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○髙橋（征）幹事 ただいまより平成２４年度第２回文京区都市計画審議会を開会させ

ていただきます。 

 本日はお忙しい中、本審議会にご出席いただきまして、まことにありがとうございま

す。私は、本審議会の事務局を担当しております都市計画部計画調整課長の髙橋でござ

います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 まず初めに、お手元の資料を確認させていただきます。 

 本日の資料はあらかじめお送り申し上げておりますが、お手元にお持ちでない委員の

方がいらっしゃいましたら、事務局にお声かけください。 

 今回、人事異動により一部委員の変更がございましたため、席上配付資料としまして

変更後の名簿、次第等をお配りさせていただいております。また、資料の中で説明資料

の２ページを訂正したものと、Ａ３、制限値区分図の白黒に赤字で数字を入れた補足資

料を席上にお配りさせていただいております。 

 続きまして、委員の出席状況ですが、村木委員と深瀬委員が欠席と連絡をいただいて

おります。前﨑委員は後ほどご出席されると思われます。 

 なお、マイクの使用方法でございますが、ご発言の際、並びにご発言が終わりました

ら、お手元のマイクのスイッチを押してくださいますようお願い申し上げます。 

 それでは、本日の審議会の進行につきまして、お手元の次第に従い、進めさせていた

だきます。 

 まず、新委員のご紹介をいたします。富坂警察署の人事異動に伴い、前任の小林委員

にかわりまして富坂警察署長、塚谷徳夫様に委員としてご出席いただいております。 

○塚谷委員 ２月２８日付で着任いたしました塚谷でございます。どうぞよろしくお願

いいたします。 

○髙橋（征）幹事 ありがとうございました。以上で変更のありました委員の紹介を終

わらせていただきます。 

 それでは、これからの進行は市川会長にお願いすることといたします。市川会長、ど

うぞよろしくお願いいたします。 

○市川会長 それでは、これから審議を始めたいと思います。これからの運営は文京区

都市計画審議会運営規則に従い進めてまいりますけれども、規則第９条により、本審議

会は公開することとなっております。よろしくお願いいたします。 

 本日、審議していただく議題は、東京都市計画高度地区の変更について、絶対高さ制



 

 -2- 

限を定める高度地区の指定（第４次素案）でございます。 

 それでは、事務局より資料の説明をお願いいたします。 

○髙橋（征）幹事 それでは、資料の説明をいたします。 

 まず、右肩に説明資料と書かれた「絶対高さ制限を定める高度地区に関する説明資料

（第４次素案）」をごらんください。 

 １、第４次素案作成に当たっての考え方です。第３次素案をもって制限値の案が確定

したことから、新宿区ほか５区の隣接区との調整や第３次素案について、説明会や区報

特集号で寄せられた意見を踏まえながら検討を行いました。また、東京都と都市計画法

の手続である都知事協議に向けて事前協議を開始しました。その結果、制限値と特例に

ついて一部変更を行ったことから、第４次素案を作成することで、区報特集号の発行や

区内５カ所での説明会を行い、区民への説明や周知を徹底することとしたものです。 

 ２、第４次素案についてご説明いたします。 

 （１）制限値における変更の視点です。都知事協議の事前協議は、都市計画法第１９

条に定められた広域の見地からの調整を図る観点、または都道府県が定め、もしくは定

めようとする都市計画との適合を図る観点から行われました。その結果、下記の理由で

変更が適切と判断したものについては制限値の修正を行いました。 

 ＡからＦまでの６種類の変更を行っております。それぞれの変更内容については、３

ページ以降でご説明をいたします。 

 本日、席上配付いたしましたＡ４、１枚の（２）変更後の制限値の構成と地域の市街

地図をごらんください。傍聴者の方々の資料は、そのまま資料の２ページをごらんくだ

さい。 

 変更点は６種類になりますが、制限値の構成については、４種類の制限値が他の制限

値に変更、または統合されたものとなっております。 

 左枠に住宅中心の地域と書かれた容積率２００、３００％の制限値をごらんください。

３次素案の３００％の制限値の中の１５メートル、※の１がついた１５メートルにつき

まして、４次素案では１７メートルに変更しております。この理由は、後ほどご説明い

たします。住宅中心の地域では、この変更のみです。２００％で制限値１４メートル、

３００％で、１７、２２、２４メートルと良好な住環境の保全のためにきめ細かく設定

した制限値及び設定した地区について変更はありません。 

 左枠に中高層以上の地域と書かれた容積率４００、５００、６００％の制限値をごら
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んください。３次素案において４００％の制限値を住居系・準工業系２９メートル、商

業系３１メートルとそれぞれ設定していたものを商業系の３１メートルに統一し、変更

しております。理由は後ほどご説明いたします。 

 左枠に都心地域と書かれた制限値をごらんください。３次素案の４００％の制限値の

４５メートルを４６メートルに、５００％の５０メートルを６０メートルに変更してお

ります。理由は後ほどご説明いたします。 

 以上の変更により、制限値の種類は１３種類から９種類になっております。 

 また、表の右端に示すように、目指すべき市街地像、こちらは制限値ごとに目指すま

ちの市街地像を明確にしております。 

 制限値の構成の変更内容は以上のとおりです。 

 良好な住環境の保全のために住宅中心の地域できめ細かく設定した制限値及び設定し

た地区についてはそのままに、都市計画上の整合性を図った内容となっております。 

 続きまして、３ページをごらんください。こちらから６種類の変更の内容の説明にな

ります。あわせて、３ページの次にＡ３のカラーの制限値区分図と本日席上配付いたし

ました制限値区分図の白黒に赤字で数字の入っている資料をあわせてごらんください。 

 まず最初に、Ａ、地区の特性（木造住宅密集地域）に応じた制限値の調整です。表の

中の①の箇所につきましては、Ａ３区分図の右上の千駄木あたりのＡというところにな

ります。補足資料では、Ａに①と書いてある場所になります。②の大塚５、６丁目地区

は、左上の大塚あたりになります。補足図でいきますと、Ａに②と書かれた場所になり

ます。 

 この両地区につきましては、第１次素案において木造住宅密集市街地整備促進事業が

実施されたエリアで、市街地が４メーター以下の細街路で構成されていることから、容

積率が３００％であるが、住居系２００％相当の制限値である１５メートルとしており

ました。しかしながら、木造住宅密集地域の解消のためには、道路拡幅などの基盤整備

を伴う一定規模の建築計画などは有効であることから、制限値を５階相当の建築計画が

可能となる住居系３００％で最も厳しい１７メートルに変更することとしました。 

 次に、Ｂ、容積率４００％の住居系・商業系用途地域の制限値の統一化です。表の中

の③は、区分図の真ん中少し上の少し左寄りのあたりに不忍通りの中にＢ③と書かれた

ものがあります。こちらと、左下の関口２、３丁目あたりの目白通りの中にあるＢ③の

場所になります。 
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 ④の湯島１丁目地域につきましては、右端の下のＢ④と書かれたところになります。

本駒込５丁目は、真ん中一番上のＢ④と書かれた場所になります。その左寄りにＢ④と

書かれたところが千石４丁目になります。小石川５丁目、大塚３丁目は、真ん中左寄り

に矢印が３本出ているＢ④、ここになります。 

 ⑤の場所につきましては、真ん中白抜きの四角の右上のＢになります。このＢの地域

につきましては、指定容積率４００％で用途地域ごとに住居系２９メートル、商業系３

１メートルと制限値を設定していました。この指定容積率４００％の地域における住居

系の用途地域は、第一種住居、第二種住居となっており、これらの用途の規制上、どち

らの用途も店舗や事務所の立地が可能な規制内容となっています。したがって、住居系

２９メートルの制限値の地域であっても、店舗や事務所の立地が想定されます。そのた

め、住居系用途地域の制限値２９メートルを商業系の制限値３１メートルに変更し、指

定容積率４００％の制限値を統一することとしたものです。 

 また、先ほどご説明しました不忍通りと目白通りのＢにおいては、住居系と商業系の

用途地域が路線で連続しており、２９メートルと３１メートルの２メートルの差で接し

ていました。制限値を統一することで幹線道路における連続性を持ったまちなみ形成を

目指すこととしております。 

 続きまして、Ｃ、都心地域における指定された用途地域に基づく制限値の指定になり

ます。こちらの⑥、⑦、⑧は、カラーの制限値区分図で右下の紫の色のエリアになりま

す。こちらにつきましては、都心地域ということで区画整理事業による基盤整備がなさ

れ、商業系用途地域が中心となっている実態を考慮し、地域全体を捉えて制限値を設定

することにより、都心型高層市街地を中心とした市街地形成を目指すこととしました。

地域全体を捉えて全体を６０メーターの制限値とすることで、⑥の５００％の区域の制

限値を５０メートルから６０メートルに変更いたしました。 

 近隣商業地域の４００％、４５メートルの制限値につきましては、制限値４６メート

ルと統一することで、制限値の種類の整理を図ったものです。 

 １ページおめくりいただきまして、Ｄ、絶対高さ制限を導入している隣接区との高さ

の調整になります。こちらは、⑨で区分図の左下、関口あたりの新宿区との境のあたり

になります。引き出しで拡大図が出ているあたりになります。こちらにつきましては、

絶対高さ制限をしている新宿区との高さの調整を行ったものです。新宿区の制限値３０

メートルに接しているところでは３１メートルに、新宿区の制限値４０メートルに接し
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ているところでは３９メートルにしております。 

 続きまして、Ｅ、都市再開発方針に基づく土地の有効利用（建物の中高層化）の推進

です。⑩の場所につきましては、真ん中下側の後楽２丁目あたりになります。あわせて、

白黒の補足資料にありますように、後楽の左側、黄色に色をつけた丸にＥと書いている

ところがあります。こちら、カラーの制限値区分図でＢとなっているものをＥに訂正を

お願いいたします。 

 この地域につきましては、東京都が定めた都市計画である都市再開発方針において重

点地区として定められている地区になります。後楽２丁目の市街地再開発事業が２地区

完了するなどしております。このたび変更する地区につきましては、再開発と促進区を

定める地区計画が定められており、現在、地域の方々とまちづくりについて協議を行っ

ております。都市再開発方針に示された土地の有効利用を図っていくことから、住居系

最大の容積率４００％の制限値３１メートルとしております。 

 続きまして、Ｆ、幹線道路沿道のバッファーゾーンの制限値の統一化です。本郷通り、

白山通り、春日通り沿道のＦの印のところになります。バッファーゾーンは幹線道路の

制限値と後背地の制限値の中間で設定していたことから、路線の途中で細かく数字が変

化していました。そこで、幹線道路沿道での規制値は、連続的なまち並み形成を図るた

めに統一した制限値とすることとしました。制限値については、指定する路線の７割以

上を占める４６メートルと２２メートルの中間の高さとして計算しました。計算式で示

しておりますように３４メーターとなることから、直近の制限値である３１メートルと

しました。 

 ６種類の変更内容については以上となります。 

 ６ページをごらんください。まず、６ページの数字の訂正をさせてもらいます。２、

教育施設となっておるものを３、教育施設に、３、既存不適格建築物となっているもの

を４と訂正をお願いいたします。傍聴者の皆様の資料は既に訂正しております。 

 ３、教育施設・医療機関の特例の扱いの変更についてです。（１）教育施設・医療機

関の特例の扱いの変更につきましては、教育施設・医療機関に対する緩和は大規模敷地

の特例に定めていたものを区長の許可による特例に定めることとします。これまでは、

条件に合えば自動的に認定される手続であったものを、都市計画審議会に諮る手続に変

更するものになります。 

 （２）手続の流れは図のようになります。許可申請を受理し、許可審査を特例の許可
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の運用指針（資料４）、特例の許可に関する基準（資料５）に基づいて行い、都市計画

