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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 3 月 14日（水）文京福祉センター   30 30 

平成 24年 3 月 15日（木）不忍通りふれあい館   22 33 

平成 24年 3 月 17日（土）シビックセンター   35 36 

平成 24年 3 月 19日（月）スポーツセンター   19 23 

平成 24年 3 月 21日（水）駒込地域活動センター   31 43 

    合計 137 165 

※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（2月20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 4月 6日消印まで、要望書その他は 4月 6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             44 62 

要望書（説明会会場での提出、FAX、郵送等を含む）         52 109 

メール    6 11 

電話     1 1 

    合計 103 183 

※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     66 19.0% 

規制値     92 26.4% 

特例（全般）     10 2.9% 

地区計画特例     4 1.1% 

既存不適格特例     27 7.8% 

大規模敷地の特例     23 6.6% 

総合設計の特例     6 1.7% 

公益上やむを得ない特例     2 0.6% 

ﾊﾞｯﾌｧｰｿﾞｰﾝ     5 1.4% 

適用範囲     2 0.6% 

意見集約・周知     48 13.8% 

ｽｹｼﾞｭｰﾙ     9 2.6% 

その他     54 15.5% 

    合計 348 100.0% 

※3 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 3 月 14 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 規制値 私の住んでいる目白台３丁目の周りの環境

から言うと、リアリティがないという感じが

する。私の周りはほとんど３階があるだけ

で、あとは２階建てぐらいなものだが、５階

建てが建つということはほとんど考えられ

ない。14ｍのところと 17ｍところというの

は、そんなに落差があるのかと思う。もう尐

しきめの細かい規制ができないのか。 

現行規制では、周辺市街地から過度に高さが

突出した建築物の出現を防ぐことはできず、

それによって住環境や景観の保全などをめ

ぐり、近隣住民との間で建築紛争が生じたケ

ースもあります。 

素案では、指定容積率が活用できる高さを満

たすことを条件として、都市計画法で定めら

れた容積率や建ぺい率、用途地域等の客観的

なデータを基にして数値を算出しています。

この制限値は、その高さまで全域を誘導する

という意図ではなく、敷地条件によって高く

建てられる場合においても、この高さ以下に

抑えることで突出した建築物の出現を防ぐ

というものです。 

また、一定の地域で高さなどについて合意形

成が図られるのであれば、地区計画を活用し

て、地域独自のルールをつくることができま

す。 

2 その他 本郷周辺は 45ｍ・50ｍ・60ｍという絶対高

さ制限値があり、この辺は目白台と違って低

地となっている。例えば区役所に何か手続き

に行った時に地震が起きたらどうするのか。

区長がこの案を通して高層建築物が崩壊し

て人がたくさん死んだら区長の責任になる。

もちろん区議会の責任にもなる。その辺をど

ういうふうに考えているか。 

建物の耐震性は、高さに忚じた性能を確保す

ればよく、高い建物は耐震性が低いというこ

とではありません。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、建築確認申請の手続きの中で、

区、都又は指定確認検査機関において、建物

高さに忚じた構造強度を有することが審

査・検査されます。 

なお、建物は個人の財産であるため、その管

理責任は所有者が有することとなります。 

3 意見 

集約 

1 次素案説明会のときは５箇所で行ったの

に 200人くらいの人しか参加してない。今新

聞をとっている人は案外尐ない。インターネ

ットなどで、若い人はあまり新聞をとってな

い。いつもは町内会を通してポストに入って

いるのに、何故今回は新聞折込だったのか。 

通常の区報は、区と町会連合会との契約に基

づき、町会を通じて配布しております。今回

のような区報特集号については対象外であ

ることから、新聞折り込みで配布しておりま

す。 

区民の方への周知方法としまして、区報特集

号を 6 紙に新聞折り込みとして 2 月 20 日号

として配布しました。また地域活動センタ
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ー、図書館などに、どなたでもお持ち帰りい

ただけるように区報特集号を置きました。さ

らにホームページやツイッター、CATV、ビー

グルの車内にもポスターを掲示いたしまし

た。また、200カ所の区設掲示板やホームペ

ージに区民説明会について掲示いたしまし

た。区としてはできる限りの周知に努めてま

いります。 

また、第 2次素案については、区のホームペ

ージにも掲載し、意見募集を行っておりま

す。 

意見 

集約 

葉書の回収が 200通をきっている。全住民に

関わる大事な問題で本当にこんなことで良

いのか。出前講座でいつでも呼んでください

と言っていますが、中々そんないかないこと

もあるので、むしろ町内会長さんが町内会に

お願いして、小回りをきかせて説明会をやっ

てほしいです。 

説明会は都市マスタープランで位置づけら

れている 5地域で行っておりますが、町会や

自治会など数十人単位での会合からのご要

望があれば、こちらからお伺いして素案につ

いての説明をいたします。 

また、区としてはできる限りの周知に努めて

まいります。 

規制方針 一番大事なことは、建物も含めて、そこに住

んでいる人間がどうしていくかということ。

どういう文京区にしていくか、どういう街に

していくか、その前提があって、その上で５

階建てまで許すとか、31ｍまで許すとか、そ

ういう話になるが、そこが全く抜けている。

入れ物だけについてだけ議論を提示しても

しょうがない。もう尐し行政も一人ひとりの

顔を思い浮かべてこの問題をやっていって

欲しいと思う。ここまできたらもう変えられ

ないとは言わないで、是非お考えいただきた

い。 

将来的なビジョンは、平成 23 年 3 月に改定

した都市マスタープランに記載しています。 

その都市マスタープランの中で、建築物の高

さに関する方針が定められており、それに基

づいた個別計画として、今回、絶対高さ制限

を定めるものです。 

4 その他 役所からいうと広い道路ができましたよね。

後楽幼稚園あたりの。あの先はどうなのかと

いうのと、それから、服部坂あたりに新しい

都市計画に入っているという話が出ている

ので、それがどういうものなのかというの

が、その辺りの関係をお聞きしたい。 

後楽幼稚園の北側から新隆慶橋まで抜けて

いく道路は、都市計画道路（放射 25 号線）

で、文京区内の当該道路は後楽二丁目の再開

発事業に合わせて整備されました。新隆慶橋

より先の、新宿区側の事業の状況につきまし

ては、文京区では把握しておりません。 

服部坂のあたりは、都市計画道路（環状 3

号線）が計画されています。現在、小日向の

あたりは都市計画決定のみで、事業化の見通

しはまだありません。 
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 その他 うちの主人は障害者なのですが、今度ビルを

開拓するときがありましたら、今後老々介護

になりますので、夫婦で住める、障害者用の

お部屋がある住宅が欲しいと思っている。高

さの事とは関係ないのかもしれないが、何か

のときに案で出していただきたいと思う。 

今回の素案は絶対高さ制限についてのもの

であり、住宅政策などについては、別途対忚

すべきものと考えています。 

5 規制値 水道 1.2丁目が22ｍから7ｍ上乗せされてい

るのは何故か。あの辺りは印刷・製本関係の

工場があるが、大きな所は限られてて、大体

は自営業というか、そこに住まいながら工場

を持っているという方も大勢いらっしゃる

し、それもまた、不況のせいで辞めちゃって

るという方も多い。、水道２丁目は高齢の世

帯や家を建てなおして、２・３階の建物で息

子さん夫婦と住んでいるという所が多いの

で、住居系に考えてもらいたい。 

水道 1丁目の第 2種住居地域は、6～10階程

度の中高層建築物が中心となっており、都市

マスタープランにおいて中高層市街地とし

て位置づけられております。 

また、水道 1丁目及び水道 2 丁目の準工業地

域は、3 階以下の低層建築物と 4～6 階の中

層建築物が混在している中に、7階以上の建

築物も多数存在していることから、水道 1

丁目と一帯化した市街地形成を目指すこと

とし、制限値 29ｍ（住居系 400%相当）とし

ております。 

 

6 ｽｹｼﾞｭｰﾙ 告示日はだいたいいつ頃になるのか。私が住

んでいる関口 2 丁目の○○○は築 50 年が経

ち、建て替えを行うか耐震化を行うか非常に

迷っている。今は特例でも無い限り 10ｍし

か建てないという話を聞いているが、建て替

えにしろ耐震化にしろ早くしないと居住者

が困ってしまう。 

50 年前は 20ｍが認められていたのに、今は

10ｍしかダメだとなると、居住者をまるっき

り無視しているんじゃないかと思う。 

説明会やはがきなどでいただいたご意見を

踏まえ、第三次素案の検討を進めおります。

第三次素案についても、これまで同様に説明

会や区報特集号、個別説明会等により広く周

知し、丁寧に進めてまいります。 

適用 

範囲 

正八幡神社の上にマンションを建てる計画

があるが、今はストップしているのではない

かと思う。今は周りに緑がいっぱいあり、そ

ういったことも含めて関口は風致地区に入

っているが、そういったものが壊されてしま

うのではないかと住民の方、近隣の方が心配

している。今はいろんな住民の方の反対運動

で工事がストップしているんじゃないかと

思うのだが、是非告示までは建物を建てては

いけないという方針でいってもらえればと

思っている。 

絶対高さ制限は、都市計画決定された段階で

定まることになり、それまでは現行法令等に

拠ることになります。 

なお、事前相談などにおいては、絶対高さ制

限についての現状を説明し、理解と協力が得

られるよう、努めていきたいと考えておりま

す。 

7 規制値 小日向３丁目を今回 15ｍから 14ｍに下げて

いただいたことは大変ありがたいが、もう一

第 2次素案では、区域内の基盤整備状況や建

物の建物階数の状況から容積率 200％の区
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声 12ｍまで下げて欲しい。根拠としては、

