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１ 意見・要望等の集計 

 

(1) 区民説明会 

 

会 場 
参加人数※1 

（人） 

質問 

意見数※1 

平成 24年 10月 17日（水）文京福祉センター   16 25 

平成 24年 10月 18日（木）不忍通りふれあい館   12 18 

平成 24年 10月 20日（土）シビックセンター   35 42 

平成 24年 10月 22日（月）スポーツセンター   17 32 

平成 24年 10月 23日（火）駒込地域活動センター   11 47 

    合計 91 164 

※1 参加人数、質問・意見数は延べ数 

 

 

(2) はがき・要望書 

区報特集号（10 月 5 日発行）に添付のはがき、説明会会場で提出された要望書、FAX、郵送、メール等により意

見を募集した。はがきは 11月 15日消印まで、要望書その他は 11月 15日必着までのものを集計した。 

      
人数※2 

（人） 

質問 

意見数※2 

はがき             31 34 

要望書（説明会会場での提出、FAX、郵送、メール等を含む）   15 39 

メール    4 5 

電話      0  0 

    合計 50 78 

※2 人数、質問・意見数は延べ数 
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(3) 意見・要望等の内訳 

 

質問意見分類 件数※3 ％※3 

規制方針     72 29.8% 

規制値     44 18.2% 

特例（全般）     2 0.8% 

地区計画特例     2 0.8% 

既存不適格特例     36 14.9% 

大規模敷地の特例     6 2.5% 

総合設計の特例     7 2.9% 

公益上やむを得ない特例     4 1.7% 

ﾊﾞｯﾌｧｰｿﾞｰﾝ     3 1.2% 

適用範囲     4 1.7% 

意見集約・周知     21 8.7% 

ｽｹｼﾞｭｰﾙ     4 1.7% 

その他     37 15.3% 

    合計 242 100.0% 

※ 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 

(1) 区民説明会における意見 

① 10 月 17 日（水）文京福祉センター 

No. 分類 ご意見・ご質問 区の考え方 

1 その他 私はもう 40 年近く目白台３丁目に住んでいま

す。私の家の近くに○○○○の○○があります。

先日建物の説明会にでまして、本当は 17mしか建

てられないのですが、この素案にあるように特例

になるんです。17mの 1.7倍、つまり約 29mの建

物が建てられるということを資料で見ました。目

白台はご存知のとおり、地盤が堅固な地域です。

文京区で一番高台です。しかし地上から 30m近く

の建物が建った場合、今後どんな地震が来るか分

からないわけです。今の○○の建替え計画で何棟

建てるか分かりませんが地震が来たらどうする

わけですか。そのときになって見ないと分からな

いというのはずいぶん無責任だと思います。 

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。 

建物を建てる際には、建築基準法に規定された構

造規定を満足する必要があり、建物高さに応じた

構造強度を有することが審査・検査され、高さに

応じた耐震性を確保することになります。 

規制値 高さが緩和されると、どんな地域でも用途地域の

変更が出来ると思います。目白台は昔から住宅地

域で良好な住環境です。用途地域、目白台に限ら

ず文京区は住宅地が多いところです。それが住宅

地ではなくなって高さ制限によって、ずいぶんと

高い建物が建てられるようになると用途地域が

変更になってうるさいところになる可能性があ

ると思います。その辺はどのように考えています

か。私は目白台に今後も住むので、高い建物が建

つことになるのは絶対反対です。 

現況の良好な住環境の街並みは、現行法によって

形成されています。しかし敷地の統合等の条件が

整った場合、現行法では周辺市街地から突出した

建築物の出現を防ぐことはできません。そのため

現行法の規制に加えて、絶対高さの制限を指定す

ることで、突出した建築物の出現を未然に防ぐと

いうのが今回指定する絶対高さ制限の趣旨です。 

制限値は、基本的に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、用途地域等のデータを

基にして数値を算出しています。道路等の基盤状

況や周辺区域との連続的な土地利用等を勘案し、

制限値よりも下げている区域もありますが、制限

値より下げるという事は土地の持っているポテ

ンシャルを規制する可能性があるという事でも

あるため、どの区域でも制限値よりも下げられる

という事ではなく、慎重に検討を進める必要があ

ります。 

また、この絶対高さ制限によって用途地域等の他

規制を変更することはありません。 

2 既存 

不適格 

特例 

既存不適格という言葉自体が普通の人にはピン

と来ないと思います。ある日気がついたら、私の

マンションは既存不適格だったという状況が将

既存不適格建築物とは、その建物が建てられた時

は法律に適合していたものが、後に法律が改正さ

れたことによって不適合になってしまった建築
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来に渡って出てくると思います。既存不適格とは

どういう事かということをもっと懇切丁寧に説

明頂きませんと、自分の財産が非常に傷物になり

ますから、その点ここの所有者の方がある日気が

ついたらローンも付けられないのかと、借金もで

きないのかと。こういう話になってくると将来的

に非常にまずいと思います。 

物のことを指します。一方違反建築物とは、その

建物が建てられた時の法律にすでに不適合であ

る建築物のことを指します。 

既存不適格建築物になると考えられる建物の所

有者の方に対しての周知方法は、今後検討してい

きます。 

既存 

不適格 

特例 

既存不適格建築物特例協議会のメンバーを見ま

すと、なんで我々が選んだ区議会委員が入ってい

ないのですか。 

我々区民はその審議会のメンバーを選ぶ権限は

ないわけです。でも区議会委員は我々が決めてい

るわけですから、その代表を入れないというのは

民主主義的に違和感があるのですが、その辺はど

うなのでしょう。区議を入れたほうがいいと思う

のですが。 

（仮）既存不適格建築物特例協議会は、建築計画

について客観的な視点から、建築設計上の技術的

な工夫により建物の高さを少しでも制限値に近

づける余地がないか検討する場としています。そ

のためメンバーは区の職員及び建築関係の学識

経験者としています。 

意見 

集約 

区民説明会、都市計画案の作成はいいと思います

が、次は都市計画審議会公告審議ということにな

っているのですが、公告審議ということはここで

決定ということですか。決定ということであれば

この都市計画案作成と審議の間に区民説明会を

すべきだと思います。ちょっと順番が違うのでは

ないかと私は思っています。 

これまで同様に、都市計画審議会において都市計

画原案が了承されると 5 箇所で説明会を行いま

す。その後都市計画案を作成し、公告・縦覧を経

て、都市計画審議会に審議・答申を頂き、都市計

画決定、告示となります。 

意見 

集約 

これは最終的には区議会議場で決まるのですか。

多数決で。 

都市計画審議会の答申を頂いて区長が決定しま

す。審議会には区議会の議員や公募区民の方も入

っております。 

意見 

集約 

私は成澤区長をはじめ、共産党を含めて全員に実

は郵便で今回の高さ制限をどう思っているのだ

ということを返信用の切手を貼って出しました。

ところが返信があったのは３つくらいですね。だ

から要するに分かっていないのですよ。だから文

京区が重要な問題と分からせるようなことをす

る必要があるのではないだろうか。これは大変な

問題だと思います。 

この間私は成澤区長に直接質問をしたのですが、

そうしたら回数を重ねて丁寧に説明していきま

すからという説明なのですよ。粛々と進めていき

ますという事なんだけど、あれは区長提案なんで

すよね。 

文京区のまちを作るためのガイドラインとして、

都市マスタープランという計画があります。この

都市マスタープランは都市計画法で定められて

おり、将来的なまちの姿を示すものです。都市マ

スタープランが検討されていた頃、すでに建築紛

争の増加が課題となっており、建物の高さを適正

に誘導することで秩序ある市街地を形成するこ

とが、都市マスタープランに位置づけられていま

す。その基本方針を具体化するために平成 22 年

から方針を決め、それに基づいて第一次素案から

計画を作成し進めています。 

意見 

集約 

パブリックコメントもかなり出したのだけど、割

合をみると本当かなという気がするのですが、あ

の円グラフは本当なのですか。 

いただいた意見を基にグラフ等は作成していま

す。 

原文もホームページから閲覧できます。 
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3 規制値 目白通りの 31mと、あと坂になって下っていくと

ころが 29mになっているのですが、この 31mのと

ころは高台の天辺だと思うのですが、何で下って

いくのに高さが低くなっているのか 

制限値は、基本的に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、用途地域等のデータを

基にして数値を算出しています。また、高さを算

定する地盤面は、原則、現況の地盤面となります。

道路等の基盤状況や周辺区域との連続的な土地

利用等を勘案し、制限値を原則値よりも下げてい

る区域もありますが、制限値を下げるという事は

土地の持っているポテンシャルを規制する（指定

容積率が活用できない）可能性があるため、どの

区域でも制限値を下げられるという事ではなく、

慎重に検討を進める必要があります。 

規制値 目白通りの 31m と書いてあるすぐ側に住んでい

るのですが、道路から 20m なので、高さ制限が

14mのところなのですね。ですから一番今懸念す

るのは南側のところに 31m のものが建ってしま

うと、完全に家は日影になってしまいます。 

本当はこの 14、17mの目白台二丁目三丁目のとこ

ろあたりは、前は第一種低層住宅地だったところ

ですよね。それなのになんで突然高さ制限でこん

な高いものが出来てしまうのか。本当にこの地区

は住宅密集地で、皆さん本当に良いところにお住

まいですねと言ってもらえる住宅地なのですよ

ね。それがこんな高い高さ制限にされたらマンシ

ョンやビル、下手したら今目白台二丁目の辺りは

ご高齢でお子さんがいらっしゃらないというお

住まいの方が多いのですね。そのうちにお子さん

が違うところに住んでいるから土地は遺産相続

で手放していく。そうすると次は地上げが出てく

るのではないかと思うのです。そうすると高いも

のが建てられると。そういうところはどうお考え

ですか。 

現況の良好な住環境の街並みは、現行法によって

形成されています。しかし、遺産相続等により敷

地の統合等の条件が整った場合、現行法では周辺

市街地から突出した建築物の出現を防ぐことは

できません。そのため現行法の規制に加えて、絶

対高さの制限を指定することで、突出した建築物

の出現を未然に防ぐというのが今回指定する絶

対高さ制限の趣旨です。 

制限値は、基本的に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、用途地域等のデータを

基にして数値を算出しています。道路等の基盤状

況や周辺区域との連続的な土地利用等を勘案し、

制限値を原則値よりも下げている区域もありま

すが、制限値を下げるという事は土地の持ってい

るポテンシャルを規制する（指定容積率が活用で

きない）可能性があるため、どの区域でも制限値

を下げられるという事ではなく、慎重に検討を進

める必要があります。 

規制値 この容積率と建ぺい率が高さ制限によって変わ

っていくのかということを聞きたいです。 

今迄第二種住居地域だったので、建ぺい率 60%容

積率 300%くらいだったのですが、でもこれ 14m

になると容積率変わるわけじゃないですか。 

絶対高さ制限によって用途地域等の他規制を変

更することはありません。 

規制方針 うちも皆さんもお年寄りばっかりだから、そのう

ち遺産相続で手放していきます。そうするとどん

どん大きな敷地が出来ると思うんです。 

現況の良好な住環境の街並みは、現行法によって

形成されています。しかし、遺産相続等により敷

地の統合等の条件が整った場合、現行法では周辺

市街地から突出した建築物の出現を防ぐことは
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できません。そのため現行法の規制に加えて、絶

対高さの制限を指定することで、突出した建築物

の出現を未然に防ぐというのが今回指定する絶

対高さ制限の趣旨です。 

4 大規模 

特例 

小日向一丁目で旧○○○○の○○で○○○○○

○○がマンション計画を立てています。今紛争中

なのですが、当初 1,000㎡だったか、500坪ほど

のすごく大きな土地です。そのとき 3階建てなの

ですけれども、建ぺい率 70%というふうに言って

きたのです。そうすると敷地一杯のものが建って

しまいます。容積率・建ぺい率は変わらないとい

うことだったのですが、そういった大規模開発と

いうものには建ぺい率・容積率は変わってくるも

のなのでしょうか。 

現行法において一定条件を満たす角地等の場合

には、建ぺい率の緩和が認められています。 

規制方針 私が住んでいるのは小日向二丁目で、小日向三丁

目と小日向二丁目というのは同じような住宅街

なんですけれども、その住宅街の中で第一種低層

住居専用地域だと 10mの高さ制限で、小日向三丁

目が 14m、同じような形で白山 4丁目、千石二丁

目で一種住専で 10mの中に隣が 14m。目白台三丁

目が 14mですよね、こちらが関口三丁目の一種住

専ですよね。関口二丁目のところと目白台一丁目

も、たぶんこの 22mというのは○○○と○○○○

○○と思うのですが、こういう一種住専と隣り合

ったところでこのような高いエリアがそのまま

にしているというのは、他のところではバッファ

ーゾーンというものを作っているとおっしゃっ

ていましたが、なぜそういった緩衝地帯といった

ものがないのでしょうか。例えば一種住専の隣に

二種高度地区 12mというふうな形に。大和郷のと

ころに 1ヵ所あると思うんですけれども、そうい

った形には用途変更できないんでしょうか。 

制限値は、基本的に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、用途地域等のデータを

基にして数値を算出しています。道路等の基盤状

況や周辺区域との連続的な土地利用等を勘案し、

制限値を原則値よりも下げている区域もありま

すが、制限値を下げるという事は土地の持ってい

るポテンシャルを規制する（指定容積率が活用で

きない）可能性があるため、どの区域でも制限値

を下げられるという事ではなく、慎重に検討を進

める必要があります。 

また、この絶対高さ制限によって用途地域等の他

規制を変更することはありません。 

規制方針 まだ家の周りにはそんな建物建っていません。家

の周りに建っているのは 5 階程度のマンション

だけです。たまたま建てた時の図面を貰ってその

ような高さがあったので、5階で 15mということ

は 31mというとその倍だなと思ったんです。でも

家の周りには今のところ 10 階建てなんてないん

ですからね。 

現況の良好な住環境の街並みは、現行法によって

形成されています。しかし敷地の統合等の条件が

整った場合、現行法では周辺市街地から突出した

建築物の出現を防ぐことはできません。そのため

現行法の規制に加えて、絶対高さの制限を指定す

ることで、突出した建築物の出現を未然に防ぐと

いうのが今回指定する絶対高さ制限の趣旨です。 

大規模 

特例 

大規模開発は本来の高さ制限の適用を除外され

るわけですよね。 

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
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想定し、設定しております。しかしこの特例が認

められるためには、壁面後退距離やさらなる斜線

制限等の条件により、建物を敷地の中央に寄せる

等周りに影響を与えないようにする事が求めら

れます。 

5 公益上 

特例 

課長が先ほど目白台に住まう方からのご質問に

対して、答えていらっしゃらなかったのではない

かと思います。それは、17m×1.7＝29mというよ

うにおっしゃっていたと思うのですが、それは○

○○○とおっしゃっていましたね。土地の中央に

寄せるというように高橋課長はおっしゃってい

ましたが、2次素案の特集号にまでは明記してあ

った学校や病院は区長の特例にするとあったも

のが、9月 5日水曜日の都市計画審議会に聴きに

行きましたら、学校や病院は区長の許可による特

例から削除されたのですね。先ほど目白台にお住

まいの方がおっしゃっていた○○○○は留学生

の宿舎とおっしゃっていましたが、一応病院なん

ですね。病院であれば 3,000㎡以下ならば文京区

の総合設計制度なんですが、例えば 10,000m2 を

超えれば東京都の総合設計制度になると思うの

ですが、区長の許可による特例から学校や病院は

外されているのですよ。それでまず一点。高橋課

長にお聞きしますが、なぜ第 1次、第 2次素案に

は掲載してあった区長の許可による特例を、今回

の第 3次素案で明言されていないのでしょうか。

次に、区長の許可による特例というのが、例えば

都市計画審議会の資料を見てみると、(ｱ)清掃工

場の円筒その他公益上やむをえないもの、(ｲ)公

共的な広場、駐車場・駐輪場および防災施設等公

共空間の整備に貢献する建築物、(ｳ)学校・病院

その他公共の要因に供する建築物、(ｴ)周辺環境

に対し一定の配慮をなされた建築物の建替えと

あります。この中から学校・病院が外されている

のですよ。私は盛んに学校・病院を特例から外さ

れて欲しいと主張してきたので、これが外された

ということは、やはり総合設計制度の絡みがある

なと思っております。 

公益上やむを得ない場合の特例は、既存不適格建

築物建替えの特例・地区計画等の特例・大規模敷

地の特例・総合設計による特例のいずれにも適合

が不可能で、かつ公益性が高い不測の場合のみに

対して設定したもので、慎重かつ厳正に検討を行

い区長が判断するものです。 

今回の第 3次素案において、学校・病院について

は大規模敷地の特例の一部として位置づけたた

め、公益上やむを得ない特例の例示からは削除し

ました。 

6 規制方針 目白台にお住まいの方が、地震があったらどうす

るのですかというように抗議なさったものに対

して、高橋課長はお答えになっておりません。昨

年私はこの席で黙ってメモをとっていたところ、

建物を建てる際には、建築基準法に規定された構

造規定を満足する必要があり、建物高さに応じた

構造強度を有することが審査・検査され、高さに

応じた耐震性を確保することになります。 
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中村前課長は建物の所有者の責任になるような

発言をなさっていました。それは坂本さんがまと

めて頂いたものにも載っております。これについ

て高橋課長に伺いたいと思います。 

7 その他 高橋課長は建物を真ん中に寄せるとおっしゃっ

ていましたが、本郷二丁目の件になってしまって

申し訳ないんですが、高い建物が駆け込み需要で

容積率一杯に建っておりますので言わせて頂き

ます。五木田係長に伺います。外堀通りの既存不

適格物件は何件ありますか。これは今答えなくて

もよいです。 

外堀通りでは 8 棟の既存不適格建築物が生じる

可能性があります。 

規制方針 既存不適格物件は全て 100mを超えるか、100m弱

のものです。私が住んでいる 45Bの本郷二丁目、

○○○○○が現在東京都の総合設計制度で区は

関係ないといいながら既存不適格物件を今建て

ているのですね。今後春日通りであるとか、ある

いは高橋課長はご存知だと思いますが陳情書が

出された本郷四丁目と五丁目の地域、○○○○○

が 26階建てが最終的に 19階建てを東大赤門前に

建てたのを覚えているのですが、ああいった既存

不適格物件が現在建っているものもあります。そ

れとあわせてコンサルタントの方が、既に建って

いるものが、このくらいの高さが建っているから

街並みはこの位の高さですと誘導していくのは、

私は地震等の面から危険だと思っております。 

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、設定しております。 

建物を建てる際には、建築基準法に規定された構

造規定を満足する必要があり、建物高さに応じた

構造強度を有することが審査・検査され、高さに

応じた耐震性を確保することになります。 

既存 

不適格 

特例 

もう一点非常に気にかかっているところなので

すが、高い建物は中央に寄せるとおっしゃってい

ましたが、確かに中央に寄せて周囲を公開空地に

しているところもありますが、○○○は南側を低

層 8 階程度にし、北側 28 階にするという本末転

倒なことをやっているのです。ここで重要なの

が、既存不適格建替えの特例の基本的な考え方で

す｡既に 100m近い建物が、建替え一回は同じ高さ

を区長が認めて、二回目は例えば○○○ならば

70mにしてくれるのかどうか。例えば中央に寄せ

てとおっしゃっていますが現在南北が逆になっ

ている建物が一杯あります。それと住民紛争した

けれども高い建物が建ってしまって日影になり、

孫の代には日影にならないようにがんばったと

しても、今の建築基準法では容積率を目一杯に建

てて資産価値を増やすということを既存不適格

物件として、そういう建物が並んでいくわけです

他の特例の検討や、（仮）既存不適格建築物特例

協議会にはかるなどの条件を設けており、既得権

で建替えをさせるものではありません。あくまで

一回建替えというのは生活や仕事の場をただち

に奪うことを防ぐためで、一回の建替えは必要で

あると考えています。 

なお、200m の建物が建つ可能性があるというこ

とですが、商業系 70m指定の地域で最も好条件が

揃ったとしても、大規模敷地特例の緩和倍率は 2

倍までですので、建築可能高さは 140m までにな

ります。 
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よ。言いたいのは今建てているものを含めて 100m

近い建物は、50 年 100 年は変わらないんです。

現実的に 70mに誘導するのが下手すれば 100年近

く経てからということもあり得るわけです。であ

れば、現在敷地の中央に寄せるとおっしゃってい

ますが、それは敷地の形状にもよると思いますけ

れども、少なくとも○○○○○○の 126m などと

いった、外堀通りに高い建物が建ったり、今度は

なにも本郷二丁目じゃなくて都市核になる所、こ

こは 151mを 144mにしたという話を聞きましたけ

れども、都市核だからといって区長が特例を認め

ていれば、歩道との離隔距離が 4mや 1mのところ

に絶壁が建つのか、そのときにどういう影響があ

るのか、それは区長の特例だから関係ないという

ことになるのか。それが区議もいない、区民も不

在、パブコメがあっても町会長ですからコメント

を書かない、うるさいのは私たち親子だけ、その

くらい文京区民にも温度差があるんです。ここに

来られている人は不安を感じているか、おかしい

んじゃないかと感じている真面目に考えている

方がいらっしゃっていると思います。私が言いた

いのは、こういった絶対高さ制限の既存不適格物

件を一回の建替えを認めるというが、その根拠が

わからない。ですから、私が高橋課長に言いたい

のは、既存不適格物件、特に私が住んでいるのは

高度地区なのですが、本当に 100年後 70mに出来

ると思いますか。出来るわけないですよ。○○○

○○○や○○○や、あるいは○○○○でさえ、こ

れは噂ですが、○○○○○○○○○に真ん中に○

○○○を解体して 200m くらいのタワーが建って

も敷地が広いから建つ可能性があるんですよ。だ

から言いたいのは、中央に寄せるのならば中央に

寄せて欲しいのですよ。○○○は全く逆じゃない

ですか。○○○○○○○の○○さんはこれを 100

年は持たせたいといっているのですよ。100年も

経てば私も死んで○○町になってしまいますよ。

だからなにも本郷だけではなくて、駒込の○○○

○の白山の後側にある総合設計制度による建物

がありますが、ああいった総合設計制度でも、本

当に公開空地が区民の方に貢献しているかどう

かというのは分からないんです。あくまでも公開

空地というのは土地の所有者のものです。そこに
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○○○○○○のようなフリーマーケットがあっ

たり、そこに避難所を設けたりするなんてことは

前代未聞のことなんです。 

8 規制方針 建築基準法の第一章第一条にこういうことが載

っています。この法律は建築物の敷地、構造、設

備、および用途に関する最低の基準を定めて、国

民の生命、健康、及び財産の保護を図り、もって

公共の福祉の増進に資することを目的とすると

いう文言が載っております。私はずっとこの絶対

高さ制限の説明会に出ておりますけれども、大抵

の人が反対しているのですね。今日は出席者の方

が少ないですが、本当に皆さん反対しています。

まず高さありきで文京区は決めていると思いま

す。無制限な高さを制限するものであるとか課長

さんがおっしゃっていますが、それは違うと思い

ます。もしこのような今の高さでいくのであれ

ば、この建築基準法第一章第一条に抵触するかと

思います。高橋課長さんのご自宅の前に、ある日

建築物が 30mとか建ったらどうしますか。みんな

反対していますし、高橋課長だって住民ですよ

ね。 

文京区は皆さんご存知のように大学と病院の町

です。史跡も多く、都心にあっては本当に優良な

ところです。それがこんな高層建築物が建ってコ

ンクリートの町になって良いものでしょうか。こ

の案には本当に多くの区民が反対しています。今

の成澤区長や区議会議員がこれを通せば、次の選

挙は危うくなると思います。私のこの意見を区役

所に持ち帰って彼らに言ってください。私は態度

を変えません。もう 40年以上住んでいますから、

文京区がどんなに静かなところかみんな知って

います。用途地域も変更されるでしょうし、今迄

の説明は納得できません。 

都市計画による絶対高さ制限や景観法に基づき

策定する景観計画などを連携させることで、都市

マスタープランに示す本区の特性を生かしたま

ちづくりを実現していきます。 

 

規制値 無制限に建つのは嫌ですけど、今の高さで建つこ

とは嫌です。私たちの意見があったから 5m 低く

したのでしょう。前目白台三丁目は 22mだったん

です。それが 17mになったんですよ。みんな反対

しているから。 

現況の良好な住環境の街並みは、現行法によって

形成されています。しかし敷地の統合等の条件が

整った場合、現行法では周辺市街地から突出した

建築物の出現を防ぐことはできません。そのため

現行法の規制に加えて、絶対高さの制限を指定す

ることで、突出した建築物の出現を未然に防ぐと

いうのが今回指定する絶対高さ制限の趣旨です。 

制限値は、基本的に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
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られた容積率や建ぺい率、用途地域等のデータを

基にして数値を算出しています。道路等の基盤状

況や周辺区域との連続的な土地利用等を勘案し、

制限値を原則値よりも下げている区域もありま

すが、制限値を下げるという事は土地の持ってい

るポテンシャルを規制する（指定容積率が活用で

きない）可能性があるため、どの区域でも制限値

を下げられるという事ではなく、慎重に検討を進

める必要があります。 

ﾊﾞｯﾌｧｰ 

ｿﾞｰﾝ 

バッファーゾーンの質問なんですけれども、ここ

に書いてある路線式指定の商業地域というのは、

この図面からは読めないわけですよね。これとは

別の用途指定の図面を見ないとわからないわけ

ですよね。 

バッファーゾーンは、本郷通りや春日通り等の路

線式指定の商業地域の外側に 20ｍを基本として

指定している区域で、用途地域の図面に沿って、

現在の素案にすでに反映されているものです。 

規制方針 高度利用地区や、都市核の区域とか、地区計画の

区域はこのバッファーゾーンの対象になるので

すか。 

例えばこの音羽通りで言えば 46m と書いてある

ところと大塚一丁目の所に白い四角があるます

よね。この右側のところに 20mのバッファーゾー

ンが出来るというふうに理解していいんですか。 

高度利用地区に指定されている区域や都市核の

区域、地区計画の区域は今回の絶対高さ制限から

除外されていますので、バッファーゾーンも出来

ません。 
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② 10 月 18 日（木）不忍通りふれあい館 

No. 分類 ご意見・ご質問 区の考え方 

9 その他 高さ制限が計画上違反した場合には、建築確認を

しないのか。 

その場合は建築確認は下りません。 

その他 これの決定については都市計画審議案というこ

となのだが、議会で承認という形ではないのか。 

手続き上の決定は都市計画法に基づいて進めて

いきます。 

ただし議会等については、都市計画審議会の内容

を報告し、意見をいただきながら進めていきま

す。 

規制方針 根津地域では、今景観の部分で具体的な話が出て

いて、その中で、景観は高さ制限というものと少

し違うという形なのか。この地域では高さという

ものが景観に入るという形ができているのだが、

その場合には景観の決まりと高さ制限とどちら

が優先されるのか。 

景観地区は、「地区計画等の特例」となるため、

景観地区が指定され、その中で建物高さの最高限

度が設定されたものについては、今回の絶対高さ

制限は適用されません。 

根津地区で検討しているものは、この「景観地区」

とは異なります。 

10 既存 

不適格 

特例 

一番興味があるのが既存不適格。例えば将来建替

えで、区分所有の面積が果たして確保されるかど

うか、一番心配な所だと思う。建替えを認めると

いう意味で１回というのは、どんな基準で１回と

いうことになったのか 

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、設定しました。

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ため、一回

の建替えの特例としています。 

既存 

不適格 

特例 

高さに関しては両方の意見があるということは

分かるが、思い切って高さは制限するが、既存の

床面積を確保するような特例ができないか。要は

住んでいる方の床面積が変わらなければ納得さ

れると思う。もう少し簡単に住民の方にご説明さ

れる方が良いかと思う。総合設計などはある程度

の土地の面積が必要だが、そうではなくて、既存

不適格で救済を受けたいという居住者の方が多

いと思う。そのため、それに順じて例えば床面積

が減少するような時に、何か救済をする手立ての

方が将来的にはよろしいのではないか。 

絶対高さ制限の導入により既存不適格物件にな

ってしまう建物が建替えたりするときに、今と同

じ建物高さを確保するための救済措置が、既存不

適格の建替え特例です。 

11 既存 

不適格 

特例 

○○○○で行政に確認すると、数千世帯のマンシ

ョンが既存不適格ということになるのだが、いわ

ば１回の建替えは OK ということは、孫の代ぐら

いまでは OK で、玄孫はダメだよというふうに取

れなくもない。憲法 29 条の財産権の件で、1 回

定まってしまうと公共の福祉が優先されるので、

変えるとなるとすごく大変なことになるので、慎

重に作っていかなければならない。文京区の環境

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、設定しました。

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。 

開発に関しては総合設計による特例、大規模敷地

の特例を用いて周辺環境に配慮しつつ良好な計
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を良くするために高さ制限を掛けるということ

自体は、私ども建築の知識も多少ありますので、

無意味なのではないかと思うのだが、この方向で

賛同する方もいらっしゃるので百歩譲ってそれ

はそれで良いとしても、既存不適格となる何十棟

の分譲マンションを 30 年ローンとかを組んで買

った人たちに対して、私は今マンションに住んで

いるのですが、ちょっとマンションの方に聞いて

みたら、意味が全然分からなくて関心がない。前

も第 2次素案のときも行政に言ったんだが、やっ

ぱり区政で何か物事を決めるときにはフェイス

トゥフェイスで、区民と協働して共に作っていか

ないと。文京区の第 1回都市計画審議会も傍聴さ

せていただいたが、都市計画審議会の学術経験者

の方たちが一方的に進めていて、区議の方達もあ

まり知識がないので太刀打ちできないというか

言いたいことが思うように言えない。もちろん区

議の方達は福祉もやっている教育もやっている

と色んなことをやっているので専門の方に叶わ

ない。私の方で今回言いたいのは、管理組合にち

ゃんとオファーして、何十棟もあって大変かもし

れないが、ちゃんと理解を求めて、その方達が納

得することがまず必須なのではないかと思う。そ

うでないと後で、裁判か何かになって、それは保

障すべきとなったら、区の運営にゆとりがあれば

良いけど、またそこで何千世帯の方達に保障を出

さないといけない事になった時のことを考えて、

膝を交えて管理組合や運営している会社や、理事

長さんなどの方と話す努力を最後都市計画審議

会に持っていくまでにやるべきではないかと思

う。 

画を進めてもらいます。 

また、既存不適格となる建物の所有者の方々に対

して、絶対高さ制限について説明していくため

に、現在周知方法等を検討しています。 

総合 

設計 

特例 

総合設計の高さの最高限度は 1.5倍だが、100年

後 200年後の建築技術、私たちの 1世紀先にどう

いう技術があって、どういう耐震性も含めて良い

建物ができるか分からない。ましてや総合設計に

なると公開空地ができて、ただでさえ今問題にな

っている木密の問題などもあり、良い建物ができ

るかもしれない。高い建物の全てが悪なのか、そ

の辺は慎重に総合設計の方も考えていただきた

い。 

ご意見として承ります。 

総合設計は、公開空地等を確保することにより市

街地環境の整備改善に資すると認められる計画

であることから、絶対高さ制限を緩和します。 

既存 

不適格 

既存不適格について、私は不動産の商売をやって

いるのだが、契約書の他に重要事項説明書という

ご意見として承ります。 

既存不適格の建て替えの特例については、新たな
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特例 のがあり、そこに建築違反していますよと書かな

い、必ず口頭で説明して書面で発行しないといけ

ない。高さ制限が定まってしまうと、何千世帯の

方々に、私達は既存不適格と書かないといけない

というのが義務となっている。文京区の高さ制限

に関しての既存不適格を銀行・金融関係がどう判

断するかは分からない。ただ今の既存不適格をど

う判断するかというと、既存不適格の物件という

のは金融機関が普段だとその人の収入の 30％・

35％のローンをおろしたりして、その物件の評価

価格の 9割ぐらいを融資したりするだが、ほぼ半

分以下の融資しかしてくれない。そうするとどう

いうことになるかというと、不動産の流通性が悪

くなる。ということは、その方たちが、事情があ

って物件を良い値段で売却しなくてはいけない、

そういう時に既存不適格のレッテルを貼ってし

まうということは、資産価値が今の金額より低く

売らないといけなくなる事になる。そういう所

で、もしかしたら財産権を侵害する可能性がある

ということを言っている。ですから、慎重にやっ

ていただきたい。 

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、設定しました。

この一回の建替え特例が資産価値に対する影響

を軽減すると考えています。 

12 規制方針 私はたまたま根津で生まれ育った人間で、不忍通

りで等価交換というシステムを使ってマンショ

ンを建てた経験もある。文京区役所においては、

平成に入ってからマンションの高層化を推し進

めて設計代の補填として予算も付けていた。区と

してどんどん不忍通りの高層化をして、その裏側

にある木造家屋の火災等の防火壁のような話で

予算を付けてくれたような時期もある。ところ

が、最近は高さ制限といって、これは一体何なの

だというのが素直な気持ちだ。あの当時は区役所

が予算を出すからもっと高くしろと、みんなこぞ

って不忍通り辺りの商業地域の人たちは高層化、

マンション化を進めた。そしたら裏の方に日影が

落ちて、区役所にクレームが殺到して、それをま

た抑制するために高さ制限を掛けると。区役所に

あんまり文句を言うなと、だから何か話を聞いて

いると昔と随分変わったなと思う。何で 180°転

換したのか。どうしちゃったのかなというのが私

の率直な意見。 

現況の良好な住環境の街並みは、現行法によって

形成されています。しかし敷地の統合等の条件が

整った場合、現行法では周辺市街地から突出した

建築物の出現を防ぐことはできません。そのため

現行法の規制に加えて、絶対高さの制限を指定す

ることで、突出した建築物の出現を未然に防ぐと

いうのが今回指定する絶対高さ制限の趣旨です。 

なお不忍通りの不燃化促進事業は、広域避難場所

である六義園まで避難路・延焼遮断帯を整備する

ことが目的の事業で、当時多くのマンションが不

忍通り沿道に建てられました。ただし延焼遮断帯

を作るために耐火の建物に建替えてくださいと

いう目的でしたので、さらに高い建物の建築を推

進するという目的ではありませんでした。 

13 意見 

集約 

根津の道路を隔てて反対側は台東区になるが、文

京区だけこの規制をしても、反対の道路隔てた向

周辺区に対しては、第 1次素案時からその都度情

報提供を行なっています。 
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こう側が全くそういう条件がないとなると、非常