審議会に諮り、同意を得て許可することになります。 

 教育施設・医療機関の特例の条件や緩和率については、資料１の高度地区の計画書や

資料５の特例の許可に関する基準にこれまで示しておりました。この資料１、資料５に

記載されていた教育施設・医療機関の特例と区長の許可による特例に関する部分を抜き

出し、資料４の特例の許可の運用指針と資料５の特例の許可に関する基準に整理して記

載しております。 

 教育施設・医療機関の特例のための条件や緩和率については、その内容を変更はして

おりません。 

 続きまして、４、「既存不適格建築物」の周知の徹底についてです。第３次素案の区

民説明会及び意見募集において、絶対高さ制限の高度地区の指定に伴い既存不適格建築

物となる可能性がある建物の所有者に対して周知の徹底をすべきとの意見が多数ありま

した。そこで、第４次素案の区民説明会の前に、事前に郵送等にて建物所有者に対して

下記の３点について周知の徹底を図ることとしました。 

 ①既存不適格建築物になる可能性があること、②既存不適格建築物の建てかえの特例

の説明、③第４次素案の説明会の開催についてです。この内容について、説明会の前に、

既存不適格建築物になる可能性がある建物所有者全てに郵送することといたしました。 

 続きまして、配付しております資料の説明をいたします。まず、資料１をごらんくだ

さい。東京都都市計画高度地区の変更、計画書になります。 

 １ページおめくりください。今回の６種類の見直しにより制限値がなくなったものに

ついて削除しております。 

 ７ページをごらんください。７ページの表の２については、先ほどご説明いたしまし

た教育施設・医療機関に関するもので、資料５に移動しておりますので、削除となって

おります。 

 続きまして、資料２は、第４次素案の制限値区分図のカラーの資料となっております。 

 資料３をごらんください。特例の認定に関する基準になります。教育施設・医療機関

の特例に関する記載を削除しております。 

 １ページおめくりいただきまして３ページの前半、片仮名のイの記載につきましては、

資料５の特例の特例の許可に関する基準へ、第４、区長の許可による特例は資料第４、

特例の許可の運用指針へ移動しております。 
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 続きまして、資料４をごらんください。これが新たに作成しました特例の許可の運用

指針になります。第１、許可の対象につきましては、特例の認定に関する基準で記載し

ていた例示をそのままこちらに移動したものになっております。 

 第２、許可の運用では、上記、上の第１許可の対象の（３）の公共の用に供する建築

物で、周辺環境に対し一定の配慮がなされた建築物に該当するもののうち、住居系用途

地域に立地する教育施設・医療機関については、別途特例の許可に関する基準に定めて

運用すると第２に示しております。 

 この特例の許可に関する基準が資料５となります。内容は、特例のための条件や緩和

率などになります。計画書や特例の認定に関する基準から抜き出したものをそのまま整

理したものになっております。 

 事務局からの説明は以上となります。 

○市川会長 ありがとうございました。第３次の後、いろいろな住民からのご意見を伺

ったこと、並びに都市計画法第１９条に定められた事前協議を行った。その結果、今回

の第４次の素案になったという報告でございます。いろいろ細かいことがございました

が、文京区はとても細かい形で制限値をつくっていたわけですけれども、細か過ぎると

いう言葉はおかしいけれども、容積率をなるべく充足できる形での簡素化を図ったとい

う、これは文京区だけじゃなくて、現在、東京の中で多くの区で、この高さについての

いろいろな規定をやっている最中でございますが、そういった横との整合性もあるとい

うことはご理解いただくということでございますけれども、今、事務局からのご説明で

ございますが、何か質疑、ご意見がございましたらお願いいたします。また、内容によ

りましては、担当であります各幹事に説明していただくこともございますので、よろし

くお願いいたします。 

 それでは、委員の方々、ご意見があれば、あるいはご質問があればお願いいたします。

まず、そちらからお願いいたします。 

○浅田委員 浅田と申します。よろしくお願いします。 

 初めに、市川先生、文京区の区政功労賞を受賞されるということで、おめでとうござ

います。どうもありがとうございます。またよろしくお願いいたします。 

 それで、素朴な質問からさせていただきます。先ほど市川先生もおっしゃられた東京

都との協議の関係なんですが、都市計画法第１９条で東京都との同意が必要であるとか、

あるいは現実に問題が抵触した場合は、都が定めた都市計画を優先するということで、
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これについては承知をさせていただいているということです。随分、区民の方からいろ

いろな意見いただいたりとかしながら、これまでの計画をつくってきておいて、それで

東京都との協議ということで、ＡからＦの内容について変更がされたということなんで

すが、どうなんでしょう。やっぱり地域主権の流れから言って、文京区がせっかくここ

までつくってきた計画に対して、都からいろいろ指摘をされたということで変更したと

いうことなんですけれども、もう少し文京区の主張といいますか、これまでつくってき

た内容をもうちょっと前に出すことができなかったのかというのが１点、まずお伺いい

たします。 

 それから、制限値につきまして、種類を少なくし、大きく誘導ということで１３から

９つに変わったということなんですけれども、東京都の言い分というのもわからないわ

けではないわけですけれども、区民の意見も含めて訂正もしてきた経緯もあるので、こ

の変更のところがもう少しご説明いただけたらと思います。とりあえず、この点をお願

いいたします。 

○市川会長 今の浅田委員からのご質問、１つは地方分権ということから言えば、基礎

自治体として文京区が少し主体的にできるのではないかと。できるというか、すべきで

はないかというご意見だと思います。まず、これについての事務局側の説明をお願いい

たします。 

○髙橋（征）幹事 東京都との事前協議につきましては、文京区の高さ制限の目的であ

る良好な住環境を保全し育てていきたいということは伝えました。その上で、広域的な

視点からの都市計画上の整合性を図った内容になっております。特に今ご質問でありま

した種類の変更ということで、例えば４５メートルの数字を４６メートルといった、こ

ういう変更等をしております。先ほどのＡ４、１枚の（２）変更後の制限値の資料を見

ていただきたいと思うんですが、この中で中高層以上の地域につきましては、３１メー

トル、３９メートル、４６、６０、７０ということで、それぞれ高さに差があり、その

数字ごとに目指すべき市街地像がしっかりと定められています。これが我々が協議した

段階では、１メートルの差だとか２メートルの差が中高層以上でも存在しておりました。

そういった数字については、やはり都市計画上、目指すべき市街地像が明確にならない

といった視点からの協議をして、この中高層以上については、一定、そういった整合を

図るということで我々も適切であると判断して取り入れたものです。したがいまして、

住宅中心の地域につきましては、２メーターの差でありながらも、しっかりと目指すべ
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き市街地像を定めて良好な住環境を守っていくという文京区の高さ制限の目的をしっか

りと実現する高さ制限の内容となっております。 

○市川会長 今の浅田委員のご質問は、住民に３回やっていろいろ意見をもらって決め

たのに、東京都に言われたら変えるのかと、こういうことをおっしゃっているわけです

ね。それに対してのもうちょっと突っ込んだ説明を。 

○髙橋（征）幹事 失礼しました。特に第１次、第２次素案の中で区民の皆さんの意見

をいただいて変更したもので、住宅中心の地域の３００％の中の例えば１７メートルと

いったこの数字につきましては、第１次素案で意見をいただいたもので変更しておりま

す。そういった区民の皆さんの意見を反映させて、制限を厳しくしているものに関して

は、そのまま変更しない内容となっております。 

○市川会長 お願いします。 

○浅田委員 わかりました。今のは全体的な質問だったんですが、次、具体的な地区の

特性に応じたというところで、Ａのところ、木造住宅密集地域に関する質問をさせてい

ただきます。 

 これでより具体的な話になってくると思うんですけれども、今回の改めた数字という

のは、制限値が１５・２２から制限値１７メートルということで、千駄木１から５丁目、

それから向丘２丁目の地域が指されているわけなんですけれども、隣接しているのは台

東区谷中ですよね。ご存じのように、この地域、谷根千ということで、これはほぼ全国

的にも、地域的にも、あるいは観光の面から見ても、谷根千ということで同じような扱

いをされていると思いますが、私がたまたまここに住んでる関係上、幾つかお話を伺っ

てみますと、谷中三崎坂建築協定というのがございまして、寺院とか環境、住宅環境の

調和、形成保全ということで、一例ですが、前面道路部分が４.５メートルだったら、

建物の高さは１４階の階高、１２.５メートルという協定を結ばれているということな

んです。これ自体が即文京区というわけにはいかないわけですけれども、一定、この谷

根千ということであるならば、他の隣接している区との調和ということについても考え

てはいかがかということが１点。 

 それから、三崎坂のこの通り、これはご存じだと思います。東京都１７８号線の計画

がありまして、昭和のまち並みとか歴史的道筋とか風情、寺院、こういったものを一定

守ろうということで、東京都も都市計画道路の見直しを検討していると伺っています。 

 こうしたことからすると、谷根千地域は一体のものとして考える必要も多いだろうと
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思うわけですけれども、これについても一定の高さ、当初の計画よりもやや高くなって

いるというのが出されていますが、この辺についてご検討があったのかどうか、これに

ついてお願いいたします。 

○市川会長 隣接区との関係でとりわけ谷根千で、台東区との関係ですか。このあたり

についての検討はいかがだったかというご質問です。 

○髙橋（征）幹事 委員おっしゃるとおり、このあたりは下町ということで制限値を１

７メーターに設定、第１素案から設定しております。これは、近隣商業地域、３００％

の原則地２４メーターのところを１７メートルに抑えている地域になっておりますので、

まさに谷根千ということで地域の特性に応じた周辺との調和を図った高さ制限値となっ

ております。 

 今の三崎坂の路線につきましては、もともと、そちらは路線ということで容積率４０

０％の場所ですので、そこに関しては３１メーターとなっております。周りの１７メー

ターについては、しっかり周辺に調和するということで制限値を厳しいものにしてあり

ます。 

○市川会長 お願いします。 

○髙橋（豊）幹事 今、建築協定のお話がございましたけれども、建築協定は都市計画

法ではございませんので、我々、根津については、今、地区計画で検討しておりますの

で、地区計画の中で、今言ったようなご意見についても考えていきたいと思っておりま

す。 

○市川会長 よろしいですか。 

○浅田委員 ということは、やはり千駄木なら千駄木の地域の中での地区計画を自分た

ちで計画することによって、調整をしろと言っては失礼ですが、するという、そういう

考え方になるわけでしょうか。 

○髙橋（豊）幹事 今、委員が建築協定のお話をされたので、建築協定は建築基準法の

範疇でございますので、今私どものほうは、都市計画の話の中ではやはり地区計画とい

う形でもって高さなりを許していこうということで対応しているものでございます。 

○浅田委員 わかりました。では、済みません、もう１点質問させていただきます。 

 教育施設・医療機関の特例の扱いの変更についてお伺いいたします。 

 これは、今は高さ制限の議論が行われているわけですけれども、過去数年さかのぼっ

てみますと、文京区内においても教育施設・医療機関、いわゆる大学病院、ここにおい
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て現実に建築紛争が実際は起きているわけですね。住民の方に伺っても、大学あるいは