この地区は 200％の容積率なのだが、実質は

４ｍ道路しかない。尐なくとも２項道路に面

してる所には 160％を掛けると丁度 12ｍに

なる。これだけ細かいローカルな希望が出る

中で一律絶対高さをやるのは無理がある。そ

の代わり前面道路が２項道路の場合には

200％を 160％にするとかもう尐し細かく運

用できる形にして欲しい。 

個人的にはこの趣旨には非常に賛成で、逆に

早くしていただかないと、近隣にまたとんで

もない高い建物が建つ恐れがあるので、これ

も含めてやっていただきたいと思う。 

 

域については、全域 14ｍとしました。 

現在第一種低層住居専用地域において定め

られている、10ｍ・12ｍの第一種高度地区と

の整合を図る意味においても、容積 200％の

区域における高さ制限は 14ｍが適切と判断

しております。 

また、区内全域を指定対象とした絶対高さ制

限ではなく、より狭い範囲での地域のまちづ

くりについては、合意形成を図りながら、地

区計画などによって定めるのが適切である

と考えております。 

規制値 小日向３丁目の前面の第一低層では 10ｍに

なっている。それが 12ｍなら分かるが、目

の前の第一低層の所が 10ｍなので、用途地

域で 12ｍと言われても実際の高さは 10ｍに

なっている。ほとんど３階建て以上の建物は

ないんですよ。３階建てというのが地域でで

きれば言うことはないのですが、なかなか難

しいというなのか。 

第 2次素案では、区域内の基盤整備状況や建

物の建物階数の状況から容積率 200％の区

域については、全域 14ｍとしました。 

現在第一種低層住居専用地域において定め

られている、10ｍ・12ｍの第一種高度地区と

の整合を図る意味においても、容積 200％の

区域における高さ制限は 14ｍが適切と判断

しております。 

その他 昔の第２種住専の場合の高さ制限はあった

のか。 

絶対高さ型の高さ制限はありません。 

8 規制値 目白台の 14ｍと 17ｍの境はなんでこのよう

な境になっているのか。私は同じ高さで良い

と思う。 

素案では、指定容積率が活用できる高さを満

たすことを条件として、都市計画法で定めら

れた容積率や建ぺい率、用途地域等の客観的

なデータを基にして数値を算出しています。

目白台二丁目、三丁目の制限値 14m と 17m

の区域は、容積率が 200%と 300%で異なるた

め、制限値が異なっています。この制限値は、

その高さまで全域を誘導するという意図で

はなく、敷地条件によって高く建てられる場

合においても、この高さ以下に抑えることで

突出した建築物の出現を防ぐというもので

す。 

その他 住居地域という用途地域は変わらないの

か？ 

今回の素案は絶対高さ制限についての提案

であり、用途地域は変更しません。 

9 その他 地震で建物が崩壊した場合、建物の所有者に

責任があるが、その高さを指定した自治体に

も責任がある。 

建物の耐震性は、高さに忚じた性能を確保す

ればよく、高い建物は耐震性が低いというこ

とではありません。建物を建てる際には、建
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築基準法に規定された構造規定を満足する

必要があり、建築確認申請の手続きの中で、

区、都又は指定確認検査機関において、建物

高さに忚じた構造強度を有することが審

査・検査されます。 

なお、建物は個人の財産であるため、その管

理責任は所有者が有することとなります。 

意見 

集約 

他の福祉とか環境などの住民の説明会には

部長さんが出ていると聞いている。この説明

会においても是非部長に出ていただきたい

と思う。そうでなければ課長だけの責任にな

るのではないか。 

所管部署が複数の課にまたがる場合には、部

長が出席することもありますが、絶対高さ制

限の担当は計画調整課であるため、原則的に

は計画調整課が責任を持って説明会を行な

っていきたいと考えています。 

10 規制値 私の家（目白台３丁目）の隣からは５階は建

つということだが、お隣さんと私の家の環境

はほとんど何も変わらない。５階建てが建つ

という環境がすごく馴染まなくて、もう尐し

それぞれの住環境に即した数値の出し方が

できないのかなと思う。 

現行規制では、周辺市街地から過度に高さが

突出した建築物の出現を防ぐことはできず、

それによって住環境や景観の保全などをめ

ぐり、近隣住民との間で建築紛争が生じたケ

ースもあります。 

素案では、指定容積率が活用できる高さを満

たすことを条件として、都市計画法で定めら

れた容積率や建ぺい率、用途地域等の客観的

なデータを基にして数値を算出しています。

この制限値は、その高さまで全域を誘導する

という意図ではなく、敷地条件によって高く

建てられる場合においても、この高さ以下に

抑えることで突出した建築物の出現を防ぐ

というものです。 

11 規制方針 東池袋にある○○○タワーのように、40ｍぐ

らいの高層建物が文京区にもいっぱい建つ

ようになるのではないか。高さの制限がない

から抑えるという説明ではなくて、まず高さ

ありきで、後から言い訳しているとしか思え

ない。 

絶対高さ制限については、不必要から厳しい

制限まで、幅広い意見が出される内容を含ん

でいると考えております。第 2次素案では、

建物の階数状況や基盤整備状況、頂いたご意

見などを踏まえ、都市計画的な視点から制限

値の見直しを行い、変更が適切と判断される

区域について制限値を変更しました。 

また、現行規制では、周辺市街地から過度に

高さが突出した建築物の出現を防ぐことは

できず、それによって住環境や景観の保全な

どをめぐり、近隣住民との間で建築紛争が生

じたケースもあります。 

絶対高さ制限は、その高さまで全域を誘導す

るという意図ではなく、敷地条件によって高

く建てられる場合においても、この高さ以下

に抑えることで突出した建築物の出現を防



8 

ぐというものです。 

12 意見 

集約 

私が住んでいる本郷２丁目は元一会なのだ

が、近隣商業地区ということで、住民がどん

どん尐なくなってきている。ワンルームマン

ションと転売とオートロックで広報活動も

難しく、町会の住民も集まらないし高齢化も

している。元一会の掲示板では、2012 年 3

月 7日初めて今回の説明会の認知をした。第

1 次素案の時には一切そういう掲示がなか

ったことを記憶しているが、本当にインター

ネットや新聞を取らない方が、この絶対高さ

制限を認知するには掲示板ぐらいしかない

のではないかと私は思っているのだが、周知

の仕方が新聞の折込だけというのも問題で

はないかと思っている。 

通常の区報は、区と町会連合会との契約に基

づき、町会を通じて配布しております。今回

のような区報特集号については対象外であ

ることから、新聞折り込みで配布しておりま

す。 

区民の方への周知方法としまして、区報特集

号を 6 紙に新聞折り込みとして 2 月 20 日号

として配布しました。また地域活動センタ

ー、図書館などに、どなたでもお持ち帰りい

ただけるように区報特集号を置きました。さ

らにホームページやツイッター、CATV、ビー

グルの車内にもポスターを掲示いたしまし

た。また、200カ所の区設掲示板やホームペ

ージに区民説明会について掲示いたしまし

た。区としてはできる限りの周知に努めてま

いります。 

また、第 2次素案については、区のホームペ

ージにも掲載し、意見募集を行っておりま

す。 

意見 

集約 

不動産・土地のことに関係しているのだが、

前回の私の発言と区民数名の発言が意図的

に削除されているのではないかという疑念

がある。文章で出したもの全ては掲載されて

いるが、口頭で発言したものがどのようにま

とめられたのか、疑心暗鬼に思っている。 

説明会での意見について、区が意図的に削除

した事実はございませんが、議事録ではない

ため、意見を要約して掲載しております。も

しも意見について掲載がないということで

あれば、お調べしますので、いつのどういっ

たご発言であったかをお知らせくださいま

すよう、お願い申し上げます。 

今後も、そのような事がないよう努めてまい

ります。 

規制値 今回変更された区域が①から⑩まであり、菊

坂は 8ｍ，他の所は 1ｍ下げているが、何が

根拠になって下げたのか。私の住んでいる所

（本郷２丁目）は近隣商業地域で、日影規制

もなく、制限値 45Bであるが、何故○○○の

所だけ 70ｍで伸びているのか、第１次素案

のときから何度も申し上げているのだが、私

は理解できずに、やはり○○○と区長とで特

例みたいなものがあるのではないかと思っ

ている。この辺の高さが高い街並みというの

が理由と書いてあるが、私はそれが理解でき

ない。すでに建っている○○○○○のような

第 2次素案では、建物の階数状況や基盤整備

状況、頂いたご意見などを踏まえ、都市計画

的な視点から制限値の見直しを行い、変更が

適切と判断される区域について制限値を変

更しました。 

本郷・湯島地域は、用途地域が商業と近隣商

業で面的に広がっており、区内では高容積率

の地域となっています。また、外堀通りや神

田川などの広幅員の空地に面して高層建築

物が建ち並んでいます。これらの地域特性を

考慮したものです。 
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既存不適格物件を基準にして、なぜ○○○の