に不公平になるので、そのあたりは台東区とすり

合わせなり、文京区に先んじて台東区の方にもこ

ういう条例を適用してもらうというような考え

なり方向というのはあるか。 

区としての限界があるのだろうが、根津の辺りは

谷中と隣接していて同じような街並みをしてい

るので、こちらから情報提供をして極端な話、こ

こは台東区だけど文京区の法律を適用するよう

な協議をしてもらえると良いのではないと思っ

ています。 

規制値 これが許可されると根津の今１階建てとか２階

建ての所に 17ｍまで、例えば建築のデベロッパ

ー建てると思う。その時に地域住民との軋轢や紛

争が起こらないかと心配している。私も不忍通り

の裏に住んでいるのだが、ビルがいっぱい建った

ときには、だいぶ抵抗して文京区の紛争委員会に

も何回か出して頂いた。あの当時の方がどちらか

というと建築基準に合っていれば住民が何と言

っても建築デベロッパー主導だった。しかし今回

こういった事があるので、この 17ｍの地域で 17

ｍまで建てられた時に、周りの住民たちとの関係

がうまくできるかどうかというのがこれからの

地域として非常に心配している。 

現況の良好な住環境の街並みは、現行法によって

形成されています。しかし敷地の統合等の条件が

整った場合、現行法では周辺市街地から突出した

建築物の出現を防ぐことはできません。そのため

現行法の規制に加えて、絶対高さの制限を指定す

ることで、突出した建築物の出現を未然に防ぐと

いうのが今回指定する絶対高さ制限の趣旨です。 

制限値は、基本的に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、用途地域等のデータを

基にして数値を算出しています。根津地域の 17

ｍの制限値は、道路等の基盤状況等を勘案し、制

限値を原則値よりも下げている区域になります。 

14 既存 

不適格 

特例 

（仮）既存不適格建築物特例協議会は建築審査会

とは別の組織なのか。 

特に法的な立場がある協議会というわけはない

ということか。 

仮）既存不適格建築物特例協議会は、建築計画に

ついて客観的な視点で、建築設計上の技術的な工

夫により建物の高さを少しでも制限値に近づけ

る余地がないか検討する場としています。そのた

めメンバーは区の職員及び建築関係の学識経験

者としています。 

建築審査会は建築基準法に基づいて設置しなけ

ればならないものであり、（仮）既存不適格建築

物特例協議会とは全く別の組織となります。 

15 規制方針 何故不景気だと言われているこの時期に、財産も

目減りするような判断がなされたのか。例えば不

忍通りの不燃化促進事業のときに、それと組み合

わせてやった方が、トラブルや問題というのは未

然に防げたのかもしれない。 

 

平成 22 年に改定された都市マスタープランに基

づいて指定方針を定め、素案を作成・検討し、今

に至っています。 

規制方針 目的に近隣紛争の防止を図るという文言が入っ

ているが、1回建替えを認めるのであれば、かな

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
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り長期戦になるかと思う、申し訳ないが、ここに

いる誰も生きてない。100 年後、200 年後裁判が

多く起こったとき、どう考えるのか。未来の玄孫

たちの時代に丸投げしているような感じがする。 

がるのは、適切ではないと判断し設定しました。

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。 

規制方針 この制限を掛けることによって紛争がなくなる

とお考えか。何かしら専門家のデータとして、

何％ぐらいは大丈夫ではないかというものはあ

るのか。 

紛争の原因は様々な要因があるので、この制限に

よって紛争が全くなくなるとは考えていません。

ただし、高さに関する紛争においては、周辺から

突出した建物が抑制されることから、一定、減少

することが期待されます。 

16 既存 

不適格 

特例 

既存不適格の 400棟で何世帯ですか。400棟だと、

例えばマンションの場合 50 戸入っていたのとし

て、棟数では 1％かも知れませんが世帯数だと 1

割になる可能性もあるのではないか。 

世帯数での調査は行っておりません。 

既存 

不適格 

特例 

（仮）既存不適格建築物特例協議会のメンバーは

都市計画審議会のメンバーと全く同じではない

か。既存不適格は財産権の侵害があるのではない

かということを危惧している。一級建築士や教授

がいても財産価値を査定できるとは思えない。そ

れよりも区内の不動産鑑定士など、当然我々の業

界にお声が掛かれば一級建築士や不動産鑑定士

の免許を持っている代表者を喜んで出す。学術と

区の職員だけで構成するのではなくて、不動産の

価値も既存不適格に対して配慮できるような意

見を言える方も入れて頂きたい。 

仮）既存不適格建築物特例協議会は、建築計画に

ついて客観的な視点で、建築設計上の技術的な工

夫により建物の高さを少しでも制限値に近づけ

る余地がないか検討する場としています。そのた

めメンバーは区の職員及び建築関係の学識経験

者としています。 

既存 

不適格 

特例 

前も行政に言ったのだが、指定容積率をいっぱい

に使えば高さを抑えられると思うが、例えば 40

ｍのものを単純に 3階分低くするということは、

要は今まで日当たりが多かったマンションが、幅

広のマンションになって、日が当たりにくくなる

ということなる。今まで 80 ㎡のマンションで日

当たりの良い部屋がたくさんあった時に、同じ

80 ㎡でも日が当たる部屋が少なくなってしまう

と資産価値が目減りするではないか。その時に資

産価値の方面でも意見を述べる方が居たほうが

良いのではないかという意見なのだが。もし取り

計らえるのであれば皆さんで少し検討していた

だければと思う。 

既存不適格の特例の対象となる建築物は、大規模

の特例等の適用が困難な場合等やむを得ないと

きに適用されるものです。そのため既存不適格建

築物の建替えの特例が適当かどうかについても

含め、（仮）既存不適格建築物特例協議会の意見

をいただきながら審査していくことになります。 

（仮）既存不適格建築物特例協議会の財産の資産

価値の専門家の配置についてはご意見として頂

き、検討させて頂きます。 

 



17 

③ 10 月 20 日（土）シビックセンター 

No. 分類 ご意見・ご質問 区の考え方 

17 その他 録音するのは構いませんが、録音の状況を私たち

が閲覧するときには、自由に閲覧できるような体

制にしておいてください。情報公開条例でなくて

はダメだとは言わないで、この出席者は全員あな

たの所に行けば閲覧できるような状況にして下

さい。場合によっては USBでも構いません。良い

ですね。約束して下さい。それじゃなければダメ

です。あなた達が情報を全部握っていて私達には

情報は無いというのはおかしいでしょう。 

録音させていただいたご意見は、第３次素案の

「説明会の意見・要望等及び回答」として、ホー

ムページから閲覧できるようにします。 

18 その他 前任の中村課長の時には出して構わないという

ことを言っていんだよ。それから、総合体育会の

公聴会の時でも、ナカジマさんが居た時にも、ち

ゃんと録音は出しますと言っていますから。 

録音させていただいたご意見は、第３次素案の

「説明会の意見・要望等及び回答」として、ホー

ムページから閲覧できるようにします。 

19 その他 私たちは全部住所氏名を書いて個人のプライベ

ートを明らかにしています。あなた達も住所も全

部明らかにして下さい。 

僕は元々区役所を信用していません。だから、お

互いフェアな立場にしたいのです。 

任意ですので、不都合があれば削除致します。 

20 その他 本郷住宅地域高さ制限についての陳情書が情報

公開で入手しています。区役所の年月日は、24

年 4 月 17 日です。本郷地域の 6 町会が要望書を

出しています。その要望事項の中に、本郷 4丁目

5 丁目の絶対高さ制限値は 14ｍ以下にして頂き

たい、こういうような陳情書になっています。し

かしながら、この陳情書の 4丁目 5丁目に私は住

んでいるのですが、こんな陳情書を区役所に提出

したことすら私は知りませんでした。何の周知も

ありません。私は 4丁目に住んでいるのですが、

これはあまりにも一方的にで、住民の考えを無視

した陳情書としか言いようがありません。非常に

残念です。しかし、私は陳情書に書いてある、高

さを低くして欲しいという絶対的な要望は私も

賛同ですから、それについて意義を申し立てる事

はありませんが、陳情書というからには 4丁目 5

丁目という町名を言っているにも関わらず、地域

住民は何も知らないという形にはしたくないと

思っています。 

№23 により、要望書を提出した代表者から、陳

情理由等の説明がありました。 

規制値 本郷通りの沿線は 31ｍとなっています。菊坂沿

線は 24ｍになっています。菊坂下道、要するに

現況の良好な住環境の街並みは、現行法によって

形成されています。しかし敷地の統合等の条件が
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菊坂の一番低い所が 22ｍとなっております。そ

うすると、本郷通りの 31ｍと一番低い方、下道

通りの 22ｍの差は 9ｍあります。もうすでにここ

に建てたら、菊坂の一番低い所では格差ができて

います。菊坂の 24ｍから下道通りの 22ｍに比べ

ての 2ｍの差があります。これでは本郷通りと一

番下の 22ｍでは 9ｍの差が開きますから、当然日

影になるのは明らかです。私どもの生活権を、生

存権を行使する最も重要なものに太陽光線があ

ります。それを遮られて、太陽光線が当たらない

ということになりますと、大変私も困ります。何

故かというと、今太陽パネルは相当高いですから

中々個人の家では設置できない状況になってい

ますが、将来的には相当安くなると言われていま

す。小さな家でも自分の屋根に太陽パネル、発電

光パネルを設置できるんですね。そういう時代が

必ずや来るはずです。にも関わらず、今日影にさ

れたら、個人的な電気まで失ってしまうではあり

ませんか。そんなことは断じて許されません。 

整った場合、現行法では周辺市街地から突出した

建築物の出現を防ぐことはできません。そのため

現行法の規制に加えて、絶対高さの制限を指定す

ることで、突出した建築物の出現を未然に防ぐと

いうのが今回指定する絶対高さ制限の趣旨です。 

制限値は、基本的に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、用途地域等のデータを

基にして数値を算出しています。また、高さを算

定する地盤面は、原則、現況の地盤面となります。

道路等の基盤状況や周辺区域との連続的な土地

利用等を勘案し、制限値よりも下げている区域も

ありますが、制限値より下げるという事は土地の

持っているポテンシャルを規制する可能性があ

るという事でもあるため、どの区域でも制限値よ

りも下げられるという事ではなく、慎重に検討を

進める必要があります。 

なお、ある一定の区域内で独自のルールにより高

さを規制する場合は、住民の方々で合意を図り地

区計画を定めるという手法もあります。 

規制方針 今までの 2 回のこういう場での答え方もそうで

すが、あなた方はそういう言い方（日影を抑える

ことが目的ではない等）を極端にしているように

私は録音で聞いています。だいたい今日の私の質

問にもそういうような答え方をしていると思っ

ていました。やっぱりな、そんな感じを受けてい

ます。それでは何ための行政か分からなくなるで

はありませんか。そういう一般住民の素朴な疑問

に答えるのが、私は末端行政の活動ではないかな

と思います。法に収まっているから何でも良いん

だという言い方と同じではありませんか。こんな

事が許されるのでしょうか。憲法では、保障され

た生存権を保障するため、生存権には、日光に当

たる、水を飲む、何の不安もなく安全に生活でき

る、そういうものが含まれているはずです。そう

いうものが保障されて初めて生存権が確保され

るのです。その生存権をあなたは失っても良いと

いうような言い方ではありませんか。非常に不愉

快です。そのような事を文京区が言うなんて、こ

んな事はありません。私の日照権をちゃんと保障

して下さい。そうでなければ高さ制限なんて断じ

て許しませんよ。 

現況の良好な住環境の街並みは、現行法によって

形成されています。しかし敷地の統合等の条件が

整った場合、現行法では周辺市街地から突出した

建築物の出現を防ぐことはできません。そのため

現行法の規制に加えて、絶対高さの制限を指定す

ることで、突出した建築物の出現を未然に防ぐと

いうのが今回指定する絶対高さ制限の趣旨です。 

今回の素案は、絶対高さ制限についてのものであ

り、日照権については別途対応すべきものと考え

ます。 
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21 その他 今建っている○○○21 階が既存不適格なのです

か。 

ご指摘の建物は 70ｍの区域に立地しているため、

建物高さが 70ｍを超える場合は、絶対高さ制限

の告示後は既存不適格となります。 

22 その他 今 16 階建てのマンションに住んでおりまして、

高さ制限 31ｍが掛かりますと既存不適格になる

物件だろうと思いますが、全区的にこういった規

制を掛けるということで、かなり大胆な事だと思

いますが、先ほど課長の方からは文京区は住宅地

区だからという事でしたが、他にも 23 区の中に

は住宅地区で似たような状況の所もあろうかと

思います。他の区でこういった事をやられている

のがあるのかどうか、特に既存不適格の扱いとい

うものがどうなっているのかというのを教えて

頂きたい。 

23 区内で区全域に絶対高さ制限を導入している

新宿、目黒区、渋谷区、墨田区、練馬区等におい

ては、既存不適格建築物に対する建替え特例を設

けています。 

既存 

不適格 

特例 

既存不適格の割合がどのくらい 31ｍのエリアに

あるのかというデータがあれば教えて頂きたい 

絶対高さ制限を指定することで、区内全体の中で

建物の棟数として約１％の既存不適格建築物が

生じる可能性がある事を確認しています。 

23 その他 先ほど 6町会の陳情書のお話がありました。町会

長さんにお話がありましたが、あの時は 1週間ぐ

らいしか時間がありませんででした。町民の方の

ご意見を聞くというが一番良かったのですが、ア

ンケートをやっている時間がありませんでした。

とにかく町会長としてどう思うかとみんなに聞

いたら、それはもうこの方が良いということで、

それでは役員会でお話をして下さいという事で、

一般の方々までやる時間がありませんでした。そ

の辺は弁解になりますけれども、ご了解をいただ

きたいと思います。後から聞いてみてもこの陳情

書は良かったという話しが多いものですから、私

も良い気になっていて、ご指摘された事について

考えが及ばなかった事がございまして、お詫び致

します。 

No20への対応(町会長の陳情書提出の説明) 

規制値 1 次、2 次とやって、今回が第 3 案なのですが、

あまり変わっていないですよね。第 1次案から第

2次案になったときは根津地区がすごく変わりま

した。最初は高かったけれども 17ｍになりまし

た。これは大変な事ですよね。そういう所がある

かと思うと、他の所も 15ｍの所が 14ｍになった

りですね。その程度であって、他は変わらない。

区報に、指定の目的と指定の方針があります。指

定の方針の中に、「(1)都市マスタープランに示

これらの数値は頂いた意見を元に都市計画の視

点から検討を行い、設定しています。 

第 2 次素案において住居系用途地域・容積率

200％の区域については、一定程度下げて欲しい

というまとまった意見がありました。200％区域

の街並みの実状は高くても 4 階建てまで等の理

由から、住居系の 200％については全て 15ｍから

14ｍに変更しました。併せてこれらの地域に接し

ている住居系用途地域・容積率 300％の区域、第
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された「建築物の高さに関する方針」に基づく高

さを指定します。(2)都市計画に定める用途地域

を踏まえた標準的な建築計画において、指定容積

率が活用できる高さを指定します。」この 2点が

私は大事な事だと思うのですが、結局指定方針が

このようにあって、それに合うものが作られたわ

けですが、いろいろ説明会とか公聴会とか開い

て、色んな意見が出ていましたね。先日の都市計

画審議会などもありましたけれども、非常に多く

のご意見が出ていて、私は住宅街の高さ制限につ

いてやっていますから、それについてのご意見を

読ませて頂いたのですが、とにかく 15ｍまたは

14ｍにして下さいという意見が非常に多いです

ね。多いのですが、それが変わっていないという

ことは、この指定方針、(1)(2)を逸脱した結果は

出せないということになるかと思います。そうな

ってくると、何のためにハガキを用意して、意見

を取ったのか、あるいは要望書が幾つか出ていま

すが、要望書を出して下さいと言ったのか。それ

が反映されていないということは結局、指定方針

というのはびた一文動かせないという事なので

はないかということが考えられるわけです。した

がって、今日もご意見を聞く会がありますけれど

も、ここで色々言っても結局指定方針ということ

で、第 3次素案が変わるということはあり得ない

という気がしています。第 2次素案から第 3次素

案が変わっていませんからね。そうなってくる

と、この説明会というのが何のためにやるのか、

それについてご質問します。 

一種低層住居専用地域と接している容積率 300％

の区域などについては周辺地域との整合性を図

るということで制限値の見直しを行いました。1

次から 2 次に掛けて意見として反映させて頂い

ております。 

なお、本郷と本駒込と千石の３地区からも下げて

欲しいというまとまった要望が第 2 次素案時に

ありました。これらの地域についても地域の特性

を見て下げるべきかどうか検討をしましたが、結

果としては現在の制限値が妥当であると判断し

ました。 

24 規制値 最初の質問をなさった方は要望書をこの地域で

出した事は知らなかったけれども、その要望書に

沿って欲しいというご意見だったのですが、本郷

5丁目町会はこういう要望書を出すということで

回覧を回しました。最初の方の町会がどこかは分

かりませんが、私たちの町会ではそれなりに理解

した上で出してもらったと思います。それと私の

前におっしゃった方のご意見のように、私も住ん

でいる人が決めて良いのではないかと思います。

それで本郷通りに沿っては 46ｍの所に、バッフ

ァーゾーンと言うんですか、31ｍの緩衝帯になっ

ています。私の所は実は 31ｍの所なので、31ｍ

建てられちゃうという感じなのですが、なんで住

現況の良好な住環境の街並みは、現行法によって

形成されています。しかし敷地の統合等の条件が

整った場合、現行法では周辺市街地から突出した

建築物の出現を防ぐことはできません。そのため

現行法の規制に加えて、絶対高さの制限を指定す

ることで、突出した建築物の出現を未然に防ぐと

いうのが今回指定する絶対高さ制限の趣旨です。 

制限値は、基本的に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、用途地域等のデータを

基にして数値を算出しています。道路等の基盤状

況や周辺区域との連続的な土地利用等を勘案し、

制限値よりも下げている区域もありますが、制限
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んでいる人たちが 14ｍの 3 階建てまでにして欲

しいというのが都市マスタープランだとか都市

計画だとか色々なものでもって阻害されるので

しょうか。私は専門家ではないので専門的なこと

をぐちゃぐちゃ言われても理解ができないので

すが、ここに住んでいる人たちが低くて良いじゃ

ないかという事でまとまっているのであれば、私

は低くして欲しいと思います。実は本郷 5丁目町

会に不動産屋が一昨年買い込んだ 100 坪以上、

200坪は欠けるかと思いますが、土地がずっと放

おってあります。22ｍで確定するのを待っている

のではないかという穿った考えを私は持ってお

ります。そんなことじゃないよという言い訳があ

るかも知れませんが、14ｍにならないようにとい

うことで、ある意味で区の方に圧力が掛かってい

るのかな、そんな事はないとおっしゃるでしょう

けれども、私は穿った見方をしております。何し

ろ住んでいる人たちの希望に沿って欲しいので

す。 

値より下げるという事は土地の持っているポテ

ンシャルを規制する可能性があるという事でも

あるため、どの区域でも制限値よりも下げられる

という事ではなく、慎重に検討を進める必要があ

ります。 

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

さ制限に関わり無く、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。 

規制値 私も千駄木に不動産を持っておりますけれども、

本郷 5 丁目がダメならそっちに行こうかと思っ

ているぐらいです。千駄木も前、去年大震災の前

に、まちづくりのワークショップをしましたけれ

ども、あの時にも○○という新宿の大きな会社

が、まちづくりの指導を仕切っていたのですが、

共同で高層化を指導しているのですね。ところが

千駄木の住民は 42 条 2 項道路があっても良いじ

ゃないか、平面的なマンションだということで、

盛んに○○の人たちが消防車が入らない、ホース

が持っていけないとか、救急車も入らないぞとい

うような事を言っていたのですが、住民の方は、

ホースを引けば良いではないか、担架を運べば良

いではないかということで、かなり長屋文化、そ

れから路地文化を残せという意見が私は随分あ

ったと思います。それで台東区の谷中 5丁目など

は、○○○○○でまちづくりを指導して 42 条 2

項道路をそのまま残す特別地区の指定をしてお

ります。文京区はなぜそういう大胆不敵なまちづ

くりができないのか、私は疑問に思っておりま

す。以上ですけれども、本郷 4丁目・5丁目の要

望をのんで欲しい。それだけです。 

現況の良好な住環境の街並みは、現行法によって

形成されています。しかし敷地の統合等の条件が

整った場合、現行法では周辺市街地から突出した

建築物の出現を防ぐことはできません。そのため

現行法の規制に加えて、絶対高さの制限を指定す

ることで、突出した建築物の出現を未然に防ぐと

いうのが今回指定する絶対高さ制限の趣旨です。 

制限値は、基本的に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、用途地域等のデータを

基にして数値を算出しています。道路等の基盤状

況や周辺区域との連続的な土地利用等を勘案し、

制限値よりも下げている区域もありますが、制限

値より下げるという事は土地の持っているポテ

ンシャルを規制する可能性があるという事でも

あるため、どの区域でも制限値よりも下げられる

という事ではなく、慎重に検討を進める必要があ

ります。 

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

さ制限に関わり無く、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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25 適用 

範囲 

私は何回説明いただいても理解ができないので

質問しているのですが、例えば、資料の 32 ペー

ジに「すでに絶対高さ制限が指定されている区域

における特例の不適用」というタイトルがありま

すが、不適用になるのは、この 2つの本駒込 6丁

目と音羽 1丁目の 2つの地区だけで、他の地区は

不適用にはしないということでしょうか。例えば

総合設計による特例は適用しませんと書いてあ

りますが、今 70ｍの高度地区に 100ｍの建築の計

画がありますが、それはストップさせるつもりは

ないというような、今すでに建っている建物は除

くということで、制限はしないということです

か。 

今の段階では法的拘束力は持っていないため、計

画を強制的に抑えることはできません。 

しかし、これから計画する建物については基本的

にはこの文京区のまちづくりや絶対高さ制限の

指定の目的を伝え、制限値以下にするよう、お願

いしています。 

意見 

集約 

この説明会はぐしゃぐしゃ何回かしているだけ

で、いつまでたっても決まらないということは、

無制限に建築できるということですね。 

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。両者の区民の方の意見を反映さ

せるために丁寧に進めています。 

意見 

集約 

いかにも住民側に立っているようなポーズを取

りながら建築している業者の側に立ってしてい

るということですね。 

そうではありません。 

現況の良好な住環境の街並みは、現行法によって

形成されています。しかし敷地の統合等の条件が

整った場合、現行法では周辺市街地から突出した

建築物の出現を防ぐことはできません。そのため

現行法の規制に加えて、絶対高さの制限を指定す

ることで、突出した建築物の出現を未然に防ぐと

いうのが今回指定する絶対高さ制限の趣旨です。 

26 規制方針 この図面を見て、ここ 20～30 年の趨勢として感

じますのは、このシビックセンターがある都市核

を中心に段々高さ制限が大きくなっていって、ど

んどん都市開発・再開発が進んでいるような状況

にあると思うんですね。もともと文京区の主要産

業としては、今は電子化によってかなり衰退の傾

向にはありますが、7～8年か、9年くらい前に千

川通りの印刷業者がどんどん分業システムの印

刷の影響で、再開発によって他の業者が辞めてい

く、そういう中にあって、印刷工場を続けらない

ということで、そこの主人が家族 3名か 4名を殺

してしまったという悲惨な事件があったかと思

います。そういうことで、どんどん文京区が規制

しないことによって、この 20～30 年高さがだん

だん高くなったことによって、そういう産業の衰

退もあって、跡地にどんどんマンションが増えて

ご指摘のように、近年そういった周辺市街地から

突出する建物が建つことにより建築紛争等にな

っていますので、今回の規制を定めることとしま

した。 

現況の良好な住環境の街並みは、現行法によって

形成されています。しかし敷地の統合等の条件が

整った場合、現行法では周辺市街地から突出した

建築物の出現を防ぐことはできません。そのため

現行法の規制に加えて、絶対高さの制限を指定す

ることで、突出した建築物の出現を未然に防ぐと

いうのが今回指定する絶対高さ制限の趣旨です。 
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いく、それからまた都市核を中心にビジネスの建

物が増えていく。これは今後 20年 30年でこうい

うことを核として、だんだん広がってカラーの色

刷りでいけば、赤とかピンクの部分が増えていく

と思うのですね。それはどういうことかと言う

と、穿った考えでいくと、やはり文京区はこれに

よって税収が増えるということを目論んでいる

のではないかと穿って見えて仕方がないです。や

はりこういった問題を考えるときに、最大に考え

なくてはいけないのは、文京区というのは、「文

の京（ふみのみやこ）」ということを掲げている

わけですよ。「文の京」というのは、文京区は他

の区に比べても学校が非常に多いですし、文教の

都で、教育の場でもある。住環境の良い場所でも

あり、教育環境の良い場所、それを目指すべきだ

ろうと思います。そのためにはやはり教育、子ど

もたち世界の子ども、そういう教育の場としても

緑、それから日照という問題は大きな問題だと思

うのですね。そういうことで、こういう問題を考

える場合には、「文の京」を目指した住環境、あ

るいは教育環境、そこをやっぱり最大の理念にし

ていただきたい 

その他 行政の手法に関係することなのですが、文京区報

にあるマップの周り、台東区、豊島区、新宿区、

千代田区が全く真っ白です。この周辺部、区の境

に住んでいる人たちは、その隣の区が同じような

事をやっている、その高さ制限なり何なりの変更

とか何とかの計画はどういうような手法で情報

が入ってくるのでしょうか。逆に言えば今度はこ

この文京区の情報、こういう説明会ありますけれ

ども、ここに隣接した台東区とか豊島区、新宿区、

この真っ白の所で、文京区が 17ｍとか、その人

たちの特に南側に文京区があるような地域の人

たちは、文京区のこの都市計画の高度地区の情報

というのはどういう方法によって知らされるの

でしょうか。区界の周辺およそ 100ｍのゾーンだ

としたら、そこに住んでいる人たちはどういう情

報を隣接区と、あるいは区役所同士で、情報をや

り取りしているのでしょうか。私は区界には住ん

でいいませんけれども、その辺が行政の手法とし

てきちんとなされているのかどうか、そこを知り

たいと思います。 

周辺区に対しては、第 1次素案時からその都度情

報提供を行なっています。 
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その他 他区の都市計画の情報を周辺部に住んでいる文

京区民に対してはどのように情報提供している

のですか。荒川区とか台東区とか、この白い部分

で同じようなことをやっているはずですよね。そ

れに隣接する文京区民の人たちにはどのように

情報提供しているのですか。 

他区の都市計画に関する情報は、個別に窓口に問

い合わせて頂くことになります。 

なお、隣接区で、区全域を対象として絶対高さ制

限を定めているのは、新宿区のみです。 

27 規制方針 毎回同じ事ばかりお話をしているのですが、先程

法律内で突出した建物を抑えることが目的だと

いう話しがありましたけれども、今現在特に東北

の震災があってから、太陽光を活かしていこう、

原発をなくすという国全体の流れですね。そのよ

うな形で 30 年後は原発ゼロにするというような

事を政府が言っていますので、ここで突出した建

物を建てないようにすると決めたことは大変あ

りがたいのですが、やはり高さが高すぎます。結

局は太陽光をこれからどんどん利用していく国

になるためには、もっと高さを下げなければいけ

ないと思います。国が決めた事と区が決めた事の

間で私はそのような食い違いが起きてしまって

いるのが良くないと思います。国がそのような国

づくりを決めたのであれば、国の下の組織ですよ

ね、区というのは。やはり区も国の決めた事に従

って住民の日照権を守る、太陽光パネルをできる

限り多くの住民が取り付けることができるとい

う世の中を目指すというような形で私は進めて

いただきたいと思います。とはいえ、私も文京区

に引っ越してきた理由というのが、東京都の再開

発計画で、まちづくり全部東京都に収用されまし

て、その時にかなりすったもんだ色々やりまし

た。そこで、行政が一旦決めてしまうと、それは

中々動かない、40年前に決めた計画が 40年間何

も音沙汰なくて、急に 40 年後バッとものすごい

力でもってやられたんですね。そういう事を申し

訳ないですが、文京区の皆さんがどうかは分かり

ませんが、行政というのはそういう事をするもの

だと、その時に私はかなり痛い思いをしました。

そのように思ってしまっています。ですので、こ

ういうような決定をなさる前に、区は法律を基に

して色々なお仕事をなさっているのは分かりま

すが、住民の皆さんが安心して楽しく、「あぁ、

こんな側に高い建物が建っていやだな。」とか、

「あぁ、この建物を見ながら毎日過ごすのか。」

現況の良好な住環境の街並みは、現行法によって

形成されています。しかし敷地の統合等の条件が

整った場合、現行法では周辺市街地から突出した

建築物の出現を防ぐことはできません。そのため

現行法の規制に加えて、絶対高さの制限を指定す

ることで、突出した建築物の出現を未然に防ぐと

いうのが今回指定する絶対高さ制限の趣旨です。 

制限値は、基本的に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、用途地域等のデータを

基にして数値を算出しています。道路等の基盤状

況や周辺区域との連続的な土地利用等を勘案し、

制限値よりも下げている区域もありますが、制限

値より下げるという事は土地の持っているポテ

ンシャルを規制する可能性があるという事でも

あるため、どの区域でも制限値よりも下げられる

という事ではなく、慎重に検討を進める必要があ

ります。 
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とか、そういうような思いをしないように、平和

な気持ちで過ごせるようにしていただくのも区

の大きな役割の一つではないかなと思います。い

つも申し上げているお願いなのですが、北側に高

い建物があったとしてもそれは日照権とは関係

ありません。でも南側にあったときに日照権の関

わり合いが出てきますので、南側に高い建物が建

つと困るような地域を区の中で幾つか決めてい

ただいて、その南側には今決まっている制限より

ももっと低い制限を決めていただきたいと思い

ます。先程日照権を 1棟の建物が建ってもそれは

ちゃんと法律に反しないような日照権で規制さ

れているから、それは何も文句は言えないという

ような趣旨の事をお答えなさいましたけれども、

例えば、工場の排水でも、この排水物の中の毒素

が基準以下のものが排水で出ていく、それが 1つ

の工場だけだったらばそれで済むのですが、それ

が 2つの工場で同じ様なものを排水した場合、そ

れは複合して基準以上のものになりますよね。実

際にそのような毒素と同じように考えるのは違

うかもしれまんが、やはり日照権も 1棟だけなら

そんなに気にしない住民もいるかと思います。で

も 2 棟 3 棟と建つとどんどん日照権が奪われま

す。実際に私の近所の家でも、1棟のときには周

りの人はほとんど紛争というものを起こしませ

んでした。14階の建物が南側、南西に建っても。

でも 2棟目が建つ時に騒ぎ出しました。2棟目が

建つと、1棟の真後ろ、北側のお宅の日照権が真

冬が 1時間になってしまいます。赤ちゃんが生ま

れたばっかりでオムツとか太陽光でちゃんと干

したいと思ってもそれはできなくなってしまい

ます。それは子どもにも悪影響を与えますから、

そういう意味でも南側に高い建物を建てないよ

うにするという方向で何かお知恵を出していた

だきたいなと思います。じゃないとこの規制の高

さでは紛争は減らないと思います。本当に紛争を

減らそうと思っているのであれば、もっと、特に

皆さんおっしゃっているのは南側なのですよ。日

照権といのは。そこをもっともっと私達の側に立

って考えていただきたいと思います。高さが 17

ｍの所は 17ｍギリギリまで建てるように誘導す

るわけではないとおっしゃっていましたが、一般
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の住民の方が建物を建てる場合には多分そうす

