもできることになって

います。 

9 規制値 絶対高さ制限を定める高度地区（第 2 次素

案）に 24ｍとなっている○○○○○○○○

○に住んでいる者です。 

現在この通りでは 8階建て（22.5ｍ）ワンル

ームマンション建設されるという告知があ

り住民と紛争中であります。 

千石 2 丁目は近隣商業地域という指定をさ

れていますが、現状では商店も激減し、商業

地区とはほど遠い静かな住宅であり民家も

低層です。ワンルーム 8階建てが設立されて

絶対高さ制限については、不必要から厳しい

制限まで、幅広い意見が出される内容を含ん

でいると考えております。素案では、指定容

積率が活用できる高さを満たすことを条件

として、都市計画法で定められた容積率や建

ぺい率、用途地域等の客観的なデータを基に

して数値を算出しています。 

また、地域のまちづくりについては、合意形

成を図りながら、地区計画の活用などによ

り、絶対高さ制限に関わりなく、地域独自の
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しまうと、近隣の風害やワンルームによる環

境悪化ということとに非常に危惧を持って

います。この 24ｍのとなりは 14ｍと 17ｍに

なっていますので、同じような高さにして下

さい。お願いします。 

ルールをつくることもできることになって

います。 

10 規制値 （○○）○○○○○○○○○の○○について

反対をいたします今、○○○○○○○○○○

○の土地に 8 階建てワンルームマンション

を建てようとしている業者がいます。この土

地の周りは区道も狭く高齢者家族や老人ホ

ームもございます。せめて 5 階建てまでで、

ファミリータイプのマンション設計に変更

して頂きたくご検討下さいますようお願い

致します。 

絶対高さ制限については、不必要から厳しい

制限まで、幅広い意見が出される内容を含ん

でいると考えております。素案では、指定容

積率が活用できる高さを満たすことを条件

として、都市計画法で定められた容積率や建

ぺい率、用途地域等の客観的なデータを基に

して数値を算出しています。また、地域のま

ちづくりについては、合意形成を図りなが

ら、地区計画の活用などにより、絶対高さ制

限に関わりなく、地域独自のルールをつくる

こともできることになっています。 

11 規制値 文京区で絶対高さ制限を定める（第 2次素案

について意見を受付ていただけると聞きお

便りいたしました。 

私の住んでいる千石 2 丁目商店街付近のエ

リアが 24ｍとのっていましたが今でも悪い

影響を受けていますが・・・ 

今現在千石 2 丁目商店街は商店街ではなく

なりつつあります。近くには林町小学校のス

クールゾーンで使用されていて単なる住宅

街になっています。この通りに 24ｍのマン

ションを立てるのは原住民からすればそぐ

わないものです。なるべく建高を低くしてい

ただき一般普通住宅地の高さにしていただ

きたく思います。 

よろしくお願い致します。 

絶対高さ制限については、不必要から厳しい

制限まで、幅広い意見が出される内容を含ん

でいると考えております。素案では、指定容

積率が活用できる高さを満たすことを条件

として、都市計画法で定められた容積率や建

ぺい率、用途地域等の客観的なデータを基に

して数値を算出しています。 

また、地域のまちづくりについては、合意形

成を図りながら、地区計画の活用などによ

り、絶対高さ制限に関わりなく、地域独自の

ルールをつくることもできることになって

います。 

12 規制値 今、○○○○○○○○○○○（地番）の場所

に 8階建てワンルームマンション（多数）を

建てようとする業者がいます。 

ここは商店街の中央部にあたり高さ 22.82

ｍはあまりにも高すぎるのではと思います。

近隣は商店街および林町小学校のスクール

ゾーンになっています。又、住宅はむかしか

らの木造住宅がとても多く、このような高い

建物が建ってしまっては、本当にトラブルの

もとになると思います。 

普通住宅のエリアのとしての高さ制限にす

絶対高さ制限については、不必要から厳しい

制限まで、幅広い意見が出される内容を含ん

でいると考えております。素案では、指定容

積率が活用できる高さを満たすことを条件

として、都市計画法で定められた容積率や建

ぺい率、用途地域等の客観的なデータを基に

して数値を算出しています。 

また、地域のまちづくりについては、合意形

成を図りながら、地区計画の活用などによ

り、絶対高さ制限に関わりなく、地域独自の

ルールをつくることもできることになって
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べきだと思いましたのでお便り致します。 います。 

13 規制値 此の度○○○○○○○○○○○に（○）○○

○○○○○○という会社が 8 階建て（39 戸

（27 戸））ワンルームマンションを計画す

る説明会があり近隣住民は、道路幅は狭く、

通学路でもあり高齢者も多いので 6 階止ま

り 18ｍ位にする様要望しております。 

昔は商店街でありますが今では、何軒も残っ

ておりません。区役所の方々の御指導お願い

致します。 

話に聞きますと 24ｍ迄可能になりうる事で

すが本当でしょうか・・・ 

絶対高さ制限については、不必要から厳しい

制限まで、幅広い意見が出される内容を含ん

でいると考えております。素案では、指定容

積率が活用できる高さを満たすことを条件

として、都市計画法で定められた容積率や建

ぺい率、用途地域等の客観的なデータを基に

して数値を算出しています。 

また、地域のまちづくりについては、合意形

成を図りながら、地区計画の活用などによ

り、絶対高さ制限に関わりなく、地域独自の

ルールをつくることもできることになって

います。 

14 規制値 私共は文京区千石に 50 年位住んでいます。

建物の高さを定める法律を聞きました。地区

が 24ｍと聞きますが、ここがなぜ 24なので

すか。 

千石商店街にありますが現在ではゴースト

タウン化で商業地域として成り立っていま

せん。通学路でもあります。どうか一般住宅

の高さにして下さい。 

絶対高さ制限については、不必要から厳しい

制限まで、幅広い意見が出される内容を含ん

でいると考えております。素案では、指定容

積率が活用できる高さを満たすことを条件

として、都市計画法で定められた容積率や建

ぺい率、用途地域等の客観的なデータを基に

して数値を算出しています。 

また、地域のまちづくりについては、合意形

成を図りながら、地区計画の活用などによ

り、絶対高さ制限に関わりなく、地域独自の

ルールをつくることもできることになって

います。 

15 規制値 ○○○○○○○○○○○の○○について 8

階建ては地域の皆さんは絶対反対していま

す。せめて 6 階～5 階にして頂けたらと私も

地域の一員として切に願っております。8階

建てにしますと書ききれない程色んな問題

が生じてきます。それをわかって頂けるのは

皆様方だと思います。どうかよろしくお願い

致します。 

絶対高さ制限については、不必要から厳しい

制限まで、幅広い意見が出される内容を含ん

でいると考えております。素案では、指定容

積率が活用できる高さを満たすことを条件

として、都市計画法で定められた容積率や建

ぺい率、用途地域等の客観的なデータを基に

して数値を算出しています。また、地域のま

ちづくりについては、合意形成を図りなが

ら、地区計画の活用などにより、絶対高さ制

限に関わりなく、地域独自のルールをつくる

こともできることになっています。 

16 規制値 文京区千石 2 丁目を高さ制限区域に指定し

て下さい。 

千石 2丁目商店街は昔、にぎやかな商店が多

く活気ある通りでしたが今は数軒の店が

細々と営業している商業地域とは程遠い状

絶対高さ制限については、不必要から厳しい

制限まで、幅広い意見が出される内容を含ん

でいると考えております。素案では、指定容

積率が活用できる高さを満たすことを条件

として、都市計画法で定められた容積率や建
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況です。ここに高さ 22.82ｍ（内 27 戸がワ