大学病院というものの必要性については十分認識はされているわけですけれども、現実

には、計画のあり方、それから建築方法をめぐって紛争が起きているというのは、これ

は過去の事例から言って事実だろうと思います。 

 これは私の経験ではあるんですが、今現在、これは建築紛争ではない事例ということ

で、日本医科大学が本館を今建設しています。私の認識でもありますが、非常に事前に

住民の方に随分説明をしていただいています。住民の方からの要望であるとかを説明の

中で受けるようなことをして、建物そのものについては紛争ということではなくて、む

しろ受け入れられているんじゃないかと思うんですね。ただ、工事になってほこりがど

うしてこい、これは別問題として、建物について建てる側がほんとうに住民の側との参

加ということについて、私はされているんじゃないかと思うわけです。 

 それで、やや提案めいたことにはなろうかと思いますけれども、今回いただいた資料

の中の教育施設・医療機関の特例についてという、これは下の数字で言うと６ページの

ところになります。第４次素案の地図の次になりますけれども、ここに教育施設・医療

機関特例の扱いの変更ということで、フローチャートというか手続の流れのようなもの

があります。ここで事前協議というところで伺ったところによると、事業者と区が行う

というふうにはなっていますけれども、この前後に住民が参加できる形のものを入れた

ら、私は問題が起きずにスムーズにいくのではないかとちょっと思ったんですが、この

点についてのご見解をいただけないでしょうか。 

○市川会長 事務局、よろしいですか。 

○髙橋（征）幹事 この６ページの手続の流れにつきましては、絶対高さ制限の中で制

限を超えるための区長の許可を得るための手続の流れとなっております。委員がおっし

ゃいました建築をされる病院としての周辺の説明会だとか、そういったことは、当然、

建主の責任としてやってもらうことになりますし、区では紛争予防条例でそういった説

明や説明会等をするように指導しておりますので、この６ページの手続の流れとは別の

ところでしっかりやるべきことだと考えております。 

○市川会長 何事も、今おっしゃったことに関しては、当然やるわけですね。これは高

さをどうするかということを話している手続の話であって、だからといって、住民との

話をしないわけじゃなくて、それは当然やると。さらに、これは今回、高さについてど

うするかということをやると。今日あった説明は、前回までとは違って、区長の許可を
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得る形になった、すなわち都市計画審議会の同意が必要になると変わったということを

言っている部分であって、おっしゃっていることはわかりますけれども、この趣旨とは

違う話であって、むしろ今日の説明の重要なところは、前回までとは違って、ここの部

分が区長の許可になった、すなわち、都市計画審議会の同意が必要になったということ

に変更になったということが今日の趣旨でございます。よろしいですか。 

○浅田委員 だから、新たに区長の許可ということをわざわざ入れるということですよ

ね、今回の場合。さらに、それにはいろいろな条件をつけると。条件というか運用指針

であるとか、基準であるとかということもわざわざつけて手続上、ある意味、区長とい

うか、独断ということはないですけれども、そういったことがないようにされている、

わざわざそういうふうにされているわけですよね。それだったら、むしろ、それに区民

の、近隣住民の声というものが加われば、より建築紛争といったものが少なくなる、な

くなるということではないかなと思ったんですが。 

○市川会長 違うでしょうね。要するに、おっしゃってることは、何かを開発するとき

は、必ず近隣の住民と話し合うということは行うと。今日のこの話は、従来までは教育

機関・医療機関については、これこれの形で、そのまま建物の開発に対する申請がその

基準に合っていればいいですよということだったんだけど、今日出てきたやつはさらに、

それにこの都市計画審議会の同意を得るということが加わったと。都市計画審議会には

一般の住民の人も公募で入っていて意見を、独断でやるわけじゃなくて、ここで行って

やるということになったという意味では、より一歩進んだ形になったと理解しています

ので、おっしゃってることは、ちょっと違うことをおっしゃってる気がします、これと

は。ということでよろしいですか。また後で時間があったら。 

○浅田委員 １点だけ。 

○市川会長 １点というのが何回も続くと……。 

○浅田委員 前回の続きということで１点だけ。 

 これはちょっと問題が違うんじゃないかといって、前回ご指摘をいただいたんですが、

私が前回の都市計画審議会において日暮里富士見坂から富士山の眺望についてのお話を

させていただきました。それについては、一定、区の見解を伺ったんですが、それ以降、

伺ったところによりますと、景観担当情報交換会ということで荒川区、新宿区、文京区、

台東区、この４区の担当者が集まって、テーマとしてはガイドラインについてというお

話をされてると伺っています。 
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 荒川区は東京都に対して積極的に働きかけを行おうとおっしゃっているようなんです

けれども、文京区がこの会議に出席をして、この景観、それからビスタラインと呼ばれ

る眺望、これについてどういうスタンスで臨まれているのか、この点だけお願いいたし

ます。 

○市川会長 前回、説明したんですか、事務局がこれについては既に。 

○浅田委員 新たにこの４区が集まって会議を持たれてるんですね。そこで動きがある

と聞いてるので、区のここのスタンスをお願いしますということなんです。 

○市川会長 ただ、それはそちらのほうの動きであって、スタンスというのは、今回の

テーマに関してどの関係でスタンスとおっしゃってるんですか。それはそちらの会議で、

４つの区が集まって何かやっていて……。 

○浅田委員 高さ制限というのがあります。 

○市川会長 高さ制限との関係にそれがあるかどうかというご質問ですか。では、事務

局、お願いします。 

○髙橋（征）幹事 高さ制限に関しては、打ち合わせ等々は全く関係しておりません。

その打ち合わせの内容につきましては、荒川区がガイドラインをつくっていくことに関

しては協力するということで、そういった姿勢で打ち合わせも臨んでおります。高さ制

限とは全く関連はしておりません。 

○市川会長 よろしいですか。では、次、萬立委員、お願いします。 

○萬立委員 今度の第４次素案、想像してなかったものですから、景観については、先

ほど報告がございましたけれども、第３次素案のときの広報を見てみても、昨年のうち

に多分原案が出てきてという段取りで進むのかなと思っておりましたらば、遅れている

原因として、こういう協議の結果があったということを知りました。私、第３次案のと

きにも、２次案に出た意見をもっと区は取り入れをしていただいて、見直すべきところ

は見直したらどうかという意見をしましたけれども、そのときに、既に高さについては

基本的には議論は終了したというお答えだったわけですね。 

 結果としまして、都市計画的な視点から第２次素案の見直しを検討して、その結果、

絶対高さ制限値については変更しないこととしたという報告をいただいているんです。

しかし、今回、変更するということなんですが、東京都の協議が法律上、必要だという

ことは承知をしておりますけれども、今まで第３次素案まで積み上げてきた議論と、そ

れと区民の皆さんから寄せられた多数の意見と、説明会で出された意見などは集約をし
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ながら第３次素案になっていたと考えていたんですが、私自身はまだまだ不十分なとこ

ろがあるかなという見解を持っていたんですけれども、これまで積み上げてきた議論が

何だったんでしょうというところは、私も浅田委員と同じ思いでいるんですよね。です

から、先ほど答弁ありましたけれども、もう一度、そのところを確認したいと思ってる

んです。 

 区としても、自信を持って第３次案をつくってきたと思ってるんです。というのは、

第１次素案のときに絶対高さ自体の意見がいろいろあったんだけれども、第２次素案で

行われてきて、高さ制限を認めた上での意見に第２次素案では変わってきた。これは、

第２次素案での住居系に接している地区の高さを下げるなど、そういう工夫が区民の皆

さんに伝わってきたんだということをおっしゃってたので、確かに幾つかの視点でもっ

て下げてきた経過があって、その言ってたことと今回の若干とはおっしゃいますけれど

も、制限値を変えてきたということについては、合わないんじゃないかという思いがど

うしても拭い切れないので、そのところ、もう一度お願いいたします。 

○市川会長 確かに第３次素案でこれで終わりかと思ったら、第４次があったというの

はおっしゃるとおりで、今日はその経緯の説明があったわけですが、再度また改めて、

今の萬立委員のご質問のように、３次じゃなくて４次があったということについてのご

説明、もう１回お願いできますか。 

○髙橋（征）幹事 まず、カラーの制限値区分図をもう一度ごらんいただきたいと思い

ます。前回の第３次素案のときにご紹介しました第２次素案に対する区民の皆さんの声

としましては、具体的に２２メーターの高さをさらに下げてほしいという声が３地区ほ

どあったというのをご紹介しております。その地域につきましては、やはり変更するだ

けの都市計画上の理由がないということで変更しないということでご説明をさせていた

だきました。 

 その内容で、審議会後に区内５地区での説明会、また町会連合の集まり９カ所、また

建築関係の団体、宅建業界さんへの説明等を丁寧に行いました。その結果、第３次素案

に対するご意見も、今日お配りしておる資料にありますとおり、いただきました。その

中で、第３次素案に対する意見の中では、具体的にこの地域の数字を下げてほしいとい

う意見はございませんでした。２２メーターの、まさに区民の皆さんから下げてほしい

といただいた２２メーターの地域等に関しましては、カラーの区分図を見ていただくと

わかりますように、全く今回変更は加わっておりません。ですから、区民の皆さんとし
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っかり話し合って決めてきた内容に関しては、全く変更が加わってないというのがこの