所だけが 70ｍなどという数字なのか。 

その他 公称の高さ 99.98ｍ、99.72ｍで容積率が

748.07％という○○○の再編計画の 21 階な

のだが、このような公益性の高い災害拠点病

院になるものが、本当に地震があった場合に

おいて、近隣のみならず、帰宅困難者も含め

て本当に安全なのか、誰が一体責任を持って

いただけるのか、本当に私は危惧をしてい

る。区民の意見を聞きはするけれども、何か

実行性のあるものとして広報周知していか

ない。その一つの例として○○○が災害拠点

病院にも関わらず、我々近隣には○○○主体

で何も広報していない。そういったことがあ

るので、こういう高層建築物が公開空地を植

樹だらけにしても、私を含めて近隣周囲の範

囲、様々な影響が出るにも関わらず、こうい

った高さ 70ｍ、それ以上のものが総合設計

制度で特例で認められているわけですから、

非常に私としては憤慨している。 

今回の素案は絶対高さ制限についてのもの

であり、防災対策などについては、別途対忚

すべきものと考えています。 

その他 本郷２丁目にもあるのだが、、マンション開

発会社が利潤追求のために、奥に入った旗地

とか袋地などに容積率目一杯マンションを

乱立すると、歩道が狭くて自転車が通れない

とか（警察の罰則ルールなどはあるが）、

ぶつかったり、高齢者が後ろが見えなかった

り問題が出くる。またオートロックのゴミの

問題や日影の問題も含めて様々な近隣問題

もある。道路側に植栽をして歩道を狭めるこ

との何が良いのか。 

今回の素案は絶対高さ制限についてのもの

であり、道路やゴミ問題等の対策について

は、別途対忚すべきものと考えています。 

また、地域のまちづくりについては、合意形

成を図りながら、地区計画の活用などによ

り、絶対高さ制限に関わりなく、地域独自の

ルールをつくることもできることになって

います。 

その他 本郷２丁目もとうとう私の家の近隣に勝手

に黒い服を着た男性数名が不法侵入をして、

まるで計測をしているというような状態で

地上げが横行している。事実、外堀通りの数

件は○○○が買い取っている事実がありま

す。そのようなことで近隣関係がもっともっ

とギクシャクしてくる。というのもお宅の所

も売ってくれ売ってくれというチラシ攻撃

で、○○○○○や○○○○○が不法侵入で私

の所にもチラシが満杯になっている。こうい

う実像を区長は考えているのか。地域を虫食

今回の素案は絶対高さ制限についてのもの

であり、コインパーキングやワンルームマン

ションの対策については、別途対忚すべきも

のと考えています。 

また、地域のまちづくりについては、合意形

成を図りながら、地区計画の活用などによ

り、絶対高さ制限に関わりなく、地域独自の

ルールをつくることもできることになって

います。 
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い状態にし、コインパーキングだらけにし、

ワンルームを容積率目一杯に建てさせて、そ

れが転売されて、色々問題はあるが町会が区

報でさえも投函できない。こういうような高

さ制限というものに格好つけて、○○○のこ

の辺り、あるいは湯島の辺りも、何ら高さが

低くされないという理由がどこにあるのか、

私は非常に疑問に思う。 

13 その他 去年に親が亡くなり、いろいろ相続問題が発

生してから、不動産屋から毎日電話が掛かっ

てきて寝させてくれない、朝は 9時から掛か

ってくる。留守電にしても尐なくても 6件、

日曜日はお休みらしいがたまに掛かってく

る。部屋がいっぱいあるマンションがどんど

ん建っていって絵にならない風景が増えて

いて星が見えない。近頃急速に道で会った人

たちが挨拶してくだされないのは、高層ビル

ができてから特に感じるし、毎日とても不

安。 

現行規制では、周辺市街地から過度に高さが

突出した建築物の出現を防ぐことはできず、

それによって住環境や景観の保全などをめ

ぐり、近隣住民との間で建築紛争が生じたケ

ースもあります。 

素案では、指定容積率が活用できる高さを満

たすことを条件として、都市計画法で定めら

れた容積率や建ぺい率、用途地域等の客観的

なデータを基にして数値を算出しています。

この制限値は、その高さまで全域を誘導する

という意図ではなく、敷地条件によって高く

建てられる場合においても、この高さ以下に

抑えることで突出した建築物の出現を防ぐ

というものです。 

 規制方針 素人の高齢者には文字だけ見せられても分

からない。今日の会場の福祉センターについ

ても地図が載っていない。20 年後の文京区

がどのような風景になるのか、コンピュータ

ーでシミュレーションした視覚的に訴える

ものを区民に配ってほしい。部屋がいっぱい

ある建物ができたときに、下水や電気などの

インフラや自転車・路上駐車など、人口が増

えた時にどうなるのか、朝の時間帯はこうな

るなどのシミュレーションをして欲しい。 

20 年後の文京区の将来的なビジョンは、23

年 3 月に改定した都市マスタープランに記

載しています。 

その都市マスタープランの中で、建築物の高

さに関する方針が定められており、それに基

づいた個別計画として、今回、絶対高さ制限

を定めるものです。 

また、建物の規模は、敷地の面積や前面道路

幅員、容積率、日影規制などによって規定さ

れます。絶対高さ制限は、その高さまで全域

を誘導するという意図ではなく、敷地条件に

よって高く建てられる場合においても、この

高さ以下に抑えることで突出した建築物の

出現を防ぐというものです。 

14 規制方針 例えば５階建てが建った場合のシミュレー

ションとして、それが許容できる環境かどう

かというものを見たい。 

個別の具体的な地域におけるシミュレーシ

ョンを行う予定はありません。 

また、区内全域を指定対象とした絶対高さ制

限ではなく、地域のまちづくりについては、

合意形成を図りながら、地区計画などによっ
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て定めるのが適切であると考えております。 

15 ｽｹｼﾞｭｰﾙ 告示までは今の時点からあと何年ぐらいか

かるのか。 

説明会やはがきなどでいただいたご意見を

踏まえ、第三次素案の検討を進めおります。

第三次素案についても、これまで同様に説明

会や区報特集号、個別説明会等により広く周

知し、丁寧に進めてまいります。 

その他 もし自分の自宅の近くに大きな建物が建っ

て風害や日照権などの問題が出たらどうす

るのか？もっときめ細かくやって欲しい。文

京区はいつからゼネコンとつるむようにな

ったのか。 

絶対高さ制限を定める目的には①良好なま

ち並み景観と秩序ある市街地の形成②近隣

紛争の防止③良好な住環境の保全を挙げて

おり、絶対高さ制限が近隣紛争の防止に役立

つことを期待しておりますが、絶対高さ制限

のみで全ての近隣紛争を解決できるとは考

えておりません。 

建築物の高さについての規制は、建築基準法

に基づく斜線制限や、日影規制等によっても

規制されます。 
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② 3 月 15 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 

16 意見 

集約 

第 1次素案の時に要望書を書いたのだが、そ

れに対しての回答・説明がホームページに掲

載されてないのはなぜか 

計画調整課で絶対高さ制限について意見募

集したものとは別に、通常の区政全般への要

望書として広報課を通していただいた意見

は、個別に回答させていただいております。 

規制方針 「一方近年建築物の高層化」とあるが、高層

化が悪いのはなぜかということがいまいち

伝わらない。周辺市町地からの過度な高さの

突出という過度とは何を基準に言っている

のか。この高さ制限ができると、近隣紛争が

そもそもなくなるのかということが疑問。 

23 年 3 月に改定した都市マスタープランの

中で、建築物の高さに関する方針が定められ

ており、それに基づいた個別計画として、今

回、絶対高さ制限を定めるものです。 

絶対高さ制限を定める目的には①良好なま

ち並み景観と秩序ある市街地の形成②近隣

紛争の防止③良好な住環境の保全を挙げて

おります。 

絶対高さ制限のみで全ての近隣紛争を解決

できるとは考えておりませんが、建築物の高

さが近隣紛争の一つの要因と考えられるこ

とから、絶対高さ制限が近隣紛争の防止につ

いて一定の効果を上げることを期待するも

のです。 

なお、過度な高さの突出とは、上記①から③

の視点から判断されるもので、具体的な制限

値については、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することとし

ております。 

既存 

不適格 

特例 

既存不適格に関して、財産権に対しても非常

に不安がある。高さ制限が 17m の区域に今

18 階のマンションが建っているのだが、約 5

階に制限されると、真平な建物を 5 階建てに

してしまうと 1 フロア当たりの面積を広く

作らざるを得なくて、窓が尐ない壁ばかりの

部屋になってしまって、所有者の財産の目減

りが避けられない。一回までの建て直しを許

可するとあるが、そもそも財産権というのは

永遠に保障されなければならないものであ

り、マンションの耐用年数を 45 年とすると

孫の代までは保障するが、玄孫の代は関係な

いと言わんばかりではないか。 

文京区には 50 棟を越える既存不適格の建物

があると聞いているが、世帯数にすると何千

絶対高さ制限は、現在都市計画で指定されて

いる容積率を活用できる高さを原則としつ

つ、地区の既存建物の状況や、道路状況など

から想定できる容積率なども踏まえた上で

制限値を定めています。また、既存不適格と

なる建物についても、建て替えの特例を設定

しており、財産権の侵害に当たるとは考えて

おりません。 

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。 
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世帯になるかもわからない。私ども○○○○