ンルーム）の建築計画が持ち上がり住民の間

で大騒ぎになっています。 

（土地はたったの 521 ㎡に 8 階建ての事で

す）こんな住宅地の真ん中にワンルームマン

ション主体のビルが建っていいものでしょ

うか。 

是非共早急に現地をご覧の上高さ制限区域

を指定して下さい。 

ぺい率、用途地域等の客観的なデータを基に

して数値を算出しています。 

また、地域のまちづくりについては、合意形

成を図りながら、地区計画の活用などによ

り、絶対高さ制限に関わりなく、地域独自の

ルールをつくることもできることになって

います。 

17 規制値 絶対高さ制限を定める高度地区（第２次素

案）を拝見しました。 

２階、３階の家が並ぶ地区に、何故１４メー

トル以上の建築物が建つのか全く理解でき

ません。 

 

私は○○○○○に住んでおります。 

素案の上では（４）ですが、千石銀座と呼ば

れる道路は、現在ではお店も酒屋２軒、飲み

屋１件と商売しているのかどうか分からな

い小さい電気屋さん、そして、お蕎麦屋さん

のみで、銀座と呼ばれるような商店街ではあ

りません，それが、どうして高さ制限２４メ

ートルになるのでしょうか？ 

今では住宅街以外の何ものでもありません。 

２４メートルは極一部で、隣りは１４メート

ルと１７メートルです。１７メートルでも住

宅街では高いと思いますのに。 

高い建物を建て、昔から住んでいる住民の住

環境を悪くする権利は区役所には無いので

はないでしょうか？ 

この計画を早急に変更し、以前から区長初

め、皆さんが声高におっしやっている、住み

良い文京、の謳い文句が恥にならないよう、

一考をお願い致します。 

このままでは、住みにくい文京、になります。

そうならない為にも再考をお願い致します。 

絶対高さ制限については、不必要から厳しい

制限まで、幅広い意見が出される内容を含ん

でいると考えております。素案では、指定容

積率が活用できる高さを満たすことを条件

として、都市計画法で定められた容積率や建

ぺい率、用途地域等の客観的なデータを基に

して数値を算出しています。 

絶対高さ制限は、その高さまで建築物を誘導

するものではなく、まち並みから突出した建

築物の出現を防ぎ、秩序ある市街地の形成を

目指すものです。 

また、地域のまちづくりについては、合意形

成を図りながら、地区計画の活用などによ

り、絶対高さ制限に関わりなく、地域独自の

ルールをつくることもできることになって

います。 

18 規制値 千石 2丁目の「千石商店街通り」（近隣商業）

地域の高さ制限は、現在 24ｍとなっていま

すが実態にそぐわない規制値となっており

ますので 24ｍ→17ｍに変更していただきた

く、強く要望いたします。①「千石商店街通

絶対高さ制限については、不必要から厳しい

制限まで、幅広い意見が出される内容を含ん

でいると考えております。素案では、指定容

積率が活用できる高さを満たすことを条件

として、都市計画法で定められた容積率や建
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り」は、現在商店も数軒まばらにしか残って

いません。商店会組織も既に解散して実態が

ない事②地域指定の「近隣商業地域」とは程

遠い現状にあり、今では「住宅地」へと大き

く様変わりしている事以上の事から 24ｍ→

17ｍへの変更を要望します。 

ぺい率、用途地域等の客観的なデータを基に

して数値を算出しています。絶対高さ制限

は、その高さまで建築物を誘導するものでは

なく、まち並みから突出した建築物の出現を

防ぎ、秩序ある市街地の形成を目指すもので

す。また、地域のまちづくりについては、合

意形成を図りながら、地区計画の活用などに

より、絶対高さ制限に関わりなく、地域独自

のルールをつくることもできることになっ

ています。 

19 規制値 文京区千石 2 丁目の「千石商店街通り(近隣

商業)」地域の高さ制限は、現在 24m となっ

ていますが、次の①②から実態にそぐわない

規制値となっておりますので、24m→17m に

変更して頂きたく強く要望致します。 

①「千石商店街通り」とは名ばかりであり、

商店も数軒、まばらにしか残っておらず、商

店会組織も既に解散し実態がないこと 

②地域指定の「近隣商業地域」とは程遠い現

状にあり、今では「住宅地」へと大きく様変

わりしていること 

以上のことから、24m→17m への変更を要望

します。 

絶対高さ制限については、不必要から厳しい

制限まで、幅広い意見が出される内容を含ん

でいると考えております。素案では、指定容

積率が活用できる高さを満たすことを条件

として、都市計画法で定められた容積率や建

ぺい率、用途地域等の客観的なデータを基に

して数値を算出しています。 

絶対高さ制限は、その高さまで建築物を誘導

するものではなく、まち並みから突出した建

築物の出現を防ぎ、秩序ある市街地の形成を

目指すものです。 

また、地域のまちづくりについては、合意形

成を図りながら、地区計画の活用などによ

り、絶対高さ制限に関わりなく、地域独自の

ルールをつくることもできることになって

います。 

20 規制値 私どもは○○○○○○○○に住んでいます。 

今現在は千石 2 丁目商店街でなくなってい

ます。林町小学校のスクールゾーンで使用さ

れています。単なる住宅街ではなくなってい

ますので、この通りに 24m建物を建てるのは

現住民からそぐわないものです。一般住宅地

の高さにして欲しいと思います。 

絶対高さ制限については、不必要から厳しい

制限まで、幅広い意見が出される内容を含ん

でいると考えております。素案では、指定容

積率が活用できる高さを満たすことを条件

として、都市計画法で定められた容積率や建

ぺい率、用途地域等の客観的なデータを基に

して数値を算出しています。 

絶対高さ制限は、その高さまで建築物を誘導

するものではなく、まち並みから突出した建

築物の出現を防ぎ、秩序ある市街地の形成を

目指すものです。 

また、地域のまちづくりについては、合意形

成を図りながら、地区計画の活用などによ

り、絶対高さ制限に関わりなく、地域独自の

ルールをつくることもできることになって

います。 
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21 規制値 千石 2丁目の「千石商店街通り」地域の高さ