カラーの図を見ていただけるとわかると思います。１４メーター、２２メーターに関し

てはそのままになっております。 

 今回、木造密集地域に関する３００％の地域に関してだけは、１５メーターから１７

メーターに変更しておりますので、これに関しては、今回、４次素案の説明会において

しっかり説明していこうと考えておりますので、基本的には、区民の皆さんとつくって

きた一番重要な住居系の高さ制限は変わっておりません。 

 今回、都市計画との整合性というのは、中高層以上の部分でそれぞれの数値ごとにし

っかり都市計画上の目指すべき市街地像を定めながら整合性を図った内容としておりま

すので、これまで２年をかけて区民の皆さんと調整してきた部分はしっかり確保した変

更の内容になっておりますので、区としてもこの変更点にしては適性と判断して、今回、

第４次素案としてまとめさせてもらいました。 

○市川会長 いかがでしょうか。 

○萬立委員 伺ったのは考え方の問題で、確かにいじっていないところもおありかと思い

ますけれども、３次素案で、これでいきますよと言っていたものが変わってしまったと

いうことに対してのことを伺った。 

 東京都のやりとりを出てきた資料で見てみますと、東京都としては考え方の問題で非

常に意見をしているように思いました。それは、高さ規制というのをボリュームコント

ロールの手段とすべきじゃないというんですね。なかなか難しいんですが、要するに、

高さ規制を本来、容積率をもって高くできるところを、幾つか下げていた地域があると

思うんですけれども、そういうことは基本的にすべきじゃないよということをどうも言

っているようで、事あるごとに、容積率を基本的には使える形でやってくださいという

ことを言っているようです。 

 ただ、文京区は基本的、原則的には、原則値というものを容積率をもってはじき出し

ておりますけれども、しかし、地域の特性によってはそれは加減するという立場でやっ

てきたわけですから、こういう考え方の違いがこの期に及んでぼーんと入ってきたんじ

ゃないかなと見えるんですけれども、ここはどうでしょうか。 

○市川会長 これは大方委員から専門的に。 

○大方委員 技術的なお話ですので、少し助け船というか説明いたします。 

 第３次素案、非常に市民の意見、区民の意見も取り入れられてきめ細かなよい計画だ
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とは思いましたが、いかんせん、こうやって区全体、一覧に整理してみますと、今日の

一覧表もありますが、やはりカテゴリーが多過ぎるだろうという印象は実は私も持ちま

した。ただ、それでも東京都は通してくれるかなと、地方分権の時代だから通してくれ

るかなと思いましたが、やはり都市計画制度全般を所管するといいますか、ある意味、

責任ある都のご担当の考えとしても、やはり規制というのは原則的になるべくシンプル

に、区民にわかりやすくということも重要なファクターでございますので、そういう意

味で、過剰なといいますか、非常に瑣末な違いのあるカテゴリーについては少し整理し

たらどうかと、そういう都のご指導であったと伺っております。 

 より具体的に言いますと、なくなった今回のカテゴリーは、要するに１５メートルと

２９メートルと４５と５０と、この４種類ということになります。特に都心地域で４５、

５０というのがございますが、この４５、５０というのは、いわゆる原則値という、容

積値が消化できるかという観点の数字に加えて、都心に近いところであるから、より高

度利用がしやすいようにといいますか、それなりの都心的なまち並みになるようにとい

うことでえいやとわかりやすい、切りのいい数字で当初から加算したものでございます。 

 一方で、商業系のほうは、普通に原則値で構成したゾーンですと４６メートルという

のがございます。こっちが４６で、何でこっちが４５なんだと、改めて比べますと、な

かなか違いも説明しにくいですし、区民もわかりにくいわけでございますね。ですから、

この４５は思い切って整理して４６にしてもいいのではないかということが１つです。 

 それから、２９と３１、この関係についても、先ほど事務局から説明がありましたよ

うに、２９で住居系だと原則値はこうなるけれども、実質はオフィスなども建つだろう

ということで、これもたかが２メートルの差ですから、むしろまち並みの連続性の基線

がそろうということを考えると、３１にそろえたほうが得策であろうと、そういうご判

断だろうと思います。 

 さらに５０についても、実質、選定されているのは、都心地域の５０というのは、路

線上のごく狭い範囲でございまして、この辺も周りの６０メートルというのと統一した

ほうがむしろまち並みの連続性としては得策であろうと、およそそういうご判断だろう

と思います。また、１５メートルについても、その周り、実際、図面を見ますと１４メ

ートルのところもある。その隣は１５メートルとなっていると。この細かい１メートル

の差は何なんだろうかということを改めて区民、あるいは区外の人にも問われたときに

説明もしにくいということで、実際、指定容積率は１００％の差もあるということです
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から、１５というのは、この際１７に統一したほうがわかりやすいだろうという、専ら

シンプルにすると、区民にとってわかりやすい制度にするという観点で今回整理したと

いうことだろうと私は理解しております。 

○市川会長 もうちょっと加えると、都市計画的にいろいろな用途が決まっていて、こ

の地区は商業だ、この地区は住居だという話と、あと、容積率というのがあるわけです

ね。そういう大もとの原則のあるところに今回高さの制限を加えるということをします

ので、高さだけやっていると、きめ細かくしていきたくなるし、なるんですけれども、

大局に立ち返ると、大もとの用途地域と容積率、容積率というのはあっても消化できな

くてもいいという考えもあるけど、消化できるものなら消化したほうが健全な開発にな

るという、いつもせめぎ合いがあるんですね。そこのところに高さが入ってくるもので

すから、いろいろなお立場でみずからの考えを言うことはわかるんですけれども、最終

的に東京という全体の中での開発をどうするかという視点はやっぱりあると。その中で

今回のような形で具体的に都市計画的な視点から見ていくと、ちょっと細かかったかな

というのがあったというのが１つの流れではないかと。 

 ですから、いろいろな意見が起きてつくってきたことも事実ですし、しかし、つくっ

たものが何らかのまた違う見方から見れば、整合が要るとなった場合は、それに対する

対応も必要だと、そういうことが今回の第４次素案の原則ではないかと。 

 あとは、いたずらにいっぱい変わったわけじゃなくて、実はほかの区もやってるんで

すけど、文京区の１３というのは極めてまれな例だったわけで、何となく９ぐらいにな

って、何となくという言葉はよくないんだけれども、やはり規制をかける場合はシンプ

ルという、今、大方さんがおっしゃったように、ある種の原則はそこにもあって、です

から、最終的には、いろいろな意見を聞いた上で最終案を出すという工程が必要で、そ

れが前回からの変更になったと私は理解しています。もちろん、意見がいろいろあるこ

とはわかります。着地点はどこかというときの大原則は、用途地域と容積率、これに対

して何を加えるかということじゃないかと思っております。 

○大方委員 あともう一言。もう一つ、説明し忘れましたが、今回の数値はあくまで絶

対高さの最大上限値でありまして、これを超えてはいけないという数字ですが、実際に

は前面道路が狭いとか、日影の問題とかいろいろなことがありまして、ここまで建てら

れないところもたくさんありますし、また、決してこの高さまで建てることを推奨する

ものでもございませんので、ですから、先ほどの１５が１７になったという地域、千駄
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木あたりでございますけれども、ここはいずれにしてもそんなに高いものはどうせ建た

ないということもありますので、規制値としては、用途、容積という用途地域のゾーン

に合わせてシンプルな数字に統一したほうがいいだろうという、そういう判断も事務局

としてあったんだろうという、そんたくいたします。 

○萬立委員 では、まとめますけれども、ですから、今まで区が言ってきたことと今回

の４次案というのは、考え方も変わってるわけですよ。要するに、メニューが多いとい

うことは文京区の特徴だったんですよ。地形なども含めて、このメニューが１３もあっ

たということは特徴なんですということをおっしゃっていました。 

 それと、第３次案を出すに当たっては、都市計画的な視点から見直しをしましたとい

うことを言って、高さはいじらないよということを言ったわけです。それが都市計画の

視点から、東京都と協議すると変わっちゃうわけでしょう。そこら辺が区民の目には納

得がいかないんじゃないですかと。ですから、ほんとうにきちんとした説明が僕は必要

になってくるなと思っています。 

 それから、もう１点は、確かに１５メートルを１７メートルに居住のところは変えた

だけと言えばそうでありますけれども、今まで区民の皆さんから出されてきた意見を第

２次案に反映させた、そこはいじっておりませんということを言ったわけですから、第

４次案で出てきた千駄木や大塚６丁目というところや、本郷、湯島地域というところの

意見は、今後出たらまた取り入れてくれるという流れになると思うんですけれども、こ

の辺はどうなんでしょうか。 

○市川会長 １つは、第３次でも都市計画的視点は使って、第４次も使ったと、これは

いかがかということ。それから、今回、第４次を出すわけですが、この後、当然、住民

に説明をすると思うんですけれども、そういう流れでどういう展開になるかについてお

願いします。 

○髙橋（征）幹事 まず、１点目の都市計画的な視点で変更したというのを前回の都市

計画審議会で説明しましたが、その内容は、３カ所の２２メーターから下げてほしいと

いう具体的な要望があった地域について、都市計画の視点から見直す必要がないという

ことで説明をさせてもらいました。全体の制限値についての都市計画の視点とは申して

おりません。 

 もう１点、これからの説明でございますけれども、今回、第３次素案で制限値は変え

ないということから、東京都と原案作成に向けて事前協議を開始した数字となりますの
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で、この数字の変更について丁寧に説明をして理解をいただいて、この形で、この内容

で原案作成に進めるような手続を進めていきたいと事務局としては考えております。 

○市川会長 よろしいですか。では、一言、一言。 

○萬立委員 結論としては、そもそもこの案が出てきたときに、良好な住環境をつくる

とか、紛争がないようなことにするとか、良好なまち並みをつくるということを目的と

しておりましたので、その目的に沿った形で、それと文京区の特性ですよね。景観、文

化、緑、歴史というところを考えて、やはり東京都と相当協議は詰めてきて、区も頑張

ったところはあると思うんですけれども、区民の皆さんの意見を背景にして、東京都に

さらに、うのみはしてないと思う。頑張ってきたと思うんですけれども、さらにその声

は届けていただきたいと要望いたします。 

○市川会長 では、部長。 

○髙橋（豊）幹事 ただいまも委員からお話ございましたけれども、我々、区としては、

これまでの姿勢を変えてございません。都は広域的な都市計画の視点での協議の中で、

これまでにないような視点でも物を言われておりますので、そういったものを踏まえた

上で、区として取り入れられるものについては取り入れて、今回の第４次素案としたも

のでございます。 

○市川会長 では、白石委員。 

○白石委員 簡潔に聞きたいと思います。内容的には、非常に先生方も今ご説明いただ

いたので、変更理由等のことはよくわかりました。この都市計画法の手続であった都知

事協議というものが一変してここまで変えてしまったんですけれども、流れ的に、区は

多分、今までも東京都と協議をなさってきてるはずだと思うんですよ。その流れを聞き

たいのと、その流れの結果、１ページ目の３番目の点のところに、結果、これに変わり

ましたよと。これでもう変わらないんですねという話と捉えていいのか、ひょっとする

ならば、今までの東京都の協議をやってきてるとすれば、第１から第３次に来る間の中

で、ある程度の今回の変更に基づく内容は、例えば都市計画法で後楽のほうには再開発

の網が、区が進めていく中で網がかかっている。住んでる人はわかってるわけですよね。

そういうものがなぜ事前に向こうから指導されないのかなというのが不思議だなと思っ

ているので、その辺のことを１点お聞かせいただきたいのと、あと、今回、多岐にわた

る区民の意見を第１次からずっといただいてきて、今回、第３次でもいっぱいいただい

たわけですね。その中でいろいろな心配だとか不安だという言葉も出てきてるんですけ
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れども、そういうのを乗り越えるために、今回の中では、例えば教育のところでは、都