は 4月から○○○○○○になるので、既存不

適格になる可能性のあるマンションの皆さ

んにこの資料をお配りしているのだが、皆さ

ん全く知らない。びっくりして初めて興味を

もって、管理人組合の人たちは驚いてる。す

でに六義園のまわりのマンションでは、これ

に対する反対運動が起こっている。もし裁判

などで文京区が負けて財産権を保障しろと

いうことになったら、ただでさえ逼迫してい

る財政の中で、この方々たちの財産権を保障

できる余裕があるのか。 

区民の方への周知方法としましては、区報特

集号を 6 紙に新聞折り込みとして 2 月 20 日

号として配布しました。また地域活動センタ

ー、図書館などに、どなたでもお持ち帰りい

ただけるように区報特集号を置きました。さ

らにホームページやツイッター、CATV、ビー

グルの車内にもポスターを掲示いたしまし

た。また、200カ所の区設掲示板やホームペ

ージに区民説明会について掲示いたしまし

た。区としてはできる限りの周知に努めてま

いります。 

大規模 

特例 

斜線規制、容積率が今の建築基準法で十分厳

しい。そもそも大規模特例のような斜線があ

って、50m、100mも奥まで土地が開発で出る

わけがないので心配しなくてもいい。住居系

で奥行 100m の地上げや開発ができて、高さ

が 10 階建てになるっていうのは考えにく

い。 

現行規制では、周辺市街地から過度に高さが

突出した建築物の出現を防ぐことはできず、

それによって住環境や景観の保全などをめ

ぐり、近隣住民との間で建築紛争が生じたケ

ースもあります。 

素案では、指定容積率が活用できる高さを満

たすことを条件として、都市計画法で定めら

れた容積率や建ぺい率、用途地域等の客観的

なデータを基にして数値を算出しています。 

また、奥行きが 50m以上の敷地は実際に区内

に複数存在し、十分に想定される事例だと認

識しています。 

総合 

設計 

特例 

総合設計は今時青天五でいいのではないか。

今時代は免震技術だとか、耐震技術がすごく

進んでいて、将来 50 年後の技術なんて文京

区の職員の方に分かるのか。もっとすばらし

い建物が出来ているかもしれない。それを

1.5 倍に規制するのはなぜか。不忍通りは

46m 規制になっているが、1.5 倍だと約 69m

で 23 階までは良くて、25階は何でダメなの

か。理由がつかないと思う。それよりも、も

ともと 1ℓの風が流れていた所がビルの隙間

になって 1/10 になったら、10ℓの強い風が吹

いてしまう。総合設計によって公開空地を取

って環境を良くすることによって、せめて

1ℓの風が 2ℓの風になるようにすれば風害も

尐なくなる。ましてや、まだまだ保育所が不

足している。総合設計制度によって保育所を

付けて、公開空地の一部を一人当たり 3.3

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。 

現行規制では、周辺市街地から過度に高さが

突出した建築物の出現を防ぐことはできず、

それによって住環境や景観の保全などをめ

ぐり、近隣住民との間で建築紛争が生じたケ

ースもあります。そのため、総合設計制度を

活用した場合においても、建築物の高さを無

制限とするのではなく、上限値を定めるのが

適切であると考えております。 
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㎡の庭や公園を作って、認可のある保育所を

作ったり、老人ホームなどを作るほうが文京

区には今必要なんじゃないかと思う。そもそ

も容積率が消化されなければ、100m のよう

な高さにはならない。 

大規模 

特例 

商業地域というものはそもそも商業のため

にある地域であり、住居系というのは住居の

ためにある地域である。商業地域の方が倍率

が低く、住居系のほうが高くなるということ

が理解できないので、その辺も含めて全て公

にしてホームページなり、3 次のときに資料

にしっかりと書いて欲しいと思っておりま

す。 

文京区内には教育施設、医療機関が住居系用

途地域に多数立地している状況にあります。

しかし、住居系用途地域における絶対高さの

制限値は、住宅の階高を前提として設定され

ており、教育施設、医療機関が建てづらい状

況となっています。 

住居系用途地域における一般の建築物と教

育施設・医療機関の標準階高は、調査結果か

らそれぞれ 3.2ｍ、4.6ｍとなっており、約

1.4 倍の大きな格差があることが分かって

います。そのため、住居系用途地域における

教育施設・医療機関の緩和倍率は、一般の建

築物における緩和倍率の 1.4 倍とすること

で格差を是正することとしました。 

17 規制値 個人的には 17m のような高いものはいらな

いと思っていて、この規制はもう尐し強化す

べきである。むしろ問題は不忍通りの 46m

が一番問題である。道路付近等からすればこ

れは 22m が限度。 

不忍通りの 46m という数字だけを見ていく

と、裏側と比べると 2.7倍くらい利用できる

わけだが、固定資産税は 1.85 倍しか負担し

ていない。都市計画というのは、物理的条件

だけを決めるのではなく、税制等を含めて全

体像を本当は構成されて行くべきだと思う。

それはいわば負担の公平性を確保していく

上で必要なことではないか。そういう意味で

は現在でも不忍通沿いというのは過剰な利

用をしているといえると思う。 

現行規制では、周辺市街地から過度に高さが

突出した建築物の出現を防ぐことはできず、

それによって住環境や景観の保全などをめ

ぐり、近隣住民との間で建築紛争が生じたケ

ースもあります。 

素案では、指定容積率が活用できる高さを満

たすことを条件として、都市計画法で定めら

れた容積率や建ぺい率、用途地域等の客観的

なデータを基にして数値を算出しています。

この制限値は、その高さまで全域を誘導する

という意図ではなく、敷地条件によって高く

建てられる場合においても、この高さ以下に

抑えることで突出した建築物の出現を防ぐ

というものです。 

不忍通り沿道は、容積率 400～600％の商業

地域であり、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です。 

既存 

不適格 

特例 

どうして既存不適格建築物の建替えを 1 回

認めるのか。次の建替えのときにはすぐに高

さ制限を適用するようになぜしないのか。そ

ういうところが今後長い目で見て町並みを

構成していく上で必要な方針だと思う。何れ

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
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にしてもこの計画の変更は生活者の視点に

立ってない。土地利用を高度にすればいいと

いうだけの話ではないか。 

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。 

18 規制値 根津千駄木というのは文京区の中でも文学

的歴史的な価値のある町、そして昔懐かしい

心がほっとするという町で、今脚光を浴びて

いる。根津神社の前の○○坂の制限値が 31m

ということで 10 階建てがズラっとあの通り

に並んだとすると、ほっとするとか、文学的

だとか、根津神社がある、いい意味のものが

消されてしまうと思う。他の町と変わらなく

なってしまうと思う。せめてこれから建築す

るビルは５，６階建てまでに制限して、よそ

の町のように高い建物や、砂漠のような都会

的ではない、本当に心がほっとするような癒

しの町としての特徴を出したらいいのでは

ないかと思う。住んでいる人も、訪れる人も、

また病院に通う人も、皆さん心が癒される町

の一角を残しておくということも大事では

ないかと思う。 

根津裏門坂（日医大つつじ通り）の沿道は、

近隣商業地域、容積率 400%に指定されてお

り、都市マスタープランにおいても中高層市

街地と位置付けられています。 

当該区域は、第 2 次素案において制限値の算

出における数値の処理を切り上げから四捨

亓入に変更し、その結果、制限値を 32mから

31mに変更しています。 

制限値は、その高さまで全域を誘導するとい

う意図ではなく、敷地条件によって高く建て

られる場合においても、この高さ以下に抑え

ることで突出した建築物の出現を防ぐとい

うものです。また、当該地区は既に斜線型高

度地区に指定されており、敷地条件に関わら

ず一律に高さ 31m まで建てられるわけでは

ありません。 

19 規制値 今の高さではヒューマンスケールを超えて

いる。根津の町は大部分が２項道路で 4m な

い。絶対高さで 5 階分があったとしても、そ

もそも 5 階なんて建つわけがない。ですから

10 階建てというのが、都市計画の視点がど

こにあるのかが全く分からない。これからの

時代はヒューマンスケールをどう確保する

かというのが大切なのではないか。 

絶対高さ制限については、不必要から厳しい

制限まで、幅広い意見が出される内容を含ん

でいると考えております。第 2次素案では、

建物の階数状況や基盤整備状況、頂いたご意

見などを踏まえ、都市計画的な視点から制限

値の見直しを行い、変更が適切と判断される

区域について制限値を変更しました。 

根津・千駄木地区におきましては、第 1次素

案から制限値を変更する区域⑧として、区域

内の基盤整備及び建物階数の状況や下町風

情が残る地域として一体となった低中層の

市街地形成を目指すため、住居系用途地域に

おける５階相当以下と同等の 17ｍに制限値

を変更しています。 

地区 

計画 

特例 

地区計画なんて作るのは現実的には難しい

のではないか。法律上のことを聞いているの

ではなく、現実の問題として聞いている。地

区計画作定のプロセスなんて大変なのでは

ないか。 

絶対高さ制限については、不必要から厳しい

制限まで、幅広い意見が出される内容を含ん

でいると考えております。このため、すでに

指定されている容積率などの数値を使いな

がら絶対高さを算出し、客観的な説明に努め

ているところです。 

また、地域のまちづくりについては、合意形
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成を図りながら、地区計画の活用などによ

り、絶対高さ制限に関わりなく、地域独自の

ルールをつくることもできることになって

います。 

20 その他 今後のスケジュールをみると、後 2回ぐらい

説明会をやるということは、最終的に決まる

のはずっと先のことだと思う。そんな中で、

コンサルタントの方が説明会に出席してい

るのはどう考えても解せない。率直に申しま

すと出て行ってもらいたい。 

説明会やはがきなどでいただいたご意見を

踏まえながら、素案の検討を進めていくこと

にしております。来年度以降の都市計画決定

を目指しておりますが、そのスケジュールは

現時点では未定です。 

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。 

その他 高層になると風害が出るということがある

と思う。よく歩くところに 10 階と 11階のマ

ンションがあり、その通りが他の地域に比べ

てかなり風が強い。そういう事を考えると、

高層ビル、高層マンションを建てると風害が

起きるという事なので、その辺はやっぱり考

えておく必要があるのではないかと思う。 

絶対高さ制限は、その高さまで全域を誘導す

るという意図ではなく、敷地条件によって高

く建てられる場合においても、この高さ以下

に抑えることで突出した建築物の出現を防

ぐというものです。 

現在は絶対高さ型の制限（高さの上限値）は

ないため、今回新たに制限しようとするもの

です。 

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、別途

対忚すべきものと考えております。 

規制値 根津二丁目が最近景観形成重点地区に文京

区内で唯一指定されたということを聞いて

いるのだが、この意味は今の根津の地域が景

観、眺めてもいいところだということで指定

されたと思う。これを壊すような計画という

のは止めるべきだと思う。高層建物の連立と

いうのは、見た目からしても良くないし、今

の計画でも,もっと下げるべき。そもそも建

ぺい率とか容積率などは、バブル期のどんど

ん高い建物を建てていこうという流れの中

で規制緩和がなされてきた経緯があると思

う。今はもうそんな時代ではないので、もっ

と原点に返って、人が住むということに重点

を置いた町づくりを考えて行く必要がある

と思うので、率直に言うと根本的に見直して

欲しいと思う。 

絶対高さ制限については、不必要から厳しい

制限まで、幅広い意見が出される内容を含ん

でいると考えております。第 2次素案では、

建物の階数状況や基盤整備状況、頂いたご意

見などを踏まえ、都市計画的な視点から制限

値の見直しを行い、変更が適切と判断される

区域について制限値を変更しました。 

根津・千駄木地区におきましては、第 1次素

案から制限値を変更する区域⑧として、区域

内の基盤整備及び建物階数の状況や下町風

情が残る地域として一体となった低中層の

市街地形成を目指すため、住居系用途地域に

おける５階相当以下と同等の 17ｍに制限値

を変更しています。 

なお、根津二丁目と根津一丁目の一部が「景

観形成重点地区」のモデル地区として選定さ

れました。 

21 規制値 根津千駄木の街づくりの時もずっとコンサ

ルタントの人が指導していて、何回も下町の

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
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街づくりということで去年、一昨年くらいか