ると思います。ご近所のつながりとか、そういう

ものに配慮して。でも全く関係ない一般企業が建

てる場合には、高さギリギリまで建てないと儲け

になりませんから、そういう意味では誘導すると

いうことに結果的になってしまう事が多いと思

います。 

その他 14 階建ての建物の 1 棟目が、ベランダが中学高

校の女子高側に向いているのですね。それで生徒

が教室で着替えられないのですよ。体育が終わっ

て暑くて窓を開放したくても、ベランダがこちら

を向いていると怖くて窓を開けられません。なの

で、学校の北側にはベランダは建てないというこ

とを、これは高さ制限とは少し違いますけれど

も、そのような部署がありましたら部署の方にお

話いただければなと思います。 

ご意見として承ります。 

公益上 

特例 

特例の 1234の中の特例に当てはまらなくても、5

番目に審議してもらえるならということで、どん

どん新しい悪知恵を企業は働かせますので、その

ような逃げ道をやはり作らないでおいていただ

きたいと思います。 

公益上やむを得ない場合の特例は、既存不適格建

築物建替えの特例・地区計画等の特例・大規模敷

地の特例・総合設計による特例のいずれにも適合

が不可能で、かつ公益性が高い不測の場合のみに

対して設定したもので、慎重かつ厳正に検討を行

い区長が判断するものです。 

既存 

不適格 

特例 

マンションに住んでいる方のご意見で、1回だけ

特例で建物が建てられるとしても、その後はとい

うことをご心配になっていらっしゃると思いま

すので、ちゃんと区の方でマンションの住民と

色々と話し合いをしてというようなシステムづ

くりを明らかにして下されば、マンションをこれ

から購入する方とか、実際にマンションに住んで

いる方も少しは安心できるのではないかと思い

ます。それで安心していただければ、高さ制限を

もう少し低くしていただきたいという一般の戸

建の住民の方に歩み寄っていただけるのではな

いかと思いますので、その辺のシステムづくりの

方もお願いできればと思います。 

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、設定しました。

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。 

規制方針 北側から例えば 10ｍとか 20ｍとかは絶対に建物

を建ててはいけないとか、高度を斜めの屋根にす

るというよりも建ててはいけないという形には

できないのですか。 

全ての敷地において北側からの壁面後退距離を

定めることは難しいと判断しています。 

規制方針 原発の問題とは別問題とおっしゃいましたけど、

そうやって行政って後手々々に回るんですよ。い

つも遅れるんですね。それこそ今タイムリーに南

現況の良好な住環境の街並みは、現行法によって

形成されています。しかし敷地の統合等の条件が

整った場合、現行法では周辺市街地から突出した
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側だけ高い建物を建てないように、せめて 6階建

て程度にするというような形ぐらいで決めてい

ただければ、それこそ、日本の中で最初にそのよ

うな画期的な条例を作った区という事で日本か

ら絶賛されると思いますよ。世界から絶賛される

と思いますよ。ドイツとか色んな所から絶賛され

ると思います。なので、その辺り勇気を持って決

断していただきたいと思います。 

建築物の出現を防ぐことはできません。そのため

現行法の規制に加えて、絶対高さの制限を指定す

ることで、突出した建築物の出現を未然に防ぐと

いうのが今回指定する絶対高さ制限の趣旨です。 

 

28 公益上 

特例 

私の住んでいる所は本郷 2丁目で、前から何回も

言っていますが、日影規制がなしで、商業地域で

ございます。外堀通りに高い建物 70ｍというこ

とで、第 2次素案のときのひとつの例として私が

実際に出席したのですが、不忍通りふれあい館

で、中村調整課長（当時）は、総合設計制度は問

題があるという事を知っていると。それははっき

りと録音されています。既存不適格物件に対する

区長の認定ということで話がつながると思うの

ですが、ここの意見です。第 2次素案の時に、学

校、病院その他において容積率の緩和ということ

で、容積率を緩和すれば高さが高くなるというこ

となのですが、第 3次素案では、区長の許可によ

る特例で、特に今日皆さんがお持ちになっている

緑の区報には書いていませんが、私は第 1回都市

計画審議会で出席したら、「学校、病院その他公

共の用に供する建築物又はで、周辺環境に対し一

定の配慮がなされた建築物の建替え」という項目

の中で、「学校、病院」ということと、「又は」、

「建替え」という文言が削除されています。そこ

でまず 1点なのですが、なぜ第 2次素案の時に書

かれていたものが、大規模敷地の中に位置づける

という名目だそうですけども、なぜこれを削除し

たのか。どうして学校、病院といういわゆる公益

性のある、例えば私の所で問題になっているのは

病院なのですが、○○○なのですが、建築確認申

請をとって今 21 階を建てていますが、何故第 3

次素案で学校、病院を削除したのか、この意図は

何なのかという事が 1点です。 

公益上やむを得ない場合の特例は、既存不適格建

築物建替えの特例・地区計画等の特例・大規模敷

地の特例・総合設計による特例のいずれにも適合

が不可能で、かつ公益性が高い不測の場合のみに

対して設定したもので、慎重かつ厳正に検討を行

い区長が判断するものです。 

第 2次素案において、学校・病院については大規

模敷地の特例の一部として位置づけたため、今回

の第 3次素案では、公益上やむを得ない特例の例

示からは削除しました。 

その他 前回 1回目の文京福祉センターで、私が既存不適

格は外堀通りにどれくらいあるのですかという

質問に対して、東京ドームの中にあるドームホテ

ルは都市核になるから既存不適格には入ってい

ないという返事がされていますが、どうも信用が

ご指摘の建物は 70ｍの区域に立地しているため、

建物高さが 70ｍを超える場合は、絶対高さ制限

の告示後は既存不適格となります。 
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できません。この既存不適格物件で私の母が言っ

て、五木田さんがはっきりと明言されていません

でしたが、多分前の酒井さんのときなら既存不適

格だと言っています。高橋さんと五木田さんにお

伺いします。今建築確認処分がされて建てており

ます 99.72ｍ、最高高さがどうかも分かりません

が、○○○○○1 棟の 21 階は、現行既存不適格

であるのか、ないのか、あなた方の回答をもらい

たい。 

規制方針 現行の今の建築基準法で建てられてきた、文京区

の中でいう既存不適格建物、例えば○○○の○○

物件なんかも既存不適格なのですが、既存不適格

建物を建築確認処分をしないで下さいという強

制力はないですよね。東京都の総合設計制度と文

京区の総合設計制度があるのですが、この現行の

総合設計制度または○○○○○○○○○○○の

ように、公開空地はありませんから、通常設計で

建てられますが、現行の総合設計制度または通常

設計で建てられた建物がここにいう絶対高さ制

限の既存不適格物件であるけれども、今回の第 3

次素案を経て特例で大規模敷地だとか、地上げに

よって土地をたくさん広げれば、特例で区長が認

める事があるわけですよね。全くないわけではな

いですよね。かなり慎重に協議されると五木田さ

んからそのような返事がありましたけれども。そ

うすると、ここで言う第 1次素案から第 3次素案、

現在まで何も変わっていない外堀通りの○○○

の 70ｍの所ですけれども、この 70ｍの高さはで

すね、誘導するという形にはなっていますが、土

地を広げて 70ｍの高さにしなくてはいけないと

いう義務は○○○側には一切ないのではないで

しょうか。また○○○ではなくても、いわゆる大

規模敷地においては、東京都の総合設計制度によ

って、周辺の一定の配慮だとおっしゃっています

けれども、それによって幾らでも高いものが建っ

てしまいますよ。だから中村課長さんは、私もず

いぶん意見書を出したり、直接対面してお話した

りしましたけれども、色々な場所での総合設計制

度における弊害というか問題点が全くないとい

うわけではなくて、問題点があるということが認

識されているのですよ。ですから、例えば公益性

の高い学校、病院が外されていますが、もし、こ

公益上やむを得ない場合の特例は、既存不適格建

築物建替えの特例・地区計画等の特例・大規模敷

地の特例・総合設計による特例のいずれにも適合

が不可能で、かつ公益性が高い不測の場合のみに

対して設定したもので、慎重かつ厳正に検討を行

い区長が判断するものです。 

第 2次素案において、学校・病院については大規

模敷地の特例の一部として位置づけたため、今回

の第 3次素案では、公益上やむを得ない特例の例

示からは削除しました。 

総合設計は、公開空地等を確保することにより市

街地環境の整備改善に資すると認められる計画

であることから、絶対高さ制限を緩和します。 

なお、絶対高さ制限に違反した建築物に対して

は、建築基準法による是正命令等の対象となりま

す。 
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れが非常に重要なのですが、例えば本郷通りで言

うと、貸し店舗と書いてある、昔の古本屋さんと

かがみんな貸し店舗と書かれていて、奥まった所

に高い賃貸の良いマンションが建築されていま

すが、こういった所をだんだん拡充していって、

又は私どもの○○○の周りはですね、たくさん今

買取で土地を買い取っているのですが、土地を拡

充すれば公益性という形ですり替えられて、幾ら

でも高い建物が建ってしまうのではないかと。そ

れを区として今建てられているものは仕方ない

けれども、次の 1回だけの建替えはこの高さでい

いと、2回目はダメですという縛りはどこにも存

在しないというか、罰則規定も作らないと思うん

ですよね。ですから先程女性の方が質問されてい

ましたが、何年後にこういった高橋さんがおっし

ゃっている気持よくということで、区民として実

感できるかどうかというのはまだ先の話しで、今

現在も駆け込み需要でガンガン建てているのが

現状だと思います。少なくともここにいる皆さん

は、そういう建築紛争を見てきた、あるいは体験

してきた、裁判やったけど惜しくも負けてしまっ

たとかですね、お金で切り崩されたとか、わずか

な補償金をもらって失敗したとか、そういう人も

たくさん来ているし、自分が経験しなくてもそう

いうことを聞いている人がここにいらっしゃる

と思います。私ちょっとまとめたのでこれを言い

たいです。特に高橋さんは非常に素晴らしいこと

を言いました。できるだけ既存不適格というのは

建替えの時には同じ位置の場所に、真ん中にとい

うことで。素晴らしいですね。そうして頂ければ、

少しは日影になるような所も少なくなるのでは

ないかと思います。ただし、先程白山の方がおっ

しゃっていましたけれども、1棟だけなら紛争も

起きないかもしれないけれども、2棟 3棟 4棟に

なってきて、自分には関係ないといっても、自分

はマンションに住んでいるけれども南側に自分

達よりも高いマンションが建ってしまうと、これ

はハイそうですかとは言えないわけですよ。です

からね、高さ制限の数値が本当にこれで良いかど

うかというのは、地区計画の問題だとか、地域と

の話し合いだとか、区と一緒にやっていらっしゃ

る地域もあるかと思いますが、少なくとも私の住
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んでいる本郷 2丁目は、商業地区で何と○○○○

の○○○会長は、何世帯ぐらいですかと聞いたら

85 世帯ぐらいしかいないのではないかと言って

いるんです。その中でここに誰が来ているんです

かという話しですよ。最近中村さんや酒井さんご

努力もあったせいか、町会の掲示板にやっと絶対

高さの案内が貼られましたけれども、もっともっ

と関心を持ってもらわないと、次は自分の部屋が

真っ暗になるということだけです。最後、長いの

でまとめます。もし、真ん中にということであれ

ば、総合設計制度でですよ、一定の配慮という形

で公開空地ができて、いろいろ緑地ができてです

よ、総合設計で配慮がないまま、配慮があるのか

ないのか分かりませんが、配慮がないままの話し

です。現在建築中の 21階の○○○の約 100ｍを 1

階の建替えを同じ位置、配置、高さで認めて、2

回目は 70ｍに、100年か 150年後できるのでしょ

うか。今現在は南北逆で建てられています。つま

り、南側が 21 階で北側が 7 階 8 階だと言ってい

ます。自分の太陽がサンサンと当たるところには

太陽光パネルをつける魂胆です。我々の所は日影

になっておりまして、太陽光パネルの意味があり

ません。南北逆で、北側が高く、南側が低いのを

次々回の建替えの時に、この既存不適格物件を真

ん中に建てることができるのでしょうか、それを

（仮）既存不適格建築物特例協議会なるもので、

決めることができるのでしょうか。学校、病院を

以前区長の特例として認められていたことは第 2

次素案でオレンジ色の所に書いてあるんですよ。

これが第 3次素案で削除されましたが、○○○○

○○○が建築確認処分されたのは区長の特例で

はありません。東京都の総合設計制度であり、民

間である○○○○○○○○、○○○○○さんの所

で建築確認処分がされています。配慮は範囲限定

的であり、公益性が無視されているのではないか

と思っております。もしそうだとしたら欺瞞であ

ります。ど真ん中であれば公開空地と区道の離隔

が拡張しますが、そういう所もあります、私も見

ています。わざわざ既存不適格を都市核同様、都

市計画で容認するのではありませんか。絶対高さ

制限は単なる誘導です。ここ、高橋さん誤解があ

ったら誤りますけれども、私はこう理解していま
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す。誘導と言っていますが、条例ではなく罰則規

定はありません。現在既存不適格を駆け込みで建

築している所がたくさんあります。第 3次素案高

度地区の前に、意図的に地上げした挙句、土地を

買いあさり、容積率いっぱいに、今高さいっぱい

に建てられているのをあなた方は知らないので

はないでしょうか。本郷通りや春日通り同様、例

えば 15 階以上を超える高層マンションだらけに

すれば、そのマンションの北側の住民は、南側に

高い建物が経てば当然日影になるわけです。そう

すると、高橋さんがおっしゃっている、ポテンシ

ャル、お部屋の区分所有のポテンシャルは当然日

影になるので下がります。そういうことも理解し

て下さい。その高さまで建てられますよと区側が

主張しているように聞こえます。しかし、デベロ

ッパーや建築主は予算があって、今コンクリート

の生コンクリートが高くなって途中で頓挫して

いるマンションがあるということも聞いていま

す。例えば私の所で 45ｍBと書いていますが、45

ｍまで何がなんでもデベロッパーや土地のオー

ナーさんがそこの高さを揃えて制限値まで建て

る人が本当に出てくるんでしょうか。人口が減っ

ていく中でですよ。地権者の相続の問題だとか高

齢化だとか転売だとか、銀行間との軋轢で、コイ

ンパーキングや地上げが横行しているんですよ。

私の隣も今解体しているんですけれどもね。例え

ば先程言いましたが○○○の貸し店舗のように

なって、どんどん後ろの住民が地上げをされてい

けば、仮の話しですが、当然○○○の第 4街区と

いう所があるのですが、虫食い状態がサテライト

同様拡張していき、大規模敷地が区道を挟まれた

上で買取の結果出来上がります。そしたら例えば

60ｍといっても公益性のある病院だということ

で、容積率を最大限使う、使わないは別として高

い建物はできてしまうわけです。すると何も高さ

制限があるからといって、特に区の誘導は罰則規

定が抑えがあるといっても特にそれに違反した

からといって建てられないとうわけではありま

せんから、大規模敷地や公益に資する等の理由

で、さらに成澤区長の特例が出てきますので、そ

こで審議されて認められれば、無意味なままの、

私はこれを勝手に作りましたけれども、新規な既
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存不適格物件が適格にすり変わるのではないで

しょうか。ですから、やはり容積率制限というも

のに着目していただかないと、突出した高さ、私

はこの指針に関しては良いと言っているんです

けれどもね、紛争を予防してもらいたいし、高橋

さんがおっしゃっているように気持ちよく住み

たいですよ。ところが現状、そういう非常識な公

益性のある○○○○○○○だとか、他のマンショ

ン紛争を見ている限り、当然気持ちよく住んでい

て気持よく買ってきたにも関わらず、今度は気持

ちが悪くなってそれでまた出ていくという話し

で、ポテンシャルが下がって売る時も大変なので

すね、日影になってしまって。そういう事を考え

た事があるのでしょうか。ですから、突出した高

さを抑止し、都市型高度地区というのを本当にも

う 1回考えなくてはいけない。先程皆さんおっし

ゃっていましたけれども、政府の再生可能エネル

ギーの方向に動いているということでスマート

グリッドなど私は着目しているのですが、あらゆ

る全ての地区で太陽光パネルが最低ペイできる

ような光が当たるような形で、どんな場所であろ

うと昔のような斜線制限を復活させて、高さをも

っともっと避難できるような形で下げていって、

できるだけ日影をなくしていくような形にして

いけば、当然植物も育ちますし、光合成もできま

すし、洗濯物も乾きますし、快適なお部屋として

窓をサンサンと開けることが出来るわけです。そ

ういうまちづくりにしていかなければいけない

のではないでしょうかと思っております。私の言

っているのは非常に夢想かもしれませんが、私の

言っているのを録音したのをもう一度聞いてい

ただいて、斟酌していただいて回答ください。 

29 規制値 私の住んでいるのは 45B の地域です。なぜ 45ｍ

か説明をいただきたいと思います。私の家は今 3

階建てなのですが、私の住んでいる周りは 2階、

若しくは 3階なのですね。私の住んでいるブロッ

クの所に本郷交流館というのがあります。これも

2階の建物です。そういう地域で、何で 45ｍとい

う指定になってしまうのか。規制じゃなくて誘導

としか聞こえないのですが。高い建物を建てろと

いうことではないのでしょうか。その辺を説明し

ていただければと思います。 

ご指摘の地域は近隣商業地域・容積率 400％の地

域であり、この周辺は商業地域・容積率 500～

600％の地域が面的に広がる、文京区の中でも特

に都市化が進んでいる区域です。そのため、都心

型中高層市街地を中心とした市街地の形成を目

指す地域として 45ｍとしています。 
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規制値 誘導じゃないですか。誘導はしないんでしょう。

規制を掛けようとしているもの反対じゃないで

すか。 

低くする数字が出てくるべきではないですか。今

はもう建てた物は認めると、それを 31ｍにする

とか 22ｍにするというのなら分かります。明ら

かに誘導ではないですか。 

現況の良好な住環境の街並みは、現行法によって

形成されています。しかし敷地の統合等の条件が

整った場合、現行法では周辺市街地から突出した

建築物の出現を防ぐことはできません。そのため

現行法の規制に加えて、絶対高さの制限を指定す

ることで、突出した建築物の出現を未然に防ぐと

いうのが今回指定する絶対高さ制限の趣旨です。 

規制値 そもそも 45ｍというのはどこにあるのですか。

具体的に 5件あると言ってしましたが。高橋課長

が歩いていただいたら、よく分かります。私がご

案内します。そもそも大変失礼ですが、文京区に

住んでいない人が課長職についていてはいけな

いじゃないですか。高橋さんには大変失礼かもし

れませんが、痛みの分かる人になって欲しい。 

どこにあるかというのは良いですが、とにかく下

げるような規制を掛けて欲しい。先程おっしゃっ

ていましたけれども、地域住民の意向で決めるよ

うな指導をして欲しい。 

現況の良好な住環境の街並みは、現行法によって

形成されています。しかし敷地の統合等の条件が

整った場合、現行法では周辺市街地から突出した

建築物の出現を防ぐことはできません。そのため

現行法の規制に加えて、絶対高さの制限を指定す

ることで、突出した建築物の出現を未然に防ぐと

いうのが今回指定する絶対高さ制限の趣旨です。 

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

さ制限に関わり無く、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。 

規制値 なぜ 45ｍにしたのか。都市化が進んでいるとは

とても思えないです。そこにおられる 4名の方が

来られたら私案内しますよ。昔の住所で言うと元

町なんですよ。元町というのは、元々街があった

から元町なんです。要は、庶民が住んでいる所な

のです。だからそんな都市化が進んでいるとは思

えないです。特に戦争で焼けませんでしたから、

古い木造というのは戦前から建っています。私の

家は、関東大震災で焼け出されて、その後建てた

所です。是非 4名の方来てください。 

どのくらい古い人が住んでいるかというと、私の

前の建物というのはね、太宰治さんが無理心中し

た娘さんの父親が持っていた建物なんですよね。

それぐらいの場所なんです。今は壊して違う建物

になっているんですけどね。とにかく 1回来てみ

てくださいよ。 

現況の良好な住環境の街並みは、現行法によって

形成されています。しかし敷地の統合等の条件が

整った場合、現行法では周辺市街地から突出した

建築物の出現を防ぐことはできません。そのため

現行法の規制に加えて、絶対高さの制限を指定す

ることで、突出した建築物の出現を未然に防ぐと

いうのが今回指定する絶対高さ制限の趣旨です。 

規制方針 大和郷と称されている六義園の前の 10ｍの所な

どは、文京区民でさえ憧れるという土地です。低

く抑えるということによって返って資産価値が

上がっているんですよね。ここは高く建てられる

から資産価値が上がるというのは、考え方がちょ

っとおかしいんじゃないですか。 

商業施設が集積しているような地域と大和郷の

ように、低層住宅地の地域とでは、まちの特性が

異なるものと考えます。いずれの地域において

も、地域の特性に沿った制限値を指定すること

で、突出した建築物の出現を未然に防ぐというの

が今回の絶対高さ制限の主旨です。 
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その他 高橋課長、失礼ですがゼネコンから袖の下を取ら

れているのではないですか。 

そのような事実は一切ありません。 

30 規制方針 今回はそこに 32ｍの建物、22ｍの高さ制限が設

定されていますが、しかし間に合わない、そうい

う状況で私は関心は持って参りました。随分お帰

りになった方がいらっしゃいますが、残っておら

れる方は止むに止まれぬ、私がそうだとは思いま

せんけれども、切実な問題を抱えておられて残っ

ておられる方なので、その事についてですね、や

っぱり十分承知して対応していただけたらと思

います。私がこういう事を言うと叱られるかもし

れませんが、私は総論として、この案に賛成いた

します。文京区に前向きにこういう高さ制限を掛

けられようとしていること、今日課長は一生懸命

説明されようとしましたが、私は賛成です。これ

は、区全体に掛かることですから、ここには色々

な問題を抱えておられる方がきっとおられます

が、多くの区民にとっては良いことだと思いま

す。ただ、制度を変えるとですね、私は経済学者

なので経済学的な観点から申しますと、良いこと

があれば必ずその変化によって支障というか、障

害が出てくるものです。良いことだらけといった

ような改革というのはあり得ないと思います。で

すので、総論に賛成していると申し上げましたけ

れども、個別の色々なそこから生じる不具合、困

難に関しては大変ご負担が増えるとは思います

が、一つ一つ真摯に対応していただきたいという

ことをお願いしたいと思います。先程住んでいな

いのは、こんな事を考える資格が無いとおっしゃ

った方がいらっしゃいましたが、私はそうは思い

ません。ただ、皆さんは区政、区の行政を担当し

ているわけで、区民の、納税者の公僕であるとい

う事だけは忘れずにお仕事に勤しんでいただけ

たらと思います。あなた（課長）とは初めてとな

りますが、前任の方々とは苦い々々経験を私はし

て参りました。5頁に指定方針、目的と書いてあ

りまして、「良好な街並み景観と秩序ある市街地

を形成する。」、「建築物の建築にかかる近隣紛

争の防止を図る。」、「良好な住環境を保全する。」、

誠に結構。しかし、○○○○○○○○○○○○、

8 年前からずっと紛争が続いておりますけれど

も、この間、あなた方の前任者、計画調整課がこ

今回指定する絶対高さ制限は、区内全域に掛ける

ものであり、厳しい規制であるため、できるだけ

多くの区民の方々にご理解していただけるよう

に、第 1次素案から第 3次素案まで皆さんの意見

を頂きながら丁寧に進めています。 

実際の現地になるべく足を運びながら今後も進

めていきたいと考えています。 
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の一つでも実行なさったかと言ったか言ったら、

全てこれに反する行政をとってこられました。そ

の結果として、なかなか建たず、ただ今日明日に

でも着工という所まで残念ながらきてしまって

いますけれども、かくも長い間紛争が続いて参り

ました。そういった前任者の比較で申しますと、

私は今日は、ああ、こういう雰囲気の区の説明会

もあるんだなというように、ちょっと何か新しい

ものを見つけた感じがします。今までは、前任者

は、私なんかには、本当に反対をしているからと

いう事でしょうけれど、けんもほろろに威張り散

らしてですね、本当に耐えられないぐらいの横柄

な態度をとっておられました。しかし今日は、あ

なたは一生懸命この高さ制限の目指している目

的を、これは性格なのかも知れませんが、かなり

率直に語ってくださっていて、やっぱり区の行

政、区政というのはそうでなければならない。国

と違うわけで、やっぱり住んでいる一人ひとりに

対して行政をしていらっしゃるわけですから、や

っぱり一人一人に対してできるだけ誠実に対応

していただく、その姿勢は、今日は私には随分見

られたような気がしていまして、素晴らしいな

と、その意味では感じております。それは色々背

後では許し難い事をなさっているかも知れませ

んし、演技として極めて高等に振舞ったという事

かもしれませんが、少なくとも私には大変好感が

持てました。ただ、同時に区政ですから、色々自

分の所に見に来いというお話がありました。東京

都全体、国全体といったら絶対そういった事はで

きません。大蔵省の予算を審議する主計局の人た

ちは、現場は見に行ってはいけないと昔から言わ

れていますが、区政の場合には、やっぱり現場を

見に行かれて、そこではどうなのかという事を一

つ一つ判断してきめの細かい計画・条例を作って

いただく必要があろうかと思います。ですから結

論はですね、私は賛成ですが、その事によって生

じる色々な住民が被る不利益に関しては、今でも

多少のセーフティーネットはやっておられるよ

うに今日うかがいましたが、決してそれでは十分

ではないと思いますので、全力を挙げて良いセー

フティーネットを張っていただきたいというよ

うにお願いしたいと思います。誘導ではないかと
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いう話しが出ましたが、私も現に○○○○○○○

○○○で起こっている問題ですけれども、業者が

敷地いっぱいに容積率・建ぺい率ギリギリに建て

ているものですから、○○○通りという 4ｍ弱の

細い道がありますけれども、そこに 7ｍ半の間口

でしか接していないにも関わらず、車寄せを作っ

ていないのですね。この高さ制限が掛かりますと

多くのマンション建設事業者は、今の○○○○○

○マンション建設事業者と同じように、敷地いっ

ぱいに広いものを、高さが制限されますから、当

然低くすると広くしないとそれだけの戸数を擁

することができませんから、建ぺい率というのも

ありますけれども、一般的には敷地いっぱいに建

てて、従って車寄せというものがない、そうする

と前面の接道には違法駐車が溢れるというよう

な事にあっちでもこっちでもなるのではないか

と思っています。そこの点については計画調整課

ではないのかも知れませんが、道路だとかです

ね、よく協議なさって、それなりの対応策を考え

ていただきたいと思います。それから、経済学的

に申しますと、やっぱり都心 3 区に極めて近く

て、交通の便で言えば本当に都心並み、しかしそ

こに文化とか歴史の香りが残っている佇まいの

良い文京区というのが売りですけれども、そうい

う文京区で見れば、どんどん都市化が進んでいる

東京の中で、放っておけば港区、中央区並みにな

ってしまうのを、やっぱり文京区の良さを残そう

ということで、こういう取り組みをしておられる

わけで、そういう事もありまして私は、総論に賛

成をしているわけですが、やっぱりそれだけ都市

化と共に、文京区の価値は上がっているわけです

から、そこに価値が上がったことに伴って高度利

用を図ろうとしていることに歯止めを掛けるよ

うな高さ制限をしきます。そうすると、何かそれ

は誘導じゃないかと言われるようなことがどん

どん起こってくる、それはもうやむを得ない。経

済学的には十分考えられる事です。ですから、そ

れに対するセーフティーネットというのか、対応

ですね。事前に十分にお考えになっていただきた

い。 

31 既存 

不適格 

私はここにいらっしゃる中では大変少数派の人

間でして、この計画で既存不適格になるマンショ

ご意見として承ります。 

既存不適格になると考えられるマンションにお
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特例 ンに住んでいる人間です。意見の 1つ目は、既存

不適格になるマンションの住民に対する説明を

徹底してやっていただけないでしょうかという

お願いです。今日の今日まで私どものマンション

でもこの計画があることすら知らないことが大

多数だと思います。やはり、マンションですと私

も含めサラリーマンが多く、こうした情報に接す

るという機会が少なく、こうした機会に直接出向

く事すら、平日の 6時半に伺う事は無理です。難

しいというか。やはりしっかりこの既存不適格に

なるマンションへの連絡・説明というのを徹底し

ていただきたいと思います。それは管理組合なり

そこに住んでいる住民なりという所にご計画と

これに伴うデメリットをしっかり説明していた

だきたいと思います。なぜかと言いますと、この

計画は、私の理解では、もちろん方向性について

3つの目的を含め文京区の住民としては違和感は

ございません。しかし具体的な進め方について申

し上げたいという事のわけで、例えば告示がされ

ますと、とたんに既存不適格の物件は価値が下が

ると思います。何故ならば、将来建替えをしたい

と思っても同じ高さまでは建てられないという

事は、価値が下がるということになります。従っ

て、借金をしている人は担保価値が下がります

し、転売しよう思えば転売価格が下がります。な

ので、そういうデメリットもあるんだという事も

しっかりとご説明いただきたいという事です。 

住まいの方に対しての周知方法に関しては、今後

検討していきます。 

また、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、既

存不適格の建替えの特例を設定しました。 

この一回の建替え特例が資産価値に対する影響

を軽減すると考えています。 

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。

そのことが良好なまち並みを形成し、区のイメー

ジをさらに向上させるものと考えております。 

規制方針 進め方について 2つ目の意見です。今ここで皆さ

んがおっしゃっている事を私なりに色々と伺っ

ていますと、やはり緊急を要する問題は、これか

ら建とうとしている物件を如何に早く止めるか

という事なのではないかと思われました。なの

で、これから建つ新規物件に規制を掛けるという

制度と、すでに建ってしまって住民もすでにいる

という物件の将来の高さを削っていくという問

題とは緊急度が違うのではないかと思いました。

なので、進め方によりましても、緊急度が高い問

題と、そうではないかもしれないものは、もしか

すると皆さんの制度設計の中では分けてやられ

た方が、特に切実に明日 100ｍ、70ｍ、30ｍとい

う物件が目の前に建ってしまうという方にとっ

ては大事なのではないかなと思いました。 

今の段階では計画を強制的に抑えることはでき

ない状況です。 

しかし、これから計画する建物については基本的

にはこの文京区のまちづくりや絶対高さ制限の

指定の目的を伝え、制限値以下にするよう、お願

いしています。 
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既存 

不適格 

特例 

既存不適格物件は物件数の 1％というお答えがあ

りましたが、具体的には文京区には何棟の既存不

適格が発生し、そこには何戸の住戸、何人の住民

が住んでいるという所まで皆さんは把握してい

らっしゃるのか、教えていただければと思いま

す。 

世帯数での調査は行っておりません。 

32 規制方針 結論から申し上げますと、この制限を設ける案に

大賛成で早くやっていただきたいという事です

ね。26 日に建設委員会か審議会かというのを傍

聴させていただいたのですが、今回区の方針とし

まして、規制を掛ける部分では、例えばワンルー

ムマンション条例なんかありましてね、僕は大賛

成している状態です。それとこの絶対高さ制限で

すね。ワンルーム条例は恐らく○○○○と思うの

ですが、この絶対高さについてはちょっと間が開

きすぎまして、先程も○○先生からも出たように

も、駆け込み需要があまりにも○○○○頂きたい

という所です。 

今の段階では計画を強制的に抑えることはでき

ない状況です。 

しかし、これから計画する建物については基本的

にはこの文京区のまちづくりや絶対高さ制限の

指定の目的を伝え、制限値以下にするよう、お願

いしています。 

規制値 規制緩和の方では、例えば道路構造令の方の自主

規制による緩和ですかね、こちらの規制緩和の方

向としましては良い方向だと思います。それとで

すね、今回私どもの所は第 1種中高層住専なので

すが、第 1 次素案では 15ｍとの所を、散々意見

を述べさせて頂きまして、14ｍに下げて頂きまし

た。それでもまだ高いんですね。しかしながら今

まで高さ制限が全然ない所にやっていくわけで

すから、早くやっていただきたいのですが、やは

りまだ高い。そういう地区の所で地区計画でやっ

てくれという事になるのですが、それも進めては

いるのですが、なかなか簡単にはいきませんの

で、今回一律にやるのは、今回これが限度かなと

いう気がするのですね。その中で、細かくもう少

し地域の特例を活かせるようにしていただきた

い。具体的に言えば、例えば私の所は指定容積率

は 200％なんですけれども、実際文京区の中でも

この小日向というのは、99％が 2項道路なんです

よ。実際は容積率は 160％になってですね、そう

すると計算式に 160％を指定容積率の変わりに入

れると、ちょうど 12ｍになるんですね。私が第 1

次素案のときから 12ｍにしてくれと言っている

わけなのですが、そういう意味でですね、例えば

指定容積率 200％は 14ｍで良いと、だけれども実

現況の良好な住環境の街並みは、現行法によって

形成されています。しかし敷地の統合等の条件が

整った場合、現行法では周辺市街地から突出した

建築物の出現を防ぐことはできません。そのため

現行法の規制に加えて、絶対高さの制限を指定す

ることで、突出した建築物の出現を未然に防ぐと

いうのが今回指定する絶対高さ制限の趣旨です。 

制限値は、基本的に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、用途地域等のデータを

基にして数値を算出しています。道路等の基盤状

況や周辺区域との連続的な土地利用等を勘案し、

制限値よりも下げている区域もありますが、制限

値より下げるという事は土地の持っているポテ

ンシャルを規制する可能性があるという事でも

あるため、どの区域でも制限値よりも下げられる

という事ではなく、慎重に検討を進める必要があ

ります。 

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

さ制限に関わり無く、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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際は、実際の容積率を使用して頂きたい、だから