制限は 24mとなっています。現在「千石商店

街通り」は商店も数軒残っているだけで、実

際は住宅地となっています。商店会組合も解

散し実態がありません。周囲の調和から考え

ても 24m は高すぎます。現状から考えると

24m ではなく 17m への変更を強く要望しま

す。 

絶対高さ制限については、不必要から厳しい

制限まで、幅広い意見が出される内容を含ん

でいると考えております。素案では、指定容

積率が活用できる高さを満たすことを条件

として、都市計画法で定められた容積率や建

ぺい率、用途地域等の客観的なデータを基に

して数値を算出しています。 

絶対高さ制限は、その高さまで建築物を誘導

するものではなく、まち並みから突出した建

築物の出現を防ぎ、秩序ある市街地の形成を

目指すものです。 

また、地域のまちづくりについては、合意形

成を図りながら、地区計画の活用などによ

り、絶対高さ制限に関わりなく、地域独自の

ルールをつくることもできることになって

います。 

22 規制値 先日、文京区の「絶対高さ制限を定める高度

地区」を聞きお便りします。私どもは、○○

○○○○○○に住んでいます。木造戸建で

す。素案地図では 24mの高さになっています

が、反対です。この地区は、昔は林町商店街

でありましたが、現在では商店は３～４店舗

しかなく商店街を成していません。静かな住

宅地となっています。そこに 24mのビルを建

てられれば環境が一変し、またコミュニティ

ーが崩壊するのが目に見えています。せめて

14mを希望します。 

絶対高さ制限については、不必要から厳しい

制限まで、幅広い意見が出される内容を含ん

でいると考えております。素案では、指定容

積率が活用できる高さを満たすことを条件

として、都市計画法で定められた容積率や建

ぺい率、用途地域等の客観的なデータを基に

して数値を算出しています。絶対高さ制限

は、その高さまで建築物を誘導するものでは

なく、まち並みから突出した建築物の出現を

防ぎ、秩序ある市街地の形成を目指すもので

す。また、地域のまちづくりについては、合

意形成を図りながら、地区計画の活用などに

より、絶対高さ制限に関わりなく、地域独自

のルールをつくることもできることになっ

ています。 

23 規制値 私は○○○○○○○○に 66 年間住んでいま

す。 

建物の高さを定める法律を聞きました。私ど

もの住んでいる地区が 24mとありましたが、

ここがなぜ 24m なのか疑問を感じる程です。 

以前はここに林商店街がありましたが、現在

はゴーストタウン化し、４～５店舗しかな

く、商店街を成していません。道幅も狭く、

24m の建物を建てられると環境が一変して

しまいます。一般住宅の高さ制限にして頂き

たくお願い致します。 

絶対高さ制限については、不必要から厳しい

制限まで、幅広い意見が出される内容を含ん

でいると考えております。素案では、指定容

積率が活用できる高さを満たすことを条件

として、都市計画法で定められた容積率や建

ぺい率、用途地域等の客観的なデータを基に

して数値を算出しています。 

絶対高さ制限は、その高さまで建築物を誘導

するものではなく、まち並みから突出した建

築物の出現を防ぎ、秩序ある市街地の形成を

目指すものです。 
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また、地域のまちづくりについては、合意形

成を図りながら、地区計画の活用などによ

り、絶対高さ制限に関わりなく、地域独自の

ルールをつくることもできることになって

います。 

24 規制値 私どもは○○○○○○○○に住んでいます。

建物の高さを定める法律を聞きました。 

私どもの住んできる地区が 24m とありまし

たが、ここがなぜ 24mなのか疑問を感じる程

でした。ここに千石商店街とあるが、現在は

ゴーストタウン化していて商業地域として

成立していません。ゴースト住宅になってい

ます。24mの商業意見がないので、一般住宅

の高さ制限にして頂きますようお願い致し

ます。 

絶対高さ制限については、不必要から厳しい

制限まで、幅広い意見が出される内容を含ん

でいると考えております。素案では、指定容

積率が活用できる高さを満たすことを条件

として、都市計画法で定められた容積率や建

ぺい率、用途地域等の客観的なデータを基に

して数値を算出しています。 

絶対高さ制限は、その高さまで建築物を誘導

するものではなく、まち並みから突出した建

築物の出現を防ぎ、秩序ある市街地の形成を

目指すものです。 

また、地域のまちづくりについては、合意形

成を図りながら、地区計画の活用などによ

り、絶対高さ制限に関わりなく、地域独自の

ルールをつくることもできることになって

います。 

25 規制値 文京区千石 2 丁目を高さ制限地域(第二次素

案)に指定して下さい。 

○○○○○の土地 521m2 に 8 階建、高さ

22.82m、39 戸の住宅戸(内 27 戸がワンルー

ム)の建築計画があります。この土地の近隣

は道幅も狭く、高齢者家族が多く住み、区立、

十中、林町小の通学路でもあります。その為、

日照・風害・ゴミ害等心配事が山積していま

す。建てさせないとは言いません。せめて 5

階建、ファミリータイプの住戸主体のマンシ

ョンを望みます。(ワンルームは絶対に反対

です。) 

5 月には確認申請を提出するつもりのよう

です。早速ご検討の程お願い致します。 

絶対高さ制限については、不必要から厳しい

制限まで、幅広い意見が出される内容を含ん

でいると考えております。素案では、指定容

積率が活用できる高さを満たすことを条件

として、都市計画法で定められた容積率や建

ぺい率、用途地域等の客観的なデータを基に

して数値を算出しています。 

絶対高さ制限は、その高さまで建築物を誘導

するものではなく、まち並みから突出した建

築物の出現を防ぎ、秩序ある市街地の形成を

目指すものです。 

また、地域のまちづくりについては、合意形

成を図りながら、地区計画の活用などによ

り、絶対高さ制限に関わりなく、地域独自の

ルールをつくることもできることになって

います。 

26 規制値 「絶対高さ宣言を定める(案)」についてお便

りします。○○○○○○○○に住んでいる者

ですが、原案で 24m になっていますが、14

～17m に改正してくださる様お願い致しま

す。理由①千石 2丁目商店街通りが 24mにな

絶対高さ制限については、不必要から厳しい

制限まで、幅広い意見が出される内容を含ん

でいると考えております。素案では、指定容

積率が活用できる高さを満たすことを条件

として、都市計画法で定められた容積率や建
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っているが、現在店舗は２～３軒で、商業エ