市計画審議会が入って、区長の許可を与えますよということがあるんですね。 

 前回の第３次のときに戻って申しわけないんですけど、第３次の素案のときに、既存

不適格の特例については、仮の特例協議会をつくりますよと。その中で委員が学識経験

者と部長、課長が入ってやりますよとご報告を受けたんですけれども、そうすると、今

回の第３次のご意見をいただいて見ていくと、やはり非常に丁寧にやらないといけない

なと。今回、既存不適格の周知について徹底しますという、先ほどご報告をいただいた

んですけれども、これでいいのか。協議会の人たちのメンバーをもっと厚くしなきゃい

けないのじゃないのか。もしくは、文京区の特性を生かすのであれば、文京区のさまざ

まな区民も団体も含めて、そういう方々の力もかりて、区民にご理解いただくようなま

ちづくりを進めたほうがいいんじゃないかと思っているんですが、その辺のことはこの

第４次素案を説明していく上でどういうふうに捉えているのかという２点を、２.５ぐ

らいですか。 

○市川会長 １つは、東京都との今までの協議の流れと、東京都との関係は今後はどう

なるのか。２つ目は、既存不適格について、文京区はほかの区にないような協議会をつ

くるということになるわけですが、その運用について。２点、お願いします。 

○髙橋（征）幹事 １点目の東京都との協議の流れですが、これまでも指定方針や第１

次素案、第２次素案をつくった時点で東京都には情報を提供しております。特に指定方

針の段階では、指定容積率が活用できる制限値とするということでご説明しまして、そ

の方針に基づいて進めてきました。昨年の第３次素案の内容について、審議会にかける

前に、我々、事務局としても、今後、制限値がある程度確定したということから、原案

に向けての事前協議ということで協議をさせていただきました。ですから、東京都とし

ましても、この内容がそのまま都市計画に行くという視点から、かなり重い内容での協

議が始まったということで、今回のような広域的視点からの都市計画の整合性に沿った

変更内容について協議をしたことになります。 

 でも、その協議の内容についても、先ほどから何度も言っておりますが、文京区の特

徴である住居系を守るきめ細やかな制限値、これについては、区民の皆さんと２年間か

けてつくってきたものですので、そこら辺は一定、東京都もご理解をいただきました。

その上で、中高層以上のところでの都市計画上の整合性を図って、事務局としても適性

であるということで今回取り入れたという流れになっております。 
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 ですから、今回の大きな都心地域での６０から７０や木造密集地域での１５から１７、

中高層の４００の３１に統合というこの大きな内容がなければ、先ほど委員のおっしゃ

った後楽のあたりの見直しだけでしたら、軽微な変更ということで原案の中でご説明さ

せていただく方法もあったと思います。ですが、今回、構成表でご説明した内容につい

ては大きな内容ということですので、４次素案にしてしっかり区民の皆様に説明をする

ということで４次素案作成の流れにいたしました。 

 もう１点、既存不適格につきましては、既存不適格建築物特例協議会のことだと思い

ます。この協議会につきましては、学識経験者や建築設計の専門家、区の職員、この区

の職員も建築の専門の知識を持った者になります。こういった構成で考えております。 

 協議の内容ですが、設計の工夫により制限値に近づけた設計ができないか、計画をチ

ェックし、建築技術的な視点から提案及び協議を行う場になります。ですので、１回の

建てかえを既得権ではなくて、しっかり工夫できるような提案をして、その中で建てか

えをしてもらうと考えております。 

 今後、既存不適格の建物に対する影響ということで、区民説明会の中では、マンショ

ンの価値が下がる、また抵当権の設定の担保性が落ちてしまう、そういったご意見が相

当数ありました。今回、そういった意見も参考資料の中にあります。特に説明会の中で

は管理組合の委員をやっていらっしゃる方たちが来られて意見を開陳されたようなもの

も、例えば３６ページ等に載っていたりします。ですので、今回、全戸に対する周知を

徹底する、既存不適格建築物になる可能性がある建物については、全戸に徹底的に周知

をすることといたしました。 

 しかしながら、この不動産の価値等に関してはいろいろな視点に基づいて評価が変わ

ってくるというものですので、区としましては、例えば不動産を扱う宅建業界さんへも

この高さ制限の説明等もしております。そういった宅建業界さんの方たちのお力もかり

ながら、高さ制限により、文京区の良好な住環境が確保され、まち並みがよくなってい

くといったことを、そういった専門の方から組織や知恵を使って広めてもらえるような

協力も今回の第４次素案の説明をしながら働きかけたりする工夫は考えております。 

○市川会長 よろしいですか。 

○白石委員 東京都の協議のほうはわかりました。 

 既存不適格のほう、このご意見と要望を読ませていただいて、第１次、第２次と違う

のは、今おっしゃったように、第１次は業界が結構価値のことをおっしゃってたんです
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けど、やっぱり身近になってきて、マンションの管理組合の方々の意見が相当入ってい

たので、ともすると、区が説明をし、ご理解、ここに回答が書いてありますよね。回答、

ずっと一貫して同じことで、区が誘導する良好な環境をつくりたいんですという話しか

ないので、これが要は不動産価値とか、そういうふうな話になってくると、区の話じゃ

ないとするならば、そういうところのご理解をいただくために何らかの手法が必要かな

と思って、協議会の中に入ったらどうかなと思ったんだけれども、今ご説明の中で、そ

れは設計上、ご相談に乗っていく話であるというお話なので、それは切り話して考える

べきものとするならば、そこで相談をするまでの段階の文京区の力というのを、今、宅

建業界というお話が出ましたけれども、いろいろな団体から力をかりてお話ししていか

ないと、第４次のときにまた同じようなご意見が出てくるのもいかがなものかなと思う

ので、その辺は努力をいただきたいと思っています。 

 以上です。 

○市川会長 この既存不適格に関する特例の協議会は誤解があって、あくまでも今回は

高さ制限という形でみんなに協力してもらう。なおかつ、それが良好なまちづくりに寄

与するんだということで、言ってみれば財産を持っている方に協力を願う。願うのであ

れば、こうすれば何とかうまくお持ちの財産が本人にとっても満足になるし、文京区に

とってもいいんですよということをうまく説明してあげる協議会なので、そこに一般住

民だとか、あるいは業界が入るというのはそもそも趣旨が違うということはご理解いた

だきたい。そうしないと、そもそも決めた高さ制限の話がまた違うところに行ってしま

うので、限定的にこれを行うんだというのは私の理解でありますけれども。この理解で

よろしいですか。 

○髙橋（征）幹事 はい。 

○市川会長 では、山本委員。 

○山本委員 大分煮詰まってきまして、今日の説明も聞きまして、一定理解はしようと

思っております。 

 今回、シンプルになったということですけれども、やはり最も大きなポイントとして

は、文京区の住宅系、住居系をどう守るかということだと思いますが、そういった意味

で、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄありましたけれども、Ａの地区の千駄木、大塚の地区で１５メータ

ーが１７メーターになったというところなんですが、先ほど事務局の話ですと、第２次

素案のときのご意見を聞いて、第３次素案になったときには３地区、声があって、もう
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少し下げてほしいということだったんですけれども、それを説明会等を開きまして、何

とかご理解をいただいて、そのときには意見が挙がってこなかったと、今回の第４次素

案のときに、第３次素案に対する意見には出てこなかったということで、一定、その辺

のところに関しては住民合意もとれていい形になってるなと思います。 

 ということであると、今回、東京都の協議をやってるときに、今まで、先ほど言って

いましたけれども、参加者を含めた住民との意見が特に多いところに関しては、言い方

があれですけれども、文京区としては、東京都に対して守ったということでございます

が、それはほんとうなのかと。ほかに、例えば今回、１５が１７になるというＡのとこ

ろなんですけれども、そこのＡの大塚５、６、千駄木１、２、３、この地区に関しては、

もともとそういったもっと下げてくれという声があまり出てなかったのかというところ

なんですが、その辺を確認の意味で教えていただきたいんですけど。 

○市川会長 事務局、よろしいですか。 

○髙橋（征）幹事 そうですね。千駄木の付近、大塚の今回のＡの地区では、下げてほ

しいといったまとまった意見等は出てはおりません。 

○山本委員 そうすると、今度、この数字が出るときに、１５から１７になったという

ところなんですが、この辺をもう少しこの場で、具体的に住民説明会のつもりで私たち

に１７になったということをただシンプルにしたということじゃなくて、もう少しわか

りやすくご説明をいただきたいなというのと、あとは１点確認なんですが、これは全体

的な話ですが、指摘容積率の消化は、私は全てしている中での高さ制限と認識はしてい

るんですけれども、今回の１５から１７になることが含まれた中で、指定消化率という

ことの観点からいくと、全部、どの地域、どのエリア、どの地区でも消化率は全部とれ

るのかというところを教えていただきたいと思います。 

○市川会長 これから住民説明するから、ここで言ってみろと言っている。その辺、ち

ょっと言っていただいて、それがいいかどうか。それからあと、具体的に指定容積率が

これで少し活用できるという効果はどのくらいあるのかということです。その２つ、お

願いします。 

○髙橋（征）幹事 １点目のＡの内容の説明ですが、この地区は容積率が３００％です。

しかしながら、第１次素案においては住居系２００％の制限値としておりました。これ

は結論から言いますと、容積率が回収できない高さ制限となっております。これはイコ

ール、木造住宅密集地域の解消が未来永劫できない高さ制限となってしまいます。やは
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り木造密集地域の解消のためには、道路の整備や基盤整備を伴う一定規模の建築計画な

どは、やはり木密の解消としては非常に有効であります。かといって、何でも建ててい

いというわけではなくて、３００％で最も厳しい１７メートル、いわゆる５階相当以下、

５階の建物であれば、一定規模集まったときには、そういった良好なマンション、５階

建てのマンショ等でしたら、基盤整備はしっかりできて、木造密集地域は解消できるの

で、これは許容する数値にしましょうということで、今回、１７メートルに変更させて

もらいました。 

 この１７メートルというのは、３００％で最も厳しい数字になっております。イコー

ル、この話がそのまま容積率の消化率という話になるんですが、指定方針では、指定容

積率を活用できることを原則としていましたので、それぞれ指定容積率の原則値が定め

られているものについては、指摘容積は解消できます。 

 これは言ってみますと、先ほどの構成表の中である中高層以上の地域、４００％以上

のところにつきましては、原則値、または原則値より大きい数字になっておりますので、

指定容積率は消化することができます。 

 しかしながら、文京区の特徴であります住宅地中心の地域の中の３００％の中の１７

メートルという数字は、３００の原則値は２２メートルになります。これからさらに下

げた１７メートルにしておりますので、これに関しては容積が消化できない厳しい数字

となっております。この点につきましては、東京都と徹底的に協議をいたしました。こ

の数字を設定する地域については、今後、この高さ制限により区民の皆様に迷惑をかけ

ない地域だということで、東京都の方に１７メーター設定地域を全て現地を確認してい

ただいて、これなら１７で大丈夫であろうという確認をした上でこの数字にしておりま

す。 

○市川会長 山本委員、大丈夫ですか。 

○山本委員 今、筆記をしてないのであれなんですが、前段はよく理解しました。前段

のところで気になったのは、当初、指定容積率は消化しない厳しい高さにしていたんだ

けれども、木密を解消する観点から考えた結果、１７メーターにするべきだったという

前段、くだりがあったと思うんですが、それが何で最初、そういう考え方でいかないで、

この段になって考えて直しというか、間違いに気づいたとしか今捉えられなかったんで

すが、その辺。 

 あと、もう１個、２２が１７になる、そこは僕も非常に気になってたところ、千駄木
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の地区、思ったんですが、その辺はもちろん住民の皆さんにご説明をして理解を得ると