ら私も何回か参加してきたのだが、結局私た

ちの意見は取り入れられない。結局コンサル

タントの意見の方に持っていかれてしまう

という経験をしている。何回も行って話しを

して、じゃあよみせ通りはこういうふうにし

た方が良いよね、こういうところにはこんな

高いものはいらない、○○○のビルが無人ビ

ルで、あんな高くてダクトがあって、怖そう

なビルが建ってしまうし、本当に下町 100

選に選ばれた町に相忚しくない町にだんだ

んなっていってるような感じがする。そうい

う点で何故よみせ通りが 17m も認められて

しまうのかというのがあるし、不忍通りがど

んどん高くなって全部が続いてしまってビ

ル以外の建物が無いような町になって、私た

ちの町をどうやってつくっていくかという

意見を聞かれた区の職員の方もいっぱいい

らっしゃると思うのだが、それをどういうふ

うに活かしていくかという点ではまだまだ

不十分じゃないかと思う。高いのを望んでい

たわけじゃないし、下町にみんなが来てるの

は昔の町並みを期待してきているのですか

ら、その辺も検討していただいて、観光地化

していることも踏まえて考えていただきた

いと思う。 

でいると考えております。第 2次素案では、

建物の階数状況や基盤整備状況、頂いたご意

見などを踏まえ、都市計画的な視点から制限

値の見直しを行い、変更が適切と判断される

区域について制限値を変更しました。 

根津・千駄木地区におきましては、第 1次素

案から制限値を変更する区域⑧として、区域

内の基盤整備及び建物階数の状況や下町風

情が残る地域として一体となった低中層の

市街地形成を目指すため、住居系用途地域に

おける５階相当以下と同等の 17ｍに制限値

を変更しています。 

22 規制方針 22mのところを 17mにして規制を強化したと

いうけれども 46ｍというとてつもない高さ

を放置したまま、区がいろんな面から進めて

いる下町風情を確保していくとか、増進して

いくとかそういう話とどういう形でリンク

しているのか。私はやはりこれを抜本的に白

紙にもどして、徹底的にそのあたりを揉んで

もらいたいと思うのは、都市計画というのは

やはり生活者の視点から見てどうなのかと

いうのが基本的なコンセプトに据えられる

べきだと私は思う。いろんな規制を強化した

と言っているけれども、先に建てた人が得を

するという状態になってしまって、これから

というところは規制していくという構図に

しか見えない。もっとそれ以前に問題なのは

現行規制では、周辺市街地から過度に高さが

突出した建築物の出現を防ぐことはできず、

それによって住環境や景観の保全などをめ

ぐり、近隣住民との間で建築紛争が生じたケ

ースもあります。 

素案では、指定容積率が活用できる高さを満

たすことを条件として、都市計画法で定めら

れた容積率や建ぺい率、用途地域等の客観的

なデータを基にして数値を算出しています。

この制限値は、その高さまで全域を誘導する

という意図ではなく、敷地条件によって高く

建てられる場合においても、この高さ以下に

抑えることで突出した建築物の出現を防ぐ

というものです。 
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どういう視点からこの全体像を組み立てて

いるのか、これが全く分からない。その辺り

を是非とももう一回お示し頂きたいと思う。 

 

平成 23 年 3 月に改定した都市マスタープラ

ンにおいて、新たに建築物の高さに関する方

針を定めております。その中で、建築物の高

さに関する市街地の区分として、都心型高層

市街地、沿道型高層市街地、中高層市街地、

低中層市街地、低層市街地を位置づけており

ます。 

46ｍとしている区域は、容積率 600％の商業

地域であり、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

る区域となっています。 

規制方針 規制をかけることに関しては基本的に賛成

だが、道理としておかしいんじゃないんです

かと言っている。どうして 46mのところは放

置したまま 17m のところは見直すのか。17m

だって高いと思っているが、要するにバラン

スを欠いている。 

現行規制では、周辺市街地から過度に高さが

突出した建築物の出現を防ぐことはできず、

それによって住環境や景観の保全などをめ

ぐり、近隣住民との間で建築紛争が生じたケ

ースもあります。 

素案では、指定容積率が活用できる高さを満

たすことを条件として、都市計画法で定めら

れた容積率や建ぺい率、用途地域等の客観的

なデータを基にして数値を算出しています。

この制限値は、その高さまで全域を誘導する

という意図ではなく、敷地条件によって高く

建てられる場合においても、この高さ以下に

抑えることで突出した建築物の出現を防ぐ

というものです。 

46ｍとしている区域は、容積率 600％の商業

地域であり、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

る区域となっています。 

規制方針 商業的利用を増進するということで商業地

域があるんだろうけれども、現実的には例え

ば不忍通り沿いのマンションの一階は、住宅

か自転車置き場にしてしまう。そうすると町

はどんどん寂びれていってしまう。だから商

業地域の基本的捉え方というものは、そうい

う問題じゃ無いと思う。商業地域だから高い

建物をどんどん建てても良いといっても商

業地域的な利用なんて誰もしてないじゃな

いか。区としてはそういう規制を考えている

のか。ただ容積を消化させているだけではな

いのか。 

現行規制では、周辺市街地から過度に高さが

突出した建築物の出現を防ぐことはできず、

それによって住環境や景観の保全などをめ

ぐり、近隣住民との間で建築紛争が生じたケ

ースもあります。 

素案では、指定容積率が活用できる高さを満

たすことを条件として、都市計画法で定めら

れた容積率や建ぺい率、用途地域等の客観的

なデータを基にして数値を算出しています。

この制限値は、その高さまで全域を誘導する

という意図ではなく、敷地条件によって高く

建てられる場合においても、この高さ以下に

抑えることで突出した建築物の出現を防ぐ
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というものです。 