5ｍ以上の道がなければ、結局は 12ｍ、という所

で、5ｍの所は 14ｍで良いわけです。そういう細

かい所がどうしても出てきますので、一律にやる

とどうしても無理がある。という所で、実際の容

積率を参入するというのは相当リーズナブルと

いうような、相当合理的ではないかと勝手に思っ

ているのですが、是非その辺の考えを検討して頂

きたいと思います。 

中村課長の時には、12ｍという所が第一種低層に

あるので、そこと整合性が合わないということで

した。第一種中高層なのに第一種低層と同じ 12

ｍではおかしいという中村課長さんはおっしゃ

っていましたが、それもおかしい。そこの所だけ

の場合には 12ｍで良いです、他の所は第一種低

層で○○○○○けれども、12ｍだと。第一種低層

の隣は 12ｍで構わないと思いますね。 

33 規制値 プリントの 19 ページをお開きいただきたいので

すが、ここの「制限値の見直しについて」という

ことで、「第 2次素案及び認定基準について寄せ

られた意見をふまえながら、都市計画的な視点か

ら見直しを検討しました。要望の多かった区域①

本郷 4・5丁目、本駒込 4・5丁目」という事で、

なぜ 22ｍが低くならなかったという理由ですね。

「第一種低層住居専用地域や容積率 200％の区域

と地域的・地形的な連続性がみられない。木造住

宅密集地域整備促進事業の区域ではない」との事

です。もう一点、この前やられた都市計画審議会

の所に書いてある理由としては、本郷 4・5 丁目

は、商店街に隣接している、高い建物の所に隣接

しているから 22ｍにしたんだという事が、例え

ば、87 ページに書いてあるんですよね。その辺

が分からないのです。第一種低層住居専用地域と

容積率 200％、結局低い建物のある地域ですよね。

それと地域的・地形的な連続性がない、連続性が

ないと何がまずいのでしょうか。それから木造住

宅密集地域整備促進事業の区域ではない、これも

素人には分からない。3番目の商業地域と隣接し

ているから 22ｍにしたという事も全く分からな

い。この辺を説明していただきたい。 

例えば、不忍通り辺りは準商業区域で 31ｍの道

路など、そういう所と接していても 17ｍとか 15

第 2 次素案において住居系用途地域・容積率

200％の区域については、一定程度下げて欲しい

というまとまった意見がありました。200％区域

の街並みの実状は高くても 4 階建てまで等の理

由から、住居系の 200％については全て 15ｍから

14ｍに変更しました。併せてこれらの地域に接し

ている住居系用途地域・容積率 300％の区域、第

一種低層住居専用地域と接している容積率 300％

の区域などについては周辺地域との整合性を図

るということで制限値の見直しを行いました。1

次から 2 次に掛けて意見として反映させて頂い

ております。 

なお、本郷と本駒込と千石の３地区からも下げて

欲しいというまとまった要望が第 2 次素案時に

ありました。これらの地域についても地域の特性

を見て下げるべきかどうか検討をしましたが、結

果としては現在の制限値が妥当であると判断し

ました。 
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ｍになっているんです。という事は、私が今言っ

ている事は、商業地域に隣接しているから 22ｍ

にしたという事については、ではなぜ 22ｍにし

なければならないのかという事が分からないで

す。一方で根津の方では低くなっている所もあり

ますよね。31ｍの商業地域がありながら、17ｍに

なっているとかね。14ｍになっているとかという

のを見ると、これはどうも話しが合わないのでは

ないかという感じがするのですよ。 

規制方針 どこの地域でも１戸建の地主さんであって、今住

んでいらっしゃる、地域は問いませんけれども、

そういう方々、住民の気持ちというのは 2度と買

える土地ではないと。だからこの土地は大事にし

たいと。孫の代まで何とかしたいものだと。それ

が住民感情なのですね。そこら辺の住民感情を十

分捉えておいてくれないんじゃないかという気

がするんですよね。私他の町会にも聞きに歩いた

のですが、こんな 7階建てなんてとてもじゃない

けど考えられないよね、というのが極く初めて聞

いた人たちのね、「え？7階建て？そんなもの建

てられないよ。」というのがほとんどの人の感想

です。22ｍ建てられるなら良いやという人はいま

せん。現に文京区は 30坪ぐらいから 50坪ぐらい

が一番多いですから。30 坪、50 坪の所に 7 階建

てがどうやって建てるんですか。だったら容積率

600％ぐらいにしてもらいたいですよね。容積率

を 600％にしてもらって、7 階建てを建てても良

いですよという事であれば大部分の話しが違っ

てきちゃう。容積率 300％、建ぺい率 60％のまま、

そのまま 7階建てを建てろと言ったら、○○○○

ね。そういう事は、今の土地を持っていらっしゃ

る方々は、夢にも考えていないですよ。この辺に

建つものは 3階建てだよね、4階はとてもじゃな

いけど上がれないわよと。じゃあ今度 7階建てだ

からエレベーター付けてね、人に貸すのかという

事になりますと、これはまた小さな敷地だととて

もじゃないけど人に貸せるものにはならない。じ

ゃあどうするかと言うと、この区の目的を達成す

るためには、4 世帯・5 世帯が共同として土地を

出し合って、じゃあ皆で仲良く 7階建てを建てま

しょうという事にならなければ 7 階建ては建ち

ません。つまり私が申し上げているのは、考え方

現況の良好な住環境の街並みは、現行法によって

形成されています。しかし敷地の統合等の条件が

整った場合、現行法では周辺市街地から突出した

建築物の出現を防ぐことはできません。そのため

現行法の規制に加えて、絶対高さの制限を指定す

ることで、突出した建築物の出現を未然に防ぐと

いうのが今回指定する絶対高さ制限の趣旨です。

またこの高さまで建ててくださいというもので

もありません。 

制限値は、基本的に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、用途地域等のデータを

基にして数値を算出しています。道路等の基盤状

況や周辺区域との連続的な土地利用等を勘案し、

制限値よりも下げている区域もありますが、制限

値より下げるという事は土地の持っているポテ

ンシャルを規制する可能性があるという事でも

あるため、どの区域でも制限値よりも下げられる

という事ではなく、慎重に検討を進める必要があ

ります。 

また、この絶対高さ制限によって用途地域等の他

規制を変更することはありません。 

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

さ制限に関わり無く、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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が非現実的だという事です。とにかく区の方針は

お高い土地だから容積率をいっぱいに使っても

らいたいんだと、ましてや本郷 4・5 丁目は 4 階

建てから 7階建てが時々は建てられる所だから、

7階にしても良いんだというね、そういう発想は

やめて欲しいのです。住民の感情というのを、し

かも要望書も出ているんです。ですから、そうい

う住民感情というのを基本にして区政をやって

いってもらいたい。従って、本駒込が出している

15ｍ、本郷 4・5丁目が出している 14ｍ、これは

こうして欲しいですよ。 
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④ 10 月 22 日（月）スポーツセンター 

No. 分類 ご意見・ご質問 区の考え方 

34 その他 既存不適格の建物について質問なのですが、これ

はこの規制が出来たときに不適格になってしま

うであろう既存の建物のことをいっているので

すよね。そうすると、今合法的に建っている建物

と理解して言い訳ですね。違法建築も当然不適格

建築物になるわけでしょうけども、違法建築物の

容積率・建ぺい率、それで今建っているものが、

次建てるときにそれをそのまま継承するという

ことはありえないですか？そこを明確にして頂

きたい。 

既存不適格建築物とは、その建物が建てられた時

は法律に適合していたものが、後に法律が改正さ

れたことによって不適合になってしまった建築

物のことを指します。一方違反建築物とは、その

建物が建てられた時の法律にすでに不適合であ

る建築物のことを指します。 

違反建築物に対しては一回建替えの特例の適用

はありません。 

その他 違反建築物であれば、もうその高さでは二度と建

てられないということですね。 

違反建築物であるものは、法に適合するように是

正していただきます。また、違反建築物について

は、既存不適格建築物の建替えの特例は認められ

ません。 

規制方針 斜線規制があって、それが施行される以前の建物

があると思うのですが、そういう建物はその斜線

規制を無視して次も同程度の高さまで建てられ

るのですか。 

斜線規制は緩和できません。以前は斜線規制がな

く建物を真っ直ぐ建てられましたが、現在は斜線

型高度規制があるので、特例を適用された建築物

はこれを守りつつ同程度の高さまで建てること

が可能になります。 

35 規制方針 10ページのところで、ABCDEとなっていますが、

ACDは低いわけですね。これを Aから Eまで一つ

にまとめたりすると容積率は今建っているもの

よりも増えるということがあるということです

ね。 

この Cのように、容積がかなり下回っているもの

が含まれたものが建替えで一つのものになった

場合は、逆に増えることがあると考えていいわけ

ですね。 

それから Aなり Eの隣に敷地があって、そこを含

めれば容積率がもっと増えるというふうに考え

ていいのでしょうか。 

土地がまとまっても指定容積率はそのままです。

土地が大きくなっても容積が根本的に増えると

いうことはありません。 

その他 向丘一丁目に住んでいるのですが、具体的に何 m

が何 mになるのかが分からないんですね。準商業

地域なんですけど、そういうのはどこか所定の場

所にいけば明らかになるのでしょうか。 

計画調整課にてご説明致します。 

36 その他 他区ではどうなっているんでしょうか。これは文

京区だけで独自に進めているのでしょうか。 

各区で高さの違いが出てくるのですか。 

文京区が検討しているように区全域を対象に絶

対高さ制限を導入しているのは渋谷、目黒、新宿、

墨田、練馬の 5区です。それ以外にも部分的に導
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入している区もあります。 

高さの制限値は区によって様々です。 

37 ｽｹｼﾞｭｰﾙ 告示はいつ頃なのでしょうか。25 年度以降にな

っていますが。 

平成 25 年 4 月以降の決定告示とご案内しており

ます。 

38 規制方針 飛び地みたいに高度利用地区が設定されている

のですが、不自然に飛び飛びになっている気がす

るのですがこれはどうしてでしょうか。例えば音

羽二丁目のところや関口一丁目のところである

とか。纏まっていれば開発地区と納得できるので

すが。 

高度利用地区については、全て再開発法による市

街地再開事業を行ったところです。これらの地区

は都市計画として高度利用を図るべきと認めら

れた地区になります。 

39 既存 

不適格 

特例 

区報の第 3 次素案の絶対高さ制限を定める高度

地区をすぐ実施したとすると、既に建っている建

物の容積を 100とすると、頭が引っかかる既存不

適格建築物の容積の割合は何％くらいになるの

でしょうか。 

今回絶対高さ制限を導入することによって既存

不適格建築物になる建物は約 400棟あります。し

かし 400棟の容積、又は個別の建築物の何％が不

適格になるというのは調査しておりません。 

 

既存 

不適格 

特例 

400棟というのは分かったのに、その割合が分か

らないのですか。 

文京区には今何棟の建物が建っていますか。 

区内の建物の高さの調査結果を基に、今回の制限

値を当てはめたところ 400 棟という結果がでま

した。 

区内の棟数は約 40,000 棟です。ですので、既存

不適格の割合は 400/40,000 ですので、この高さ

制限を導入することによって、1%の既存不適格建

築物が発生するということになります。 

規制方針 この絶対高さ制限というものは現状を維持する

ためのものと理解していいのか、それとも現状が

不適合なものが多くなってきたので、それを是正

しようという意図なのか、どっちの色合いが強い

のでしょうか。 

基本的には現在の文京区の良好な街並みを保全

していきたいと考えています。近年現在の街並み

から突出した建物の出現により建築紛争等とな

っていますので、まずそのような建物の出現を抑

えて今の良好な住環境を守り、将来的に誘導して

育てていきたいと考えています。 

40 既存 

不適格 

特例 

不適格であるということなのですが、一回作り直

していいということになると、堅固な建物だと

50 年くらい持つわけですが、それはおっしゃっ

ている趣旨と違うのではないかと思うのですが。

結局その建物が 50 年経って、それから建替えす

るとさらに 50 年で合計 100 年ですよね。それで

はあまり意味がないのではないかと思います。さ

らにもっと根本的に言うと、斜線制限のために建

物が凸凹して醜くなっているのが問題で、高度制

限でもし言うならそれも併せた形で高さを考え

るべきではないかと思います。 

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、設定しました。

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。 

規制方針 防災の問題で、混みいった地区に関して道路の拡

張の問題等で 10 年前この場所でお話を伺ったの

ですが、それを考えるとただ高さを制限してしま

文京区は 6割近くが住居系用途地域で、都心の中

でも良好な住環境を有している特殊性がありま

す。この環境を守るためにまず区内一律のルール
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うのが良いのかどうか、その地区によってそうい

うのが前にでて、なおかつどうするかというのが

ないと、一律にこれだけを決めているのがいいの

かどうかということが非常に疑問に思います。 

で規制を掛けます。 

地域の特性に合わせそれ以上の規制が必要と住

民の方々が考える場合は、地区計画という都市計

画の手法を用いて街づくりを誘導していく支援

を区としては考えています。 

規制方針 再開発や都市計画で一部ぼこっとしたものをつ

くると野原に電信柱を立てるようで、最初に言わ

れた美観という趣旨と相反しているのではない

んですか。必要性があるということは分かるので

すが、大きいビルを建ててはいけないということ

が美しい文京区ではなくなるということであれ

ば矛盾しているのではないのですか。 

文京区のまちづくりは都市マスタープランにそ

って進めています。その下には景観計画や地区ご

とのまちづくり基本計画、この度の絶対高さ制限

などの個別計画が存在し、連携することで、「安

全で快適な魅力あふれるまちづくり」を実現して

いきます。再開発事業も木造密集地域の解消や道

路などの基盤整備を図るための個別計画になり

ます。 

41 規制値 本郷五丁目に住むものです。本郷五丁目と四丁目

の間を通称菊坂通りという道が通っているので

すが、その 2/3ほど入ったところに足立区のある

業者が大規模な開発を 11 月からやるという案内

を出しております。ただ問題が起きかけているの

が、通りは 24mとなっておりますが、その業者が

明示しているのは 8階建てで、区の方に確認した

ら 24m というのは大丈夫だと返事をもらったら

しいですが、周辺住民として 8階は高すぎるので

7階にしてほしいという要望を出しましたが、全

く配慮してくれず開発工事を始めようとしてい

ます。この本郷四丁目と五丁目で同じ 24mという

のは理屈にあわないと思うのです。本郷四丁目、

つまりこのマンション計画がある方から我々が

住む五丁目に日が射すわけで大きな日照阻害を

受けるわけです。南側が 22mで北側が 24mという

のは分かりますが、南側も同じ 24mというのは理

屈に合わないと思うのです。どうなんでしょう

か。本郷小学校があってその真裏に当たるのが四

丁目、その北側が五丁目です。冬至のときには 1

時間から 2 時間しか日照がないことになるので

すが。 

8階を建てていいということでしょうか。開発業

者は 8階まで大丈夫といっていますが、周りは 5

階程度のものしかないわけです。そうすると 2階

分飛び出したものができてしまいます。そして本

郷小学校も 8 階を建てられると丸見えになって

しまうので、そういう問題も起きるわけです。な

んとか 7 階に指導してもらうという方法はあり

今の段階では計画を強制的に抑えることはでき

ない状況です。 

しかし、これから計画する建物については基本的

にはこの文京区のまちづくりや絶対高さ制限の

指定の目的を伝え、制限値以下にするよう、お願

いしています。 
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ませんでしょうか。 

42 その他 この地域（菊坂通り）は第三種高度地区になって

いるわけですよね。そうすると建て方の規制で、

道路境界から 10m 立ち上げて、8m 下がったとこ

ろで 20m になるというように説明してある箇所

があるのですが、それは条例でしょうか。 

説明会はもうすぐあると思うのですが、建てるの

は 4月 1日から着工すると書いてありますが、例

えばこの業者が道路境界から真っ直ぐ 6 階くら

いまで立ち上げて、裏まで傾斜をかけて 8階にま

で持っていった場合、これは条例違反ということ

を言うことはできますか。 

第 3種高度地区は、文京区の都市計画として定め

ているものです。 

区役所としては、ご指摘の建物がどのような計画

になるか個別には把握していません。あくまで建

築基準法に基づく建築確認を受けていると認識

しています。 

その他 10mしか最初の立ち上がりは出来ないと私は理解

しているのですが。つまりは 3階ですよね。その

後 8m 後退してやっと 20m、約 6 階になることに

なりますが、それは守らなければならないと思っ

ています。これは 360坪という大規模なものです

ので、きちんとした建て方をしなければならない

と思っているのです。ですので少し調べてもらっ

たらこの業者は近隣住民の説明会などは適当に

やればいいというような社長の意向で評判のよ

くない業者と聞いております。それは後で分かる

のですが、条例に合わない建て方をした場合は条

例違反じゃないかといえるかどうかをお伺いし

たい。 

斜線型高度地区はすでに規制が掛けられており、

10mの立ち上がりの起点は、北側に道路があった

場合、道路の反対側の境界となっています。その

ため、道路の幅が広ければ広いほど立ち上がりは

緩和されます。 

規制方針 周りにある建物は 5階がほとんどですが、5階ま

で立ち上がっているから、どういう訳でここまで

立ち上がれるのかという疑問を持っていました

が、道路幅も考えて 5階まで立ち上がっていたの

ですね。 

現況の良好な住環境の街並みは、現行法によって

形成されています。しかし敷地の統合等の条件が

整った場合、現行法では周辺市街地から突出した

建築物の出現を防ぐことはできません。そのため

現行法の規制に加えて、絶対高さの制限を指定す

ることで、突出した建築物の出現を未然に防ぐと

いうのが今回指定する絶対高さ制限の趣旨です。 

43 既存 

不適格 

特例 

千石に住むものです。既存不適格に指定されるで

あろう 400棟ですが、これらは主にどんな用途地

域にあるマンションが多いのでしょうか。 

基本的には、既存不適格建築物は様々な用途地域

に分布していますが、マンションが多く建てられ

る幹線道路沿いの商業地域等に多く分布してい

る傾向があります。 

既存 

不適格 

特例 

文京区には建物が 40,000 棟とおっしゃっていま

したが、商業地域には何棟の建物があるのです

か。 

分からないのであれば、先ほどからの 1%という

40,000 棟のうち何棟が商業地域あるかという調

査は今回していません。 
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表現は適していないのではないかと思います。い

かがでしょうか。 

ぜひそれは調べてパブリックコメントで書いて

頂ければと思います。 

既存 

不適格 

特例 

既存不適格の 400 棟には何世帯の住民が住んで

いらっしゃいますか。 

高さで棟数を出しているので、世帯数は把握して

いません。 

既存 

不適格 

特例 

私は今日マンションの管理組合の代表として来

ているのですが、文章を用意していますので、読

み上げたいと思います。 

今回の計画に関して隣接した区域において建築

物の高さに極端に差が出ないように住民と話合

いを行いながら調整されることについては大変

理解しております。しかしながら当該指定がされ

ることによって、既存不適格となるマンションが

大量に生じることとなり、現時点での資産価値、

および担保価値の下落を招く。例えばマンション

が既存不適格物件となると、金融機関において融

資不適格物件とレッテルを貼られ、優遇金利の適

用除外になることが多い。それに加えて建替えの

時には現在のものよりもはるかに規模の小さい

マンションしか建設することができない。私の住

まいは昨年購入しまして、今 14 階建てなのです

が、ちょうど 31m地区に指定されるため、今度は

9 階建てになり、5 階層削らなければならないの

です。2/3しか残らなくなってしまうのです。さ

らに今回の安全性を高めるための建築基準法の

改正からやむをえず既存不適格となるケースと

は異なって、単なる用途地域における制限を制定

することでわざわざ既存不適格とする必要があ

るのか。文京区が掲げる目的に反して影響が強す

ぎることに疑問を感じています。個人の財産権に

影響を与えないような代替的手段がないのだろ

うかというのが質問の趣旨です。仮に今回の高さ

制限が定められた場合、長期的にはマンションに

限らず、既存不適格になった建築の建替えが進ま

ず、当該建築物の老朽化が進行することが予想さ

れ、かえって文京区があげる本来の目的から逸脱

することになるのではないでしょうか。以上を踏

まえて、結論として絶対高さの制限に訴求はせ

ず、同規模のマンションであれば建替えに制限は

設けないという内容に変更することを要望しま

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、設定しました。

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。 



47 

すという内容です。これについてはいかがでしょ

うか。 

規制方針 土地は高くて買えないのでマンションならと思

って購入したのですが、その財産が玄孫の代まで

は続かないということですよね。さびしい限りで

す。 

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。 

意見 

集約 

実は今の文章を半年前、4 月 28 日に区長宛に出

しているのです。半年待って何もないのですね。

わざわざ管理組合から出している文章に対して

何もないんです。それも行政側の怠慢なのかなと

思っています。別にクレームを付けに来たわけじ

ゃないんです。もう一度この文章を今日最後お渡

ししますので、これに対してもっとわかりやすい

回答をお願い致します。実はマンションの住民の

方はこれを見ても何のことか分からない人がほ

とんどなんですね。このように区報の特集号で告

知はされているようなんですが、恐らく既存不適

格 400 棟とすると対象者は何千人もいると思う

ので、その方たちを対象にもっと直接的な対話を

もって計画を進めて頂ければよりよい文京区に

なるのではないかと思っております。その辺をよ

ろしくお願いします。 

4 月 28 日の文章についてはもう一度確認させて

頂きます。 

既存不適格になると考えられるマンションにお

住まいの方に対しての周知方法に関しては、今後

検討していきます。 

また、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、既

存不適格の建替えの特例を設定しました。 

この一回の建替え特例が資産価値に対する影響

を軽減すると考えています。 

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。

そのことが良好なまち並みを形成し、区のイメー

ジをさらに向上させるものと考えております。 

44 特例 

（全般） 

春日に住んでいるものです。地図を見ていると、

高度利用地区があると思うのですが、ここには既

存でタワー型マンションがあると思います。小石

川四丁目桜並木にタワー型マンションがありま

すよね。ああいったものは具体的にどうなるので

しょうか。31mに抑えられているじゃないですか。

もうタワー型マンションは建たないということ

ですか。 

ご指摘の播磨坂のマンションは総合設計制度を

活用したマンションです。総合設計の特例では、

敷地規模に応じて制限の 1.1～1.5 倍の高さまで

建てることができますので、31ｍの区域の場合、

46.5ｍまで建てることが可能となります。 

総合 

設計 

特例 

今総合設計で建っている建物だけではなくて、将

来的にも総合設計をかけた場合にはこれは緩和

があるということですか。 

総合設計による特例が認められた場合、敷地規模

に応じて最大制限値の 1.5 倍まで最高高さが緩

和されます。 

大規模 

特例 

大規模敷地の特例は具体的にどういうことを示

しているのですか。 

3,000m2以上の敷地で壁面の後退や緑化、新たな

斜線制限等の条件があります。それらの条件を満

たすことにより敷地規模に応じた倍率で最高高

さの緩和が認められます。具体的には一般の建築

物の場合、3,000m2から 5,000m2未満の敷地に対

して一定の条件の建物を作ることになると 1.5

倍まで、5,000～10,000m2 に対しては 1.6 倍、

10,000～30,000m2 までは 1.7 倍、30,000m2 以上
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は 2.0倍まで緩和を認めます。 

45 既存 

不適格 

特例 

大塚に住むものです。既存不適格の建築物につい

てです。資料の 24 ページに特例の設定というも

のがありますが、趣旨が書いてあります。「新た

な規制が生活の場や仕事の場をただちに奪うこ

とがないように配慮するためのものであり」とあ

りますが、直ちにというのは明日のことだと税務

署から言われたのです。速やかにというと 3日と

言われたのですが、これは日にちで言うと直ちに

というのは 50年から 100年ということですよね。

ですので、間違えてしまう区民の方もいると思い

ますので、「仕事の場を 50 年から 100 年奪うこ

とのないよう配慮するためのものであり」としっ

かり中身を書くべきではないかと思います。そう

しないと内容がちゃんと伝わらないと思うので、

お願いしたいと思います。 

この規制を導入することによって直ちに「既存不

適格」の建築物になることから、このように表現

しております。 

46 規制方針 小日向に住むものです。先ほど千石のほうで地区

計画を住民の方がやって、高さをむしろ低くする

という動きがあるとおっしゃっていたのですが、

それは恐らくその地域の住民の方も相当そうい

う意識で纏まっているのだと思います。例えば私

の地域でも今度は 14m に変わりますが、実際は

12m程度の高さが建っています。しかし問題は現

状ではいくらでも高いものが建つ状況であると

いう事です。そうすると住民とちゃんと話し合え

ば 10m くらいでいいということになる可能性が

強いわけです。文京区の行政のほうは自分たちの

ところで図面や法規の問題で 14m に決めている

わけですが、住民のほうで 10mで良いよというよ

うな意見が出たときにそれを尊重することなし

に法に基づいていますのでということで押し切

っていくというのはいかがなものかと思います。

千石で地区計画のような大変なことを住民がや

るというのは相当な熱意なわけです。ですから文

京区全体という事ではなく、その地域の意見を尊

重して頂きたい。14mとなって 1層高いものがひ

ょっとしたら出来るかもしれないと戦々恐々と

していないといけないんですよ。文京区の説明で

はそんなことはあり得ないのでご安心下さいと

言っていますが、だったら 12mや 10mそのままに

しておいてくださいというのが住民の本音なの

現況の良好な住環境の街並みは、現行法によって

形成されています。しかし敷地の統合等の条件が

整った場合、現行法では周辺市街地から突出した

建築物の出現を防ぐことはできません。そのため

現行法の規制に加えて、絶対高さの制限を指定す

ることで、突出した建築物の出現を未然に防ぐと

いうのが今回指定する絶対高さ制限の趣旨です。 

制限値は、基本的に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、用途地域等のデータを

基にして数値を算出しています。道路等の基盤状

況や周辺区域との連続的な土地利用等を勘案し、

制限値よりも下げている区域もありますが、制限

値より下げるという事は土地の持っているポテ

ンシャルを規制する可能性があるという事でも

あるため、どの区域でも制限値よりも下げられる

という事ではなく、慎重に検討を進める必要があ

ります。 

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

さ制限に関わり無く、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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です。ですから、こういうものを決めるときに行

政の方は大きな目で決めると思うのですが、もっ

と地域の意見を汲み、住民に説明して行って頂き

たいと思います。 

総合 

設計 

特例 

総合設計だから高さが緩和されるというのは良

いのですが、理想論的なものがあると思います。

茗荷谷の総合設計の後を見てみれば無残なもの

です。総合設計で作った道路は工場の裏地のよう

な状況です。よくよく見てみると、あの建物の駐

車のための道にうまく使われているような印象

です。ですから行政は本来あるべき姿できちっと

総合設計をしてくれないかぎり、許さないという

態度をとって欲しい。私たちはあのような犯罪が

起きそうなところが出来上がるとは思っても見

なかった。地域に全く貢献していない。 

茗荷谷の建物は高度利用地区によるものである

ため、絶対高さ制限の適用除外の地域となりま

す。ご指摘の道路は 8m の幅員があり、災害時に

高所作業車や救急車等が通るための道路という

扱いになっています。 

47 意見 

集約 

大塚に住むものです。今大塚に住んでいるのです

が、居住目的でマンションを買ったのは今回が初

めてです。今回の規制でマンションを売って出て

行こうか、それとも住み続けようか非常に迷って

います。今迄の話を聞いていると、様々な立場が

あり、聞いていると細かく地域にあったやり方を

せざるを得ないのですが、全域に規制をかけます

ということですよね。その結果 400/40,000 の既

存不適格建築物が生まれますということでした

ね。そうすると逆に考えると 99%にあたる

39600/40,000 には何もしないということですよ

ね。99%に何も影響がないことをやろうとするの

にこれだけ説明会をやって、24年度から 25年度

の 2 年もかけてやるというのがいいのかなと思

ったのです。文京区だからこんなに時間がかかる

のか、他の自治体でも同じようなものなのか教え

て頂きたい。 

区民の方々の意見を聞きながら第 3 次素案まで

作成しているのは文京区がはじめてかもしれま

せん。 

この高さ制限は今後突出するだろう建物を規制

するものであり、原則として文京区全域において

定めるものです。突出した高さの建物が発生しな

いということは、文京区の良好な住環境が保全さ

れると区は考えております。 

意見 

集約 

他の自治体は第 1 次素案くらいで条例化してい

るけれども、文京区は第 3次素案までやっている

と理解したのですが、そうするとその間に周りの

住環境が変わって、私のマンションの資産価値が

下がっているわけですよね。第 1次素案で条例に

してくれれば、もしくは条例化しないとしてくれ

れば良かったのですが、何もしないままズルズル

いっちゃって、第 3次素案まで行って結局特例を

設けますというのは何も成されていないように

感じます。そのようなことに文京区は特別長く意

文京区の特徴である良好な住環境を守るために

必要であると考え、丁寧に進めております。決し

て遅れているとは考えておりません。 
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思決定に時間がかかるという理解でいいんです

ね。 
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⑤ 10 月 23 日（火）駒込地域活動センター 

No. 分類 ご意見・ご質問 区の考え方 

48 意見 

集約 

目白台に住むものです。前回音羽での説明会に参

加したのですが説明会中に質問できず説明会の

後に直接質問したのですが、家で整理してもやは

り納得いかないとうものがあったので、ここで質

問させて頂きます。この 3次素案の地図です。目

白台 1丁目の場合は第 1種高度地区と 22m、それ

から目白通りが 31mと 3色に別れています。家が

どこに該当するのか聞いてみたところ 31m とい

うことで、とんでもない高さだなという印象でし

た。提案なのですが、こういった地図でそれぞれ

の高さを明示するのであれば、1丁目で 3色に別

れている場合はせめて境のところが何番地であ

るかという情報を入れて頂ければ助かります。区

役所の方は大体どこかというのは把握されてい

らっしゃると思いますが、見るほうはそこが大き

な問題になりますので、そういった情報を明示し

て頂きたいと思います。 

ご意見として承ります。今後とも区民の方々のご

理解が得られるよう、わかりやすい資料作成と、

丁寧な説明を行ってまいります。 

意見 

集約 

そもそもこの高さというのは、区役所の方や専門

家の方が決めた高さですよね。なぜ最初の白紙の

ときに説明、地区の住民の参画の場がなかったの

かというのが残念です。もう高さが決定していま

すから、それに対しての説明に過ぎなくて、この

高さは困りますといっても話としては聞いても

らえても、だからといって高さが変わるわけでは

ないという、結果ありきの説明会ととられても仕

方がないように思えます。帰ってからだいぶがっ

かりしました。その中でこの間、高橋課長が、皆

さんのほうで高さがどうしても良くないという

場合は地区計画という方法がありますという説

明をして頂いたと思うのですが、ただこれは想像

されてわかると思うのですが、沢山の署名を集め

て、意見を集約して提出するというのはものすご

い時間とエネルギーが必要だと思うのです。です

からそこまでしなくてもいいように、白紙の状態

で皆さんいかがですかという問いかけをするよ

うな、区民が参画できる場をどうして作って頂け

なかったのかなというのがとても残念です。 

制限値は、基本的に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、用途地域等のデータを

基にして数値を算出しています。道路等の基盤状

況や周辺区域との連続的な土地利用等を勘案し、

制限値よりも下げている区域もありますが、制限

値より下げるという事は土地の持っているポテ

ンシャルを規制する可能性があるという事でも

あるため、どの区域でも制限値よりも下げられる

という事ではなく、慎重に検討を進める必要があ

ります。 

区民の参画の場としては説明会、または区報に添

付してある意見用のハガキ等がその場であると

認識しております。 

既存 

不適格 

一番謎なのが建替えの特例が一回認められると

いうことです。一回認められるということは、一

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
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特例 度建物が建つわけですから、半世紀近く建ってい

るわけですよね。半世紀を認めるとなると、高さ

制限もなにもないのじゃないかと思いました。特

例を認める絶対高さ制限というのはすごく矛盾

していて、どうしても納得できなかったのです。

最後に高橋課長がとても皆さんにとって良い案

だと思うのですが、やはり反対されますかと念を

押されたと思うのですが、それは良い面を見たら

そうかもわかりませんが、大きな建物を建てる建

て主というのは文京区民ではないのです。結局は

別のところから来て大きい敷地があるからここ

を利用しよう、絶対高さがあるとはいえ一回の建

替えの特例があるからこれを利用しようという

意図で来る人だって今後いると思うのです。そう

すると一度建ってしまうと半世紀はそのままと

いうことは、ここにいる人たちは恐らく殆ど生き

ていないですよね 

がるのは、適切ではないと判断し、設定しました。

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。 

既存 

不適格 

特例 

この絶対高さ制限というのがどのくらい有効期

限があるのかと思いました。ちょうど特例で一回

建替えを認められた建物が老朽化する半世紀後

に、果たしてこの絶対高さ制限がどこまで生きて

いるのかなと思うと、なぜ今こういう形で各地区

にこういう高さを定めてしまって、なおかつ一回

建替えの特例を認めるというのは、静かに暮らし

ている人たちに対して非情な考えだと思うので

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、設定しました。

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。 

規制方針 全体の 1%があって今後はそれよりも多くなるこ

とはないというお話でしたが、現実問題としてこ

こに住み続けるのが大変ということがあります。

相続の問題等でここの土地から出て外のどこか

へ移れば 3倍くらいの広さのところに住めます。

でもそれを分かっていてもこのまま住むという

のは生まれてからずっと住んできたという愛着

ですよね。でもそれがなかなか現実問題できない

と、やむを得ず売りますよね。売る人がもし多く

なればそこで敷地となる場所が広くなりますよ

ね。それが一つ当たりは狭くても何世帯か纏まれ

ば広い土地が生まれますよね。そうするとそこに

別のところからきた業者が高い建物を建てるの

は可能ですよね。一回の建替えの特例があるわけ

ですから。 

現況の良好な住環境の街並みは、現行法によって

形成されています。しかし敷地の統合等の条件が

整った場合、現行法では周辺市街地から突出した

建築物の出現を防ぐことはできません。そのため

現行法の規制に加えて、絶対高さの制限を指定す

ることで、突出した建築物の出現を未然に防ぐと

いうのが今回指定する絶対高さ制限の趣旨です。 

なお一回建て替えの特例は、あくまで既存不適格

建築物に対してのみ適用されます。都市計画決定

告示後計画される建築物については、全て絶対高

さ制限を守って頂きます。 
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規制方針 街を歩いていると気がつくと思うのですが、空き