リアとして成立していない。理由②この道路

は狭く、車道は 1.69～2.5m しかなく、消防

自動車等通り抜けできない道幅であること。

理由③シャッターストリートで一般住宅化

となっている。理由④商業地区として高いビ

ルを許可する意見がない。理由⑤防火壁ビル

としても、商店街(全長約 200m)だけ 24m は

意見がない。理由⑥24mのビルを建てても、

1F に店舗を入れることがない。単なる住宅

ビル(マンション)になり商業エリアでなく

なる。確実に商店街の衰退で一般住宅化。理

由⑦実際、このエリアがこの高さ(24m)が必

要かを調査してほしい。理由⑧高いビルが建

つことによる日照、風害当のトラブルが発生

すること。理由⑨ビルの多くが投資型マンシ

ョンで本人が住まず、地元の公共の福祉・環

境に寄与しない。以上のことが挙げられるか

ら。 

ぺい率、用途地域等の客観的なデータを基に

して数値を算出しています。絶対高さ制限

は、その高さまで建築物を誘導するものでは

なく、まち並みから突出した建築物の出現を

防ぎ、秩序ある市街地の形成を目指すもので

す。また、地域のまちづくりについては、合

意形成を図りながら、地区計画の活用などに

より、絶対高さ制限に関わりなく、地域独自

のルールをつくることもできることになっ

ています。 

27 規制値 私どもは○○○○○に住んでおります。この

地区は元林町商店街ですが、現在は商店は５

軒程度です。 

林町小学校、保育園、グルームホームがあり

通学路です。この土地に 24m のビルを建てる

と言って来ました。せめて 14mくらいのビル

を希望します。 

絶対高さ制限については、不必要から厳しい

制限まで、幅広い意見が出される内容を含ん

でいると考えております。素案では、指定容

積率が活用できる高さを満たすことを条件

として、都市計画法で定められた容積率や建

ぺい率、用途地域等の客観的なデータを基に

して数値を算出しています。 

絶対高さ制限は、その高さまで建築物を誘導

するものではなく、まち並みから突出した建

築物の出現を防ぎ、秩序ある市街地の形成を

目指すものです。 

また、地域のまちづくりについては、合意形

成を図りながら、地区計画の活用などによ

り、絶対高さ制限に関わりなく、地域独自の

ルールをつくることもできることになって

います。 

28 規制値 千石 2丁目の「千石商店街通り(近隣商業)」

地域の高さ制限は、現在 24m となっています

が、実態にそぐわない規制値となっておりま

すので、24m→17m に変更して頂きたく、強

く要望致します。 

①「千石商店街通り｣は、現在商店も軒数ま

ばらにしか残っていません。商店会組織も既

絶対高さ制限については、不必要から厳しい

制限まで、幅広い意見が出される内容を含ん

でいると考えております。素案では、指定容

積率が活用できる高さを満たすことを条件

として、都市計画法で定められた容積率や建

ぺい率、用途地域等の客観的なデータを基に

して数値を算出しています。 
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に解散して実態がないこと 

②地域指定の「近隣商業地域」とは程遠い現

状にあり、今では「住宅地」へと大きく様変

わりしていること 

以上のことから、24m→17m への変更を要望

します。 

絶対高さ制限は、その高さまで建築物を誘導

するものではなく、まち並みから突出した建

築物の出現を防ぎ、秩序ある市街地の形成を

目指すものです。 

また、地域のまちづくりについては、合意形

成を図りながら、地区計画の活用などによ

り、絶対高さ制限に関わりなく、地域独自の

ルールをつくることもできることになって

います。 

29 規制値 私どもは○○○○○○○○に住んでいます。

今現在は千石 2 丁目商店街でなくなってい

ます。林町小学校のスクールゾーンで使用さ

れています。単なる住宅街でなくなっていま

すので、この辺りに 24mの建物を建てるのは

現住民からそぐわないものです。一般普通住

宅地の高さにして欲しいと思います。 

絶対高さ制限については、不必要から厳しい

制限まで、幅広い意見が出される内容を含ん

でいると考えております。素案では、指定容

積率が活用できる高さを満たすことを条件

として、都市計画法で定められた容積率や建

ぺい率、用途地域等の客観的なデータを基に

して数値を算出しています。絶対高さ制限

は、その高さまで建築物を誘導するものでは

なく、まち並みから突出した建築物の出現を

防ぎ、秩序ある市街地の形成を目指すもので

す。また、地域のまちづくりについては、合

意形成を図りながら、地区計画の活用などに

より、絶対高さ制限に関わりなく、地域独自

のルールをつくることもできることになっ

ています。 

30 規制値 高さ制限は今よりずっと低くして下さい。 絶対高さ制限については、不必要から厳しい

制限まで、幅広い意見が出される内容を含ん

でいると考えております。素案では、指定容

積率が活用できる高さを満たすことを条件

として、都市計画法で定められた容積率や建

ぺい率、用途地域等の客観的なデータを基に

して数値を算出しています。 

絶対高さ制限は、その高さまで建築物を誘導

するものではなく、まち並みから突出した建

築物の出現を防ぎ、秩序ある市街地の形成を

目指すものです。 

また、地域のまちづくりについては、合意形

成を図りながら、地区計画の活用などによ

り、絶対高さ制限に関わりなく、地域独自の

ルールをつくることもできることになって

います。 

規制方針 「文の都」文京がコンクリートジャングル化

しては困ります。私どもが住み続けられる街

平成２３年３月に改正した都市マスタープ

ランの目標は、「安全で快適な魅力あふれる
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は、少なくとも憲法 25 条にかなった健康で

文化的な生活が出来る事が重要です。25 坪

の宅地に 15 坪くらいの 2 階建住居に家庭菜

園もほしいと思います。屋根には太陽光発電

も付けたいので日照権は大事です。○○は○

○○過密に困っています。過密都市○○○○

○を憲法にかなった暮らしよい街にするこ

とは政○○と○○の大きな責任です。このま

まで直下型地震がきたら文京はガソリン等

のため火の海となりそうです。 

まちづくり」です。今後とも、この目標に向

かってまちづくりを進めてまいります。 

31 既存不適

格特例 

私は、このたび 昭和４４年に建設された共

同住宅（○○○○○○○）の建て替え計画の

検討を依頼され、現行法に適合する建物を計

画設計し現況建物との比較を行いましたと

ころ、地下室を作らないかぎり面積約３０パ

ーセント減という結果を得ました。今回の高

度地区制定に関する基準の既存不適格建築

物の建て替えの特例においても「１回の建て

替えに限り絶対高さ制限は適用しない」とあ

りますが、日影規制を受けるとなると居住空

間としての現状床面積の確保は不可能であ

ります。建て替え計画は非常に難しいという

ことは感覚的に感じてはいましたが数値と

して明らかにしたことにより、改めてその困

難さが一層明らかになりました。今正に、防

災都市建設が叫ばれいろいろな施策のもと

奨励策が講じられていますが、現実問題とし

てこれではマンションの建て替え等、進むべ

くもなく、都市に危険な建物が益々取り残さ

れていくことになります。建物はやはり安全

を第一義としなければならないと思います。

我々はもう少し都市に住む覚悟が必要なの

ではないでしようか、つくづく日影規制と言

う法律を作ってしまったことは過ちだった

のではないかと思います。今日現在、経済の

原則として与えられた容積面積を確保せん

がために、アクロバットな構造の建物がこの

都市に増え続けています。これなどは日影規

制という「法律」が建物の構造を危険な側に

おいやった結果といわざるを得ません。私

は，建築基準法第五十六条の二、「日影規制」

を見直すべきと強く訴えます。次に、もう―

絶対高さ制限については、不必要から厳しい

制限まで、幅広い意見が出される内容を含ん

でいると考えております。このため、素案に

ついては、すでに指定されている容積率など

の数値を使いながら絶対高さを算出し、客観

的な説明に努めているところです。また、既

存不適格の建て替えの特例については、新た

な規制が、生活や仕事の場を直ちに奪うこと

につながるのは、適切ではないと判断しまし

た。なお、今回の素案は絶対高さ制限につい

てのものであり、日影規制等の改正やマンシ

ョンの問題については、別途対応すべきもの

と考えております。 
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つ建築基準法第三条３項「既存不適格建築

物」に対する規制を見直すべきだと思いま

す，なぜならば、過去のある時期の経済活動

の結果として，当時としては適法に建てられ

た建物であり、直接又間接に納税も行われ

た、個人が獲得した都市の空間であり，登記

も為された完璧な個人の私有財産でありま

す。それをその後に作られた法律や条例等の

規制によって減ずることは、民法第一条に云

う 「私権ハ公共ノ福祉二沿ウ」の下と誰も、

個人の尊厳を奪うことに等しく、憲法二十九

条 「財産権」の侵害に当たるのではないか

と思います。建築基準法第三条３項の見直し

を行い、少なくとも現在所有している面積の

確保は保証されなければならないのではな

いかと考えます。この度，前述したこの事例

に接し建築設計に携わる者の一人として。こ

れは問題提起しなければならないと強く感

じた次第であります。 

32 意見集

約・周知 

区長の特例といっても、私のような眼の不自

由な高齢者は、意見書が現実に書けません。

文書を書けない目の不自由な方の意見も録

音によって、取り入れてください。本郷２丁

目界隈で実際に何通意見を出されたかも公

開してください。町会の掲示板にありました

が｡｡｡。説明会すらありません。住民の生の

声を平等に聞いた証拠がないのです。それが

ないのだから、一方的な区長のこの特例は認

めらません。特例が適用されれば、私ら区民

の住環境がどのようになるのか？基準とい

ってもいくらでも建基法で逃げられてしま

うのではないかと思います。理解すらできま

せんから納得しません。再考を求めます。 

今後もできる限り多くの区民の方からのご

意見を頂けるよう、周知徹底に努めてまいり

ます。なお、今回のパブリックコメントにお

いて本郷 2 丁目より頂いた意見は 2 通でし

た。 

33 大規模 

特例 

環境や周囲に一定の配慮がなされているも

のは、注文者が建てるための美辞麗句である

ことを私は散々主張してきた。 

例：公開空地、公開緑道など、主として公益

を擬製するもの。 

 