いう作業になるんだろうと思いますが、そうすると、最初に言ったことなんですが、木

造密集地域を解消する意味で１７メートルに上げたと。第３次素案までのときは、そう

いうところの観点もあったかもしれないんですけれども、現実的には厳しい規制をかけ

てたということでいくと、その地元の方はそこで意見が出なかったんだから、低い設定

で多分納得したんだろうと思います。今度、そういうことで１７メーターで木密地域を

解消ということでさらに緩和をしたということになると、また、これからですけれども、

説明ももちろん必要ですし、また今度、いろいろとまた意見を募集するときに、多くの

意見が出てくるんじゃないかという懸念をしています。 

 せっかくここまできて、意見募集も３分の１ぐらい減ったんですよね、これ見てると、

１次素案と２次素案から３次素案まで。そういった部分で、かなりの覚悟を持っていか

ないと、ただシンプルにということではなかなか厳しいんだろうと思いますので、その

辺の、同じ質問になってしまいますが、もう一度、木密の解消に向けての１７メーター

という説明をどのようにやっていくのと、あとは２２メーターの方が今度は逆に下がる

と、１７メーターに下げられちゃうということでの説明に対する取り組みというか姿勢

というか、その辺をもう一度確認をして終わりにさせていただきます。 

○市川会長 ずっとやってきて、大体説明はしていたんだけど、最後のところで微調整

が入ったというのが今回の話で、微調整がなぜ入ったのかという理由ですよね。住民の

方がそうかと納得する話があるかないかだけで、高さを抑えようという気持ちは一方で

あっても、確かに木密のところは道幅が広がらないと危ないというのもあって、そのあ

たりをどちらをとるかということをおそらく事務局は考えながらやってきたと。しかし、

最終的に東京都から言うと、もうちょっと木密頑張ったらという話になったということ

を言うしかないでしょうね。そのほうが結果的には住民にとって安全なんですよという

ことを理解していただくと。これは仕方が、いつもトレードオフがあって、あちら立て

ればこちらが立たぬという問題があるけど、ここがいいんだということを判断していく

中でのある種の作業とご理解いただくのはいかがですか。もちろん、前言ったことを変

えるのかということはあるけど、しかし、それは変えるんじゃなくて、言ったことを考

えてやったけど、よく考えたらそっちがよかった。ご理解いただけますかということし

かないんじゃないですかと私は思うんですけど、いかがですか。 

○山本委員 専門家の会長のご意見ですから。 
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○市川会長 最終的には、住民の方の安全ということを考えたときに、高さだけじゃな

いということも実はあるということも、言わなきゃならないという話かなという気がし

ますけどね。 

 では、一言だけ大方先生から。 

○大方委員 ２２が何で１７なんだという話はなかなか難しいかもしれませんが、これ

はもう従来、最初からその辺はご説明してきたとおりだと思います。住居系３００％と

しますと、基本的には建蔽６０ですから、５階建て、若干余裕を見て６階建てが建てば

おさまるわけですから、１７メートルないし１８メートルあれば消化はできるというこ

とになるんですね。 

 ただ、実態として、例えば東大のエリアとか、都心に近いほうの住居３００のところ

は、現実に７階とか８階とか建ってはいるわけです。そういうところに改めて今から１

７メートルという規制をかけてもあまり意味もないし、当然、地権者の反発も強いから、

住居３００は原則２２メートルとしておりますが、一方で、道路基盤もあまりできてい

ない密集しているところは、そもそも道路は狭いですから、６メートル道路があっても、

容積率、制限がかかりますので、２４０％までしかそもそも建たないということもあり

ます。 

 また、実態としては、１戸建てや２階建てのアパートが建っていたり、それから日影

規制の問題もありますので、ワンルームマンションなどでも日影規制の対象にならない

１０メートル以下に建ててるという実態があるわけですね。そういう実態があるところ

で、機械的に、住居３００だから２２メートルだというのは、逆に住環境を壊してしま

いますので、一応十分に、住居３００も条件がよければ消化できる１７メートルをもっ

て限度とするのがいいだろうということです。 

 また、ほんとうにもっと１戸建ての環境を守りたいということで１５メートルという

ご希望のあった地区もあったわけですけれども、ご希望ではないのかな、事務局でそう

判断したのが千駄木５丁目のあたりですか。ですが、その隣のところはさらに住居２０

０のところ、厳しい１４メートルとなっておりますが、その差わずか１メートルという

のも、具体的な都市像としてどんなまち並みを考えているんだと言われますと、なかな

か説明しにくい面もありますので、ここは正直申して、若干事務局側の勇み足だったの

かなという気もしないでもないので、改めて都の人からご指摘を受けますと、そういう

面もあるなということもありますので、わかりやすく２２と、住環境を重視すべきとこ
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ろ、道路基盤があまりよくないところは１７メートルと、この２本でいこうと整理する

ほうがよほどすっきりするだろうと思うんですね。だから、そのような形で住民の方に

も説明すればよろしいだろうと思いますし、議員さん方もこれで納得していただけるの

ではないかなという気もいたします。 

○市川会長 いかがですか。よろしいですか。 

○山本委員 はい。 

○市川会長 先に髙畑さん。 

○髙畑（久）委員 今の２２メーターというのは、保健所通りというか、そういうこと

で、地域的にそういう高い建物が建ってないというところで私は納得しておりました。

それはそれでよろしいんですけど、私は事務局の方が今回の意見広告に数字として低い

数字はないと、数字としては出てませんでしたとおっしゃってましたけれども、ご意見

としては、やっぱり、高いという意見が大半でなかったかなと私は読みましたので、そ

の辺をどう捉えるかというのはまたあるかなと思ったんですね。 

 それでもう一つお聞きしたいのは、バッファーゾーンのところで、高さが２４と２９

と３９が３１メートルに統一しますということなんですが、それぞれ地域性があって、

２４になったとか、そういうことがあるかと思うんですが、その辺はどうなのかなと思

ったんですね。それと、本郷通りも４６メートルだけじゃなくて、３９メートルという

幹線道路でも、そこのバッファーゾーンは３０メートルでしたっけ、私はそういうふう

に見たんですけれども、それが３１メーターになるという、表があって後ろがあるわけ

ですから、そういう捉え方というのかな、表があって後ろがあって、後ろの高さで２分

の１という説明を受けましたけれども、これのちょっとわからなかったところが大塚に

向かって、大塚公園のほうが２４になっておりましたよね。それで反対側は２９メータ

ーとなっておりますけれども、これが全て３１になったときに、私、大塚公園のところ

でふぐあいというか、ここはどういうふうに見たらいいのかなと思った。それが最初の

１点です。 

 それともう一つは、都心型というんですか、先ほど制限値が５０から６０になってと

いう説明がありました。それと、もう一つは外堀通りの北側沿道の商業地域が５００、

６００％の区域が５０メートル、７０メートルの制限値が６０メートルになりましたと

いうのがありますよね。そのときに、都心型構想市街地を中心とした市街地形成を目指

すということなんですけれども、ここもそうですが、市街地形成を目指すというところ
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と、それから先ほど５０メートルが６０メートルになったというのも、地元の方は高い

ものは望んでないと、いつもそういうふうに意見として言われていたものですから、私

としては、５０メートルのほうに何でそろえないで６０メートルという高さになったの

かなと、ちょっとそういうことも思いましたし、後楽の７０メーターは６０メーターに

下がりますが、湯島１丁目の７０メーターはそのままになっておりますよね。その辺が

どういう違いがあるのかということを最初にお聞きしたいと思います。 

○市川会長 １つは、高いという意見が多いという意見はわかる。それは確かに、だか

ら文京区は一番厳しいんですね。このバッファー３１メーターに全部しちゃったという

ことについて、エリアごとにはもっといろいろな高さの段階の違いがあったんじゃない

かというご質問が１つ目と、２つ目は、例えば数字で言うと飯田橋周辺のところが６０

になって、湯島１丁目のところは逆に上がったけど、これはどういうことなのかという

個別の話ですね。それをお願いします。 

○髙橋（征）幹事 バッファーゾーンにつきましては、第３次素案では２４、２９、３

９というメニューが幹線道路の中に存在しておりました。これを３１に統一します。こ

の統一の中で制限値が上がるものにつきましては、先ほど委員がおっしゃいました大塚

４丁目のあたり、第３次素案で２４メーターであったものが３１メーターに上がります。

これが一番最も上がるものになります。この場所だけです。これは全体、総延長からす

ると１.５％相当、１５０メーター前後の場所に当たります。そのほかにつきましては、

今回の２９メートルを３１メーターに上げたものが１６％程度存在しております。その

ほかがもともと７割以上で３１メーターということでしたので、この細かい数字を３１

メーターに統一するということで幹線道路における規制値を一定、統一したものにして

おります。決してその中に低いものがたくさんあって、それを全部上げたというもので

はなくて、大きく変わったところについては１.５％相当だけとなっております。２メ

ーター上がるところについては１５％相当ということで、統一することでわかりやすい

規制値としております。 

 あと、都心地域につきましては、この地域については、基本的には全体を捉えて６０

メーターの制限値と考えました。その中で湯島１丁目の７０メーターの場所につきまし

ては、既に１００メーター程度の建物が建ち並んでいる、文京区の中でも超高層の市街

地を形成するということで、先ほどの構成表の中でも７０メートル部分につきましては、

都心複合市街地で超高層建築物の市街地を形成する地域ということで７０メーターにさ
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せていただきました。 