家が多いと思います。今ニュースでも言っていま

すが、持ち主がわからなくなってずっと空き家状

態が続いてゴミ屋敷になっているとか、そういう

ことが現実的に起こっているのです。私はよく歩

くのですが、歩いていると人が住んでいないので

はないかという家が多いです。そうするとそれは

最終的には法的に行政の方で処分されると思う

のですが、そういうことがいろんなところでポツ

ポツ起こると、最終的に大きな土地が生まれて、

そういったところに業者が入り込む余地をつく

るのではないかと思います。 

現況の良好な住環境の街並みは、現行法によって

形成されています。しかし敷地の統合等の条件が

整った場合、現行法では周辺市街地から突出した

建築物の出現を防ぐことはできません。そのため

現行法の規制に加えて、絶対高さの制限を指定す

ることで、突出した建築物の出現を未然に防ぐと

いうのが今回指定する絶対高さ制限の趣旨です。 

既存 

不適格 

特例 

一回の特例でその高さ制限よりも高いものが建

てられるのですよね。 

広大な敷地が出現したからといって業者が一回

は高さ制限の高さを超えて建てられるというこ

とではないのですね。 

一回建て替えの特例は、あくまで既存不適格建築

物に対してのみ適用されます。都市計画決定告示

後計画される建築物については、全て絶対高さ制

限を守って頂きます。 

規制値 31mというのは悲しいです。31mというのは 10階

ですよね。うちの周りはほぼ 3 階建てなのです

が、こんなところに 30m10階の建物が建つという

ことを考えただけでも悲しくなります。 

現況の良好な住環境の街並みは、現行法によって

形成されています。しかし敷地の統合等の条件が

整った場合、現行法では周辺市街地から突出した

建築物の出現を防ぐことはできません。そのため

現行法の規制に加えて、絶対高さの制限を指定す

ることで、突出した建築物の出現を未然に防ぐと

いうのが今回指定する絶対高さ制限の趣旨です。 

制限値は、基本的に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、用途地域等のデータを

基にして数値を算出しています。道路等の基盤状

況や周辺区域との連続的な土地利用等を勘案し、

制限値を原則値よりも下げている区域もありま

すが、制限値を下げるという事は土地の持ってい

るポテンシャルを規制する（指定容積率が活用で

きない）可能性があるため、どの区域でも制限値

を下げられるという事ではなく、慎重に検討を進

める必要があります。 

49 既存 

不適格 

特例 

本郷に住むものです。24 番の既存不適格につい

てです。今文京区内に高さ制限が指定されますと

約 400 棟くらい既存不適格になるということな

のですが、既存不適格というのはわかり辛い表現

ですので、もっと簡単に言わせて頂くと違反建築

ということですよね。 

既存不適格建築物とは、その建物が建てられた時

は法律に適合していたものが、後に法律が改正さ

れたことによって不適合になってしまった建築

物のことを指します。一方違反建築物とは、その

建物が建てられた時の法律にすでに不適合であ

る建築物のことを指します。 
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既存 

不適格 

特例 

既存不適格の 400棟という数なのですが、400棟

という言い方をすると 400なのですが、それは一

つの建物ですから、区分所有しているでしょうか

ら 1 戸 2 戸ということになるのでしょうけれど

も、そういう言い方をすると恐らくもっと数字が

増えてくるのではないかと思うのです。それは既

存不適格になる建物でしたら相当の高さでしょ

うから、一つの建物に対して 20戸、30戸くらい

入っているような建物が結構多いわけです。そう

すると 400×20 や 30 とすると膨大な量になるの

ではなかろうかと思っています。そういった建物

をお持ちの方がこれを売っていこうとか、文京区

に新しく住もうと思って売り物が出ているもの

を買おうとしたときに既存不適格になった場合、

例えば銀行からお金を借りようとした場合、借り

づらかったりとかという場合が出てくるのかな

と思います。そうするとその建物が今後どうなっ

ていくのかという懸念が非常にあります。既存不

適格の建物に関しましては、お持ちの皆さんの資

産価値を下げてしまうということだけではなく

て、新しく文京区に憧れて入ってきてもらう方々

についてもそれを止めてしまうような働きをし

てしまうのではないかと思っております。その中

で建替えを一度だけ認めるというお話なのです

が、この一度だけの建替えがいいのかどうかとい

う話なのですけれども、資料の 29 番の建替え例

集を見させて頂いたのですが、現在階段のような

建物が建っていますが、絶対高さ制限が導入され

るとそれが 4角い箱のような建物になります。そ

うすると、例えば現在建物をお持ちの皆さんは採

光や通風といったものを考慮した建て方をされ

ていると思うのですが、それが建替えられたとき

に箱型になってしまうと、実際には採光や通風と

いったものがきちっと確保できるものなのかど

うか。そこら辺のところも非常に懸念されます。

建替えると技術が進歩していい物が建つのかと

いうイメージがあるのですが、それが悪いイメー

ジの物になってしまうということにならないの

かなという懸念があって、これは高さ制限を指定

することによって、その財産の目減りを起こさせ

てしまうのではないかというふうに考えていま

す。そこら辺の考えをお聞かせ頂きたいと思いま

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、設定しました。 

この一回の建替え可能特例が資産価値に対する

影響を軽減すると考えています。 

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。

そのことが文京区の魅力をさらに向上させるも

のと考えております。 
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す。 

既存 

不適格 

特例 

建替えを一回だけ認めるということは、例えばこ

れから 1 年後に建替えをしようという建物があ

ったとすると、建替え一回やってその後 40年 50

年ということになると、その建替えをした人の子

供、もしくは孫は建替えはできないことになりま

すから、同じものは建たないわけですから。そう

なるとその人たちは文京区にいてもいなくても

いいですよと言っているようなものなのかなと。

文京区は今私の記憶ですと 20 万人をなるべく超

えるような人口構成をこれから作っていって、文

京区を豊かにしていくのだと。税制等も踏まえて

豊かにしていくのだということを確か区では考

えているということを伺った覚えがあります。こ

れにも絶対高さを指定して建物が小さくなって

人が文京区に入ってこられないということにな

れば、そういった目標を達成できなくなるのでは

ないでしょうか。かたや人口を増やしたいといっ

ている区が、かたや人口を減らすような政策をし

ているということについても、ちょっと疑問だな

と感じています。 

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、設定しました。

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。 

そのことが、文京区の魅力をさらに向上させるも

のと考えております。 

規制方針 孫とひ孫の代は採光がなくても仕方ない、通風が

なくても仕方ないという考え方でよろしいです

ね。 

制限値の中で工夫して設計することで、採光や通

風を確保して頂きたいと思います。 

50 規制方針 許せない、今の意見。実際住んでいる人たちが採

光通風もなくなって困るから私たちが運動して

いるのでしょう。そういう言い方はおかしいと思

う。実際に 31ｍの区域に住んでいる人たちが一

杯いるのですよ。35mの後ろに 2階建ての人たち

が。そういう人たちのことはどう考えるわけです

か。資産価値はどうなるわけですか。マンション

ではなくて平屋の人たちの資産価値はどうなる

わけですか。 

これまでは突然、周辺から突出した建物が建つと

いう可能性がありましたが、今後はそれが無くな

るということになります。周りの建物も同じ規制

の中で計画され、文京区全体で見たときには良好

な住環境が維持、または形成されて行くと区は考

えています。 

51 規制方針 箱型の建物が道路沿いにずっと並ぶことになろ

うかと思います。今は間が空いている。敷地に空

地があるということですから、風が抜けたりする

わけですが、道路のところに今の規制がかかっ

て、箱型の建物がどんどん建っていくと、恐らく

道路に風が吹きぬけて、私よく音羽の辺りを歩き

ますけれど、あの辺は少し風が強い日にはものす

ごい勢いで風が吹きぬけて、よくお母様がお子さ

今回は絶対高さ制限について提案しているもの

であり、風の問題などについては、検証しており

ません。 
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んを連れて歩いていると傘が飛ばされていると

いう光景をよく目にしますけれども、そういった

ことが文京区全体に起こってしまってもいけな

いのかなというのは、この高さ制限によって箱型

の建物が一杯できちゃうと、そういうことになる

のではないかという懸念はありまして、私はこう

いう建物についてはこの高さ制限がいかがなも

のかというふうに考えております。 

52 既存 

不適格 

特例 

今の既存不適格の建物ですが、既存不適格の建物

を造るために駆け込みを行っているものに対し

てどうなっているのかということを伺いたいで

す。例えばこういう素案が 3次に渡って決められ

ていて、文京区がそのつもりにもかかわらず、駆

け込みで高さ制限以上の高さの建物を建てよう

と計画する業者があった場合に、そういったもの

を許可なさるのかということです。当然既存不適

格になると分かりきっているものを建てるので

あれば、この素案は区が自信を持って作っていら

っしゃるでしょうから、建築許可は出さないで頂

きたいというのが第一です。 

今の段階では法的拘束力は持っていないため、計

画を強制的に抑えることはできません。 

しかし、これから計画する建物については基本的

にはこの文京区のまちづくりや絶対高さ制限の

指定の目的を伝え、制限値以下にするよう、お願

いしています。 

規制値 良好な住環境を守るために高さ制限を作ったと

おっしゃっていますが、実際に今例えば千石 4丁

目であるとか本駒 6丁目の大和郷の中の 17mとか

24mとかという地域にはそんなに高い建物は全く

建っていないですよね。そういう建ってないとこ

ろにもかかわらず、その高い建物の規制を掛ける

というのはおかしいと思うのです。今建っている

建物に併せて作って頂くというのが普通だと思

うのです。大和郷は最初 22mだったのでびっくり

して皆さんで申し入れをしましたら 17m になっ

たので、少し安心しましたけれども、今のところ

17mの規制のところには 17mの建物はないので、

おかしいのではないかと思います。それはそちら

の意図とは全く違うのではないかと思います。 

現況の良好な住環境の街並みは、現行法によって

形成されています。しかし敷地の統合等の条件が

整った場合、現行法では周辺市街地から突出した

建築物の出現を防ぐことはできません。そのため

現行法の規制に加えて、絶対高さの制限を指定す

ることで、突出した建築物の出現を未然に防ぐと

いうのが今回指定する絶対高さ制限の趣旨です。 

制限値は、基本的に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、用途地域等のデータを

基にして数値を算出しています。道路等の基盤状

況や周辺区域との連続的な土地利用等を勘案し、

制限値を原則値よりも下げている区域もありま

すが、制限値を下げるという事は土地の持ってい

るポテンシャルを規制する（指定容積率が活用で

きない）可能性があるため、どの区域でも制限値

を下げられるという事ではなく、慎重に検討を進

める必要があります。 

規制値 私は大和郷の周りの 35m の規制のときに運動を

したものなのですが、35mも私たちは不満でした

が、46mに比べればマシだろいうということで、

我慢して 35mにしました。実際に確かに 35mの建

平成 16 年度に指定された本駒込 6 丁目の一部、

音羽 1丁目の一部の区域については、現在の絶対

高さ制限に沿って土地活用が進んでおり街並み

が形成されていると考えています。そのため今回
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物が建っておりますので、もう少し低くして頂き

たいというのは山々ですが、その 35mは今建って

いるものに併せてとおっしゃいますが、この前大

和郷から申し入れをした際に、35mは変えられな

い、35mが嫌ならば 46mになりなさいというよう

な恫喝的な返事だったようなのですが、それなら

ば不忍通りは今度 31mになっていますね。それな

らば 35mが嫌ならば 31mにして頂きたいというの

が私の考えで、不忍通りはどんどん 35mの建物が

建っています。実際は住宅地で、六義園に掛かっ

たいわゆる良好な住宅地なのですね。そういうも

のの裏側がどんどん高いものが建っていくのは、

やっぱり大和郷としては残念なことだと思うの

で、35mが嫌ならば 31mにして頂きたいなという

のが考え方です。 

の規制において、これを新たに変えるということ

は考えておりません。 

なお、これらの区域においては、「既存不適格建

築物の建替えの特例」、「大規模敷地における特

例」、「総合設計による特例」は適用されません。 

適用 

範囲 

高さではないけれど大和郷のところに既存不適

格のものを堂々と建てて、宣伝している人たちも

いるのですが、そういう業者というのは、実際は

そんなことを考えないでやると思うのです。やは

り区のほうがきちっと方針を持ってやって頂か

ないとせっかくこういうものを出した意味がな

いのじゃないかと。おっしゃるように資産価値が

下がってしまうかもしれないものを文京区が許

可を出したようなことはおかしいのじゃないか

と思うのですがどうでしょうか。 

今の段階では法的拘束力は持っていないため、計

画を強制的に抑えることはできません。 

しかし、これから計画する建物については基本的

にはこの文京区のまちづくりや絶対高さ制限の

指定の目的を伝え、制限値以下にするよう、お願

いしています。 

規制方針 私は反対しているわけではないのです。酷く高い

のではないですかと言っているのです。 

現況の良好な住環境の街並みは、現行法によって

形成されています。しかし敷地の統合等の条件が

整った場合、現行法では周辺市街地から突出した

建築物の出現を防ぐことはできません。そのため

現行法の規制に加えて、絶対高さの制限を指定す

ることで、突出した建築物の出現を未然に防ぐと

いうのが今回指定する絶対高さ制限の趣旨です。 

制限値は、基本的に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、用途地域等のデータを

基にして数値を算出しています。道路等の基盤状

況や周辺区域との連続的な土地利用等を勘案し、

制限値を原則値よりも下げている区域もありま

すが、制限値を下げるという事は土地の持ってい

るポテンシャルを規制する（指定容積率が活用で

きない）可能性があるため、どの区域でも制限値

を下げられるという事ではなく、慎重に検討を進
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める必要があります。 

規制方針 真裏にいるものにとっては、1階でも 2階でも下

がってもらうのが大事なのですね。用途地域とお

っしゃいましたが、実際には黄緑色のところです

ね、ほとんど住宅ですよね。他の用途ではなにも

使っていません。そういう意味では用途地域の考

え方のほうがかえっておかしいのではないかと

思います。 

黄緑色の地域は、第一種種中高層住居専用地域

で、ある一定の住居地域を形成する地域として都

市計画上位置づけられています。 

現況の良好な住環境の街並みは、現行法によって

形成されています。しかし敷地の統合等の条件が

整った場合、現行法では周辺市街地から突出した

建築物の出現を防ぐことはできません。そのため

現行法の規制に加えて、絶対高さの制限を指定す

ることで、突出した建築物の出現を未然に防ぐと

いうのが今回指定する絶対高さ制限の趣旨です。 

53 規制方針 本郷 2丁目に住むものです。事実を言いますから

これは答えはいらないです。回答してもらいたい

ものは一つです。高橋さんにお聞きします。あな

たはシルバーホールで 14:44、日影を減らすこと

を目的としていない、15:13、下げた場合のデメ

リット、16:20、高さ制限いらないのですか。と

いう発言をしています。今日目白台の方がいらっ

しゃっているけれど、私はこの 16:20の発言、高

さ制限いらないのですか。という発言あったので

はないかと思います。シルバーホールであなたは

はっきり言っています。なんでこんな発言するの

かよく分かりません。それと今日初めて聞いたの

ですが、高橋さんは 19:15に、売るということは

環境が悪くなったからといっています。果たして

そうでしょうか｡色々高齢だとか財産相続の問題

だとか親子間の確執だとか、借地権だとか、地権

者であるのだけれども、売りたくなかったけれど

もあまりにも○○や○○がチラシ攻撃するから

と。○○○のような医療機関がどうしても欲しい

と。そういういろんな事例があるので、環境が悪

くなったからというのは具体的にどのような環

境が悪くなったからかよく分かりません。 

私は先ほど最後に結論めいたことを言いますと

いったのですが、これが一番重要です。高橋課長、

あなたは建築紛争をこの絶対高さ制限で少しで

も減らす自信がありますか。これが一番重要で

す。 

紛争の原因は様々な要因があるので、この制限に

よって紛争が全くなくなるとは考えていません。

ただし、高さに関する紛争においては、周辺から

突出した建物が抑制されることから、一定、減少

することが期待されます。 

 

その他 既存不適格とは違反建築なのですか。というの

は、私は都市マスタープランのころからいろんな

会場で地元の皆さんの意見を聴いていますが、私

既存不適格建築物とは、その建物が建てられた時

は法律に適合していたものが、後に法律が改正さ

れたことによって不適合になってしまった建築
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は本郷 2丁目の住民で、高度地区最高高度のとこ

ろなのですが、最高というか高い建物が建ってい

ますよね、今も。 

物のことを言います。対して違反建築物とは、そ

の建物が建った時点ですでにその時の法律に不

適合である建築物のことを言います。法的に全く

異なります。 

その他 この絶対高さ制限というのは強制力があるので

すか。それと条例として定めて罰則規定があるの

ですか。それと違反に対しては 2度と建築確認を

降ろさないと。絶対高さ制限に違反しているとは

っきりここまで強制力があるのですか。単に誘導

じゃないでしょうか。 

絶対高さ制限の告示後においては、この制限値を

守らないと建築確認を得ることはできません。絶

対高さ制限に違反した建築物に対しては、建築基

準法による是正命令等の対象となります。 

規制方針 絶対高さ制限は必要だと私は思っています。ただ

皆さんが言っているように既存不適格の問題も

ありますし、この高さではちょっと建築紛争は減

らないのじゃないかと思っています。いろんな事

例があるので、単に日影の問題だけじゃないと思

いますけれども、それぞれいろんな問題があると

思います。だから建築紛争のそれぞれの事例は言

いませんけれども、私が今日言いたかったことを

言います。文京区には絶対高さ制限があります

が、これは決まった段階ですよ。今は駆け込みで

一杯建っていますから。高さ制限が今策定されて

います。我々は事業会社です。住民説明会は済ま

せております。行政への報告や配布事項はキチン

と届出を提出しており、諸官庁への届出済み、警

察消防その他は届出済みでございます｡一部建設

に異議を唱える反対者の方は経済的解決等で一

定の折り合いをつけました。住民協定、ならびに

建築協定なども締結しました。建築確認も民間確

認機関でされております。高さは一部公益性のあ

る医療機関や医院や保育園を設けました。これ実

例が大田区にありますので。私これ実例を知って

います。ただ非常に複雑な権利関係です。1階に

公益性のある郵便局などを誘致しました。高さ容

積は一杯ですが、要するに建ぺい率ぎりぎり使っ

ているということです。公益に資するために残念

ですが高さの制限値を超えてしまいます。しかし

民間確認機関でなんら違法性はないということ

で、建築基準法に適合しております。高さは若干

10m ほど突出しますが前面道路は○○m です。日

影は突出したぶんで、塔屋含んでとか、斜線制限

だとかもあるところはありますけれども、一般的

な考え方ですけれども。日影は突出した分で、近

今の段階では法的拘束力は持っていないため、計

画を強制的に抑えることはできません。 

しかし、これから計画する建物については基本的

にはこの文京区のまちづくりや絶対高さ制限の

指定の目的を伝え、制限値以下にするよう、お願

いしています。絶対高さ制限の告示後において

は、この制限値を守らないと建築確認を得ること

はできません。 



60 

隣広範囲に日影は与えますが、確認処理されてお

ります。これで建築基準法合法だと。高さが多少

高くても、近隣に迷惑かけても、かかる事情で絶

対高さ制限を絶対守らなければいけないという

理由はない。もしあなた方が民間確認検査機関で

確認処理されてしまったら、これの違法性をとっ

て取り消すことができるのかということです。 

規制方針 周辺の配慮だとか今ある良好な住環境を保全し

ていくとか、文京区のある良好な環境とおっしゃ

っていましたけれども、そういう認識があるとい

うことは別に問題はありません。ただ、今住環境

が悪くなってしまっている所もあるのです。残念

ながら。建築紛争にかなりエネルギーを使って、

単に日影の問題ではないですよ。そういったとこ

ろがあるのです。ですから、そういった建築紛争

を少しでも減らすことがこの絶対高さ制限のこ

の高さの基準で、高さの数字でできるのか。そこ

が問題なのです。ですから私は五木田さんが、こ

の前シルバーホールで私の母の質問に対して私

はこう聞き直したのですが、五木田さんはちゃん

と正しいことを言っていますよ。70mを超える、

私は外堀通りの 70mの後の 45Bに住んでいるので

すけれども、70mを超える建物は既存不適格です

と五木田さんはおっしゃっています。なにが言い

たいかというと、今建っている 100m 近い○○○

だとか○○○○○○○○○の 91mだとか、○○○

○○○の 126m とかすでに既存不適格ですよ。こ

れを一回の建替えを認めてですよ、特例でです

よ、総合設計制度ではなくて公益に資するという

理由でですよ。だってそもそも○○○○○○いう

のは敷地内に 126ｍ建てて総合設計じゃないので

すよ。総合設計にある周辺に配慮、周辺環境に配

慮ということで、市街地の良好な環境改善に資す

るものという形で例えば公開空地ですとか、例え

ば高橋さんが言うように中央に建物を建てて出

来るだけ位置を変えないというふうになってい

るのですが、○○○○○○は公開空地なんてない

ですよ。いろんな事例があるのですが、こういっ

た既存不適格の建物に一回だけ建替えを認めて、

次は公益に資するからということで 70m に○○

○なんかできっこないですよ。もっと高いもの建

てます。理由は参加者の方がおっしゃっていまし

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、定めております。 

敷地の統合等の条件が整った場合、現行法では周

辺市街地から突出した建築物の出現を防ぐこと

はできません。そのため現行法の規制に加えて、

絶対高さの制限を指定することで、突出した建築

物の出現を未然に防ぐというのが今回指定する

絶対高さ制限の趣旨です。 
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たけれども、敷地をどんどん広げていって、虫食

い状のところを空中通路か何かで結んで、本当に

敷地を広げていけば、高さ制限目一杯守っていた

誘導にしたがっているような建物も、今度はそれ

を敷地が広がったということで、別にこの高さで

ある必要はないと。建築基準法に合法だといわれ

れば、この高さ制限罰則規定がなければいくらで

も突出できるじゃないですか。そういったことを

踏まえてこの前シルバーホールで本郷 2 丁目の

方がおっしゃっていましたが、なぜ本郷 2丁目の

ところは 45B なのですかとその方はおっしゃっ

ていました｡非常にプリミティブというか原初的

な質問なのですが、本当に 45m建てられる地権者

だとか、事業者さんだとか、土地の面積だとかで

すね、建築基準法でそんな高さを建てたら恐らく

鉛筆のようなものになってしまうので、非常階段

も造れなくなってしまうと。土地の面積もあるで

しょう。だけど 45 ということは 3.2 で割ったら

少なくとも 12,3 階以上にはなるのですね。そう

いう根拠がよくわからない。だから○○さんは質

問なさったのです。70m のところに 45m、壱岐坂

のところが 50m、湯島、本郷 3丁目、これは中村

前課長の時も何十回も言ってきましたが、60mな

のですね。ところが高橋さんや五木田さんが散歩

するとわかると思いますが、この湯島のほうから

台東区上野のほうに抜けていくと坂になってい

るのですね。ちょうど武蔵野台地の東突端で。妻

恋坂などになっているのです。そこで区民のある

方がおっしゃっていましたが、文京区は坂の多い

町なので坂の下に住んでいる方が建てる 20m と

坂の上に住む人が同じ地域の中で 20m 建てたの

では、やはり地盤面の高さから言って土地の高さ

と高低差、これを考えないと日影だとか複合的に

なって日陰がより増すのではないか、またその他

問題が増えるのではないかと懸念されているの

です。ですから、やはり土地の特性であるとか、

コンサルタントの方がどうしてこういう数字を

見つけてきたのか、全て既存不適格の物件を参考

にして作ったのではないかと。ですから○○さん

がさっきおっしゃっていたことに私は同意しま

すが、境のところがよくわからないので、何番地

か記してくださいという意見は賛成です。ですの
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で、私はこの絶対高さ制限というのは必要だとは

思っていますが、この高さでは多分建築紛争は少

なくなるかどうかというのは、いや多くなるので

はないかと思っています。変わらないかもしれま

せん。それはわかりません。逆にマンション開発

業者の方も地上げに走らないと目一杯堂々と建

てる事が出来にくくなるのではないか、あるいは

地権者の方も、私一番これが気になったのです。

今回の緑色のところで。絶対高さ制限の導入のイ

メージと書いてあって、商業系用途地域路線式の

場合となりますけれども、なにも高さ制限 46m目

一杯まで揃えて建てられるオーナーさんが予算

の問題だとか銀行の融資だとかその他の問題で

46mまで建てられるかも知れないけれども、半分

でも既存不適格にはならないでしょ。半分しか建

てなくても、例えばうちなんかは予算ないですか

らね。今度建替えるときは恐らく今よりももっと

低くなるのじゃないかと思いますが。いろんな事

情があるのですよ。ですから○○さんがおっしゃ

ったのはむしろ事業者寄りの最高高さなのでは

ないかと。そういうニュアンスの発言だったと思

います。高橋さんにお願いです。気持ちよく住ん

でいきたいというのは私も賛成です。本当にこの

高さ制限で気持ちよくできるか。これでわーっと

決めて本当に建築紛争が少なくなっていけばい

いですけど、むしろ多くなるのではないかと。ま

たはいろんな問題、特に日影の問題、風害、その

他。資産価値が本当に上がっていくのか、資産価

値を維持できるのか。ここら辺の思慮が足りない

のじゃないかと思っております。 

その他 絶対高さ制限は法律ではないですよね。 都市計画法に定められた手続きにより、都市計画

として定めます。 

意見 

集約 

第一種住専のところにいきなり工場に似たもの

が、印刷工場が出来ると。ガタガタ音が出るよう

なプレス工場が出来るとか。極端に言うとそれが

用途地域の違反という話になるのですよね。だっ

たら、それを、罰則規定というか、都市計画法な

ので、絶対高さ制限を決めていく方針と、沿わな

い場合はどのような処分があるのかということ

を書いたほうがいいのじゃないかと思います。昭

和 25 年制定の建築基準法はどこがどうなってい

るのかわからないというか、素人には難しいの

ご意見として承ります。 
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で。 

54 適用 

範囲 

白山通りが 31mとなっているのですが、この白山

通りというのはずっと文京区の隣に行くと北区

のほうにも繋がっているのですが、この白山通り

の 31m というのはあくまで文京区内の高さ制限

と思っていいわけですか。 

北区にも白山通りという大きな通りがあるので

すよ。そこに○○○○○○○○○○○○が○○○

の○○に膨大な土地があって、そこに 120m を建

てるということで、今 2,3階まで建っているので

すが、今この話を適用すると、北区にも高さ制限

があれば 120m は建てることができなかったとい

う理解でいいのですね。 

この高さ制限は文京区内のみで運用されます。 

北区で同様の高さ制限が運用された場合には、

120mは建てることが出来ません。 

規制方針 皆さんにとっていいというのはすごく分かりま

す。そこに高さ制限があれば 120m は建てられな

かったのだなと思うと、制限があるとある意味住

民が守られるのかなと思ったのですが、それはそ

の場合ですよね。私が思ったのはこの色の地図で

白いところがありますよね。第一種高度地区 10m、

12m。こうやって見ると文京区内でも、ものすご

く少ないですよね。それで私が思ったのは、比較

的多いのが 14mとか 17mとか、22mと書かれてい

ます。この辺りはやっぱりそんな高い建物は今建

っていなくて、静かな住宅地なのですけど、こう

いうところに 14m、17m、22m建てられますよとな

ると、結局業者がじゃあ建てられるなということ

で堂々と入ってこられちゃうのだなと、逆の立場

からするとそういうことになるのですけど、そこ

は理解して頂けているかなと思ったのです。 

現況の良好な住環境の街並みは、現行法によって

形成されています。しかし敷地の統合等の条件が

整った場合、現行法では周辺市街地から突出した

建築物の出現を防ぐことはできません。そのため

現行法の規制に加えて、絶対高さの制限を指定す

ることで、突出した建築物の出現を未然に防ぐと

いうのが今回指定する絶対高さ制限の趣旨です。 

制限値は、基本的に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、用途地域等のデータを

基にして数値を算出しています。道路等の基盤状

況や周辺区域との連続的な土地利用等を勘案し、

制限値を原則値よりも下げている区域もありま

すが、制限値を下げるという事は土地の持ってい

るポテンシャルを規制する（指定容積率が活用で

きない）可能性があるため、どの区域でも制限値

を下げられるという事ではなく、慎重に検討を進

める必要があります。 

規制方針 2階 3階が多い住宅地のところに、たとえ 14mと

いえども 5階 6階ですから、脅威になると思うの

です。自分たちと同じ高さならまだしも、やっぱ

り高くなると日照の問題もありますし、ほんのち

ょっとの差でも住宅地では影響が大きいと思う

のですね。 

現況の良好な住環境の街並みは、現行法によって

形成されています。しかし敷地の統合等の条件が

整った場合、現行法では周辺市街地から突出した

建築物の出現を防ぐことはできません。そのため

現行法の規制に加えて、絶対高さの制限を指定す

ることで、突出した建築物の出現を未然に防ぐと

いうのが今回指定する絶対高さ制限の趣旨です。 

55 意見 

集約 

既存不適格に関しての 400棟について、マンショ

ンの方々も文京区民ですから、文京区のほうでこ

ご意見として承ります。 

マンションにお住まいの方に対する、より丁寧な
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ういった形で配られていて、マメな広報されてい

ることは存じているのですが、ただやはり管理組

合やそういったところのほうにアプローチして

頂いて、その 400棟についてひざを突き合わせて

お話をして、意見を交換する場をもう少し設けて

いって、そういった方々の意見も聞いて頂きた

い。マンションに住まわれている方は昼間のうち

仕事に出ていて、夜遅く帰ってきてまた朝早く出

て行く方々が多いでしょうし、それは色々ライフ

スタイルがあるのでなんともいえませんが、皆さ

んの意見を聞くという場が少ないし、また最近は

オートロックになって、なかなか中に入れないと

いうこともありますので、やはり管理組合等そう

いったところにアプローチをして、できればそう

いった方々の意見を聞いて頂きながらお願いし

たい。もちろん大和郷ですとか西片なんていうの

は低層ですごくいいところですから、ああいった

ところは守らないといけないのは、意識は一緒で

す。ただ高い建物に住んできる人もそれはそれと

して文京区民ですので、そういった人たちの意見

をもうちょっと聞いて頂ければありがたいと思

います。 

周知方法に関しては検討を進めています。 

56 規制方針 千石 4丁目ですけれども、いらっしゃったことが

ありますか。そこに 24mが建つということが考え

られません。私はたまたま本駒 6丁目ですから、

千石 4丁目はよく通りますからわかりますけど、

22mとか 17mとか 24mというものが、ああいうと

ころにどうやって建つのかなというのが不思議

に思います。私がたまたま知っている地域でその

くらい思うわけですから、それぞれの地域がちゃ

んと考えられてこの絶対高さが決められたとい

うふうには考え難いです。だからそういうところ

を少し文京区の方も実際その地域に行ってもら

って、その地域の方々と話されて、白紙のところ

からこういう所にはどういう建物が建てられる

かということから始めないと、こういう絶対高さ

はせっかくのものですから。私は何回もあちこち

で建築紛争があるたびに、自分の家もやりました

けれども、あちこち行きますけれども、そういう

ところの建築紛争は実際には役所の方がその地

域のことをご存知ないから起こるのだなという

ふうに思うのです。だからもうちょっと文京区を

現況の良好な住環境の街並みは、現行法によって

形成されています。しかし敷地の統合等の条件が

整った場合、現行法では周辺市街地から突出した

建築物の出現を防ぐことはできません。そのため

現行法の規制に加えて、絶対高さの制限を指定す

ることで、突出した建築物の出現を未然に防ぐと

いうのが今回指定する絶対高さ制限の趣旨です。 

制限値は、基本的に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、用途地域等のデータを

基にして数値を算出しています。道路等の基盤状

況や周辺区域との連続的な土地利用等を勘案し、

制限値を原則値よりも下げている区域もありま

すが、制限値を下げるという事は土地の持ってい

るポテンシャルを規制する（指定容積率が活用で

きない）可能性があるため、どの区域でも制限値

を下げられるという事ではなく、慎重に検討を進

める必要があります。 

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
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愛する心でやって頂きたいというふうに思いま

す。 

さ制限に関わり無く、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。 

57 総合 

設計 

特例 

公益性云々として学校や病院が特に大規模敷地

の中に含まれるようになって、文言として削除さ

れるようになりました。第 3次素案の前の都市計

画審議会を傍聴しましたら、そういうように傍聴

資料にありました。そこで質問です。東京都の総

合設計制度との関連なのですが、文京区の場合の

総合設計制度 3,000m2、ところが東京都の総合設

計制度だと 10,000m2 を超えることが条件になっ

てくるのですが、東京都の総合設計制度、例えば

再開発、都市核はちょっと別に置いておいて、再

開発ではない 10,000m2 を超えるような現在私の

家の目の前に建っている 21階○○○、99.72mの

高さが出来ますけれども、このような東京都の総

合設計制度を利用した 70m のところが 99.72m と

なったとしても、あるいは○○○だけではなくて

10000m2を超える東京都の総合設計制度を適用し

た場合においては、高橋さんがおっしゃっている

あくまで突出しているものを抑えるというのは、

本当にその突出しているものを抑えるように東

京都に話ができるのでしょうか。 

総合設計による特例が認められた場合、敷地規模

に応じて最大制限値の 1.5 倍まで最高高さが緩

和されます。これは敷地が 10,000m2 を超える東

京都の審査によるものであっても変わりません。 

58 その他 建築基準法上、慎重にしなければならないのだけ

れども是正命令であるとか、都市計画法に関し

て、違反罰則規定というか建築基準法の 9条命令

があると。ですから東京都の総合設計制度との絡

みがよくわからないのですが、説明願います。特

に商業地域です。 

総合設計制度を適用した場合でも、建築基準法に

違反をした建物であれば、建築確認は下りません

し、是正命令の対象となります。 

59 その他 東京都の建築審査会の議事録をみると、○○○の

建物 105m まで建てることが可能だといわれてい

るのです。○○○○○が。ですが、105m という

形になってしまうとこの絶対高さ制限の 70m を

超えることになるし、さらに言えば彼らは医療機

関なので、やはり階高の高さというものが特殊な

ので 70mを超えてしまうと。だけど明らかに突出

してしまっているのは事実なのですよ。ですから

東京都総合設計で OK だと言っても、文京区の絶

対高さ制限でどこまで、70mや、他の地域も、私

はあと 15m は低くしてもらわないと安心して年

とった時に逃げられないな、上から降りていけな

いなと、私は個人的には思っているのですがね。

本当に街並みがそろうのか、その辺はどうも事業

総合設計制度を適用した場合でも、建築基準法に

違反をした建物であれば、建築確認は下りません

し、是正命令の対象となります。 
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者寄りの考えじゃないのかと、未だにその疑念は