商業地域における、現在絶対高さ制限がない

地域であり、日影規制がない高度地区の第二

次素案説明会での高さ制限の根拠があいま

文京区には教育施設・医療機関が多く立地

し、文京区の魅力の一つと考えています。 

教育施設・医療機関については、階段型の教

室・講堂や手術室など高い階高が必要とさ

れ、また敷地内には複数の施設が立地し、広

場や通路などの確保により建ぺい率が通常

の建築計画よりも低くなる傾向にあります。

これらの特殊性に考慮し、教育施設・医療機

関については、特例を設定しています。 
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いであり、未決定である。 

この絶対高さ制限が決まらないのに、既に説

明会では、低くしろと紛糾した事実から、当

該文京区本郷 2 丁目における、○○○の○○

○○は、東京都総合設計制度と区長の許可と

二重の許可を得て、事実上高さ制限が無意味

になる。 

10,000m2 未満の総合設計制度が文京区にお

いて、特例許可を得るならば、第一種住専と

大通りに面する斜線制限なし、商業地域の際

では、特に日影、交通問題などの紛争が増加

する。 

 

現実に紛争が起き、陳情すら出されているの

を考えていないから、その配慮は欺瞞である

のは不変である。 

 

よって、教育機関(専門学校、○○○○、○

○○○○○○○○○○○○○などのいわゆ

る専修学校などをも含む）、学校法人、病院

の特例適用は、絶対高さ制限を定める適用除

外になるために、画餅に帰すために、断固反

対する。 

 

紛争を連鎖的に区内に増加するために、一定

の配慮がどのように平等に周知し、合意形成

を得ていくかが問題になる。町会などを利用

せず、住民投票によって決めるべきではない

か？ 

 

したがって、成澤区長の独断で、教育機関、

医療機関の特例について素案そのものの棄

却を求め、通常の建築計画に違反さえ合法だ

と言い張る○○○○○などの建築計画に適

用する基準をより厳しくし、容積、高さなど

の緩和などは認められない。言語道断であ

る。 

 

施設の独善的利得のための特殊性には多大

の環境破壊を伴う事実(土壌汚染人為由来放

置)紛争がある。 
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成澤区長が自ら一定の範囲で緩和するなど

という弁明は、その範囲の根拠とかかる影響

が曖昧なままである。区民が定めた高さの具

体的範囲内を厳守するように強く求める。 

その他 文京区都市マスタープランを棄却するよう

強く求める。何度も言うが、文京区の魅力の

要素の功罪により、住民紛争は増加する。病

院の発展は地域の発展ではない。 

 

独善的な思い込みに過ぎない。地元の誰が都

市マスについて、過去に具体的にどのように

意見を文書でだしたか証拠があるならば公

開せねばならない。 

練り直しを求める。区の広報体制が、4 者会

ごときの町会連合代表に依存していたため

に、本当に町の住民の区民全員意見が反映し

ている根拠、議事録がない。文書をかけない

目の不自由な方の意見も録音によって取り

入れるべきである。それが住民の生の声を平

等に聞いた証拠になる。それがないのだか

ら、この特例は認められない。区長と○○○

○○が数年前から勝手に話し合い、既成事実

として区民に事後承諾を脅迫した。 

 

成澤区長の政治の原点は、地上げへの反発で

あると公開されている。 

 

建物が倒壊、崩壊したら、区の責任ではなく、

所有者の責任になると中村賢司課長は言辞

したことを申し添えます。 

都市マスタープランは、平成 21・22 年度の

2 ヵ年に渡り、都市計画審議会において検討

を行い平成 23年 3 月に改定しました。 

都市マスタープランは、20 年後の文京区の

ビジョンを示す重要なプランであり、充分議

論がされた上での改定と考えているため変

更等の予定はありません。 

34 大規模 

特例 

大規模敷地の特例の外壁後退について、これ

は妥当な基準です。 

30m 未満の建物でも 4m、100m 以上の建物な

ら 10m以上のセットバックは必要であり、こ

れはいかなる場合も適用除外にせず、絶対高

さにたいする絶対必要後退として、都市核に

も総合設計にも地区計画にも区長特別許可

にも適用して頂きたい 

外壁後退距離の基準は、大規模敷地における

特例（教育施設・医療機関も含む）において

適用されるものであるため、絶対高さ制限の

対象外である都市核の区域やその他の特例

には適用されません。 

公益上 

特例 

「区長の許可による特例」について、対象と

なる建築物に広場、駐輪場、駐車場とあるが、

広場はともかく、駐車場・駐輪場は高さ制限

公共的な駐車場・駐輪場であり、公共の福祉

の向上につながる整備については、特例の適

用を考えています。設備の安全性について
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の特例となる建築物の例示として適切でな

いのみならず、周囲への悪影響、被害も予想

されるので、削除して頂きたい。最近、自走

式駐車場での転落事故、機械式駐車場でも事

故が増えていて、高層化すると危険であるば

かりでなく、町の景観や佇まいを悪化させ

る。 

は、別途検討するものと考えています。 

特例 

(全般) 

大規模敷地に限らず特例を適用する際、隣地

との高低差がある場合の地盤面を最も低い

ところに設定するべき 

建築物の高さは建築基準法に規定された高

さになります。急な斜面などで高低差が 3m

を超える場合は、斜面地の高さ 3m ごとに平

均地盤面を設定し、それぞれの平均地盤面か

ら建築物の各部分の高さを測定することに

なります。その高さを絶対高さ制限の規制値

内におさめる必要があります。 

35 特例(全

般) 