 第３次素案では、後楽１丁目のあたりにも７０メーターというものが存在していたん

ですが、これは全体を捉えて６０メーターという考えから、７０を６０に、厳しい方向

に変えております。 

○市川会長 いかがですか。 

○髙畑（久）委員 全体を捉えてというのは、どういう全体を捉えて、低いほうに下が

ったということは、それはわかるんですが、７０メーターというか１００メーター規模

の建物があるから、既存不適格にあまりひっかからないような形での７０メーターなの

かなと考えれば考えられると思います。 

 それで、都心型高層市街地というものに対して、住民の方がそれを望んでたのかなと

いうのが私はずっとありまして、その辺を、５０メートルを一気に６０メートルという

のは１０メートルも上がるわけですよね。その辺はどう皆さんに理解をしていただくの

かというのが１つありますし、４５メートルのところを１メートルだけとなりますけど、

４６メートルに数字をそろえましたということですけれども、高いほうにそろえてると

いう気はしてるんですね。その辺を文京区に住み続けられるというところでいけば、こ

の辺は商業地域となって、もう住めないまちですよと文京区がしていくのかどうかはわ

かりませんが、そういうふうに私は思いました。 

 それと、先ほどの１５メーターから１７メーターに上げました、道路が狭いというこ

とでお話がありましたけど、前面道路に対しての高さとなるということでなったときに、

やはり道路が広くならなければ高いものは建たないですよね。それで、木密は解消され

ないと説明がありましたけれども、ほんとうに現在のままで木密は解消できるのではな

いかなと私は思ったものですから、その辺。やっぱり住み続けられる、そこに高いもの

が建って、みんながそこに入れればいいんですけれども、高くなって住んでいられなく

なるような方も出てくるのではないかなという懸念。売って出ていかなければいけなく

なることもあるのではないかと思ったものですが、その辺をどう文京区が捉えていけば

いいのか。 

○市川会長 質問が曖昧なので確認しますが、今のままでは木密は解消されるという根

拠は何ですか。 

○髙畑（久）委員 今、文京区の木密のところで、解消、私はいろいろな工夫をすれば

解消できるのではないかなと思ってるんですね。道路の幅だとか、消防車が入れないと
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かいろいろ、千駄木５丁目はそういうふうに言われてましたけれども、今セットバック

しながら建てかえも進んでいるところもありますし、木密解消の工事というんですか、

そういうこともやっておりますけれども、そういう形で私はできるのかなと思っている

んですけど。 

○市川会長 だから、今日出た話は、木密を解消するためにセットバックとおっしゃっ

たように、道を広げていくとかいうときに、上を抑えちゃったらできないじゃないとい

うこともあって、むしろ１７メーターにしようということにしたという説明があったの

で、その辺、おっしゃっていることとの整合性が見えないんですが。 

○髙畑（久）委員 ですから、高く建てられる方はいいかと思うんですが、セットバッ

クして１階建て、２階建てという、今から住んでいくとなったら、そんなに大きい家と

いうか、ご夫婦２人とか、そうなったときの形で住めるのではないかなと私は思ってる

んです。 

○市川会長 大方先生から。 

○大方委員 木密の問題は、さっき事務局が舌足らずだったと思うのですが、要するに、

６メートル道路を入れることが、ほんとうの木密の解消がどうかわかりませんが、最低

限の必要な措置であると考えますと、６メートル道路になりますと、住民側からすると

何がいいかといいますと、もちろん安全の問題がありますが、６メートル道路になって

初めて容積率が２００％以上使えるようになるわけです、２４０ですね。ですから、そ

れがインセンティブになって、６メートル道路、いいじゃないかと、こういうふうに納

得していただけるという面があります。 

 ところが、２４０％で建物を建てようとしますと、例えばマンションかアパートを建

てるとしますと、共用部分は容積の基準から外していいとなっていますので、建蔽６０

だといっても、そのうち、普通、小さいマンションですと２割ぐらいは共用部分になっ

ちゃいますので、実質、建蔽で言うと５０％分ぐらいしか使えないわけですね。５階だ

とぎりぎりやっと２４０使えるかとなります。５階、苦しいかもしれませんね。そうい

うこともあるので、１５メートルとしますと、普通、そういうことを何とかクリアしよ

うと思って無理やり半地下を掘って建物を建てるとか、そういう建て方も現実に起きる

わけです。ですから、無理やり１５メートルに抑えると、３００％の地域を抑えると、

かえって景観上あるいは居住環境上、問題が起きるということもありますので、ここは

むしろいろいろな安全面を考えて、１７メートルのほうがいろいろな意味で居住環境の
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改善にも役立つだろうと、そんな判断が内々にはあったということです。 

○市川会長 よろしいですか。 

○髙畑（久）委員 わかりました。 

○市川会長 どうぞ。 

○髙畑（久）委員 バッファーの、私が懸念したのは、２４メーターのところは大塚公

園のところだと思うんですね。だから、そこはどう進めたって大塚公園ですから、建た

ない。２４メーター、３１メーターにしても、そういう建物は建てられないところだと

思うんですが、何かまた別の使用の、大塚公園が別のものになるとか、そういうことが

あるのか、そういう懸念もあったんですね。 

 それと、もう一つ、道路によって３９メーターとか、先ほど目白通りで３１メーター、

そして下の方に来ると２９が３１ということで、これはまち並みをそろえるとおっしゃ

いましたけれども、やはり道路によってもそういう……。これでいけば容積率が４０

０％と、こういう形になっておりますが、第二種住居地域と商業地域ということで、こ

この色が変わっておりますけれども、この高さで２９とたしか３１となってたかと思う

んですが、これが３１にそろえるということではなかったかと思うんですが、いろいろ

道路によって、道路でもバックによって、用途地域によってそろえられないものという

のはあるのではないかなと思ったんですが、その辺はどう解釈すればよろしいんでしょ

うか。 

○市川会長 １つは、まず大塚公園のところの話で、それはバッファーですね。それか

らあとは、目白通りのほうはバッファーじゃなくて、単に高さが変わったことについて。

その理由は今日も説明してあるんだけど、もう１回、事務局から聞きましょうか。お願

いできますか。 

○髙橋（征）幹事 今、大塚公園のところのバッファーゾーンの詳細図で確認いたしま

した。一部分、大塚公園のところにもバッファーの指定は入っております。これは、原

則、路線式の２０メーターからさらに２０メーターを掛けると機械的に制限をかけてお

りますので、一部分、公園のところも入っていますが、実際、これはそこで建築工事が

あるとは考えられないと思います。 

○市川会長 確かにこれを見ると、大塚公園のところは、バッファー、ここで切れてい

る。 

○髙橋（征）幹事 若干かかっています。機械的に２０メーターで設定していますので、
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若干、公園の部分が入っています。 

○市川会長 それから、今、高畑委員がおっしゃった、２９は何で３１かというのはさ

っき説明して、要は、１３段階あったものを９段階に直した中で整合性の話なので、そ

の全体の大きい方針の中で決まっていることで、地域特性もこれで読み込もうとしてい

るという方針でやっているので、個別個別に始めていくといろいろなことがあると思う

んだけど、全体でこうしますということでやった中に、この目白通りも入っているとい

う解釈だと思うんですね。それがいいか悪いかというのは、もちろん議論はあってもい

いと思うんだけど、それをここでもう１回聞いても、同じことを答えると思うのでとい

うことなんです、要するに。あとは、これを住民の方に説明して、それでご理解いただ

くかどうかということしかないと思うんですね。だから、これは事務局から何かありま

すか、今の説明に対して。 

○髙橋（征）幹事 会長おっしゃるとおりですので、今回、４００％の見直しの一連の

中での２メーターの統一ということになっています。 

○市川会長 ということです。部長。 

○髙橋（豊）幹事 あと、今、高畑委員からもお話があった点ですけれども、例えば目

白通り、北側と南側でもちろん用途は違うところもございます。そういったところでは

建築規制も違ってございますので、もちろん規制はそれぞれかかります。ただし、高さ

としては、沿道については２９を同じ３１にしたということです。後背地による規制は

そのままかかるというものでございますので、後背地の日影規制がかかることによって

の高さへの影響はございます。 

○市川会長 よろしいですか。では、若井委員。 

○若井委員 私も３次素案で終わるものだと思っている中で４次素案が出てきて、内容

を伺って、今、市川会長からも微調整というお話と、この資料を見て、この用途地域３

００％のとか、全部、あと先生からもお話を伺ったので、ある程度、理解はさせていた

だいて、あとは多分、区民の皆さんもなぜこの４次素案が出てきたのかというのは、き

ちっと事務局で説明されないと理解されないのかなと思うので、その部分に関しては、

今この中でお話があったような内容をきちっと区民の皆さんに伝えていただきたいなと

いう要望だけはさせていただきたいなと思っております。 

 以上です。 

○市川会長 まず、太田さんから。 
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○太田委員 区民委員の太田です。今回の４次素案に関して、教育施設・医療機関の特

例の変更で都市計画審議会を開いて、手続が１個増えましたけれども、前回の４つ目の

既存不適格物の周知の徹底についても、徹底をお願いしたいという意見が審議会の席で

出たものを反映していただいたものとして非常によかったなと思っているんですけれど

も、高さ制限が１３から９になったということについては、確かに規制がわかりやすく

なったということだろうと理解いたしました。 

 ただ、実際に住民からすれば、自分の住んでいるところの高さ、自分の町内会、ある

いは地域の高さが何メートルになるかということについては、わかりやすい、たとえ区

域の全体の１.５％であっても、そこがどういう規制になるのかというのは、せっかく

ロジカルに、ここはこういう地域だから、この規制で何階建てが可能な高さでというこ

とで、かなりきめ細かくやってきたものが、土地土地の事情に合わせた高さじゃなくて、

わかりやすいところで一律に切られてしまうのはちょっと残念だなと思います。 

 ３次素案で終わるのかなと思ったという若井委員のお話もありましたけれども、実際

にこの高さ制限を入れようとなってから、都市計画マスタープランを検討して、マスタ

ープランで入れると決めて、実際に今度、高度地区はどうやろうかというので非常に丁

寧に説明会をやってきてはいるんですけれども、多分４年半ぐらいかかってると思いま

す。 

 その間にも、どんどん、秩序あるあるまち並みの景観をつくるという目的からすると、

ちょっと高過ぎるんじゃないかというマンションが建ったり、あるいは建築紛争が実際

に起こったりということもあって、早くやりたい。いつまで案を検討したら、実際の規

制になるんだろうか、良好なまち並みを維持しようという決意が形になるのかというと

ころも思いますので、丁寧な説明、あるいはこういった審議会、住民説明会の意見を反

映していただくということは、これはこれでとてもありがたいことだと思うんですけれ

ども、ぜひ都との協議、あるいは区民とのいろいろな説明会を通じて、スムーズな規制

の実施ということも進めていただきたいと思います。 

 以上です。 

○市川会長 ありがとうございました。あと北嶋委員、いかがですか。 

○北嶋委員 では、感想も含めてなんですけれども、説明会で出た意見とかいろいろ見

ますと、既存不適格についての不安というのがかなり大きいかなと。確かに棟数とする

と１％ですけれども、住んでる人の数からすると、文京区のかなりの人がそこにお住ま
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いの可能性があるということでは、きちんと絶対高さの趣旨を説明してご理解いただく