払拭できません。でも五木田さんのご説明の 1.5

というのはあっているので、それは認識していま

す。 

60 規制値 ○○○○○○○の場所はこれだと 22mですよね。

ということは都市計画で出されたものですよね。

そうするとこれも 1.5 倍するのだったら多分高

いときは下げろというように指導するのですか。 

ご指摘の敷地は、今回の絶対高さ制限が指定され

ると 31m と 22m の区域にまたがることになりま

す。既存不適格の特例があるので、建替えるとき

は一回だけ同程度の建物高さまで建てられます。

ただし大規模敷地の特例や総合設計の特例を活

用した場合には、敷地規模に応じた倍率が指定さ

れており、大規模の特例の場合は一般の建築物で

あれば制限値の 1.5～2.0 倍、総合設計の特例の

場合は 1.1～1.5 倍の高さまで建てることができ

ます。 

61 地区 

計画 

特例 

先ほど 3地区の陳情があって 1地区だけ地区計画

が進んでいるとおっしゃいました。そのデメリッ

トを了承したということのデメリットとはどう

いうことを了承したのかということと、あと他の

2地区はデメリットを了承しなかったということ

ですか。 

千石 2丁目では、制限値は 24mですが 17mにした

いという話がありました。土地や建物を所有され

ている方にとって 24m を 17m にするということ

は、標準の建物計画でも指定容積率は使えない等

のデメリットがあるという事をお伝えした上で

17m にしたいという陳情が上がってきましたの

で、地区計画を運用して良好な住環境を保全する

ことを目的として地区計画を検討しています。他

の本郷地区、本駒込地区については、地区計画に

関するデメリット等の説明は行っておりません。 

62 地区 

計画 

特例 

本郷 5 丁目の方が地区計画を検討するとはおっ

しゃっていませんでしたけれども、千石で出来た

のならうちでもやりたいというニュアンスのこ

とをおっしゃっていました。そういう事について

の説明や、こういった条件をクリアすれば地区計

画ができるとか、このくらいまでだったら出来る

とか、そういった相談は受けてないということで

すか。 

計画調整課窓口においで頂ければ個別にご説明

致します。 

現時点では、具体的な地区計画の相談は受けてい

ません。 

規制値 24mが 17mになる地区というのは、今 24mにそこ

だけ、すごく小さい範囲だけ地区計画で、これ地

区計画としてはすごく小さい範囲だと思うので

すが、ここだけなので 24mだったのですか。 

この地域は近隣商業地域で原則値は 24mです。し

かし実際は店舗が減少し、マンション等による住

宅地としての土地利用が進みつつある地域とな

ります。地域の方々も周辺の住居系 17mに合わせ

て住環境を保全したいということで合意が進め

られましたので、地区計画の支援に取り組んでい

ます。 

規制値 今現在 24m で 17ｍにしても既存不適格はないの

ですか。 

24mでは、現段階では既存不適格建築物はないも

のと考えられますが、17mにした場合 1棟発生す
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る可能性があります。 

63 特例 

（全般） 

今回の第 3次素案に、総合設計制度と大規模敷地

の高さ制限は入っているのでしょうか、入ってな

いのでしょうか。 

総合設計・大規模敷地の特例は第 1次素案から位

置づけており、第 3次素案にも組み込まれていま

す。 

 

総合 

設計 

特例 

文京区は広くて、守らなくてはいけない低層住宅

街と、繁華街両極端にわかれる地域があります。

ですから例えばそういう住宅地を守らなければ

ならないところに関しては総合設計があったと

しても規制をかけるということに関して反対す

るものでは私個人的にはないのですが、ただ繁華

街や人が多く集まるような場所に関しては、有効

利用していくというのは必要だと思います。これ

は文京区も税収としてかなり大きいものがある

はずですから、そういったものを守りながらとい

うことですから、ひとまとまりでやっていうとい

うのはいかがなものかと思います。そこのところ

をなんらかの細かい配慮を持ったことができな

いかというふうに思っています。そこら辺のとこ

ろを配慮して頂きながら、総合設計とは相当大き

いものですから、今の建築技術の先端技術を集め

て造るような建物ですから。未来にかけては素晴

しい技術が出来てきていい建物がどんどんつく

られるわけですから、そういった未来に向けての

ものに関しても芽を摘んでしまうようなことを、

いっぱひとがらみでやってしまうということに

は配慮して頂きたい。ということはどういうこと

かといいますと、極論でいいますと、これは皆さ

んから怒られてしまうかもしれませんが、総合設

計に対して私は高さ制限というものは廃止にし

てもらいたい。 

総合設計や大規模敷地の特例を適用する場合、周

辺環境に配慮した良好な計画であることを求め

るという事であり、開発を禁止するという事では

ありません。ただし特例が認められるための条件

は厳しいレベルで設定しているため簡単に認め

られるものではなく、そのような良好な開発を蓄

積していく事で文京区の良好なまち並みが形成

されていくと考えています。 

。 

64 その他 いくつもの区と隣接していて、隣の区との話し合

いとか、そういったあたりはもう高さを決める時

点でその辺りも話し合い済みなのでしょうか。 

周辺区に対しては、第 1次素案時からその都度情

報提供を行なっています。 

65 ｽｹｼﾞｭｰﾙ 区民説明会は、あとは 24 年度の最後に一度きり

ということでしょうか。尚且つその説明会の時に

は、ほぼ今回のを復習するような形で、また同じ

ような説明で、特に真新しいこともないのかなと

いう感じもするのですが、どうでしょうか。それ

で 25 年度は全く無くて、そのままずっと進むと

いうことでしょうか。 

今回の説明会を経ていただいた意見を基に都市

計画原案を作成し、都市計画審議会に諮ります。

原案が了承されるとこれまで同様 5 箇所で原案

の説明会を行います。その後都市計画案を作成

し、公告・縦覧を経て、都市計画審議会に審議・

答申を頂き、都市計画決定、告示に進む流れにな

ります。 
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高さが極端に低くなる場所が出てくるというの

はまずないのでしょうか。 

なお、今後お示しする計画について、これまでの

制限値より極端に低くなる値の設定はないもの

と考えます。 

66 ｽｹｼﾞｭｰﾙ 最後の 2回目の区民説明会というのは、予定とし

ては何時ごろなのでしょうか。 

24 年度内と考えていますが、目安として考えて

頂ければと思います。 

67 意見 

集約 

ホームページの意見募集のところに是非入れて

ください。 

文京区のホームページからもご意見はいただけ

るようにしています。 

68 その他 建築基準法の関係だと思うのですが、○○○の横

に○○○○○が計画したときに、いわゆる半地下

にして、住居地域に高さを低くしただろうと。こ

れは確かに建ぺい率・容積率は満たしているのか

なと思ったのですが、半地下にした地下構造とい

うのは容積率に含めていないのですか。というの

はいろんな所で、地下にしたやつは容積率に入れ

てないでしょう。それが階段状のものでも、かな

りの部分を地下だとして、妙なものを沢山造って

いる。これがちょっと気になります。というのは

あまり大きな敷地ではなくて、1,000m2以下のと

ころでギリギリの高さに造るといって地下を大

きく掘られたり、地下の駐車場を掘られると、周

りの住民からみたら、道路から入る車が多くなっ

たりする。そういったことが起こりえるものだか

ら、それを確認しておきたかったのです。そうい

う場合はそれは計画調整課の指導じゃないのか

もしれないけれど、○○○○○の場合もいろんな

問題があったり、なかなか建築指導課がやらない

から。環境を良くするという意味であれば、そう

いったものについてもキッチリ見解を出して頂

きたい。 

建築基準法で地階の住宅部分は容積率の算定か

ら除外するという規定が定まっています。これは

建築基準法の中で記載されていて、全国一律の規

定です。この規定を逆手にとるような計画が平成

16 年くらいに大きく問題になりましたが、文京

区はそれに応じて、斜面地マンションといわれる

ものを規制するために、斜面地の場合の容積率緩

和については条例を定めて規制しています。 

容積率の緩和は、地階は全体の床面積の 1/3まで

は緩和されるということで、かなり大きな緩和率

になっています。全国一律のこの建築基準法だけ

では、やはり問題があるだろうということで、文

京区では条例を定めています。頂いたご意見は参

考にさせて頂きたいと思います。 
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(2) はがき・要望書等による意見 

① はがき 

No. 分類 ご意見・ご質問 区の考え方 

69 その他 湯島 2丁目は、古くからの住民が多い。ワンルー

ムマンションは規制し、ファミリーマンションの

みを許可すること。そして湯島、本郷にも Bグル

バスを走らせること。 

今回の素案は絶対高さ制限についてのものであ

り、ワンルームマンション対策や交通の問題につ

いては、別途対応すべきものと考えております。 

70 規制値 現在根津神社参道に住むものですが、「24m｣の制

限としてますが、参道にふさわしい街道とすべく

3階程度ではいかがでしょうか。検討を宜しくお

願いします。 

原則値は、基本的に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、用途地域等のデータを

基にして数値を算出しています。道路等の基盤状

況や周辺区域との連続的な土地利用等を勘案し、

制限値を原則値よりも下げている区域もありま

すが、制限値を下げるという事は土地の持ってい

るポテンシャルを規制する（指定容積率が活用で

きない）可能性があるため、どの区域でも制限値

を下げられるという事ではなく、慎重に検討を進

める必要があります。 

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

さ制限に関わり無く、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。 

71 その他 高度地区における絶対高さ制限の根底には、「道

路幅の確保」が前提となっているはずです。小生

の近所のいくつかの家庭はセットバックしてい

るにもかかわらず、自宅前に植木を置いたりして

おり、通行には大きな障害となっております。ア

スファルト舗装するなどして道路として、セット

バック部分を所有者から積極邸に取り上げて欲

しい。またセットバック部分の税金も区が引き受

けるべき。 

今回の素案は絶対高さ制限についてのものであ

り、道路拡幅の問題については、別途対応すべき

ものと考えております。なお、４２条 2項道路の

セットバックにつきましては、「細街路拡幅整備

事業」として、拡幅後の道路整備や固定資産税の

減免手続きなどを行っております。 

72 その他 全面的に賛成である。大通り沿いの商業地には高

い建物が建築でき、住宅地には閑静な住宅が残

る。 

数十年先を見据えたプランであり、がんばって進

めて欲しい。こうした意見は反対稿ばかり集まる

と思うので、あえて提出しました。 

今後とも区民の方々のご理解が得られるよう慎

重かつ丁寧に検討を進めてまいります。 

73 規制方針 人の財産が減るような、こういう法案には反対で

す。もう少し考えてみてください。 

制限値は、基本的に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、用途地域等のデータを
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基にして数値を算出しています。道路等の基盤状

況や周辺区域との連続的な土地利用等を勘案し、

制限値を原則値よりも下げている区域もありま

すが、制限値を下げるという事は土地の持ってい

るポテンシャルを規制する（指定容積率が活用で

きない）可能性があるため、どの区域でも制限値

を下げられるという事ではなく、慎重に検討を進

める必要があります。 

また、既存不適格の特例については、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設定することとしま

した。 

74 規制方針 「絶対高さ制限を定める高度地区の指定」につい

て行政へのお願い 

１：この制限に関する真の目的をもっと具体的に

示す必要があります。この制限により大きなリス

クを背負う人がいる一方で、さらに制限を強化す

べきと考えている人もいます。ここで大切なこと

は、この制限により、この町、この文京区はこの

ように変わりますと言った目に見える「町並み」

「夢」が必要です。今の状況は高層ビル建設に対

する地域住民の建設反対運動に対して行政がや

り易い方法を選択しているように見えます。 

２：「町づくり」の面から言えば、高さもさるこ

とながら、デザイン、色彩（カラーコーディネー

ション）なども、その地域、ブロック単位で考え

る必要があります。都心にあって文化、歴史、伝

統などを生かした町並みが文京区であって欲し

いと願っております。 

絶対高さ制限を指定する目的は以下の通りです。 

①建物の高さを適切に誘導し、良好なまち並み景

観と秩序ある市街地の形成 

②突出した高さの建築を抑制し、近隣紛争の防止

を図る 

③建築物の高さを抑制することで、良好な住環境

を保全する 

「都市計画」による「絶対高さ制限」や景観法に

基づき策定する「景観計画」、その他の個別計画

を連携させることで、「都市マスタープラン」に

掲げる、安全で快適な魅力あふれる「まちづくり」

を実現してまいります。 

75 その他 「空は誰のもの？」 

上を見上げると最近は空が見えなくて、つい背伸

びをしてしまいます(笑）。日本人は「遠慮」と

いう言葉を忘れてしまったようです。欲のかたま

りの人種がまかり通っていいのでしょうか？ 

空は皆さんのものです。自然の恵み(癒される)

に私たちはもっと感謝すべきです。ギスギスした

世の中は建物にも関係が多いにあると私は考え

ます。主張してばかりではなく、譲る精神を身に

付けてこそ「共存」が可能であると信じます。 

「チエコは東京に空が無いと言う」 

本当にそう思います。空を返して！！ 

ご意見として承ります。 

現況の良好な住環境の街並みは、現行法によって

形成されています。しかし敷地の統合等の条件が

整った場合、現行法では周辺市街地から突出した

建築物の出現を防ぐことはできません。そのため

現行法の規制に加えて、絶対高さの制限を指定す

ることで、突出した建築物の出現を未然に防ぐと

いうのが今回指定する絶対高さ制限の趣旨です。 

制限値は、基本的に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、用途地域等のデータを

基にして数値を算出しています。道路等の基盤状

況や周辺区域との連続的な土地利用等を勘案し、
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制限値よりも下げている区域もありますが、制限

値より下げるという事は土地の持っているポテ

ンシャルを規制する可能性があるという事でも

あるため、どの区域でも制限値よりも下げられる

という事ではなく、慎重に検討を進める必要があ

ります。 

76 規制方針 地区計画の区域に含まれている後楽 2 丁目北地

区に住んでいます。10年来再開発前提とした「町

づくり」の集まりが文京区指導で開かれ、私も出

来る限り参加しました。しかし、今年 3月の集ま

りを最後に事実上、一方的に区の担当者の方が計

画を中止するような言い方(個別に任せる)をさ

れ、以後何の連絡もありません。そのとき再開発

という言葉を高度地区の指定というあまり関係

の無い言葉に置き換えて住民を煙に巻きました。

ここ何年もの間何度も何度も住民を集め何十時

間も費やした再開発に向けての話し合いをうや

むやにし、ぶっ壊してしまいました。この 10 年

は何だったのでしょう。アンケートも何度も取り

ましたが、住民の「分からない」という回答を「再

開発反対」と勝手に解釈して、大規模な再開発を

一方的に取りやめてしまいました。「分からない」

というのは、アンケートの質問の仕方が適切でな

いため、どういう風に解釈してよいのか迷い、こ

のような頼りない回答になってしまっているの

だと思います。東京は 2～3 年前とは状況が異な

り、現在は大地震、大津波が東京を直接襲う可能

性が高まっていると連日のように報道されてい

ます。特に以前から災害に対して大きな不安を持

つ後楽 2丁目北地区では、ますます不安が高まっ

ています。もしこんな時、大地震が起き、大きな

被害が出れば、天災ではなく文京区の怠慢による

人災です。少数の再開発反対の大きな声だけに耳

を傾ける文京区の態度は納得が行きません。大地

震が来る前に少しでも被害を少なくするため、文

京区として本当に住民のことを考え、もう一度適

切な対応をして頂くようお願いします。高度地区

なんてのんきなことをいっている場合ではあり

ません。 

後楽 2丁目北地区については、現在定められてい

る地区計画を含む区域を先行して取り組んでい

きたいと考えております。 

現在、地域の方々とまちづくりの検討を進めてい

る段階です。 

77 規制方針 全面的に賛成します。(仮)○○○○マンション建

設の規模・高さについて現在協議中です。(株)

○○○は近隣住民の反対に耳も貸さず、絶対高さ

今の段階では法的拘束力は持っていないため、計

画を強制的に抑えることはできません。 

しかし、これから計画する建物については基本的
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制限の条例施行前に建設を強行しようとしてい

ます。 

建設計画のどの段階より「規制の対象」となるの

でしょうか。今後、着工が駆け込みで準備不十分

なまま行われる不安があります。告示前でも規制

を(自主的に)守るべきと考えます。 

にはこの文京区のまちづくりや絶対高さ制限の

指定の目的を伝え、制限値以下にするよう、お願

いしています。 

78 規制方針 高さ制限をさらに厳しくするべきです。 

建て逃げマンション(文化を壊し、投資家に売り

逃げるマンション)が乱立している中、町並みを

守れるのは、この高さ制限しかありません。区民

の生活する町ですから、なんとかして下さい。う

ちの向かいにも 6階建てが建つらしく不快です。

2階～3階くらいで統一してほしいです。 

制限値は、基本的に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、用途地域等のデータを

基にして数値を算出しています。道路等の基盤状

況や周辺区域との連続的な土地利用等を勘案し、

制限値よりも下げている区域もありますが、制限

値より下げるという事は土地の持っているポテ

ンシャルを規制する可能性があるという事でも

あるため、どの区域でも制限値よりも下げられる

という事ではなく、慎重に検討を進める必要があ

ります。 

 

79 規制値 第 3次素案を拝見し、第 2次素案に出した意見が

無視されたことがはっきりしました。不忍通りに

接している千石 2丁目の一部が 24mとなっていま

す。以前は千石銀座と言われ、店が並んでいまし

たが、今では酒屋 2軒、すし屋 1軒、居酒屋 1軒

と商業地域とは程遠い通りになりました。現在で

は住宅地に変わっています。こういう地域がどう

して 24mなのでしょうか。昔の資料のままで高さ

制限を決めているとしか思えません。 

因みに 24mの隣は 14mと 17mです。住宅地に商業

ビルなど建築許可を下さないよう切にお願いし

ます。24mなど論外です。24m→14mに改定してく

ださい。 

制限値は、基本的に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、用途地域等のデータを

基にして数値を算出しています。道路等の基盤状

況や周辺区域との連続的な土地利用等を勘案し、

制限値よりも下げている区域もありますが、制限

値より下げるという事は土地の持っているポテ

ンシャルを規制する可能性があるという事でも

あるため、どの区域でも制限値よりも下げられる

という事ではなく、慎重に検討を進める必要があ

ります。 

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

さ制限に関わり無く、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。 

80 その他 私の住んでいるところは今回 24 第 3 種高度地区

になっていますが、音羽通りからみると後に小日

向 2 丁目の崖(3 階位の高さ)があり、道幅は 4m

です。道に面しているところは斜線制限があり、

正面は 4m 私道斜線制限と、道角の円型の影響も

うけています。3種高度になっても高いものが建

てられず、また崖から崖の高さ分下げなければ建

物が出来ないと聞きましたが本当でしょうか。極

小地では両方の斜線制限をうけて家が建てられ

個別にお話を聴かせて頂き、対応いたします。 

計画調整課までご連絡下さい。 
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ません。どうしたらよいのでしょうか。3種高度

になれば税金は高くなってくるのですか？建て

られる人と建てられない人も同じ税金では不平

等になります。現状を見てお考え頂きたいと思い

ます。 

個人的に詳しく知りたいので、時間を取って頂き

たくお願い致します。 

81 規制値 60m高度地区に住んでいます。この地域にも普通

の人の住む家、一軒家があります。昭和から 20

年間すんでいます。60mはとんでもない高さです。

普通の一軒家の人間にとって住環境がこれ以上

悪化することは困ります。我慢しろということで

しょうか？区長の自宅が近くにありますので、状

況はおわかりでしょう。大地震がくる確率が高く

なっているときに 60m の高いビルを建てていい

のでしょうか？ 

経済が低成長あるいはマイナス成長で、かつての

高度成長が望めないなかで、そんなに高いビルが

必要なんですか？文京区内の景観や住民の住環

境について、高度地区でもその身になってしっか

りと考えてください。お願いします。 

ご指摘の地域は容積率 600％で、この周辺は商業

地域・容積率 500～600％の地域が面的に広がる、

文京区の中でも特に都市化が進んでおり、文京区

都市マスタープランにおいて都心型高層市街地

と位置づけられている区域であることから、60m

の規制値を指定しました。 

 

82 意見 

集約 

各地区の区分・高さ制限の設定要因を簡潔明瞭に

一覧表で分かりやすい内容により区報にて発表

するべきである。(ホームページは万能ではな

い。) 

ご意見として承ります。 

今後ともより区民の方々のご理解が得られるよ

う丁寧な周知方法に関して検討を進めています。 

83 規制値 東大赤門から弥生交番までの本郷通りは昔から

本郷の顔といわれています。本郷通りの景観もお

考えの上、高さは 31mにして下さい。お願い申し

上げます。 

制限値は、基本的に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、用途地域等のデータを

基にして数値を算出しています。道路等の基盤状

況や周辺区域との連続的な土地利用等を勘案し、

制限値よりも下げている区域もありますが、制限

値より下げるという事は土地の持っているポテ

ンシャルを規制する可能性があるという事でも

あるため、どの区域でも制限値よりも下げられる

という事ではなく、慎重に検討を進める必要があ

ります。 

ご指摘の本郷通りは、容積率 600％の商業地域で

あり、文京区都市マスタープランにおいても沿道

型高層市街地として位置づけられていることを

踏まえたものとしております。 

84 規制方針 何度も意見を言っています。(区民説明会でも) 

文京区は今後何年間を考えての「絶対高さ制限」

今回の絶対高さ制限は、平成 23 年 3 月に改定し

た都市マスタープランに基いて策定されるもの



74 

なのか？はっきり示して欲しい。 

100 年先、200 年先老朽化したマンションが再建

できるのか？誰が責任を持つのか？文京区が終

了するときが 100年先では悲しすぎる。1度決定

したことは覆せない。今でも再建が厳しい中再建

できるはずがない。原発もそうであるが、個人の

意見が絶対ではない。少なくても現在建設されて

いる建物の高さは再建時も維持すべきである。 

です。都市マスタープランは 20 年後をおおむね

の目標年次として定められており、「安全で快適

な魅力あふれるまちづくり」を目標としておりま

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。 

85 規制方針 絶対高さ制限を定める高度地区の指定に反対す

る。理由は下記の通り。 

・既存建築を建替える場合、同じ規模の建物が建

てられなくなる可能性が生じる 

・既存建物が形態上の既存不適格建築となり、資

産価値が下がる 

・仮に絶対高さを指定するならば、高度地区制限

を廃止して、代わりに地区計画を指定して良質な

町並みを形成するべきである。 

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、既存不

適格の建替えの特例を設定しました。 

この一回の建替え特例が資産価値に対する影響

を軽減すると考えています。 

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。

そのことが良好なまち並みを形成し、区のイメー

ジをさらに向上させるものと考えております。 

86 規制方針 住宅地は高さ制限以前の問題です。昔(50～100

年前)からの住民は日影に悩まされています。文

化生活が壊されています。日当たりのよいところ

に住んでいる人には考えられないでしょうが、冬

は洞穴に住んでいるようなものです。小生の家は

約 6ヶ月の間(10月～3月)全然日光が入ってきま

せん。健康に悪いこと、ガス電気代がかさむこと、

何の保障もありませんが、当局からの何の説明も

聞いたことがありません。建築業者だけを喜ばせ

ていいのですか？文化的な生活の権利は保障さ

れないのですか？周りが 3 階になっただけでこ

の状態です。家の場合は南側にマンションが建っ

ています。こんな環境がいやなら郊外へ移住しな

さいということですか。文京区にこれ以上の高層

建築はいりません。昔(以前)の文京区に戻して欲

しい。洗濯物も日影です。区長、議長(文京区議

会)にも読ませてください。 

ご意見として承ります。 

制限値は、基本的に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、用途地域等のデータを

基にして数値を算出しています。道路等の基盤状

況や周辺区域との連続的な土地利用等を勘案し、

制限値よりも下げている区域もありますが、制限

値より下げるという事は土地の持っているポテ

ンシャルを規制する可能性があるという事でも

あるため、どの区域でも制限値よりも下げられる

という事ではなく、慎重に検討を進める必要があ

ります。 

絶対高さ制限は、直接的に日照権を守ることには

なりませんが、良好な住環境を保全するために定

めるものです。 

 

87 規制方針 文京区の絶対高さ制限を定める(第 3 次素案)を

読みまして、文京区には歴史上由緒ある建物が多

く存在しますので、絶対高さを制限する必要はあ

ると思っております。今回の第 3次素案を読みま

して、指定対象区域等についての見解は、実情を

反映した意見だと思われます。既に指定されてい

ご意見として承ります。 

今後とも区民の方々のご理解が得られるよう慎

重かつ丁寧に検討を進めてまいります。 
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る斜線型高度地区についての、絶対高さと斜線型

の併用型高度地区指定については賛成いたしま

す。良好な町並みの景観と由緒ある建物を守るた

めに、絶対高さを制限する高度地区の指定は必ず

や必要であると確信しております。 

88 規制値 本駒込 6丁目の大和郷区域を取り巻く白山通り、

不忍通り、本郷通りの高度地区(35m)を見直し、

31mに下げて欲しい。その理由は 

１：白山通りに沿って豊島区境(○○○書店)から

3ブロック(ファミリーマートまで)の間は第一種

低層住居専用地域(高さ 12m制限)であり、白山通

り沿いは 35mの高度地区である。35mと 12mの高

さ制限が直接隣接している。 

バッファー地域も道路もなく、3倍の高さの壁と

なる。平成 16 年の高度地区指定の際は高さにつ

いては区主導で進められたと聞いている。バッフ

ァー地域も当時の考えでは考慮されておらず見

直すべきである。 

２：不忍通り沿いも○○○側の本駒込 2丁目地区

は 31mの高度制限となっているが、北西側に面す

る本駒込 6 丁目側は 35m となっており、恩恵(日

照)を受けるのは 35m 高さ制限の人たちだけにな

り、大和郷は壁に囲まれた地区となり、住環境は

悪化する。 

平成 16 年度に指定された本駒込 6 丁目の一部、

音羽 1丁目の一部の区域については、現在の絶対

高さ制限に沿って土地活用が進んでおり街並み

が形成されていると考えています。そのため今回

の規制において、これを新たに変えるということ

は考えておりません。 

なお、これらの区域においては、「既存不適格建

築物の建替えの特例」、「大規模敷地における特

例」、「総合設計による特例」は適用されません。 

89 規制方針 ほとんど 15m以上の設定で、どこもかしこも視界

を遮る建築物で閉塞感だけの町並みになる。 

人口を増加させ税収増を図っているのかと思わ

ざるを得ない。 

元々文化的歴史のある潤い豊かな地域だっただ

けに、年々立ちはだかる高層ビル、マンションに

はうんざりする。今の成澤区長になってからつま

らない町になってきた。 

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。 

都市計画による絶対高さ制限や景観法に基づき

策定する景観計画などを連携させることで、都市

マスタープランに示す本区の特性を生かしたま

ちづくりを実現していきます。 

 

90 規制方針 白山 4丁目ブロックの第 2種高度地区は白山通り

沿いだけに限定すべきです。(他の低層専用地区

の住環境を保全するため) 

今回の素案は絶対高さ制限についてのものであ

り、その他の斜線型高度地区等についての変更予

定はありません。 

91 規制方針 「絶対高さ制限を定める高度地区の指定」につい

ては賛成です。 

目的を達成するために、早期に都市計画決定とな

り、告示さるよう望みます。 

決定告示される前に駆け込みで高さ制限の理念

に反する建築物が建ってしまう可能性がありま

今の段階では法的拘束力は持っていないため、計

画を強制的に抑えることはできません。 

しかし、これから計画する建物については基本的

にはこの文京区のまちづくりや絶対高さ制限の

指定の目的を伝え、制限値以下にするよう、お願

いしています。 
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す。これらについては、法的に拘束することがで

きないかもしれませんが、文京区の方針に沿った

ものとするよう指導強化して、建築許可を出さな

いなどの対応を強く要望します。 

92 既存不適

格特例 

16 階建てのマンションに住んでいますが、ここ

に 31mの高さ制限ができ、2回目の建替時には同

じものが建てられない状態(既存不適格)に(この

都市計画決定がなされると)なると聞きました。 

既存不適格だと銀行がお金を貸してくれず、(担

保価値がないと見なされるため)困ると聞きまし

たが本当なのでしょうか。是非見解(銀行のこと

は銀行に聞くのでしょうが、行政としてご存知の

こと)をお教え下さい。 

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、設定しました。 

この一回の建替え可能特例が資産価値に対する

影響を軽減すると考えています。 

また制限値は、基本的に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、用途地域等のデー

タを基にして数値を算出しています。 

93 規制方針 「第 3次素案説明会」を機会に原点である都市マ

スタープランを読んでみました。 

世界的な景気減速、日本人口の減少、右肩下がり

の日本経済など、この際マスタープランの見直し

を強く求めます。 

・文京区には文京シビックセンターを中心とした

都市核の区域だけで十分である。現在以上の環境

の悪化は住民にとって魅力が高まるのか？良好

な町並みになるのか？ 

・「都心地域」の地域指定はだれにとって安全で

快適な魅力あふれる町になるのか？地域住民に

とっては大変疑問であり、迷惑な話である。 

・都市複合市街地の指定を変更し、一般複合市街

地にする。したがって中高層市街地を低中層市街

地に変更する。以上、変更を強く要望致します。 

都市マスタープランは 20 年後をおおむねの目標

年次として定められており、「安全で快適な魅力

あふれるまちづくり」を目標としております。 

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。 

なお、都市マスタープランは改定時に、区民の

方々や都市計画審議会により議論された上に決

定したものであり、変更についての予定はありま

せん。 

94 規制値 通称、菊坂通りです。本郷 5丁目と本郷 4丁目の

間の一方通行です(私の前で約 6.8m)。こういう

通りで高さが南側 4丁目、北側 5丁目の区別をつ

けず 24m とするのは日照の妨害を考えると不都

合と思います。南側を 22m、北側を 24mとすべき

です。このたび本郷小学校のすぐ裏に 8階という

突出した高さのマンションを足立の○○○とい

う業者が約 370 坪で 60 戸を発表しました。区の

1 フロア 3.2m という基準を無視した勝手な解釈

(本来は 7階以下相当です)です。第 3次素案成立

前のこういう工事は区で規制・指導して頂きたい

と思います。 

①7階以下にする。 

②道路境界より後退して建てる 

今の段階では法的拘束力は持っていないため、計

画を強制的に抑えることはできません。 

しかし、これから計画する建物については基本的

にはこの文京区のまちづくりや絶対高さ制限の

指定の目的を伝え、制限値以下にするよう、お願

いしています。 
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95 規制値 ・要望 

本駒込 4、5丁目の高さ制限を現行の 22mから 15m

に引き下げを要望します。 

・以下の理由から 

１：現行容積率、建ぺい率からは 5F が通常の限

度となります。従って都市計画では 5F、すなわ

ち 15m相当が妥当と考えられます。 

２：隣接する千駄木 4、5丁目、本駒込 1、2丁目

の制限は 14mないし 15mを中心としています。こ

れらの地区と本駒込 4、5 丁目の環境が著しく異

なるとは考えられません。 

３：すでに主要通り沿いは高層マンションが建ち

並び、日照が大きく損なわれています。高齢化で

土地の売却が進めば、近隣住宅地(3F 中心)の中

に 7F(21m)のマンション等の建設が可能になり、

現在の町の環境が大きく損なわれる。 

４：住みよい環境を維持するためには、是非とも

15mに引き下げを要望します。 

制限値は、基本的に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、用途地域等のデータを

基にして数値を算出しています。道路等の基盤状

況や周辺区域との連続的な土地利用等を勘案し、

制限値よりも下げている区域もありますが、制限

値より下げるという事は土地の持っているポテ

ンシャルを規制する可能性があるという事でも

あるため、どの区域でも制限値よりも下げられる

という事ではなく、慎重に検討を進めた上で設定

をしています。 

本駒込 4丁目・5丁目に対しては、都市計画的な

視点から見直しを検討しましたが、 

・第一種低層住居専用地域や容積率 200％の区域

と地域的、地形的な連続性がみられない。 

・木造住宅密集地域整備促進事業の区域ではな

い。 

以上の二点から変更しないものとしました。 

96 規制値 ・第 1種住専エリアに接続している第 2種高度地

区の高さを 14m→12mに下げて下さい。 

制限値は、基本的に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、用途地域等のデータを

基にして数値を算出しています。道路等の基盤状

況や周辺区域との連続的な土地利用等を勘案し、

制限値よりも下げている区域もありますが、制限

値より下げるという事は土地の持っているポテ

ンシャルを規制する可能性があるという事でも

あるため、どの区域でも制限値よりも下げられる

という事ではなく、慎重に検討を進める必要があ

ります。 

規制方針 ・第一種住専における建ぺい率、二方面か道路の

角地は 70%ですが、角地でない土地と同様に 60%

にしてください。 

角地の建ぺい率緩和は現行の建築基準法にて定

められているものであり、本規制での対象範囲で

はありません。 

 既存不適

格特例 

・既存不適格建築物の建替え特例は外してくださ

い。特例があることは、再び既存不適格建築物を

造る事になるのではないでしょうか。 

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、既存不

適格の建て替えの特例を設定しました。区として

この特例は必ず必要であると考えています。 

これは既得権として適用されるものではなく、

｢大規模敷地における特例｣・｢総合設計による特

例｣等の適用が可能な計画についてはそれらを優

先的に検討し、適用が困難でやむを得ないものに

ついてのみ本特例を適用します。 
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97 規制方針 前回も意見を出しましたが、幹線道路の内側は、