特例の適用が(1)～(5)まで設定されている

が、特例とは例外であって、項目が多すぎる。

制限を定める基本的視点が、おまかせ、青天

井になっているように思える。全体を高きに

誘導することになるもので、厳しく限定する

べきです。 

既存不適格建築物の特例は、新たな規制が生

活や仕事の場を直ちに奪うことにつながる

のは適切ではないと判断しました。地区計画

の特例は、地区で合意が図られた街並みルー

ルが作れるのであれば、地区計画の内容を優

先すべきとして特例を設定しています。総合

設計や大規模敷地の特例については、敷地規

模が大きいことから、周辺市街地との調和を

図りながら、建築計画を作成することが可能

になると想定し、設定しております。区長の

特例は、公共の福祉の向上を目的とした計画

や現在想定されない場合に対応するための

特例として設定します。 

規制値 千石 1･2 丁目で変更があったが、なぜ 24m

ゾーンが入り込んで残っているのか、千石 2

丁目 30-6 に文化庁の指定する登録有形文化

財(建物)があるが、文京区は「歴史あるまち

の記憶を呼び起こす風景を大切にする」こと

を景観形成の基本で定めていることからも、

建物とともに、全域全体の空間を大切にする

思想が「絶対高さ制限を定める高度地区の指

定」のなかに活かされなければならない「①」

の区域と同様、14m に引き下げることを求め

る。普通の風が吹き過ぎる街を基本にすべき

である。 

絶対高さ制限については、不必要から厳しい

制限まで、幅広い意見が出される内容を含ん

でいると考えております。素案では、指定容

積率が活用できる高さを満たすことを条件

として、都市計画法で定められた容積率や建

ぺい率、用途地域等の客観的なデータを基に

して数値を算出しています。 

また、地域のまちづくりについては、合意形

成を図りながら、地区計画の活用などによ

り、絶対高さ制限に関わりなく、地域独自の

ルールをつくることもできることになって

います。 

36 規制値 現在本郷○○○前に建設中の 14m 建てのマ

ンションには非常な威圧感を感じます。街並

み景観も異様となり(ビル風も心配)住みづ

絶対高さ制限については、不必要から厳しい

制限まで、幅広い意見が出される内容を含ん

でいると考えております。素案では、指定容
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らい環境になります。当地域も 17m 以下の西

片なみの高さ制限にして頂きたい。 

積率が活用できる高さを満たすことを条件

として、都市計画法で定められた容積率や建

ぺい率、用途地域等の客観的なデータを基に

して数値を算出しています。 

また、地域のまちづくりについては、合意形

成を図りながら、地区計画の活用などによ

り、絶対高さ制限に関わりなく、地域独自の

ルールをつくることもできることになって

います。 

37 規制値 私はこの地域に生まれ育ち、千石 1丁目に住

む 84 歳の男性です。 

幼き頃の道、長屋の建物、私を取り巻く環境

はこの数年の間にすっかり変わりました。も

うこれ以上変えて欲しくありません。 

第 2次素案によると、千石 2-85-区域は高さ

規制値が 24mとなっております。24m案には

賛成できません。絶対反対です。高さ 24m

案は将来際限なく規制値は大きくなるでし

ょう。静かな町は破壊されてしまいます。 

絶対高さ制限については、不必要から厳しい

制限まで、幅広い意見が出される内容を含ん

でいると考えております。素案では、指定容

積率が活用できる高さを満たすことを条件

として、都市計画法で定められた容積率や建

ぺい率、用途地域等の客観的なデータを基に

して数値を算出しています。 

また、地域のまちづくりについては、合意形

成を図りながら、地区計画の活用などによ

り、絶対高さ制限に関わりなく、地域独自の

ルールをつくることもできることになって

います。 

38 特例(全

般) 

このたびの高度地区改正案では全体的に建

物高さの基準が厳しくなっているものの、公

益性や地区の特性等に応じたきめ細かい特

例措置が用意されていることについて、賛成

の意を表します。・特例の認定等の種類にお

いて、地区の特性を考慮していることについ

て特例の認定等の種類において、今回意見を

募集している 3 つの特例のほか、地区計画等

の特例も盛り込まれており、地区特性を考慮

した良好な環境形成、景観形成に関する高さ

制限が定められた場合に対応していること

について、賛同いたします。・大規模敷地の

特例について教育施設、医療施設について

は、都市マスタープランにおいて、文京区の

魅力の要素としてあげており、大規模敷地の

特例の認定においても、これらに配慮するこ

とについて賛同いたします。・区長の許可に

よる特例について「公益上やむを得ないと認

め、周辺状況等により環境上支障がないと認

め、又は土地利用上支障がないと認められる

建築物」の例示として、学校、病院その他公

特例は、既存不適格の特例や大規模敷地の特

例など 5 種類設定おり、一定の基準等への適

合や都市計画審議会の同意等が必要となり

ます。 
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共の用に供する建築物の建替えがしめされ

ており、公益性の高い建物用途及び敷地の固

有の特性を考慮した運用が可能となってい

ることについて賛同いたします。 

39 ｽｹｼﾞｭｰﾙ ・都市計画決定を急いでください。 

都市計画決定の時期を示して頂きたいです。

早急に絶対高さ制限の都市計画決定をお願

いします。駆け込み建設を防ぐためにも急い

でいただきたいと思います。 

説明会やはがきなどでいただいたご意見を

踏まえ、第三次素案の検討を進めておりま

す。第三次素案についても、これまで同様に

説明会や区報特集号、個別説明会等により広

く周知し、丁寧に進めてまいります。 

その他 ・景観計画および緑化計画との連動について 

文京区は景観行政団体への移行手続きを進

めており、絶対高さ制限の議論は景観計画や

緑化計画と連動しているべきと考えます。神

社・仏閣や史跡など歴史・文化の集積が高い

地域に高い建築物は相応しくありません。高

さ制限の特例認定を申請する建築計画を景

観事前協議の対象に加えてください。 

平成 23 年 3 月に改定した都市マスタープラ

ンの目標は、「安全で快適な魅力あふれるま

ちづくり」としております。その目標を達成

するための個別計画として、景観計画や緑の

基本計画などがあり、それらの連携を図りな

がら、まちづくりを進めることが効果的と考

えております。今後ともこの目標に向かって

まちづくりを進めてまいります。 

規制方針 ・紛争予防について 

高さ制限の特例適用の建築計画の周知およ

び紛争予防のため、認定申請前に説明会開催

を義務付けるように文京区紛争予防条例と

規則を改正していただきたいです。さらに、

大規模敷地等の面積基準が 3,000m2 以上と

なっているのは 3,000m2 以上の敷地に文京

区要綱による事前協議が求められているか

らとのことですが、この文京区要綱を都市計

画法に基づく条例に格上げすることをお願

い致します。 

今回の素案は絶対高さ制限についてのもの

であり、紛争予防条例及び要綱の扱いについ

ては、別途対応すべきものと考えています。 

40 意見集

約・周知 

①絶対高さ制限を定める高度地区の第二次

素案の説明会に参加したものです。絶対高さ

そのものに賛否両論あり、文京区の地形状の

特性を考慮し、より小さい地域ごとに高さ制

限の妥当性を地域住民とともに検討すべき

です。より時間をかけて規制値を検討すべき

であり、特例についてはなおさら検討を慎重

に行うべきです。今回の高度地区及び特例の

検討を広く区民に問いかけ、町会単位ごと等

の説明会を開催し、立体的視覚的に将来の街

並みを説明するなどの工夫を行うべきです。 

絶対高さ制限については、不必要から厳しい

制限まで、幅広い意見が出される内容を含ん

でいると考えております。より多くの区民の

方からのご意見を伺うため、説明会とは別に

一定の人数のまとまりがあって、説明の要請

があれば、区が説明にお伺いすることとして

います。 

その他 ②私は高さ制限高度地区の説明会に出席し

ましたが、１次、２次の素案説明会いずれで

今回の素案は絶対高さ制限についてのもの

であり、日照や風害対策については、別途対
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も、特例の箇所をしめしてビル風(日影)の発