ことが必要かなと思います。 

 私はそういうところには住んでないんですけれども、もし区分所有者として住んでい

た場合に何を考えるかというと、やはり将来的に減っちゃう、なくなっちゃうというこ

の辺の不安が非常に大きいのかなと。そうはいいつつも、今の技術とか、これからの技

術の進歩を考えると、おそらく建てかえを待たずして１００年を超える寿命のマンショ

ンというのが出てくるんじゃないかと思えると、そんなに気にする必要ないのかなとい

う気もします。さらに、１回プラスのおまけがつくと、今度、２００年という数字を国

交省も出してますよね。すると、３００年。徳川幕府ぐらいは大丈夫かなというと、そ

んなに子々孫々に増えても負担はかけないのかなという楽観的な見方はあるかと思いま

す。 

 逆に、近隣の方から見ると、駆け込みで建ったものがそれだけの、賞味期限いつまで

かわかりませんが、この絶対高さを施行された後でも、しばらくそれがモニュメントと

して残り続けると、あの突出は何だという感想も確かにあるんじゃないかと思います。

そうはいいつつも、そんなこと言ってると、太田さんの言ったように、いつまでたって

も議論は収束しないし、絶対高さだけに全てを負わせるというのはかなり荷が重いのか

なと。 

 区民の方の意見の根底のところを見ると、もうちょっと地域できめ細かなまち並み誘

導ができないのかなという理想を思い描いていらっしゃるところが多いと思うんですね。

それも現行の都市計画と住んでいらっしゃるところの状況がかなり違うところで、仮定

的にどうもそういう話が出てきているんだろうと。その辺がまた説明会であまり多く出

てくると、そういう意見があまりにも多いのかなという印象を与えがちなんですけれど

も、なかなか絶対高さに負わせる役割だとか、いろいろな法体系の中での位置づけとい

うのが一般の区民はわからないんですよね、わかりにくい。そういう意味では、それを

もうちょっと全貌を、こういう形でいろいろまち並みをつくっていくことができるんだ

という、簡単な図解とか漫画みたいなものを示してあげると、余計な心配はしなくて、

とりあえずざっくりこれで行っていただけると、かなりいろいろな効果があるんだなと

いうのを区民の方に広く認識してもらうことができるんじゃないかと、そういうふうに

考えるんですけれども、次の説明会のときにその辺を考えた工夫をできればしていただ

きたいという意見でございます。 
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○市川会長 とても重要な意見で、例えばこれを見ると、すばらしいまち並みは全然浮

かばないので、この結果、私事なんですが、ちょうど２００１年に東京都で都市づくり

ビジョンをつくったときに、絶対高さでやるとまち並みが変わるという議論をしたわけ

です。基準法だけでがたがたになってるよりは、まち並みがよくなるんだという絵を描

いたりしたことがあって、そういうのがないと人々にはわからないですよね。だから、

高さ制限が文京区にとって有効なんだというのは、表現も含めてぜひ説明のときに加え

ていただきたいと思います。 

 あと行政の方、いかがですか。 

○小野（恒）委員 東京都を代表してとか、そういう意味じゃないんですけど、私も東

京都のまちづくりのところに長く籍を置いてましたもので、ちょっと気になる点が１点

あるんですけれども、事務局の方に僣越な言い方で恐縮なんですけれども、やっぱり今

日、４次で変えられたというのは、確かに制度としては１９条で都からの協議というこ

となんですけれども、そうではなくて、都から言われたというよりも、事務局としても

多分納得されたんだろうし、今日、審議会の中でも２時間近く議論して、委員の方々も

内容をるる説明して納得したということを、意見の相違があったらいいんですけれども、

そういうのをちゃんと前面に出して、住民の方に説明していただきたいなという気がす

ごく強くします。それとあと、２つほどあるんですけど、それが１点目です。 

 ２点目は、私も実はほかの区に四、五年いまして、都市計画をやってたので、そのと

き、いろいろな区を見ましたけど、今日も拝見させていただいて、モザイク状という言

葉がいいかどうかわからないんですが、非常に地域の今ある姿の特性を生かしつつ誘導

していこうということで、きめ細かく用途地域や特に容積率は種類のあれがありますけ

れども、されているというのが多分、ある程度、いろいろな都市計画を見られている方

は必ず思うんじゃないかなと思っています。 

 ちょっと誤解があるのかなと思うのは、実は容積率や用途地域はそういうふうにモザ

イク状で地域特性を生かしてやるわけで、高さ制限というのは、これは私の理解が違っ

てたらおっしゃっていただきたいんですけど、絶対高さ制限というのは、あくまでも良

好な秩序の統一性を保つと、そちらのほうの目的でやるので、この高さ制限の数値がた

くさんあることが地域の多様性を生かすことではないんだと。反対に、絶対制限でモザ

イクや容積率でいろいろな地域特性を生かしたまちづくりをつくると、往々にしてバラ

ンスがとれなくなったり、統一性が、景観も含めておかしくなっちゃうところがあるの
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で、そこをちゃんと押さえていくんだとして、バランスをとりながらある制度じゃない

かなと私は理解しているので、その辺の整理をつけた上で高さ制限のご説明を住民の

方々にもされるのがいいのかなと。もし、これ以上、きめ細かさを求めるのであれば、

先ほどちょっとお話の出ましたような、文教の場合は、面の大規模開発の手法というの

はほとんどないと思いますので、小さな地区計画や地区整備計画だとか建築協定に言わ

れたのを入れていくという、そういう説明も付加されるといいような気がしました。 

 それから、あと最後の１つなんですけど、私も防災都市づくり、私も建設事務所に勤

めさせていただいていますが、やはり６メートル道路をつくるということが、それで全

て解決するとは思っておりませんが、最低限の不可欠の要素としてあります。６メート

ル道路をつくるとなると、いろいろな権利関係や、そこに接する住宅環境をよくすると

いうことになりますと、やはり、今、大方委員がご説明しておられたことが必ず現実の

問題として出てきますので、私は、申しわけないんですが、１５というのがなぜ出たか

は、前回も理解できなかったので、これはよかったのかなと思っています。 

 以上、３点ですが、特に住民の方々に説明される際には、やはり都から言われたから

直したんだということになりますと、どうしてもそれが前面に強く出ちゃうと、せっか

く内容でよくなってるのに、誤解を受けて、私も都にいる人間としても、地方自治、基

礎自治体が一番大事だと思っていますので、反対に変な議論になっちゃうので、そこだ

け留意していただければという気はします。 

○市川会長 ありがとうございました。ちょうど時間も、ちょうどという状況ではござ

いますが、今日の事務局からのお話、委員の方々、大体ご理解いただけましたでしょう

か。いずれにしろ、この後、住民に説明するという大きなステップがありますので、そ

の段階で今日いろいろ出た話を踏まえて、特に東京都に言われたからということは絶対

言わないようにということもありましたので、そのあたり、区にとってよりよくなった

んだという言い方をしていただくということで。 

 最後に、大方委員から。 

○大方委員 内容に賛成、反対、そういうことじゃございませんが、今の説明の仕方に

かかわることなので、都に言われたからというのは言わないほうがいいというのは、そ

のとおりでございますし、といっても、ここの議事録には残ってるんだと思いますけれ

ども、それは別として、もう一つ気になっているのは、Ｅのやつですね。水道１丁目が

２９が３１になった。これは、２９はなくすので３１にそろえたということで非常にわ
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かりやすいので、あえて都市開発方針に基づく土地の有効利用の推進という言い方はし

ないほうがいいんだろうと思うんですね。 

 特に土地の有効利用を再開発事業等で進めるということになりますと、我々の文京区

の絶対高さ制限の規制は再開発が都市計画で決定されたとか、高度利用地区がかかると

外れることになっていますので、むしろ、ここのところみたいに個別に１棟だけ高いも

のが建ってしまったりすると、かえって共同化事業がしにくくなりますので、本来は、

高さも抑えておくほうが、再開発を誘導する面では政策的には正しい政策のはずなんで

すね。ここも実際のところは都から言われたという面も若干はあるんだそうですが、で

すから、Ｅのほうは２９を３１にするというシンプルな方法のためにそうすると、私は

それでいいと思いますし、全くそれが正当だと思いますし、それからもう一つ、後楽２

丁目のほう、ここはもともと住居系で２２というのを３１に上げるというかなり大きな

変更です。ですが、だから、ここは高度利用云々ということではなくて、周りが今回見

直しで６０メートルとか、あるいは３１メートルとかに上がっています。そのあんこの

ところだけが２２になるわけですが、ここはあまりにも小さいあんこの部分ですし、ま

ち並みが通り沿いにそろうということも重要ですので、そのようなまち並みの連続性と

いう意味で、ごく小さい部分だから３１メートルに上げるべきだと、そのように説明す

るほうがおそらく区民にもわかりやすいですし、都市計画上の理屈としても、そういう

ふうに説明するほうがいいのではないかなと。これは専門家としてのただのアドバイス

で、どうこうということではございませんけれども、一応申し上げました。 

○市川会長 ありがとうございました。今日はこれからどういう形で区民に説明するか

という、いろいろな先生方からのご意見……。一言。 

○浅田委員 スケジュール。 

○市川会長 スケジュールは後でまた出ますので。ここに書いてある。区報ぶんきょう

１０月５日の……。浅田委員、お願いします。 

○浅田委員 この４次素案が出たことによって、またスケジュールというのがずれるん

じゃないかとは思うんですが、先ほど委員のおっしゃったように、全体がこれでまたず

れていくのかというのが危惧するところなので。それで、今現在、どういうスケジュー

ルでもって最終的にやっていこうとしているのか。できれば、年度も含めて計画があれ

ば教えていただきたいということです。 

○市川会長 これは、先に今後のスケジュール、どんなことかまずこの場で言っていた
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だけますか。 

○髙橋（征）幹事 最後に事務局からご報告しようと思ったんですが、この場でご報告

します。 

 まず、審議会終了後、区報特集号を３月２９日に発行する予定で既に準備をしており

ます。今月の３月２５日の区報には、４月下旬に開催する説明会の日程を掲載していく

予定で考えております。ですので、今回の４次素案で手続が増える分、なるべくスケジ

ュールに影響しない形で審議会終了後、速やかに区民の皆様への説明会に入れるように

準備をしております。そこでいただいた説明会での意見や特集号でいただいた意見、こ

れらを整理、まとめまして、原案とまとめていきながら、都市計画審議会を７月に開催

する予定で手続を進めていきたいと考えております。 

 都市計画決定につきましては、この原案策定後、都市計画の手続で日程が読めてきま

すので、現時点では２５年度中の都市計画決定を目指すということでのご報告でご了承

いただきたいと思います。 

○市川会長 あと、３月２９日発行した区報特集号を出した後での意見募集はどのくら

いの期間ですか。 

○髙橋（征）幹事 特集号では、その後、５月１５日までの間、意見募集をいたします。

これは、４月下旬に説明会をしますので、この説明会終了後、２週間は募集期間という

ことに設定しています。 

○市川会長 ということでよろしゅうございますか。 

 それでは、以上で東京都市計画高度地区の変更について、絶対高さ制限を定める高度

地区の指定（第４次素案）の審議を終了いたします。 

 それでは、この後、さらに何かございましたら、事務局からお願いいたします。 

○髙橋（征）幹事 スケジュールについては、今ご報告したとおりです。 

 また、本日いただきました意見をしっかり反映させた形で区民説明会を進めていきた

いと考えております。 

 改めまして、次回、都市計画審議会の開催は７月ごろを現在予定しております。原案

をご審議いただく予定でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○市川会長 以上で本日の日程は終了しました。審議会を閉会します。今日はどうもあ

りがとうございました。 
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―― 了 ―― 