不忍通りは、容積率 600％の商業地域であ

り、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。 

23 規制方針 根津二丁目では共同ビル計画が話し合いで

進んでいるのだが、例えば制限値 31mと 17m

の地域にまたがっている場合の建物の形状

というのは、どういう形状になるのか。 

複数の制限値の区域にまたがる場合には、建

築物の部分が属する区域ごとにそれぞれの

制限値が適用され、区域の境界で段差がつく

形になります。 

ｽｹｼﾞｭｰﾙ 告示の時期を大まかで良いので教えて欲し

い。 

説明会やはがきなどでいただいたご意見を

踏まえ、第三次素案の検討を進めおります。

第三次素案についても、これまで同様に説明

会や区報特集号、個別説明会等により広く周

知し、丁寧に進めてまいります。 

24 ｽｹｼﾞｭｰﾙ 高さ制限は絶対必要だと思っている。ただ周

りとのマッチングというものがあって、我々

が今悩んでいるのは 30m くらいの町並みが

出来ているところに、70mくらいのものが一

本建とうとしていて困っている。先ほどの説

明では、告示があって、告示日以降に工事を

着工するものに関しては絶対高さ制限は適

用されますということだが、告示前といえど

も行政指導という手法でこの線に沿った形

で抑えていただくということは不可能なの

か。 

絶対高さ制限は、都市計画決定された段階で

定まることになり、それまでは現行法令等に

拠ることになります。 

なお、事前相談などにおいては、絶対高さ制

限についての現状を説明し、理解と協力が得

られるよう、努めていきたいと考えておりま

す。 

25 その他 景観が大切なので、バランスの取れた景観を

維持していって欲しいと思う。 

絶対高さ制限の目的の１つを「良好なまち並

み景観と秩序ある市街地の形成」としてお

り、景観計画などとの連携を図りながら、都

市マスタープランの目標である、「安全で快

適な魅力あふれるまちづくり」に向かってま

ちづくりを進めてまいります。 

26 その他 外から来る人が観光目的でこの景観が良い

といっても、築 50 年以上で 100 年経ってい

る長屋もあれば、２項道路で道路幅が 2m し

かない。それで、震災のとき潰れました。消

防車も入れません。それでも皆さんの意見

は、そういうところを残しておくと。災害が

あって地震が騒がれているときに、あと 100

年この長屋が持ちますかね。それも含めて景

観審議を進めていくべきだと思う。 

今回は絶対高さ制限について提案している

ものであり、防災や景観などについては、別

途対忚すべきものと考えております。 
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意見 

集約 

まだ周知が足りない。私の家にも届いていな

かった。もっと幅広く周知していただきたい

と思う。 

区民の方への周知方法としまして、区報特集

号を 6 紙に新聞折り込みとして 2 月 20 日号

として配布しました。また地域活動センタ

ー、図書館などに、どなたでもお持ち帰りい

ただけるように区報特集号を置きました。さ

らにホームページやツイッター、CATV、ビー

グルの車内にもポスターを掲示いたしまし

た。また、200カ所の区設掲示板やホームペ

ージに区民説明会について掲示いたしまし

た。区としてはできる限りの周知に努めてま

いります。 

また、第 2次素案については、区のホームペ

ージにも掲載し、意見募集を行っておりま

す。 

その他 根津地区が景観形成重点地区に指定される

ということは、地元の人たちが地区計画とか

自分たちの手で立ち上げるならともかく、指

定されたときに、地元の区議でさえ知らなか

った。景観形成重点地区に指定されたのは光

栄だが、どういう基準で指定されたかという

のを今一度伺いたい。それに集まった人たち

はどういう人たちで、どのように決まったの

かを教えて欲しい。 

平成 23 年 3 月に改定した都市マスタープラ

ンの目標は、「安全で快適な魅力あふれるま

ちづくり」としております。その目標を達成

するための個別計画として、景観計画や緑の

基本計画などがあり、それらの連携を図りな

がら、まちづくりを進めることが効果的と考

えております。今後ともこの目標に向かって

まちづくりを進めてまいります。 

なお、「（仮称）根津景観形成重点地区」に

ついての説明会資料等は、文京区ホームペー

ジによりご覧いただけます。 

その他 根津神社の表参道の入口から帝釈天のよう

に石畳をひいて根津神社までアプローチを

作って電柱は地下に埋めてもらって、不忍通

りから参道に入るときには大鳥居を皆さん

で奉納してやるような街づくりができれば

いいなと思っています。観音通りにしても谷

中に続く道として、今は東京都の環状線が一

忚計画としてあり規制されてしまっている

ので、是非環状線に関してもなんとか計画決

定しても事業決定してないので廃止してい

ただいて、より良い根津が残るように文京区

の方もご協力頂きたいと思っている。 

平成 23 年 3 月に改定した都市マスタープラ

ンの目標は、「安全で快適な魅力あふれるま

ちづくり」としております。その目標を達成

するための個別計画として、景観計画や緑の

基本計画などがあり、それらの連携を図りな

がら、まちづくりを進めることが効果的と考

えております。今後ともこの目標に向かって

まちづくりを進めてまいります。 

27 その他 不忍通りにビルを建てるときに、歩道が狭い

ので、何メートルか下がって建てることにな

っているのだが、ビルによっては下がってい

ない。2，3 階まで建てて、その後ろを高く

して、いつかは取り壊しますよというふうに

今回の素案は絶対高さ制限についてのもの

であり、道路問題については、別途対忚すべ

きものと考えています。 

なお、都市計画道路内の建築については、都

市計画法第 53 条の許可が必要で、都市計画
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しているのだが、あれを許可する役人、それ

はいけませんときちっと下がらせている時

の役人とでビルの建て方が違う。あれはどう

いうことなのか。 

道路の事業化の予定等に忚じて許可基準を

定めており、許可の審査担当者の個人的裁量

によって基準が異なることはありません。 

その他 歩道の真ん中にある電柱も早く取ってもら

わないと危ない。文京区がきちっと東京都に

訴えかけないといけないのではないのか？ 

今回の素案は絶対高さ制限についてのもの

であり、道路問題については、別途対忚すべ

きものと考えています。 

28 規制値 神田川沿いの70mの地域の後ろの45Bの本郷

２丁目に住んでいるのだが、今回の第 2 次素

案において、前回の第 1次素案と何ら変わっ

ていない。既存不適格を神田川沿いに並べ、

なおかつ○○○の取得した○○○○○の尐

し後ろの水道公苑西側の所まで 70m になっ

ていて、その後ろに住んでいる人間は 45B

という表示になっている。前回の第 1次素案

のときにもずいぶん同じ事を言ったが、○○

○の敷地になぜこのような形で 70ｍという

数字がでてきたのか。○○○とのお約束事項

が何かあったのではないかと疑心暗鬼にな

っている。今回の第 2次素案説明会説明資料

の 38 ページ「教育施設・医療機関への適用」

で特例の設定というのがあり、「敷地内には

複数の施設が立地し、広場や通路の確保が必

要」とあり、その下に「通常の建築計画に適

用する基準をそのまま適用するのは適切で

はないと判断。」とある。それで次に結論め

いたことが書いてあり、「教育施設・医療機

関については施設の特殊性を踏まえた基準

とします。」と書いてある。そのページの下

に国立の東京大学と私立の東洋大学が例示

されている。例えば東洋大学の場合、総合設

計制度ではないので、東洋大学の敷地内にお

いては、公開空地というものはない。市街地

の良好な環境改善や自由に通行できるよう

な所は東洋大学の旧白山キャンパスの敷地

内にはない。ここが問題である。10000 ㎡を

超える件に関しては東京都の管轄になるの

だが、東京都の総合設計制度の適用になって

しまえば、この文京区の絶対高さ制限という

のは、意味がないのではないか。70mといっ

ても 99.98m という数字が標識に書いてあっ

て、現実には消防法、消防庁に認可された

平成 23 年 3 月に改定した都市マスタープラ

ンにおいて、外堀通り沿道は都心型高層市街

地として位置づけております。 

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

等のオープンスペース（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た景観を形

成しており、沿道には高さ 100m 前後の建物

があることから、都心型高層市街地を目指す

ものとして、70ｍとしています。 

なお、都市計画審議会は、区民公募、警察、

消防、東京都の第六建設事務所、区議会委員、

都市計画の学識経験者、建築の学識経験者と

いった方々で構成され、公開の場で審議をい

ただいています。 
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99.72m となっている。○○○は、敷地が点

在していまして、建てるのが非常に厳しいの

だが、そういったところに公開空地を設けて

総合設計制度として東京都に認可されれば、

これは 70mどころではなく、全く意味がない

んではないかという感が否めない。2009 年

10 月 6 日に、文京区で大型建築物の検討分

科会というのがあり、このときは 98.6m で

色々審議されているが、98.6m なんていう

100m に近いようなものをこの神田川沿いに

並べてしまうと、北側住民は日影になってし

まうし、さらに緑と高層の建物が調和した景

観を連続的に形成することを目指して 70m

と言っているが、区民の視点なのか、誰の視

点なのか。これから魅力を感じて住もうと思

ってマンションを買った人が、自分のマンシ

ョンより高い建物が前に建って、ましてやそ

れが医療機関で、特例で認められたものであ

るからって事になれば、生活者の視点が完全

に破壊されている事になるのではないかと

懸念している。私はこの「調和して」という

言葉や、「景観を連続的に形成することを目

指して」、70mというのが、それこそコンサ

ルタントや景観審議会などによって、住民不

在のまま密室で決められているんではない

か、あるいは既に既成事実として東京都と画

策されていたんではないか、あるいは千代田

区を含めて神田川景観構想というのがあっ

て、こういった高度地区が指定されているん

だから仕方ないんじゃないか、そういうよう

な思惑があったのではないかと思っている。

そういったところで、この 70mと 45m、ある

いは湯島の方の 60m というものも含めて解

せない。昨年ここで地域の特性という言葉を

よく耳にしたが、神田川のほうに既存不適格

なり高い建物を建ててしまうとなると、北側

の住民の景観がまるっきり無視されて、南側

の既得権益のような形で、北側及び西側の住

民のことは何も考えていないのではないか、

そういう思いがする。さらに言えば、東京都

の総合設計制度の管轄であって、文京区長の

特例という形で災害拠点病院という形にな
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れば、70mというところではなくて、地上げ