まだ高さ制限を抑えるべきだと思います。地震に

対しても高さを抑えていたほうが良いのではな

いのではないでしょうか。もともとの住宅地で静

かに暮らしているので、高層化には反対です。 

制限値は、基本的に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、用途地域等のデータを

基にして数値を算出しています。道路等の基盤状

況や周辺区域との連続的な土地利用等を勘案し、

制限値よりも下げている区域もありますが、制限

値より下げるという事は土地の持っているポテ

ンシャルを規制する可能性があるという事でも

あるため、どの区域でも制限値よりも下げられる

という事ではなく、慎重に検討を進める必要があ

ります。 

また、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。 

98 ﾊﾞｯﾌｧｰ 

ｿﾞｰﾝ 

・他区に比べ遅いくらいですが、絶対高さ制限を

定めることは賛成です。 

・バッファーゾーンの考え方は、一つの工夫とし

て重要です。文京区には第一種低層住居専用地域

と商業地域が接する箇所があり問題でしたが、改

善はされるでしょう。しかし接する両者の単なる

平均値では、住専地域にとって厳しすぎます。よ

り低くすべく工夫してください。 

バッファーゾーンは、路線式の商業地域(500％・

600％)と、その他の用途地域との境界線から原則

20m 幅の区域とします。また、20m 幅の区域が道

路等により区分されている場合にはその道路の

中心線まで指定します。 

バッファーゾーンの高さについてはご意見とし

て承ります。 

 規制値 ・小日向は同じ町会、環境でありながら、1、2

町目の第一種住専と 3 丁目の第一種中高層とに

別れています。これまで住民は同一環境の中で高

さ 10mを守って過ごしてきました。3丁目も第一

種住専に変える必要がありますが、今回の高度地

区設定においては小日向 3 丁目を第一種住専に

準じて、高度 10mとするとしてください。 

制限値は、基本的に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、用途地域等のデータを

基にして数値を算出しています。道路等の基盤状

況や周辺区域との連続的な土地利用等を勘案し、

制限値よりも下げている区域もありますが、制限

値より下げるという事は土地の持っているポテ

ンシャルを規制する可能性があるという事でも

あるため、どの区域でも制限値よりも下げられる

という事ではなく、慎重に検討を進める必要があ

ります。 

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

さ制限に関わり無く、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。 

99 規制方針 絶対高さを優先するのであれば、敷地面積や建替

え後の位置などは法律に反さない限り自由にし

たい。資産が減る一方になり、将来が不安です。 

現況の良好な住環境の街並みは、現行法によって

形成されています。しかし敷地の統合等の条件が

整った場合、現行法では周辺市街地から突出した

建築物の出現を防ぐことはできません。そのため
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現行法の規制に加えて、絶対高さの制限を指定す

ることで、突出した建築物の出現を未然に防ぐと

いうのが今回指定する絶対高さ制限の趣旨です。 

制限値は、基本的に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、用途地域等のデータを

基にして数値を算出しています。道路等の基盤状

況や周辺区域との連続的な土地利用等を勘案し、

制限値よりも下げている区域もありますが、制限

値より下げるという事は土地の持っているポテ

ンシャルを規制する可能性があるという事でも

あるため、どの区域でも制限値よりも下げられる

という事ではなく、慎重に検討を進める必要があ

ります。 
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② 要望書（説明会会場での提出、FAX、郵送等を含む） 

No. 分類 ご意見・ご質問 区の考え方 

100 規制値 北側(北東、北西も含む)に住居地域がある幹線道

路沿い(特に白山通り、白山 5丁目の南側)に建て

る(建っている)建物の高さ制限は 6 階程度(31m

→21m)の高さにしていただきたい。本当によろし

くお願いいたします。 

制限値は、基本的に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、用途地域等のデータを

基にして数値を算出しています。道路等の基盤状

況や周辺区域との連続的な土地利用等を勘案し、

制限値を原則値よりも下げている区域もありま

すが、制限値を下げるという事は土地の持ってい

るポテンシャルを規制する（指定容積率が活用で

きない）可能性があるため、どの区域でも制限値

を下げられるという事ではなく、慎重に検討を進

める必要があります。 

101 既存不適

格特例 

・既存不適格となるマンション住民に十分説明

し、理解を得たうえで計画を進めてください。 

・既存不適格となるマンションは、告示日より、

価値が減少します。不利益を受ける住民に直接説

明し、十分理解を得ることが重要と考えます。 

ご意見として承ります。 

既存不適格となる建物の所有者等の方々に対し

て、絶対高さ制限について説明していくために、

現在、周知方法等を検討しています。 

102 ﾊﾞｯﾌｧｰ 

ｿﾞｰﾝ 

大和郷区域は本駒込 6丁目に存在している。過半

は第一種低層住居専用地域となっている。周囲は

35mだが、今回の素案では既に高度地区に指定さ

れているとの事で、建物高さ制限から除外されて

いる。今回の素案に対し、二点改正して頂きた

い！ 

・白山通りに面した本駒込 6丁目(大和郷)地域の

内、豊島区の区境(○○○書店)から 3 ブロック

(ファミリーマートまで)の間は、第一種低層住居

専用地域で 12mの高さ制限がなされている。しか

し、白山通り沿いは 35mの高度地区に指定されて

いる。現実問題として大半が平屋建ての住居に全

くバッファーゾーンが存在せず、直接 35mのビル

が建つことになる。(高度差は 3倍！)区では既に

高度地区に指定しているので見直しはしないと

いっているが、バッファーゾーンの考え方はどう

なっているのか？平成 16 年に高度地区に指定さ

れた際には区主導で高さが決められたと聞いて

いる。さらにはバッファーゾーンの考え方が当時

はなかったと思うが、かたくなに見直さないとい

う根拠は何か？もう一つ 35mと 12mの格差につい

てどう考えるか、バッファーゾーンも含めて示し

て頂きたい！(良好な住環境といえますか？) 

平成 16 年度に指定された本駒込 6 丁目の一部、

音羽 1丁目の一部の区域については、現在の絶対

高さ制限に沿って土地活用が進んでおり街並み

が形成されていると考えています。そのため今回

の規制において、これを新たに変えるということ

は考えておりません。 

なお、これらの区域においては、「既存不適格建

築物の建替えの特例」、「大規模敷地における特

例」、「総合設計による特例」は適用されません。 

なおバッファーゾーンは、商業地域とその裏側の

住居系の用途地域にまたがって大きな敷地があ

る場合に、制限値に大きな差が出ることから、よ

り適切な建築計画が可能となるよう設定してい

ます。 
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規制値 ・平成 16 年に制定された高度地区 35m に対し、

不忍通りを挟んだ本駒込 2丁目側は 31mとなって

いる(今回素案)。東南側は 31mで何故北西側の本

駒込 6丁目側が 35mというのは解せない。本駒込

2丁目の高さ制限 31mの日照上のメリットを受け

るのは 35m の高さ制限を受ける人たちだけであ

って、35mの後背地に存在する大和郷の住民は巨

大な壁に囲まれてるだけである。この際もう一度

高度地区の見直しをして大和郷の良好な住環境

を守って頂きたい！もし高度地区を見直さない

なら、その法的な根拠を示してください！※納骨

堂は条例改正するのではありませんか？ 

まとめ！上記二点の改正方法として高さ制限を

35mから 31mにして頂きたい！ 

平成 16 年度に指定された本駒込 6 丁目の一部、

音羽 1丁目の一部の区域については、現在の絶対

高さ制限に沿って土地活用が進んでおり街並み

が形成されていると考えています。そのため今回

の規制において、これを新たに変えるということ

は考えておりません。 

なお、これらの区域においては、「既存不適格建

築物の建替えの特例」、「大規模敷地における特

例」、「総合設計による特例」は適用されません。 

103 規制方針 ・色々な方々のご意見があり、御調整大変と推察

いたしました。 

・防災(水害、地震、火災等)の観点から、木密地

区の早期再整備の観点から、従来の基準法でよい

のではないかと思います。 

・現在、文京区内で戸建にお住まいの方はずいぶ

ん豊かな方ではないかと思います。太陽光の問題

は日影になるならパネル設置場所を融通するな

ど方法はあるのでは？ 

ご意見として承ります。今後とも区民の方々のご

理解が得られるよう慎重かつ丁寧に検討を進め

てまいります。 

104 意見 

集約 

・既存不適格になる物件の所有者(管理組合)には

その旨を連絡することができるとよい。 

・3次素案の説明会(シビックセンター4F)でもコ

メントがあったように、既存不適格の住民が不安

にならないように(一回建替え後の)建物の今後

について相談を受けられるような場を設けてい

ただきたい。(税務や法律については専門家の無

料相談の仕組みが区役所にあるので、その都市計

画版を) 

・地区計画づくりの支援体制をもっと住民に紹介

できないか。 

・既存不適格物件の住民ですが、基本的には現案

に賛成です。 

既存不適格となる建物の所有者等の方々に対し

て、絶対高さ制限について説明していくために、

現在、周知方法等を検討しています。 

絶対高さ制限や地区計画等については計画調整

課で相談を受け付けます。 

今後とも区民の方々のご理解が得られるよう、よ

り丁寧な周知方法に関しては検討を進めていま

す。 

その他 ・景観計画についても、今回のような住民説明会

を設けていただきたい。(今回の目的の第一が景

観となっており、ダブりも気になりますし、区が

どのような考えを持っているかを具体的に話を

伺いたい) 

同様に区内５か所で説明会を開催しております。 
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既存不適

格特例 

・今回の既存不適格物件の問題点として(想定さ

れるのは)建替えを伸ばす物件(特に二回目では)

が多くなると、古いままの建物が増えていき、(耐

震改修などをしっかりしていればいいが)景観

上、安全上に課題が出てくると考えられる。(100

年後かもしれませんが) 

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、設定しました。 

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。

そのことが区のイメージをさらに向上させるも

のと考えております。 

105 規制方針 現在文京区では、「良好な街並み景観と秩序ある

市街地形成」「近隣紛争の防止」「良好な住環境

の保全」を目的として、建築物に高さ制限を定め

ようとしています。 

これに伴い、隣接した区域において、建築物の高

さに極端な差が出ないよう、制限の数値を住民の

意見を聞きながら調整されていることについて

は、理解しております。 

しかしながら、当該指定がなされることにより、

既存不適格となるマンションが大量に生じるこ

とになり、現時点での資産価値及び担保価値の下

落を招くこと(例：マンションの既存不適格物件

は、金融機関において、融資不適格物件と看做さ

れ、融資否認または優遇金利の適用除外されるこ

とになります。)に加え、建替え時には、現在の

ものよりもはるかに規模の小さいマンションし

か建設することが出来ないため、将来的にも損害

を被ることになります。 

これは憲法で保障された個人の財産権の侵害に

該当し、損失の補償の必要が生じることになりま

す。 

さらに、建物における安全性を高めるための建築

基準法の改正等から、やむを得ず既存不適格とな

るケースと異なり、単なる用途地域における制限

を設定することでわざわざ既存不適格とする必

要性があるのか、文京区が掲げる目的に比して影

響が強すぎることにつき、大きな疑問を感じま

す。 

個人の財産権に影響を与えないような代替的な

手段がないのでしょうか。 

この点、文京区が目的に掲げている良好な街並み

景観・住環境という用語は、住民向けの説明会で

も見られたように人それぞれが望む解釈があり、

明確な定義づけが与えられておらず、権利として

現況の良好な住環境の街並みは、現行法によって

形成されています。しかし敷地の統合等の条件が

整った場合、現行法では周辺市街地から突出した

建築物の出現を防ぐことはできません。そのため

現行法の規制に加えて、絶対高さの制限を指定す

ることで、突出した建築物の出現を未然に防ぐと

いうのが今回指定する絶対高さ制限の趣旨です。 

制限値は、基本的に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、用途地域等のデータを

基にして数値を算出しています。道路等の基盤状

況や周辺区域との連続的な土地利用等を勘案し、

制限値を原則値よりも下げている区域もありま

すが、制限値を下げるという事は土地の持ってい

るポテンシャルを規制する（指定容積率が活用で

きない）可能性があるため、どの区域でも制限値

を下げられるという事ではなく、慎重に検討を進

める必要があります。 

既存不適格の建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、設定しました。 

この一回の建替え可能特例が資産価値に対する

影響を軽減すると考えています。 

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。

そのことが区のイメージをさらに向上させるも

のと考えております。 

また、既存不適格となる建物の所有者等の方々に

対して、絶対高さ制限について説明していくため

に、現在周知方法等を検討しています。 
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成熟したものと一般的には捉えられておりませ

ん。 

また、仮に今回の高さ制限が定められた場合、長

期的にはマンションに限らず既存不適格となっ

た建築物の建替えが進まず、当該建築物の老朽化

が進行することが予想され、かえって文京区の掲

げる本来の目的から逸脱することになります。 

以上を踏まえ、結論として当管理組合としては、

当マンションに限らず既存物件については、絶対

高さ制限の指定に関する遡及適用は行わず、同規

模以下であれば、建替えに制限は設けないという

内容に変更することを要望します。 

106 規制方針 地盤の高さの基準説明がなく、建物の高さのみの

話しとなっています。土地は坂が多いので、もっ

と詳細を決めて欲しい。  

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ごとに地盤面を設定し、

それぞれの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。 

107 意見 

集約 

3次素案の説明会ありがとうございました。説明

内容もだんだん区民にわかりやすくなってきた

ように思います。景観を乱す大規模建築物が駆け

込みの建設計画として多量に発生しないように、

細やかな指導と早期の都市計画決定に向けてご

尽力いただきたいと思います。 

ご意見として承ります。今後とも区民の方々のご

理解が得られるよう慎重かつ丁寧に検討を進め

てまいります。 

108 規制値 第 1次素案の時に意見を提出しておりますが、再

度意見を提出いたします。 

私の住んでいる場所は 45B の高さ指定になって

おりますが全く納得がいきません。真ん中に壹岐

坂通り(区道)があり近くに○○○商店街があり

ますが商店街とは名ばかりで、八百屋、肉屋、薬

局も無く日常生活に必要な買い物は全く出来ず、

他の地域に買い物に行かなければなりません。

(何年か前までは商店街としての機能はあった) 

このような場所で 45m の高さまでの建物が可能

ということは制限どころか誘導にほかなりませ

ん。 

広い土地を持っている方はすでにマンションや

事務所ビルなどを建てており、今残っているとこ

ろは狭小住宅なのです。狭小住宅に住んでいる住

民いじめです。私の家は既に周囲の高い建物で太

陽の光がさしません。これ以上の悪化は住居にす

るなということになります。 

ご指摘の地域は容積率 400％で、この周辺は商業

地域・容積率 400～600％の地域が面的に広がる、

文京区の中でも特に都市化が進んでいる区域で

あることから、45mの規制値を指定しました。 

現況の良好な住環境の街並みは、現行法によって

形成されています。しかし敷地の統合等の条件が

整った場合、現行法では周辺市街地から突出した

建築物の出現を防ぐことはできません。そのため

現行法の規制に加えて、絶対高さの制限を指定す

ることで、突出した建築物の出現を未然に防ぐと

いうのが今回指定する絶対高さ制限の趣旨です。 

制限値は、基本的に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、用途地域等のデータを

基にして数値を算出しています。道路等の基盤状

況や周辺区域との連続的な土地利用等を勘案し、

制限値を原則値よりも下げている区域もありま

すが、制限値を下げるという事は土地の持ってい
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高橋計画調整課長のお話ですと、すでに 45mに近

い建物があるので 45mに決まったとの事、既存の

建物を基準にするのではなく、将来を見据えて制

限案を出してもらいたいと考えております(シビ

ックセンター建設当時の幻想でこんな高さが出

てきたのではないでしょうか)。これ以上悪い環

境にならないように「指定の目的」3項目に合致

している案なのか強く再考を求めます。本郷 4丁

目、5丁目地区と同様 22m以下の制限になるよう

再検討して頂きたいと思います。 

説明会の時も意見として話しましたが計画部の

方が地域を見ていないとの様子、全員で手分けし

て文京区全域を見てもらいたいと思います(行政

の怠慢です)。また地域住民の意見で制限を決め

られるように仕組みを変更できないものでしょ

うか？ 

どの地域も原則 22m 以下にするというぐらいの

政策を出せないものでしょうか。さすが「文京区」

と世間の評価が高まることとなるでしょうね。 

るポテンシャルを規制する（指定容積率が活用で

きない）可能性があるため、どの区域でも制限値

を下げられるという事ではなく、慎重に検討を進

める必要があります。 

109 規制方針 １：2 次素案の裏面をみると、1 次素案について

比較的意見の多かったところを見直したと記さ

れている。ところが 2次素案について出された多

くの住宅街に関する要望については全く反映さ

れていない。(特に本郷 4丁目、5丁目、本駒込) 

２：本郷 4、5 丁目地域について要望を入れなか

った理由として 

①商業地域に隣接している。 

②第一種低層住居地域などに地域的連続性が見

られない。 

の二つが挙げられている。これらの根拠は何なの

か。高さのバランスということだとすれば理解に

苦しむ話である。 

③一戸建て住宅に住む建主でもある皆さんは「二

度と買えない土地だから大切にしたい、子孫に伝

承したい」と考えている。住むとすれば 3階が限

度であると思っているのが実情で、3～4 者が合

同してマンションを建てることは余程のことが

ない限り考えられない。ただし、50坪の所有者 3

名が合同で賃貸マンションを建てるとすれば、10

階以上にしないと採算がとれない。 

土地の建主である住民がこうして欲しいという

要望に応えるのが区政ではないでしょうか。以上

制限値は、基本的に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、用途地域等のデータを

基にして数値を算出しています。道路等の基盤状

況や周辺区域との連続的な土地利用等を勘案し、

制限値よりも下げている区域もありますが、制限

値より下げるという事は土地の持っているポテ

ンシャルを規制する可能性があるという事でも

あるため、どの区域でも制限値よりも下げられる

という事ではなく、慎重に検討を進める必要があ

ります。 

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

さ制限に関わり無く、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。 

本郷 4丁目・5丁目・本駒込に対しては、都市計

画的な視点から見直しを検討し、変更しないもの

としました。 
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について区長ならびに都市計画審議会、会長、会

員の皆様にも是非読んで頂きたいと思います。 

110 規制方針 １．原則論として 

「絶対高さ制限」という言葉は「絶対高さ奨励」

というように受け取れます。第１次素案から第３

次素案へかけて、区民説明会を開催していただ

き、形の上では充分に区民の意見を取り入れて第

３次素案を纏められたように見受けられます。し

かしながら、一部高さを下げられた地区もありま

すが、実際は最初の案と殆ど変りがありません。

これでは「絶対高さ奨励」になります。特に絶対

高さ７０ｍ、６０ｍの地区は南側に位置してお

り、北側に広範な日影を及ぼすことになります。

高度地区は北側にすべきと思います。 

２．絶対論として 

文京区が絶対高さ制限を定めるのであるならば、

特例は一切認めないでください。特に総合設計に

よる超高層建築は絶対に建てないでいただきた

い。建ててしまえば５０年間壊すことはできませ

ん。後々まで禍根を残すことになります。３．１

１後、東京都も毎日のように地震があります。１

０月末にはニューヨークのマンハックンでハリ

ケーンによる大きな洪水被害がありました。停電

によりエレベータは停止し、高層階に階段で食糧

を運ばなければならなかったという。そのような

ことが起こらないよう、特に病院は患者の安全の

ために、総合設計による超高層建築は絶対に建て

ないでいただきたい。 

３．確実論として 

文京区が絶対高さ制限を定めるのであるならば、

きちんと実現させていただきたい。そのために罰

則をもうけるべきと思います。 

４．文京区の都市マスタープラン 

東京都総合設計制度を特例として認めて緑を増

やすのではなく、文京区が計画的に都市マスター

プランを作り、積極的に道路を拡張整備し、災害

に備え、緑多い公園を作るべきであると思いま

す。 

制限値は、基本的に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、用途地域等のデータを

基にして数値を算出しています。道路等の基盤状

況や周辺区域との連続的な土地利用等を勘案し、

制限値を原則値よりも下げている区域もありま

すが、制限値を下げるという事は土地の持ってい

るポテンシャルを規制する（指定容積率が活用で

きない）可能性があるため、どの区域でも制限値

を下げられるという事ではなく、慎重に検討を進

める必要があります。 

また総合設計制度については、指針等において周

辺環境への配慮が担保されるものと考えており

ます。 

なお、絶対高さ制限に違反した建築物に対して

は、建築基準法により是正命令等の措置をとるこ

とができるようになっております。 

 規制方針 ５．説明会への要望 

１０月２０日（土）シピックセンターでの区民説明会に

出席しました。その際に文京区都市計画部計画調

整課の高橋課長様は、「文京区絶対高さ制限を定

現況の良好な住環境の街並みは、現行法によって

形成されています。しかし敷地の統合等の条件が

整った場合、現行法では周辺市街地から突出した

建築物の出現を防ぐことはできません。そのため
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める目的は、今の法律の中で、突出した建物を事前

に抑えるためであり、日影等については致し方ない

と考えてもらいたい｡」とおっしやいました。それは本

末転倒ではないかと考えます。また、隣の方は、「太

陽は東から出て西に沈むから、南側に高い建物が

建っても、東から日が差し、日影にならない｡」とおっ

しやいました。あまりにも詭弁に近いおっしゃりよう

です。建築紛争が起こるのは、基本的には憲法で保

障されている生存権の問題であると思います。これ

では事業者よりで住民説明会にならないと思いま

す。行政は、住民の生存権を守っていただきたい。

もう少し、住民感情を理解していただきたいと思いま

す。 

現行法の規制に加えて、絶対高さの制限を指定す

ることで、突出した建築物の出現を未然に防ぐと

いうのが今回指定する絶対高さ制限の趣旨です。 

制限値は、基本的に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、用途地域等のデータを

基にして数値を算出しています。道路等の基盤状

況や周辺区域との連続的な土地利用等を勘案し、

制限値を原則値よりも下げている区域もありま

すが、制限値を下げるという事は土地の持ってい

るポテンシャルを規制する（指定容積率が活用で

きない）可能性があるため、どの区域でも制限値

を下げられるという事ではなく、慎重に検討を進

める必要があります。 

111 規制値 『絶対高さ制限を定める高度地区の指定』に関す

る意見募集に関し､前回､意見を申し述べました

が､区の考え方に疑問があるため､改めて意見を

具申いたします。 

文京区『都市マスタープラン』では､建築物の高

さの最高限度の誘導方針の中で、     

①良好な街並み景観と秩序ある市街地を形成す

るとともに、     

②良好な住環境を保全し 

③近隣紛争の防止を図る               

ことを目的として､建物の高さを適切に誘導､制

限､抑制するとしています。また、具体的な方針

のひとつとして｢建築物の高さが大きく異なる市

街地が隣接する場合は､高さの低い方の市街地に

配慮する｣ことが明記されている。しかし､『絶対

高さ制限を定める高度地区の指定』の素案は､第

1次～第 3次素案とも上記『都市マスタープラン』

に示された｢建築物の高さが大きく異なる市街地

が隣接する場合｣の対策が十分配慮されておら

ず､地域の特性を考慮し良好な住環境を形成する

と云う､高度地区を指定する本来の目的とは、ほ

ど遠い内容であると云わざるを得ない。私は目白

通り(北側)沿いの関口三丁目に居住しているが､

当地域は、日影規制がもっとも厳しい第一種低層

住宅専用地域(高さ規定 10m)であるのに対し、目

白通り南側の関口二丁目地域は道路に沿った区

域が日影規制のない第二種住居地域であるうえ､

地盤が道路面より 15m ほど高い地形を為してい

現況の良好な住環境の街並みは、現行法によって

形成されています。しかし敷地の統合等の条件が

整った場合、現行法では周辺市街地から突出した

建築物の出現を防ぐことはできません。そのため

現行法の規制に加えて、絶対高さの制限を指定す

ることで、突出した建築物の出現を未然に防ぐと

いうのが今回指定する絶対高さ制限の趣旨です。 

制限値は、基本的に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、用途地域等のデータを

基にして数値を算出しています。道路等の基盤状

況や周辺区域との連続的な土地利用等を勘案し、

制限値よりも下げている区域もありますが、制限

値より下げるという事は土地の持っているポテ

ンシャルを規制する可能性があるという事でも

あるため、どの区域でも制限値よりも下げられる

という事ではなく、慎重に検討を進める必要があ

ります。 

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

さ制限に関わり無く、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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ることから、目白通り北側の関口三丁目地域には

地図上では計り知れない甚大な日影の影響が生

じている。『都市マスタープラン』の趣旨に沿え

ば､当地域は｢高さの低い市街地に配慮｣し、良好

な住環境を保全して近隣紛争の防止を図るうえ

からも､建物の絶対高さを厳しく規制するべきと

考えられるところであるが､区の素案では､現状

の都市計画に定める指定容積率を活用できる建

物高さが何の配慮もなく指定されており、『都市

マスタープラン』の趣旨に反した内容となってい

ることは､大変遺憾である。関口二一三丁目のよ

うな斜面地では、｢建物の高さが大き<異なる市街

地が隣接する場合の配慮｣は当然のこと､地形に

よる影響にも配慮して高さ制限を定めるべきで

ある。 

規制値 第 2 次素案に対する上記の意見に対し､文京区は

｢建築物の高さが大き<異なる市街地が隣接する場

合｣の例として､高容積率が指定されている商業地

域と､低容積率が指定されている第 1種低層住居専

用地域が隣接している場合を想定している"との考

え方を示しているが、目白通り沿いの一方が絶対高

さ10m規定があるのに対し､道路反対側の地域は日

影規定がなく､更に地盤面が前面道路より 15m程度

高い立地条件に加え､今回の高度地区指定によっ

て高さ 29mまで容認されると云うことは､住民の意識

とは大きく乖離した理解に苦しむ判断と云わざるを

得ない。因みに､『都市マスタープラン』策定の際の

第４回協議会では､用途地域の落差が大きい地域と

して､“白山通りや西片､音羽通りと小日向、目白通り

沿いの関口辺り"の地名を具体的に挙げているが､

この意見が高度地区の指定(素案)に反映されない

のが不思議でならない。 

第 3 次素案に対する区民の意見を次回の都市計画

審議会に諮るにあたり､絶対高さの数値は机上だけ

で判断するのではなく､坂の多い文京区に於いて

は､地域の立地条件や方位等を考慮したうえで､｢高

さの低い市街地に配慮｣した高さ制限を行うよう強<

要請する。目白通りに沿った関口二･三丁目地域の

絶対高さは､素案で示された 29mではなく､関口二丁

目後背地の絶対高さである 22ｍ以下に制限をする

べきである。 

制限値は、基本的に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、用途地域等のデータを

基にして数値を算出しています。道路等の基盤状

況や周辺区域との連続的な土地利用等を勘案し、

制限値よりも下げている区域もありますが、制限

値より下げるという事は土地の持っているポテ

ンシャルを規制する可能性があるという事でも

あるため、どの区域でも制限値よりも下げられる

という事ではなく、慎重に検討を進める必要があ

ります。 

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

さ制限に関わり無く、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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112 意見 

集約 

文京区では､『絶対高さ制限を定める高度地区の

指定(素案)』に対する区民からの意見(パブリッ

クコメント)を募集しているが､区民からの貴重

な意見をどのように位置づけているのか質問し

たい。 

本件に対しては､今までに 2 回の意見募集があ

り、区民の方々から多数の意見が寄せられている

が、その貴重な意見に対する区の回答(考え方)

は､木で鼻をくくったようなものばかりか､区民

の方々がそれぞれの立場で真剣に考えている意

見に対し､まったく同じ内容の回答の繰り返しに

終始しているものが多数見受けられる。 

また､意見募集(パブリックコメント)の結果は､

都市計画審議会で報告をするよう定められてい

るが、都市計画審議会の議事録を見る限り､貴重

な区民の意見が審議会の委員に届いているよう

には到底思えない。 

住民に対する説明会及び意見募集(パブリックコ

メント)は､マンション販売業者が行う住民説明

会のように､住民からの意見を募集すれば要件が

こと足りる､云わばアリバイづくりの位置付けな

のではないのかとの疑問を呈さずにはいられな

い｡それを否定するのであれば､パブリックコメ

ントの結果をもとに都市計画案(素案)をどのよ

うに見直していくのか､また､都市計画審議会に

対して､どのように諮っているのか､具体的に回

答されたい。 

説明会・要望書・ハガキ・メール等において区民

の皆さまからいただいた意見は、全て都市計画審

議会に資料として提出しています。委員の皆さま

には、それらの意見を踏まえた議論をしていただ

いております。 

「絶対高さ制限を定める高度地区の指定」は、都

市計画であり、頂いた意見と要望を参考に、都市

計画の視点で見直しや変更の必要性等について

検討を進めております。 

第 2 次素案において住居系用途地域・容積率

200％の区域については、一定程度下げて欲しい

というまとまった意見がありました。200％区域

の街並みの実状は高くても 4 階建てまで等の理

由から、住居系の 200％については全て 15ｍから

14ｍに変更しました。併せてこれらの地域に接し

ている住居系用途地域・容積率 300％の区域、第

一種低層住居専用地域と接している容積率 300％

の区域などについては周辺地域との整合性を図

るということで制限値の見直しを行いました。1

次から 2 次に掛けて意見として反映させて頂い

ております。 

なお、本郷と本駒込と千石の３地区からも下げて

欲しいというまとまった要望が第 2 次素案時に

ありました。これらの地域についても地域の特性

を見て下げるべきかどうか検討をしましたが、結

果としては現在の制限値が妥当であると判断し

ました。 

113 規制方針  『絶対高さ制限を定める高度地区の指定』に関

しては、現行の都市計画や建築基準法にもとづい

て建てられた建物が近隣紛争を引き起こしてい

るため、紛争を防止する目的で絶対高さを制限す

るものと認識しております。 

しかし、今回提示された区の素案では、都市計画

に定める用途地域をふまえた指定容積率が活用

できる高さを制限値として指定しており、近隣紛

争の原因となっている突出した高さの建物を制

限して近隣紛争を防止するどころか、高い建物の

存在を容認する内容になっています。良好な住環

境の保全を期待する区民として、今回の素案は認

められるものではありません。区民の貴重な税金

を使い、区民の期待とは異なる高度地区の指定に

は反対です。私が居住している関口三丁目のよう

制限値は、基本的に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、用途地域等のデータを

基にして数値を算出しています。道路等の基盤状

況や周辺区域との連続的な土地利用等を勘案し、

制限値を原則値よりも下げている区域もありま

すが、制限値を下げるという事は土地の持ってい

るポテンシャルを規制する（指定容積率が活用で

きない）可能性があるため、どの区域でも制限値

を下げられるという事ではなく、慎重に検討を進

める必要があります。 
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な低層住宅市街地においては、良好な住環境を保

全するよう、建物の高さ制限を厳しく指定するよ

う要望いたします。 

規制値 区の素案に対する意見として上記の内容を申し上

げたところ、区から次のような考え方が回答として示

されました。 

 “地域のまちづくりについては、合意形成をはかり

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。” 