生への懸念が主張されていました。２次素案

説明会では、たとえば千駄木 2-○○と○○

の間の道では強風が吹くとの具体的な指摘

があったと思います。この指摘は、両側が大

型のマンションに挟まれた箇所であり、住民

の指摘は検証に値すると思います。今後の高

さと風の関係は実際、建設して見なければわ

からないわけじゃなく、現状からもある程度

の推測は可能であり、実態について具体的に

指摘された以上、風の実態に思いをはせるこ

とも必要ではないかと思います。区の担当部

署では、この時点の風をこの間体験しに行か

れたでしょうか？こうした質問をしたくな

るほど、今回の高度地区と特例は、景観、風、

日照と不可分な関係であるにもかかわらず、

具体的・体験的検証が必要です。さらには町

づくり、文化的特性、今後の人口動態や区税

収入、公共インフラ整備の必要性と密接不可

分に関連しており、こうした多角的な検証は

とりわけ「特例」については必要です。賛否

両論に耳を傾け決して拙速な決定はすべき

ではありません。 

 

説明会で指摘のあった風、日照の地点に当該

の現象を区職員が行っているかどうかが区

民意見を反映した素案になっているかどう

かの試金石です。指摘された箇所の風の強さ

や日影の冷たさを体感せずに素案を作ろう

というのであれば町づくり・建築に関与する

資格自体が問われることになるということ

を指摘しておきます。とりわけ区在住者でな

い職員が風も日影も体験していないという

のであればなおさらのことです。 

応すべきものと考えています。 

41 規制値 既存不適格建築物であり、都市計画でありな

がら、なぜ緩和することばかりにこだわるの

か？「現に存する建物または工事中の建物で

既存不適格建築物になるものについては、一

回の建替えに限り絶対高さ制限は適応しな

い」だって？だから、悪質な業者ほど駆け込

み建築をする。周辺住民を無視して、大急ぎ

絶対高さ制限については、不必要から厳しい

制限まで、幅広い意見が出される内容を含ん

でいると考えております。第 2次素案では、

建物の階数状況や基盤整備状況、頂いたご意

見などをもとに、地域の現状に見合った高さ

となるよう一部区域について制限値の見直

しを行いました。また、地域のまちづくりに
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で着工する。なぜ誘導すべき方向と逆行する

ことを許すのか。それでなんらかの被害を被

っている側は、そのままで放っておくという

ことか？さらに放置するということか？あ

なたたちは誰のための町づくりをしている

のか？区民の訴えはなぜ反映させないの

か？一番重要なことはそこに住まう人々の

暮らしなのです。そこに住まう人々が 35m

ではなく、32mにしてほしいと言っているの

をなぜ無視するのか？文化財庭園国指定特

別名勝六義園の景観保全対象地域がなぜ典

型的商業地区(32m)より高く(35m)に設定さ

れなければならないのか？なにが根拠なの

か？断固反対する。工事中なら上層階の工事

を打ち切らせればいいのです。そうでもしな

ければ、町づくりを無視し利益のみにこだわ

る業者を町づくりに協力させる手立てはな

い。 

ついては、合意形成を図りながら、地区計画

の活用などにより、絶対高さ制限に関わりな

く、地域独自のルールをつくることもできる

ことになっています。なお、六義園周辺の幹

線道路沿道の商業地域については、今回の素

案における他の商業地域にはない、厳しい条

件を継続することから、現状のままといたし

ます。 

42 その他 ・絶対高さ規制の具体的な細部に対して意見

を述べるというよりは、今後の運用に際して

意見とするのが重要である。具体的には建築

設計の立場からの意見、例えば区と連帯し、

運用面で○○○○○(○○○、○○○○○○

○)などの意見を取り入れられるような体制

づくりができないだろうか。 

具体的な運用については、今後の検討とさせ

ていただいています。頂いたご意見は参考と

させていただいています。 

規制方針 ・絶対高さ規制によってどのような街並みが形

成されるのか、検証する必要があるのではな

いか。 

→絶対高さ規制と街並み誘導型地区計画など

を絡めた地区計画を作成する 

→建築士の協力のもと、ある地区で実際に設

計をし街並みのシュミレーションを行う。 

素案では、指定容積率が活用できる高さを満

たすことを条件として、都市計画法で定めら

れた容積率や建ぺい率、用途地域等の客観的

なデータを基にして数値を算出しています。

この制限値は、その高さまで全域を誘導し街

並みを形成するという意図ではなく、敷地条

件によって高く建てられる場合においても、

この高さ以下に抑えることで突出した建築

物の出現を防ぐというものです。 

その他 ・絶対高さの導入により整った街並みが形成さ

れるのでいまよりも良くなるのでは。 

現行規制では、周辺市街地から過度に高さが

突出した建築物の出現を防ぐことはできず、

それによって住環境や景観の保全などをめ

ぐり、近隣住民との間で建築紛争が生じたケ

ースもあります。 

素案では、指定容積率が活用できる高さを満

たすことを条件として、都市計画法で定めら
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れた容積率や建ぺい率、用途地域等の客観的

なデータを基にして数値を算出しています。

この制限値は、その高さまで全域を誘導する

という意図ではなく、敷地条件によって高く

建てられる場合においても、この高さ以下に

抑えることで突出した建築物の出現を防ぐ

というものです。 

規制方針 ・細かく地区を規定しすぎではないか。運用面

での混乱や街並み形成に帰って不利に働くの

ではないか。 

素案では、指定容積率が活用できる高さを満

たすことを条件として、都市計画法で定めら

れた容積率や建ぺい率、用途地域等の客観的

なデータを基にして数値を算出しています。

この制限値は、その高さまで全域を誘導し街

並みを形成するという意図ではなく、敷地条

件によって高く建てられる場合においても、

この高さ以下に抑えることで突出した建築

物の出現を防ぐというものです。 

規制方針 ・今回の文京区の絶対高さ規制は都市計画で

の容積率を現況追認的に制度化したもので複

雑で分かりづらい。またどれだけの効果がある

かも不明である。 

素案では、指定容積率が活用できる高さを満

たすことを条件として、都市計画法で定めら

れた容積率や建ぺい率、用途地域等の客観的

なデータを基にして数値を算出しています。

この制限値は、その高さまで全域を誘導し街

並みを形成するという意図ではなく、敷地条

件によって高く建てられる場合においても、

この高さ以下に抑えることで突出した建築

物の出現を防ぐというものです。 

特例 

(全般) 

・景観の問題から特例の適用について見直す

べきではないか。特に総合設計や大規模敷地

での緩和は問題である。 

許容される建物の高さは、容積率や地域特性

に応じて変わるものと考えております。 

総合設計や大規模敷地の特例については、敷

地規模が大きいことから、周辺市街地との調

和を図りながら、建築計画を作成することが

可能になると想定し、設置しております。 

大規模 

特例 

・大規模敷地の特例や医療機関や教育施設へ

の特例を認めるべきではない。特に文京区は

医療機関や教育施設が多いので景観への影

響が大である。 

文京区には教育施設・医療機関が多く立地

し、文京区の魅力の一つと考えています。 

教育施設・医療機関については、階段型の教

室・講堂や手術室など高い階高が必要とさ

れ、また敷地内には複数の施設が立地し、広

場や通路などの確保により建ぺい率が通常

の建築計画よりも低くなる傾向にあります。

これらの特殊性に考慮し、教育施設・医療機

関については、特例を設定しています。 

規制方針 ・絶対高さ規制と日影規制の関係が不明瞭で 今回の素案は絶対高さ制限についてのもの

であり、絶対高さ以外の日影規制や斜線制限
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はないか。 等については現行の建築基準法や都市計画