によって沢山の土地を買収して、そこの区道

や狭い道を潰して大型の土地にすれば、ここ

の神田川の今ある○○○の○○○から○○

○○○○までの地域全体を既存不適格で並

べて、45Bと書いてあったとしても、たとえ

45m建てても、南から太陽がこないではない

かと、誰のための絶対高さ制限なんだと。区

民の視点、国民の視点が著しく欠けているの

ではないか。もう一度再考いただき、さらに

高さを低くして、地震に強い、災害に強い街

づくりというのは何なのかということをも

う一度冷静に考えて欲しいと思う。 

29 意見 

集約 

この説明会に関して、どうしても行政として

集まってもらってやる形っていうのはしょ

うがないかも知れないが、住んでいる人の利

害に関係することなので、説明会だけではな

く、住んでいる人に対して足を運んで個別で

もいいので、もっと意見を聞くべき。 

基本的に不忍通りところはぐちゃぐちゃな

建物が建って、すでに建ってしまっているか

らといって手が付けられないとなって、その

裏の方は今度は下町風情として景観重点と

して保全するというのは何かちぐはぐ。全体

としてどういうイメージを立て計画してい

くのか、自分は見えない。下町風情といいな

がら、下町の定義をちゃんと出してもらえな

かったし、やり方として塀を黒くするとか、

花の植木鉢を道路に並べるとか、そんなイメ

ージで言っている。極端な色の建物を作らな

いとか、そういう形でしか言われて無い。長

屋を残すといっても、実際のところは長屋は

もう数件しか残っていないし、今後の住む人

の立場を考えれば、それを保存するという事

は、計画そのものが住んでいる人間の声をす

くい上げるやり方というものになって欲し

い。 

今日はこれだけしか来てない。前回もそんな

に来ていなかった。声を吸上げるやり方をも

っと身近なところから、生活者の視点からど

んどん汲み上げるやり方をしてほしい。 

区民の方への周知方法としまして、区報特集

号を 6 紙に新聞折り込みとして 2 月 20 日号

として配布しました。また地域活動センタ

ー、図書館などに、どなたでもお持ち帰りい

ただけるように区報特集号を置きました。さ

らにホームページやツイッターCATV、ビーグ

ルの車内にもポスターを掲示いたしました。

また、200 カ所の区設掲示板やホームページ

に区民説明会について掲示いたしました。第

2 次素案については、区のホームページに掲

載し、意見募集を行っております。区として

はできる限りの周知に努めてまいります。 

また、説明会とは別に、町会単位など、一定

の人数のまとまりがあって、説明の要請があ

れば、区が説明にお伺いします。 

なお、絶対高さ制限は、23 年 3 月に改定し

た都市マスタープランに基づいた個別計画

として位置づけられるものであり、絶対高さ

以外の内容については別途対忚すべきもの

と考えております。 
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30 意見 

集約 

様々な利害に関わる問題ですので、よく周知

していくって事に関してはよくよくやって

いただきたいと思う。区報も配っているとは

言っても新聞折込なので、従来はポストイン

とはやり方が違うと思う。尐なくとも要望が

あった所だけに行くというのではなくて、区

から出向いていって、町会単位で説明してい

くというような積極さを持って周知をやっ

ていただきたいと思う。 

区民の方への周知方法としまして、区報特集

号を 6 紙に新聞折り込みとして 2 月 20 日号

として配布しました。また地域活動センタ

ー、図書館などに、どなたでもお持ち帰りい

ただけるように区報特集号を置きました。さ

らにホームページやツイッターCATV、ビーグ

ルの車内にもポスターを掲示いたしました。

また、200 カ所の区設掲示板やホームページ

に区民説明会について掲示いたしました。第

2 次素案については、区のホームページに掲

載し、意見募集を行っております。区として

はできる限りの周知に努めてまいります。 

また、説明会とは別に、町会単位など、一定

の人数のまとまりがあって、説明の要請があ

れば、区が説明にお伺いします。 

31 規制方針 全体像がバラバラな感じがどうしてもして

しまう。下町の話、46mの万里の長城みたい

なビルの陰にある町をどうしていくのかと

か、それが本当に 17m でいいのかどうかと

か、根津神社の後ろ側が 31m で 10 階建てで

本当にいいのかどうか。一方では根津神社は

外されているが、下町の景観重点形成地区と

か。全体像が調整が取れているのかどうかが

理解ができないところになっている。是非と

もそういう所の整合性を確保して、その上

で、またどうするかという話し合いの場があ

ればありがたいと思っている。 

平成 23 年 3 月に改定した都市マスタープラ

ンの目標は、「安全で快適な魅力あふれるま

ちづくり」としております。その目標を達成

するための個別計画として、景観計画や緑の

基本計画などがあり、それらの連携を図りな

がら、まちづくりを進めることが効果的と考

えております。今後ともこの目標に向かって

まちづくりを進めてまいります。 

なお、根津裏門坂（日医大つつじ通り）の沿

道は、近隣商業地域、容積率 400%に指定さ

れており、都市マスタープランにおいても中

高層市街地と位置付けられています。 

当該区域は、第 2 次素案において制限値の算

出における数値の処理を切り上げから四捨

亓入に変更し、その結果、制限値を 32mから

31mに変更しています。 

また、当該地区は既に斜線型高度地区に指定

されており、敷地条件に関わらず一律に高さ

31mまで建てられるわけではありません。 

32 規制方針 なぜ前提としているものを変えようとしな

いのか。そこを触ろうとしないのか。 

絶対高さ制限を定めるにあたっては、その上

位計画として都市マスタープランに定めら

れた「建築物の高さに関する方針」に基づき、

22 年度には「文京区絶対高さ制限を定める

高度地区の指定方針」を作成しました。23

年度からはその指定方針に基づいて、現在ま

で検討を進めているところです。 
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③ 3 月 17 日（土）シビックセンター 

No. 分類 ご意見・ご質問 区の考え方 

33 意見 

集約 

この会場の意見について、録音するのは一向

に構わないが、録音の内容は整理するといっ

ていたが、発言者の意図を無視して、文京区

役所の都合の良いように整理されてホーム

ページに載せられては困る。きちんと発言者

の趣旨・要旨をきちんと結んだ形で公平に載

せてほしい。 

発言者の意図を無視し、都合の良いように整

理することはございません。 

今後も、そのような事がないよう努めてまい

ります。 

34 意見 

集約 

私の体験として、この高度地区ではなかった

のだが、景観や何かのとき、かなりシンボリ

ックな言い方でした趣旨の意見が完全に落

ちていた時があった。谷中千駄木根津、あの

辺の建築物は世界遺産になるという非常に

ロマンチックな言い方をしたのだが、そうい

う分かりやすい言い方が全部外されてしま

っていた。きちっとその趣旨を出してくれな

いと、コンサルさんの方が区に合わせてしま

うような事は絶対にしないで欲しい。 

そのような事がないよう努めてまいります。 

35 大規模 

特例 

第 1次素案の時には、敷地面積 3,000㎡以上

5,000 ㎡未満の制限値の緩和は 1.5 倍まで、

5,000㎡から 10,000㎡未満は 1.7倍、10,000

㎡以上は制限値 2.0 倍までと書いてあるの

が、今回の第 2次素案では、一般の建築物の

方について、3,000から 5,000までが 1.5倍、

5,000 から 10,000 までが 1.6 倍、10,000 か

ら 30,000 までが 1.7 倍、30,000 以上が 2.0

倍とこういうふうに大きく変わっている。正

直いって一般の建築物で文京区内で 30,000

㎡を超えるような大規模な再開発という事

はまずあり得ないと思うので、ここまで書か

なくても去年と同じように 10,000 ㎡以上を

考慮するということで良いじゃないのかな

と私は思うのだが、これはどういう経緯で、

何の根拠でこうなったのか、その辺のご説明

をいただきたいと思う。 

区内の教育施設・医療機関は敷地面積が

10,000 ㎡以上の施設が多く立地しているこ

とから、今回新たに 30,000 ㎡以上という枠

組みを追加しました。教育施設・医療機関に

おける特例は、大規模敷地における特例の中

に設ける基準であるため、一般の建築物につ

いても同様の敷地規模の分類に従って基準

の内容を変更しました。 

36 規制値 説明会資料 18 ページの変更の視点として

⑤、「第 1次素案説明会等において具体的な

意見・要望が比較的多く寄せられた」地域は

訂正してあるということだが、私は本郷５丁

第 2次素案では、第一種低層住居専用地域や

今回見直しを行った容積率 200％の区域と

の地域的・地形的な連続性や、建物の階数状

況や基盤整備状況、頂いたご意見などを踏ま
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目町会の住民なのだが、ここは赤門の脇にマ

ンションが建つということで、それを低くし

て欲しいという要望書を区議会に提出し、そ

れが超党派で可決された。しかし、町会など

の要望に関わらず 19 階が建ってしまったと

いうような事があった。今回の第 1 次素案の

説明会などにも町会長はじめ出席して意見

を述べているのだが、第 2次素案では訂正さ

れていない。正式に何らかの手続きが必要で

訂正されなかったのではないかと疑問があ

るので、ここの訂正をして欲しいときはどう

いう手続きをしなければならないのかとい

うことをお聞かせ願いたい。 

え、都市計画的な視点から制限値の見直しを

行い、変更が適切と判断される区域について

制限値を変更しました。 

ご指摘の本郷 5 丁目は、周辺が商業地域（容

積率 600%）あるいは近隣商業地域（容積率

300%、400%）という立地条件を考慮して、22

ｍとしております。なお、菊坂通り沿道の近

隣商業地域については、土地利用状況から住

居系用途地域と同等とみなし、24mに変更し

ております。 

規制値 説明会資料 28 ページ、「下町風情が残る地

域」ということで根津千駄木の事が書いてあ

るが、景観の時に、2項道路があったって良

いじゃないか、長屋文化を残せというような

意見がたくさん出されていたにも関わらず、

コンサルタントの意向でまとめられたのが

出ている。我々の意図をちゃんとすくってく

れるのかという疑問が私も残っている。ある

意味ではマンションというのは現代の長屋

だと私は考えているのだが、谷中５丁目など

は、2 項道路をそのまま活かすということ

と、原っぱを残してそこを災害時の避難所に

するというようなことで街づくりをしてい

る。下町風情が残るということであれば、何

も 17ｍ5 階以下で、○○○○などがまとめた

ような共同の再開発で高層化をして余った

土地で 2 項道路を解消して幅員を広くする

というような、そんな街づくりはして欲しく

ない。谷中５丁目の界隈だけでも 15 年かか

ったとのこと。そういう特区ができるという

ことを文京区の役所の人は知っているのだ

ろうかというような気がする。そういう風情

を残したいということであれば、やはり高さ

の特例ばかりではなくて、そういう地域の特

例というものを活かして欲しい。 

絶対高さ制限については、不必要から厳しい

制限まで、幅広い意見が出される内容を含ん

でいると考えております。第 2次素案では、

建物の階数状況や基盤整備状況、頂いたご意

見などを踏まえ、都市計画的な視点から制限

値の見直しを行い、変更が適切と判断される

区域について制限値を変更しました。 

根津・千駄木地区におきましては、第 1次素

案から制限値を変更する区域⑧として、区域

内の基盤整備及び建物階数の状況や下町風

情が残る地域として一体となった低中層の

市街地形成を目指すため、５階相当以下と同

等の 17ｍに制限値を変更しています。 

ﾊﾞｯﾌｧ 

ｿﾞｰﾝ 

高い所と低い所の中間くらい高く建てられ

るバッファーゾーンは必要ない。 

私の住んでいる所は、2項道路を挟んで、反

バッファーゾーンは、路線式指定の商業地域

の境界から基本的には 20ｍの範囲内として

います。 
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対側が 22ｍ，私の所が 31ｍのバッファーゾ