都市計画の制度では、たしかにそのようなルールも

あるのかもしれませんが、一度指定された建物の高

さを、一般区民が変えていくことは非常にハードル

の高い作業だと考えます。そのようなことをしなくて

も、良好な住環境が保全できるように、建物の高さ

を厳しく指定することが高度地区を指定する趣旨で

はないでしょうか。区の素案によれば、私が居住し

ている関口三丁目の目白通り沿いは、絶対高さが

29ｍと指定されていますが、当地域は高さ制限が10

ｍの第一種低層住居専用地域です。良好な住環境

を保全するためにも、周辺地域の高さ指定と合わせ

て、22ｍに規制することを強く求めます。 

制限値は、基本的に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、用途地域等のデータを

基にして数値を算出しています。道路等の基盤状

況や周辺区域との連続的な土地利用等を勘案し、

制限値を原則値よりも下げている区域もありま

すが、制限値を下げるという事は土地の持ってい

るポテンシャルを規制する（指定容積率が活用で

きない）可能性があるため、どの区域でも制限値

を下げられるという事ではなく、慎重に検討を進

める必要があります。 

114 規制方針 今回、私は掲題の区民説明会に全部合計３回出席

した。参加者区民はおおむね３０名前後であった

が、２０名も満たない会場もあった。ましてや、

雨の日が多かった。 

掲題の第３次素案説明では、都市計画部計面調整

課 中村賢司課長から 高橋課長になった。その

他、酒井氏の役務にあたる区側の職員は未知であ

り、どのような経歴の方か不知である。五木田氏

のことである。司会者である区側は、区民の意見

に対し、第１次素案、第２素案での説明態度姿勢

とは完全に威圧的に敵対する点で異なっている。

第２素案でもある区民が発言したが、コンサルタ

ントは何の役務か不審であるから、同席は不必要

と思われる。 

１）高橋計画課長について、 

文京福祉センターにおいて、堂々と公然と反論す

る姿勢があった。録音しているが、公開されたい。

区民○○を特段に排斥するような言動があり、中

村賢司課長のような真摯に聞く姿勢がまったく

なく、高橋氏個人による挑戦的対立的発言があっ

ご意見として承ります。今後とも区民の方々のご

理解が得られるよう丁寧に説明を進めてまいり

ます。 
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たことを明記したい。 

高橋氏は、ポテンシャルという英語を多用してい

る。みなさんのお持ちの土地不動産を最大限活か

すための絶対高さ制限はいらないのですか？な

る発言が随所に録音されている。これは、ゼネコ

ン、マンション開発事業者の発言である。参加区

民は、高さ制限が絶対に不要であるとは誰も言っ

ていない。ただし、この第３次素案のままでは納

得も理解すらもできないから、参加して、より低

くしてくれと懇願している。しかも、長年本郷を

はじめ、各地域で文京区の良さを認めつつ、維持

保全して行きたい環境を配慮している区民であ

る。その参加区民らが、過去、現在の紛争を経験

したことからも、問題意識をもつから参加して意

見を呈するのである。○○は今回高橋に不快感と

強い憤りを覚えた。 

この中で異質を放ったのは、シルバーホールにお

いて、１６時を過ぎても饒舌に長々話され、高橋

氏の傀儡かとみまがう、小石川の○○氏は、高橋

氏にはっきりと好感が持てましたと録音されて

いる。区内の他の地域の方がこのままの高さでは

納得していないことを無視した放言である。この

ままの高さで早く決めろと言っているような趣

旨であると受け取られた。しかし、○○○○○○

の○○氏は２２Ｍの高さを賛同しているのなら

ば、小石川住民の中は分裂である。 ２０Ｍ以下

にすべきである。 

文京区が開発事業者（○○）に伝えた７項目の要

望○○○○○の開発のＨＰには 

 （１）建物の高さを 20m以下にする。 

 （２）歴史性に配慮した歩行者空間を整備する。 

 （３）急峻な位置に車の出入り口は設けない。                 

 （４）歩道状空地は段差がなく、車椅子も通れ

るようにする。                           

 （５）緑地帯を伴う歩行者優先型の道路整備と

する。                              

 （６）パースを作成し説明会を解りやすく。   

規制方針 ２）既存不適格建築物の建替えの特例 

私が質問したように、○○○２１階約１００Ｍの建築

物は、既存不適格になるのか？という質問に対し、

五木田氏は、既存不適格となると明言された。７０Ｍ

の高度地区における東京都総合設計制度での認可

絶対高さ制限に違反した建築物に対しては、建築

基準法により是正命令等の措置をとることがで

きるようになっております。 
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によって建築された○○○の超高層建物が、文京

区での絶対高さ制限の制定後、１回は特例を認める

が、２回目の１００年以上後に、今現在の敷地や建

物の位置で？最高高さが７０ｍの高さに誘導できる

かどうかの説明がよくわからない。次回の建て替え

や空中権で結べば、一号館や外堀通りの敷地を連

結し、容積率を超えて、東京都の総合設計制度を使

えば１ ０ ０Ｍ以上の新規既存不適格が林立するの

ではないかと危惧する。 

今回､学校や病院は､区長の許可による特例の例示

から削除されたと問いているが､大規模敷地になれ

ば本来は文京区の絶対高さ制限どおりに７０Ｍにさ

れるべきではある。誘導に違反した建物建築主に対

し、法的強制力がどこにどのような形で法規的に設

けられるのかどうか疑問である。これについては、

坂本氏の説明を是非伺いたい。私が発言したが、罰

則規定として、都市計画審議会（東京都）で審議さ

れ、建築基準法の罰則規定を言辞された。是正対

象になるという返答を坂本氏はされた。絶対高さ制

限の第３次素案のまでの高さでは納得しないが、絶

対高さ制限の誘導に従わない容積率目一杯の高さ

で建てる事業者に対する罰則規定を掲載するように

強く求める。 

大規模 

特例 

１）第３次素案説明から学校と病院を区長の許可に

よる特例が削除された点について 

 

例示の中から削除されたことは当然である。しかし

ながら、大規模敷地の中に位置づけられており、今

後も表現の修正も懸念されることから、○○○Ｄ棟

建設計画のごとく土地建物を買収した後に、９階ど

ころの診療所ではなく、病棟を都道、区道上を空中

権で連結し、大規模敷地に拡大した後、総合設計制

度を認め、今のままの位置で、できるだけ真ん中

に？？（現況は、２１階建築中は、外堀通り側南側

が低く北側が１００Ｍと順序が逆の独善行為）できる

のか？ 

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。これらのものを「施設の

特殊性」と捉え、平均階高及び許容値については、

区内に立地する教育施設・医療機関における平均

値から算出したものを適用しています。 

既存不適

格特例 

２）既存不適格の建替えの特例について 

特例の認定条件どおりに○○○のような○○○○

ができるのか？１００年後以上に７０Ｍの高さに２回

目の建て替え時に、この高さに誘導できるかどうか

は、既存不適格１００Ｍ、１２６Ｍ（○○○○○○)な

どの外堀通り不適格物件を、区民不在のまま、仮既

絶対高さ制限の導入後、既存不適格建築物となる

建築物は、１回目の建替え時は、特例を活用する

ことで、制限値を超えて同等の建物に建替えでき

ますが、２回目の建替え時には、特例を活用しな

い限り制限値以下の高さにすることとなります。 

公益上やむを得ない場合の特例は、既存不適格建
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存不適格建築物特例協議会の区民不在のまま、特 

段に公益性のために、１ ０ ０Ｍ以上を認めることに

なりはしないのか？ 

築物建替えの特例・地区計画等の特例・大規模敷

地の特例・総合設計による特例のいずれにも適合

が不可能で、かつ公益性が高い不測の場合のみに

対して設定したもので、慎重かつ厳正に検討を行

い区長が判断するものです。 

規制値 ３）本郷２丁目の高さについて、 

私の自宅は４５ｍであり、都道沿い１７号線は６０

Ｍ、壱岐坂通り５０Ｍと著しく高さ設定が異なってい

る。外堀通りは７０Ｍであり、その北側に位置する住

民には４５Ｍである。第１次素案時からこの高さと色

分けは不変である。既に９階、１１階、１３階（塔屋含

まず）が建築されているから、これらの高さにしたと

いうようなコンサルタントらの発言が前回あったが、

１３階よりも高い、６０、５０、４５という高さまで揃える

ことが、町並みをそろえるとは独善的であり恣意的

である。 

建主の事業予算や土地の面積により、これらの高さ

にまで予算的に建てられるかどうかはまた別の問題

ではないか？幹線道路の背後には商業地区といえ

ども、比較的低層な建物や１５階のマンションなども

乱立しており、日影は複合的に起きている事実を知

らないまま勝手に決められたとしか解しようがない。 

本郷２丁目住民の○○氏から、高橋氏は、ゼネコン

の人ですか？と問われているのを思い出してほし

い。大関横丁（大横町）南側、つまり壱峻坂通り北側

の住居には、木造や低層の商業ビルが多い。○○

氏は、現場を見てくださいと懇願している。実際にこ

の絶対高さの最高高さの建物が誘導されれば、業

者、マンション開発会社による、現在でも地上げ屋

が徘徊する目的は、狭い土地を買収し土地を拡大

すれば、現在の建築基準法で建築できる。北側住

民が日影になり、交通通行問題、狭い細街路もある

ことすら思慮していないままの業者に癒着した高さ

ではないかと糾弾されて当然である。私の自宅の南

側が７０Ｍで、自宅裏が５０Ｍで､私の自宅は４５Ｍで

ある。５Ｍの高さが何の根拠か意味不明である。南

側は低く、北側が高い。まるで高さに挟まれ谷間の

４５Ｍである。配置順序が日影の谷間を意図的に区

は作っているのではないか？ 

この論点からすると、南側の幹線道路側の建築物を

高くすることにより、北側が日影になり、第３次素案

のままの高さ色分けでは、様々な被害が出る。住価

ご指摘の地域は容積率 400％で、この周辺は商業

地域・容積率 400～600％の地域が面的に広がる、

文京区の中でも特に都市化が進んでいる区域で

あることから、45mの規制値を指定しました。 
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値は下がる。建築紛争はなくならない。 

規制値 ４）結論 

絶対高さ制限は必要であるが、現在の高さの１５メ

ートルは下げて頂きたい。 

つまり、７０Ｍ→５５Ｍ 

    ４５Ｍ→ ３０Ｍ 

    ５０Ｍ→ ３５Ｍ 

ご指摘の地域は容積率 400％で、この周辺は商業

地域・容積率 400～600％の地域が面的に広がる、

文京区の中でも特に都市化が進んでいる区域で

あることから、45mの規制値を指定しました。 

大規模 

特例 

さらに、学校、病院、医療機関は永久に特例を認め

ないこと。本郷だけではない。全地区である。 

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。これらのものを「施設の

特殊性」と捉え、平均階高及び許容値については、

区内に立地する教育施設・医療機関における平均

値から算出したものを適用しています。 

規制方針 忘却できない発言 

１６時２０分に 高橋氏は、「高さ制限、いらないんで

すか？」 

このような いるか？いらないか？こんな発言を許

すことはできない。 

挑発発言ともとれる高橋氏の挑戦的態度は看過で

きない。冷静に発言をしていただきたい。 

さらに１４時４４分「日影を減らすことを目的とはして

いない｡」 

高橋は、日影による建築紛争を知らない。文京区に

おける建築紛争を学習しておらず、教訓を無視して

いる。日影を減らすことを目的とされたい。残念です

がこれは問題発言である。 

ご意見として承ります。今後とも区民の方々のご

理解が得られるよう丁寧に説明を進めてまいり

ます。 

意見 

集約 

周知広報活動にまったく問題なかったとはいえま

い。新聞を定期購読せず、町会に入っていない方

に、どのように広報をしていくのか？インターネット

接続環境がない方に、ＰＣを使いたくても閲覧さえで

きない方にも、幅広く意見を求めるべきである。声な

き、声をあえて聴くべきであり、ワークショップなどに

寄生する外部委託コンサルタントなどを囲い、区の

実情を把握させたように見せかけ、高度地区に反映

させているなどという説明は唾棄に等しい。参加区

民数名は、いつも毎回出席している方が見受けられ

る。大通り（春日、白山、本郷、外堀、千石、音羽、

目白通りなど）に面して、絶壁を作る魂胆ではない

か？その背後に古き良きたたずまいを保全する静

ご意見として承ります。 

より丁寧な周知方法に関しては検討を進めてい

ます。 
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謐な住環境すら、日影を永遠に作る、文京区には細

い路地や狭い道路が多々あり、それが文京区の魅

力でもある。それらを細街路拡幅開発と称して、防

災などの名目で、立ち退きを迫り、区は大型高層建

物を都市核なる珍奇な高層建物部を誘導する魂胆

ではないか？ 住民投票さえないままの、高齢者が

安心して暮らせるまちづくりとは逆行し、第３次素案

のままの絶対高さではマンションの乱立化を更に増

進させている。ゼネコンとの癒着を想起させ、古き良

き町並みや雑多な魅力を値頃し、区内の総合設計

制度につきもののわずかな公開空地なる見返りの

言い訳は総合的に考慮して、逆に市街地の悪質な

環境を生み出し、日影、風害などの弊害の方が大き

い。超高層建物の乱発推奨、業者よりの現在の高

度地区指定（第３次素案）の高度地区素案には断固

異議を唱える。区民の意見を録音したようだが、そ

の発言が個人情報を除き、区の意図的な思惑で、

削除することのないように、発言した事実をＨＰ上で

記載することをお願いしたい。 

総合 

設計 

特例 

１）総合設計制度による特例（４特例の適用につい

て） 

特例の適用に関して、１から５までを見ると、「特例

を適用します」とあるが、許可の理由と根拠を明示し

て頂きたい。現存する既存不適格なる建築物の相

関関係や一定の基準とは何かが極めて不明瞭であ

る。 

概要には、なお、現行の３５ｍおよび４５ｍ高度地区

では、商業地域とその後背地に容積率の較差を是

正する観点から、この特例を適用しません。とある

が、総合設計制度による特例では、建築基準法第５

９条の２の許可による建築物は、絶対高さ制限を一

定の範囲で緩和します。と記載されている。そこで、

現在居住し、関与している本郷２丁目における○○

○再編事業Ｂ棟Ｉ期工事なる超高層建物計画地で

は、高度地区の色分けで青色の７０メートルの絶対

高さ制限であるにも関わらず、１０，０００m2を超える

から、東京都の管轄と言いながら、文京区は下記の

問題点を一切考慮していない。 

Ａ］Ｂ棟建築計画では南側に公開空地を設け、植樹

し、２期工事の屋上にも植樹し、これで周りの温度を

さげていると主張している。しかし２１階屋上にはク

ーリングタワーがあり植樹できない。６０℃くらいに

総合設計は、公開空地等を確保することにより市

街地環境の整備改善に資すると認められる計画

であることから、絶対高さ制限を緩和します。 

緩和の倍率については、東京都の総合設計制度の

誘導指針において、絶対高さが指定された場合に

ついては 1.5 倍が上限であるということを参考

にしています。 

また、特例の基準については、具体的に明示する

ことで、運用における公平性や客観性、効率性な

どが担保されるものと考えております。総合設計

の基準の具体的な内容については、東京都のホー

ムページをご参照ください。 
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熱せられているとのこと。当該地域は南から北に向

かって風が吹くから、２１階屋上の熱風と排気口から

出たゴミや細菌が北側住民住居に吹き付けられるこ

とになる。これが総合設計制度で評価されるのか？ 

Ｂ］環境性能の評価として太陽光エネルギー利用が

提案されている。２１階建築により北側および北西

側住民の日照が阻害され太陽光発電ができなくな

るとともに、２１階の風害により窓を閉め節電もでき

なくなる。これが総合設計制度で評価されるのか？ 

Ｃ］２号棟の機能を維持しながら建築したいのが理

由で１期工事が２１階となっている。しかしその１９階

と２０階にはＶＩＰ用の特別病室がもうけられている。

これは２期工事に回せば少しは低層にすることがで

きる。特別室を容認し北側住民の日影を奪ってい

る。総合設計制度は住民のためではなく、ほんの１

握りの富裕層のためにつくられたものなのか？容積

緩和の根拠が不明であり、総合的に市街地環境の

整備改善を図るというが､共存してきたそれまでの住

環境を著しく損ねるものであり、事業者よりの制度で

はないか？ましてや、北西に位置する公共の水道

公苑に大規模な日影を毎時永遠に生み出すのに、

緑に囲まれたエコキヤンパスを謳うのは、事業者の

思い上がりである。○○○○○本館の改築では、当

時は総合設計制度ではなく、総合整備計画なるもの

であった。近隣には一切説明がないまま、事業者が

文京区に陳情にいった結果、それまであった北、西

の日影規制は解除され容積率は引き上げられた

が、これにより、本館真裏の区道は、冬季路面凍結

をおこし、住民は大規模な日影を受忍しなければな

らず、住価値は上がる根拠はない。計画他の本郷２

丁目は商業地域であり、日影規制なしだが、用途が

混合しており、厳格な規制が必要であり、絶対高さ

制限を設けるべきである。文京区長による特例扱い

の具体的内容については、平成２３年１２月頃の第

２次素案報告までに検討とするとあるが、根拠に乏

しく、区民の合意形成を取らないまま、区長権限とす

るのは、区民意を反映しているとは思えない。学校

と病院を絶対高さ制限の特例扱いとすれば、高さ制

限は絵に描いた餅になり、緑に囲まれた歴史と文化

の薫る町どころか、特例扱いの超高層建物乱立に

より、日影の暗い町、風害、交通事故、歩行困難、

住環境悪化による紛争惹起が必至である。 
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Ｄ］防災備蓄倉庫を整備し公開空地を避難所として

使用できるようにするとの主張について。 

 公開空地の東側に歩道橋がある。南側に神田川

がありＪＲの線路があり、近くに御茶ノ水駅がある。

災害が発生した場合、ＪＲは止まり、帰宅困難者が

Ｂ棟の公開空地に押し寄せる。○○○○○の前を

通った群衆は、横断歩道がないから、屋根付き区道

である本郷２．３丁目歩道橋を渡り公開空地に向う。

陸橋が混雑すると様々な事故が発生していることは

周知の事項である。 ２００１年７月２１日の明石市主

催の花火大会で起きた将棋倒し事故は全国的に報

道され、記憶に残っている。加重で歩道橋の底が抜

けることだってあり得る。また、橋そのものが災害で

倒れる可能性もあり得る。避難所の近くに歩道橋が

あるのは、二次災害が起こる可能性もあり、Ｂ棟南

側前の公開空地は避難所として適当ではないと考

えられる。このような立地条件の中で、総合設計制

度の評価を得るために防災の拠点地とするのは問

題である。○○○が災害拠点病院であるならば、災

害時には救急車などの出入りも多く、とてもあの狭

い公開空地を避難所にあてることには無理がある。

超高層病棟の真下の限定的な公開空地に､避難施

設を可変的に設けることは､妥当なのか？長周期地

震動で、高層階から看板、タイル、ガラス、構造付帯

設備、配管などの崩落などが絶対にないというデー

タはない。安全性は確約できるのか？患者が入院し

治療する医院が、避難所としてどのように運営でき

るのか？衛生面で問題はないのか？敷地内で井戸

を設ける予定と言うが、解体前の土壌調査で、水

銀、鉛、砒素、シアン、フッ素が超過検出された土地

の地層から、飲用に適する水が出るのかどうか疑問

である。 

Ｅ］平成２３年６月２３・２５日に救急車出入り口の変

更説明会があったが、住民の意見は反対が多かっ

た。Ｂ棟建築予定他の南側は空地があるにもかか

わらず､外堀通りは交通量が多くて救急車は南側か

ら入れることができないので、東側に入口を設けた

との説明であったが、一般車、タクシーと同じ入口で

混雑が予想される。ましてや､○○○○○○○○○

○○○○○○は災害拠点病院であるから、災害時

には救急車の出入りが頻繁になると考えられる。公

開空地は南側でなく北側に設けて、車寄せが十分



97 

確保できうる安全な余裕ある空間を設け、北側を救

急車の出入り口にするのが最善であると思われる。 

総合 

設計 

特例 

２）道路と公開空地について 

区道に挟まれ、区道である歩道橋をまたぎ、その狭

小な敷地に１００メートル超えの突出した建物を建て

ることを建設条件として周囲の公道を考慮している

のか？部分的な公開空地を設け､道界との連続性

を取ったとしても、そこが特定有害化学物質（水銀、

鉛、砒素、シアン、フッ素）で、汚染された場所である

ことを事業者は広報しない。学校法人にも関わら

ず、地域との連携を図るなどと宣伝しているが、総

合設計制度で、公開空地に避難所施設を設置する

などということは、表面的な○○○の地域への貢献

であり、常設か、臨時かも明確でなく、いいかげんな

○○○の独善的な解釈ではないか？ 避難施設は

公開空地以外の○○○敷地に設置すべきである。 

絶対高さ制限による高度地区の指定は、１つの敷

地に対する規制であるため、空中権による、公道

を挟んだ敷地の統合を想定していません。 

規制方針 ３）高度地区の指定について（高さを下げて、当該地

域を、絶対高さ制限を外堀通りから○○○再編計画

地のある７０Ｍでなく、ﾄﾞｲﾂのように､教会より高い建

物がないよう､長周期地震動でも被害が少ない、神

田川沿いの突出した独善的な超高層建物は認可し

ないように、町並みをきれいに低層階にそろえ、背

後にある住環境を考えて、最低３５Ｍ以下にしてくだ

さい）建てる側の財産権、住民の住環境との製錬を

生み、住みにくさ、住み続けられなくなる、住みたくな

い、これからも住めない文京区を目指すのか？あな

たがたは？ 日影になります、税金は払い続けま

す、地域との連携でなく、医療機関や学校法人が土

地建物を取得し、区長が高いものを建てることを推

進し、特例を煽る背景があるのではないか？受忍を

押し付ける文京区行政にはあなたがたが目指す基

本構想とは大きく乖離し、矛盾が露呈しているため

断固抗議します。 

と、前回第２次素案の意見書で○○は記述提出し

た。根本的な主張は不変であり、固持しているので

このまま削除することなく掲載されたい。 

この区域は外堀通り・神田川と JR 中央線に並行

している区域で、広幅員の道路、神田川（外堀通

り＋神田川で約 70m、外堀通り＋神田川＋中央線

で約 100m）と緑、高層の建物が調和し、格調高

い景観を形成しており、沿道には高さ 100m 前後

の建物があることから○○○○○○○○126m、○

○○○○○○○○91m、○○○○○○○90mなど）、

都心型高層市街地を目指すものとして、70ｍとし

ています。 

 

115 その他 １）説明会での状況 

掲題の第３次素案説明では、都市計画部計面調整

課 中村賢司課長から 高橋課長になった。その

他、酒井氏の役務にあたる区側の職員は未知であ

り、どのような経歴の方か不知である。五木田氏の

ことである。 １０月２０日のシルバーホールに参加

ご意見として承ります。今後とも区民の皆さまの

ご理解がいただけるよう、丁寧に説明を続けてい

きます。 

コンサルタントは、今回の検討に必要な資料の作

成等を依頼することで、より円滑な業務の遂行を

行うことを目的としています。 
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したが、司会者である区側は、区民の意見に対し､

第１次素案､第２素案での説明態度姿勢とは完全に

威圧的に敵対する点で異なっている。第２素案でも

ある区民が発言したが、コンサルタントは何の役務

か不審であるから、同席は不必要と思われる。 

既存不適

格特例 

１）既存不適格建築物の建替えの特例 

私が質問したように、○○○２１階約１００Ｍの建築

物は、既存不適格になるのか？という質問に対し、

五木田氏は、既存不適格となると明言された。 ７０

Ｍの高度地区における東京都総合設計制度での認

可によって建築された○○○の超高層建物が、文

京区での絶対高さ制限の制定後、１回は特例を認

めるが、２回目の１００年以上後に、今現在の敷地

や建物の位置で？最高高さが７０ｍの高さに誘導で

きるかどうかの説明がよくわからない。次回の建て

替えや空中権で結べば、一号館や外堀通りの敷地

とを連結し、容積率を超えて、東京都の総合設計制

度を使えば１００Ｍ以上の新規既存不適格が林立す

るのではないかと危惧する。今回、学校や病院は、

区長の許可による特例の例示から削除されたと聞

いているが、大規模敷地になれば、文京区の絶対

高さ制限どおりに７０Ｍにされるべき、法的強制力が

どこにどのような形で法規的に設けられるのかどう

か疑問である。 

絶対高さ制限の導入後、既存不適格建築物となる

建築物は、１回目の建替え時は、特例を活用する

ことで、制限値を超えて同等の建物に建替えでき

ますが、２回目の建替え時には、特例を活用しな

い限り制限値以下の高さにすることとなります。 

規制値 ２）本郷２丁目の高さについて、 

自宅は４５ｍであり、都道沿い１７号線は６０Ｍ、壱

岐坂通り５０Ｍと著しく高さ設定が異なっている。外

堀通りは７０Ｍであり、その北側に位置する住民に

は４５Ｍである。第１次素案時からこの高さと色分け

は不変である。既に９階、１１階、１３階（塔屋含ま

ず）が建築されているから、これらの高さにしたとい

うようなコンサルタントらの発言が前回あったが、１３

階よりも高い、６０、５０、４５という高さまで揃えるこ

とが、町並みをそろえるとは独善的であり恣意的で

ある。建主の事業予算や土地の面積により、これら

の高さにまで予算的に建てられるかどうかはまた別

の問題ではないか？幹線道路の背後には商業地区

といえども、比較的低層な建物や１５階のマンション

なども乱立しており、日影は複合的に起きている事

実を知らないまま勝手に決められたとしか解しよう

がない。本郷２丁目住民の○○氏から、高橋氏は、

ゼネコンの人ですか？と問われているのを思い出し

ご指摘の地域は容積率 400％で、この周辺は商業

地域・容積率 400～600％の地域が面的に広がる、

文京区の中でも特に都市化が進んでいる区域で

あることから、45mの規制値を指定しました。 
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てほしい。大関横丁（大横町）南側、つまり壱岐坂通

り北側の住居には、木造や低層の商業ビルが多

い。○○氏は､現場を見てくださいと懇願している。

実際にこの絶対高さの高さの建物が誘導されれば、

業者、マンション開発会社による、現在でも地上げ

屋が徘徊する目的は、狭い土地を買収し土地を拡

大すれば、現在の建築基準法で建築できる。北側

住民が日影になり、交通通行問題、狭い細街路もあ

ることすら思慮していないままの業者に癒着した高

さではないかと糾弾されて当然である。自宅の南側

が７０Ｍで、自宅裏が５０Ｍで、自宅は 45M である。

５Ｍの高さが何の根拠か意味不明である。南側は

低く、北側が高い。まるで高さに挟まれた○○の４５

Ｍである。配置順序が日影の谷間を意図的に区は

作っているのではないか？ 

この論点からすると、南側の幹線道路側の建築物を

高くすることにより、北側が日影になり、第３次素案

のままの高さ色分けでは、様々な被害が出る。住価

値は下がる。建築紛争はなくならない。 

規制値 ３）結論 

絶対高さ制限は必要であるが、現在の高さの１５

メートルは下げて頂きたい。 

つまり、７０Ｍ →５５Ｍ 

    ４５Ｍ→ ３０Ｍ 

    ５０Ｍ→ ３５Ｍ 

ご指摘の地域は容積率 400％で、この周辺は商業

地域・容積率 400～600％の地域が面的に広がる、

文京区の中でも特に都市化が進んでいる区域で

あることから、45mの規制値を指定しました。 

公益上 

特例 

さらに、学校、病院、医療機関は永久に特例を認

めないことである。 

公益上やむを得ない場合の特例は、既存不適格建

築物建替えの特例・地区計画等の特例・大規模敷

地の特例・総合設計による特例のいずれにも適合

が不可能で、かつ公益性が高い不測の場合のみに

対して設定したもので、慎重かつ厳正に検討を行

い区長が判断するものです。 

その他 忘却できない暴挙の発言 

１６時２０分に 高橋氏は、「高さ制限、いらな

いんですか？」 

このような いるか？いらないか？のような挑

発発言ともとれる高橋氏の挑戦的態度は看過で

きない。 

ご意見として承ります。今後とも区民の皆さまの

ご理解がいただけるよう、丁寧に説明を続けてい

きます。 

意見 

集約 

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｡｡｡。出前の説明会

すらありません。 

文京区のホームページからもご意見はいただけ

るようにしています。 

今後とも、より丁寧な周知方法に関しては検討を

進めています。 
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○○○○○自身が、この高さ制限すら理解してい

ないのですから、地域でのまとまった意見を集め

る行為さえないのです。住民の生の声を平等に聞

いた証拠がないのです。 

以上を鑑み、第３次素案のままでは、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。 

再考を強く求めます。 

 

 

③ メール 

No. 分類 ご意見・ご質問 区の考え方 

116 規制値 前回第２次素案時にも高さ制限引下げの要望を

提出しましたが前回同様に本駒込４．５丁目地域

の絶対高さ制限 22m を、隣接する本駒込 1、2 丁

目、千駄木と同様 15m以下に引き下げることを要

望します。 

この地域は以前からの住宅地で道路幅員も 10m

以下の部分が多＜、22mの建築物が近隣に出現す

ることにより、日照を奪われる等、住環境の悪化

が懸念されます。又、四谷より田端へかけての活

断層も判明しており、高さよりも安全面での住み

よいまちづくりを要望致します。 

制限値は、基本的に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、用途地域等のデータを

基にして数値を算出しています。道路等の基盤状

況や周辺区域との連続的な土地利用等を勘案し、

制限値よりも下げている区域もありますが、制限

値より下げるという事は土地の持っているポテ

ンシャルを規制する可能性があるという事でも

あるため、どの区域でも制限値よりも下げられる

という事ではなく、慎重に検討を進める必要があ

ります。 

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、秩序ある市街地形成を目指すもので

す。 

117 大規模 

特例 

○○○○ ○○○○ 

 教育施設・医療機関は、文京区都市マスタープ

ランにおいて文京区の魅力の要素として挙げら

れ、区としてもこれらを維持・発展させていく旨

表明されています。 

大学や病院は、文京区のまち並みに深＜馴染み、

多＜の区民にとって身近な存在と言えましょう。 

ところで、教育施設・医療機関は、体育館・実験

室等特殊な機能を有することにより建物の形状

も一般建築物とは異なりますし、多＜の人が集ま

ることから構内には広場や通路も必要となりま

す。 

また、これらの施設は、地域と密接に結びつくこ

ご意見として承ります。 

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。これらのものを「施設の

特殊性」と捉え、平均階高及び許容値については、

区内に立地する教育施設・医療機関における平均

値から算出したものを適用しています。 
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とにより社会貢献を実践していることから、当該

地において定期的に設備・建物等を更新する必要

があり、既存施設を運用しながら新たな建築をす

るための空地も確保しなければなりません。 

したがって、「大規模敷地の特例についての基準」

において、教育施設・医療機関については一定の

緩和措置が講じられていますが、これら施設の置

かれている現状に照らして見れば、現在の措置で

は不十分と言わざるを得ません。 

 具体的に―例を挙げれば、大規模敷地の斜線制

限に関する認定基準は、敷地境界線から定められ

た外壁の後退距離を引いた位置から斜線が発生

するものとして一律に規定されていますが、原則

の基準と同等の機能・性能が確保できる場合に

は、但し書きとして天空率による性能規定を追加

する等、敷地環境に応じて多様な選択肢が取れる

ようにするべきでしょう。 

  「絶対高さ制限を定める高度地区の指定」の

目的を踏まえつつ、これら施設の実情に沿った、

よりきめ細やかな施策が求められます。周辺環境

へ十分配慮した上でこれら施設の円滑な機能更

新を進めることは、教育施設・医療機関といった

文京区の特徴ある資源の区外流出を抑制し、文京

区らしさを維持していくために不可欠と言えま

しょう。 

ご検討いただきますようお願いいたします。 

118 適用 

範囲 

拙宅の近隣で、大規模高層マンション等ビルの建

設計画が進展しています。素案の地図では、３９

ｍ地区で、関口１丁目です。正確に言うと、関口

１－６と、江戸川橋通りに面した新宿区山吹町と

の接合地区で、来年３月ごろから工事が開始され

るようです。 

要望は、次の３つで、行政からの適切な指導をお

願いします。①エ事建設について近隣住民向けの

説明会の開催、②日照権に関する近隣住民への権

利尊重、③騒音対策の徹底、です。 

昨今、いい加減な施主、業者が多＜、周辺住民を

まった＜無視した建設・「開発」が、増えており、

多大な不利益を被っています。区役所さんからの

適切な業者指導と、住民保護・サポートをなにと

ぞ宜しくお願いします。葉書が間に合いそうにあ

りませんので、メールにて送信いたしました。 

今の段階では法的拘束力は持っていないため、計

画を強制的に抑えることはできません。 

しかし、これから計画する建物については基本的

にはこの文京区のまちづくりや絶対高さ制限の

指定の目的を伝え、制限値以下にするよう、お願

いしています。 

なお、建設計画の近隣住民への説明については、

「中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整

及び開発事業の周知に関する条例」に基づき、一

定規模の建築物に対して指導をしております。 
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新宿区役所との行政上の連携が必要であれば、こ

ちらも宜しくお願いいたします。 

119 規制値 お世話になります。 

小日向３丁目は、第一種低層住居専用地域である

広大な小日向１－２丁目に接しています。 

絶対高さ制限は第２次素案において、15ｍから

14ｍに下げていただきました。 

しかしながら 10ｍ制限のある１－２丁目との連

続性を考えると、未だ高すぎます。 

指定容積率 200％に変え、実際の接道による容積

率を適用することにより、合理的な高さの計算が

なされると考えます。 

３丁目では２項道路が多いため、実際の容積率は

160％の地域が殆どとなります。 

この 160％を計算式に算入すると絶対高さは約

12ｍとなり、非常に実際的な値となると考えま

す。 

指定容積率 200％地区の絶対高さが 14ｍという

のは最大値として、実際の容積率を適用した高さ

を限度とすることとする。というものです。 

このような運用は、単に記述により規制すること

ができます。そして細かく地域の実情に合わせる

ことができると考えます。 

制限値は、基本的に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、用途地域等のデータを

基にして数値を算出しています。道路等の基盤状

況や周辺区域との連続的な土地利用等を勘案し、

制限値よりも下げている区域もありますが、制限

値より下げるという事は土地の持っているポテ

ンシャルを規制する可能性があるという事でも

あるため、どの区域でも制限値よりも下げられる

という事ではなく、慎重に検討を進める必要があ

ります。 

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

さ制限に関わり無く、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。 

ｽｹｼﾞｭｰﾙ また絶対高さ制限の施行前の駆け込みが相次い

でいます。速やかな施行を望んでおります。 

ご検討よろしくお願いいたします。 

今の段階では法的拘束力は持っていないため、計

画を強制的に抑えることはできません。 

しかし、これから計画する建物については基本的

にはこの文京区のまちづくりや絶対高さ制限の

指定の目的を伝え、制限値以下にするよう、お願

いしています。 
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