法に適合したものにしていくことになりま

す。 

規制方針 ・現状の計画は平面的な区域わけに留まって

おり、文京区の地勢的特長である土地の高低

差を取り入れた高さ制限を作るべきではない

か。また景観特性との関連を考慮したものにす

べきである。 

建築物の高さは建築基準法に規定された高

さになります。急な斜面などで高低差が 3m

を超える場合は、斜面地の高さ 3m ごとに平

均地盤面を設定し、それぞれの平均地盤面か

ら建築物の各部分の高さを測定することに

なります。その高さを絶対高さ制限の規制値

内におさめる必要があります。 

規制方針 ・天空率を使った建築によって形成される街並

みに今回の絶対高さ制限がどのように影響す

るのか不明である。 

今回の素案は絶対高さ制限についてのもの

であり、絶対高さ以外の天空率や斜線制限等

については現行の建築基準法や都市計画法

に適合したものにしていくことになります。 

その他 ・高さの規制を厳しくすることで土地の価値が

上がるのはよい。 

素案では、指定容積率が活用できる高さを満

たすことを条件として、都市計画法で定めら

れた容積率や建ぺい率、用途地域等の客観的

なデータを基にして数値を算出しています。

この制限値は、その高さまで全域を誘導する

という意図ではなく、敷地条件によって高く

建てられる場合においても、この高さ以下に

抑えることで突出した建築物の出現を防ぐ

というものです。 

平成 23 年 3 月に改定した都市マスタープラ

ンの目標は「安全で快適な魅力あふれるまち

づくり」です。今後とも、この目標に向かっ

てまちづくりを進めてまいります。 

その他 ・主要街路から一定幅で高さ規制を設定すると

線状に建物が並び、風通しが悪くなることなど

環境に影響があるのでは。また景観形成上好

ましくないのではないか。 

絶対高さ制限は、良好な住環境の保全や景観

まちづくりの推進、建築紛争の防止等を図る

ことを目的としています。風害については、

別途対応するべきものと考えています。 

その他 ・文京区での地域計画設定されているところが

少ない。もう少し地区計画を増やし良好な景観

形成を促すような都市計画を行うべきである。 

地区計画は、地域のまちづくりとして地域住

民の合意形成を図りながら、進めていくもの

と考えております。 

その他 ・絶対高さ規制の導入は、地区の環境を大きく

害しかねない突出した超高層建築物の出現を

防止する効果があると認められるため評価で

きる。 

素案では、指定容積率が活用できる高さを満

たすことを条件として、都市計画法で定めら

れた容積率や建ぺい率、用途地域等の客観的

なデータを基にして数値を算出しています。

この制限値は、その高さまで全域を誘導する

という意図ではなく、敷地条件によって高く

建てられる場合においても、この高さ以下に
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抑えることで突出した建築物の出現を防ぐ

というものです。 

規制値 ・住宅地域の環境を良好に維持するために

は、現行の建ぺい・容積・道路斜線・隣地斜

線・斜線型高度地区等の集団規定だけでは不

十分であり、絶対高さ規制の導入はこの不十

分さを補う有効な手法として評価できる。しかし

素案に見られる高さの具体的な数値は全般に

大きすぎて、既存街区の建築物の集積状況を

追認するだけのものになっており、H14 年以降

の斜線制限の天空率による緩和建物の高さを

一手に揃えるという限定的な効果しか認めら

れない。 

絶対高さ制限については、不必要から厳しい

制限まで、幅広い意見が出される内容を含ん

でいると考えております。素案では、指定容

積率が活用できる高さを満たすことを条件

として、都市計画法で定められた容積率や建

ぺい率、用途地域等の客観的なデータを基に

して数値を算出しています。 

また、地域のまちづくりについては、合意形

成を図りながら、地区計画の活用などによ

り、絶対高さ制限に関わりなく、地域独自の

ルールをつくることもできることになって

います。 

規制方針 ・幹線道路沿いの高容積地区に取り囲まれた

奥宅地のアンコの部分の環境を良好に維持し

ていくためには、容積率の思い切ったダウンゾ

ーニングとともに絶対高さ規制値を一層低く指

定することが望まれる。 

素案では、指定容積率が活用できる高さを満

たすことを条件として、都市計画法で定めら

れた容積率や建ぺい率、用途地域等の客観的

なデータを基にして数値を算出しています。

この制限値は、その高さまで全域を誘導し街

並みを形成するという意図ではなく、敷地条

件によって高く建てられる場合においても、

この高さ以下に抑えることで突出した建築

物の出現を防ぐというものです。 

なお容積率は、土地利用の状況や市街地環境

などを踏まえて、東京都の指定方針に基づき

定められており、容積率を下げるダウンゾー

ニングを行うためには、まずその区域内で地

区計画を定める必要があります。 

43 規制方針 文京区を全体的に俯瞰するときに、イメー

ジ、地の利等に伴い経済活動の活発化から行

政のコントロールよりも民間経済の勢いの

ため、区内がかなり都市計画上デコボコにな

りました。そんな中で絶対高さの見直しは時

機を得た事と思います。特に少子化、高齢化

の進んだ当区は一部のエリアを除き成熟し

ております。しかし歴史、都市の要素も多分

に含まれた場所でもあります。ビジネスエリ

ア、店舗、娯楽施設、産業地区、病院、学術

都市、神社仏閣、緑地、住居、よく言えば全

て備わっています。しかし正しくは混在して

います。ポテンシャルがあるだけに方向を間

平成 23 年 3 月に改定した都市マスタープラ

ンにおいて、新たに建築物の高さに関する方

針を定めております。その中で、建築物の高

さに関する市街地の区分として、都心型高層

市街地、沿道型高層市街地、中高層市街地、

低中層市街地、低層市街地を位置づけており

ます。今回の絶対高さは、この指定方針に基

づいて指定されるものです。素案では、指定

容積率が活用できる高さを満たすことを条

件として、都市計画法で定められた容積率や

建ぺい率、用途地域等の客観的なデータを基

にして数値を算出しています。この制限値

は、その高さまで全域を誘導し街並みを形成
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違えると収集がつかないことになります。古

くは六義園界隈、最近では千駄木不忍通界隈

が該当します。高度地区見直しもマイナーチ

ェンジの現状追随ではない根本的に換える

べきと思います。そのためには、区全体がど

のようなイメージの都市をめざしているか

決めなければなりません。特徴を持つことで

す。地の利にどのようにも変貌するエネルギ

ーがあるからです。周辺エリアが大変貌を遂

げているだけに当区は成熟した住居都市を

目指すべきと思います。そのためには高いエ

リアでも 5 階建てくらいが妥当だと思いま

すがどうでしょうか。居住、財産のこと考え

ると制度に時間軸も考慮しなければなりま

せん。またモデル地区をつくり呼び水として

魅力的な住居エリアを積極的に創造するこ

とです。現状の問題点・他区との境界線での

都市計画 豊島区の商業地域と当区の住居

地域との高さの適合性・路線商業地域 20M

内隣接地の高度及び耐火建築物化の遅れ・路

線商業地域北側の日照問題 路線北面隣接

地の絶対高さ制限制度化・住居地域系の天空

率は廃止→絶対高さを抑える 

するという意図ではなく、敷地条件によって

高く建てられる場合においても、この高さ以

下に抑えることで突出した建築物の出現を

防ぐというものです。 
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