ーンに属しているのだが、私の代では多分そ

のままだろうと思うが、これが 50 年後建て

替えるといったことになったときに、共同で

やろうかということになれば 31ｍ建つ。だ

から私は高さ制限を高めに設定するのでは

なくて、現在の住宅地域、木造３階建てまで

は建てられますよというようなそういう高

さで制限をして欲しい。 

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たものです。前

後の制限値の合計を 2 で割った上で、原則値

のいずれかに切り下げたものを設定してい

ます。 

なお、大塚 3 丁目 7、8 番街区の近隣商業地

域以外のバッファーゾーンについては、斜線

型の第 3 種高度地区が既に指定されており、

バッファーゾーンに指定された制限値まで

一律に建てられるわけではありません。 

37 規制値 私どもの町会は 14ｍの区域だが、今は実質

的に３階建ての建物で調和していて、それは

２項道路があるから大丈夫なんだという言

い方で今の所納得しているのだが、そこに仮

に 100 坪の土地があって、敷地の中 14ｍの

ものがポンと建つ。そういうことになると、

今の 10ｍの３階建ての調和は必ず乱されて

付近で紛争が起こる。そのため、今ある高さ

でできるだけ閉めておいていただくという

のが地域の調和を図れると思う。さらに問題

なのは、100 坪の中に高い建物を建てちゃっ

た後に残りの土地を売って、またそこも埋め

ていくという不自然なことが繰り返されて

いく、必ずそういうことが起こりうる、業者

というのは必ず建ぺい率を使った後にまた

残りを売っていくという悪質なやつが出て

くる。そういう場合に建ぺい率を使った残り

の土地には建築制限を掛けるような文京区

の条例を作っていただきたい。 

第 2次素案では、区域内の基盤整備状況や建

物の建物階数の状況から容積率 200％の区

域については、全域 14ｍとしました。 

現在第一種低層住居専用地域において定め

られている、10ｍ・12ｍの第一種高度地区と

の整合を図る意味においても、容積 200％の

区域における高さ制限は 14ｍが適切と判断

しております。 

なお、建ぺい率については、建築基準法第

53 条に規定されており、敷地の二重利用は

違反建築物となります。 

既存 

不適格 

特例 

町内に容積率、建ぺい率両方から違法してい

る建物があるのだが、これは既存不適格建築

物の特例には適用されないという解釈で良

いか。 

違反建築物については、まず違反を是正する

ことが先と考えます。 

意見 

集約 

第 2次素案の高さ制限とかそういうものは、

区議会でどういう扱いで最終的に承認され

るのか。都市計画審議会だけで承認すればそ

れで良いのか。区議会議員というのはこの場

合必要ないのか。そうすると私たちの意見と

いうのは全く届かず、区議会議員に何言って

も簡単にこの問題が流されてしまうという

絶対高さ制限は都市計画として定めもので

あるため、決定は都市計画法に規定された手

続きとして、都市計画審議会の議を経て決定

することになります。ただし、議会へは都市

計画審議会での審議結果等の報告行い、意見

をいただいております。 

また、都市計画審議会の審議委員には、区議
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非常に不安を感じている。 会議員や区民公募委員の方々も参加されて

います。 

38 ﾊﾞｯﾌｧ 

ｿﾞｰﾝ 

文京区でも４中の跡地を○○に貸して、15

階を建てるという話があった。あそこは３階

しか建てられないが○○の地続きの土地を

勘案して 15 階建てを建てるということで○

○が持ってきたことがある。私たちは文京区

民のものだから、文京区民が使いたいという

ことで、かなり反対して今度あそこに体育館

を建てることが決まった。それと同じように

５階建てを建てたいという人が、その地続き

の敷地にお屋敷があって、庭を借地して５階

建てを建てたということを聞いたことがあ

る。今の発言みたいなことがこれから起こる

とも限らない。先程もバッファゾーンのこと

を言ったが、31ｍ建てない、建てられない、

指定していないところは意味がないから指

定していないというようなお答えだったが、

やっぱり 31ｍを指定しているバッファゾー

ンは、意味があるからなのではないのか。 

バッファーゾーンは、路線式指定の商業地域

の境界から基本的には 20ｍの範囲内として

います。 

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たものです。前

後の制限値の合計を 2 で割った上で、原則値

のいずれかに切り下げたものを設定してい

ます。 

なお、大塚 3 丁目 7、8 番街区の近隣商業地

域以外のバッファーゾーンについては、斜線

型の第 3 種高度地区が既に指定されており、

バッファーゾーンに指定された制限値まで

一律に建てられるわけではありません。 

39 規制値 ①本郷 4.5 丁目のいわゆる本郷地区におけ

る容積率と建ぺい率。②商店街の裏側の 31

ｍの高さまで建てて良いという区間の容積

率と建ぺい率。③住宅地に関する日影条例は

変わるのか、変わらないのか。④いま第 2

次素案の説明会があって、意見を言うことで

やっているが、第３次案の後にももう一度説

明会があって、結局第４次案まであるのか。 

①容積率 300％、建ぺい率 60％（菊坂通り沿

道は容積率 400%、建ぺい率 80%）です。 

②本郷通り、春日通り沿いのバッファーゾー

ンの区域は容積率 300％、建ぺい率 60％で

す。 

③日影条例の改正はありません。 

④第 3 次素案の後は都市計画原案となる予

定ですが、いずれの場合も今回と同様の説明

会の開催を予定しています。 

40 規制値 住宅地区の 22ｍというのは７階建てとな

り、エレベーターが必要となる。そしてまた

日影規制が変わらないとなると、日影の問題

が生じる。北側の人が当然文句を言ってく

る。こんな高いのが建ってしまったら、太陽

光発電をやるのに差支えがあるのではない

かという話がある。、何故そういう事を決め

たのだろうかというのが最初の疑問点。とに

かく２階建て３階建てで戦後 60 年間、もっ

と前の人は前からそういう住宅地で平和な

暮らしをしている。そこへ７階建てまで建て

ても良いんだよということは尐なくとも住

民は何を言っているんだと、そんなものが建

現行規制では、周辺市街地から過度に高さが

突出した建築物の出現を防ぐことはできず、

それによって住環境や景観の保全などをめ

ぐり、近隣住民との間で建築紛争が生じたケ

ースもあります。 

素案では、指定容積率が活用できる高さを満

たすことを条件として、都市計画法で定めら

れた容積率や建ぺい率、用途地域等の客観的

なデータを基にして数値を算出しています。

この制限値は、その高さまで全域を誘導する

という意図ではなく、敷地条件によって高く

建てられる場合においても、この高さ以下に

抑えることで突出した建築物の出現を防ぐ
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つわけないじゃないかという話になる。容積

率が増すなら良い。容積率 600％になるな

ら、マンションでも建てようかということに

なるわけだが容積率 300％で建ぺい率は

60％で７階建てまで建てて良いという考え

方が、住宅地に長く住んでいる者からする

と、非常に感覚的におかしいと思う。今回話

を聞くと 14ｍになったという地域が結構多

い。本郷地区も 14ｍになるんだろうと思っ

ていたが 22ｍのまま。どこが他の地区と違

うのか。是非低くしてもらいたい。現実は多

分 10ｍではないかと思う。それをいきなり

22ｍにすると言ったって住民はふぅんと言

うだけで全然分かってもらえない。それでエ

レベーターも着けなきゃいけない斜線制限

はある、ひょっとすると外階段も付けないと

いけないとなると、住宅が非常に尐ないもの

になって、しかも使いにくいものになる。時

代と共に、もうちょっと高くした方が良いの

じゃないかという事であれば、例えば 14ｍ

とか 12ｍとかというのはしょうがないのか

なと思うのだが、住宅地に住んでいる住民と

しては、せいぜい 4 階建て辺りまでかなとい

う感覚は誰しも持っていると思う。というわ

けで、22ｍには絶対反対する。 

というものです。 

つまり、今回は高さの上限値として絶対高さ

制限を定めるのみで、現行の規制はそのまま

継続されることから、これまでよりも制限が

緩和されるわけではございません。 

第 2次素案では、第一種低層住居専用地域や

今回見直しを行った容積率 200％の区域と

の地域的・地形的な連続性や、建物の階数状

況や基盤整備状況、頂いたご意見などを踏ま

え、都市計画的な視点から制限値の見直しを

行い、変更が適切と判断される区域について

制限値を変更しました。 

ご指摘の本郷 5 丁目は、周辺が商業地域（容

積率 600%）あるいは近隣商業地域（容積率

300%、400%）という立地条件を考慮して、22

ｍとしております。なお、菊坂通り沿道の近

隣商業地域については、土地利用状況から住

居系用途地域と同等とみなし、24mに変更し

ております。 

41 その他 文京区区役所都市計画部は、建物だらけにし

たい、高層建物だらけにしたいというイメー

ジを都市計画のプロとして描いているのか。

大変残念。真砂図書館の脇のマンションは、

私どもが反対した。しかし、文京区はそれを

許可したではないか。何を今更こんな事言っ

ているのかなと思ってならない。非常に残念

であり欺瞞である。 

建物を建てる際には、区、都又は指定確認検

査機関により、建築基準法等の関係規定に適

合しているか否かが審査され、適合した計画

であれば、建築確認済証が交付されます。 

規制方針 日照権と個人の権利について、文京区都市計

画部のお話を聞きたい。数日前、東大の生産

技術研究所が、量子ドット太陽発電なるもの

を発表した。私が生産技術研究所の友達に電

話したら、場合によっては 7.8年、5.6 年で

実用化される可能性もないとは言い切れな

いと言っていた。このドット太陽電池は、自

宅のベランダで太陽光線で発電できるシス

現在は、本駒込 6丁目、音羽 1丁目の一部区

域を除き、絶対高さ型の制限（高さの上限値）

はありません。今回の絶対高さ制限は、建物

高さの規制を緩和するものではなく、今回新

たに制限しようとするものです。 

なお、絶対高さ制限は、その高さまで全域を

誘導するという意図ではなく、敷地条件によ

って高く建てられる場合においても、この高
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テムになっているとのことで、その発電効率

は、ベランダに設置された電池で一軒を賄う

発電量を有するというふうに言われている。

ということは、今文京区が進めている都市計

画法を準拠とする法律的な建前を押して、高

層建物を建てました、だけど結果的に日影に

されちゃったら 5.6 年先のこういう恩恵を

受けられなくなる。そういう権利が文京区に

あるのか。本当に困る。 

さ以下に抑えることで突出した建築物の出

現を防ぐというものです。 

また、日照権について明文で定めた法律はな

く、都市計画法や建築基準法にもその文言は

ありません。日影に関するものとして建築基

準法に基づく日影規制があります。都市計画

法や建築基準法を遵守してはいても建築紛

争になることもあり、この場合には関係者の

話し合いによって解決を図っていただくこ

とになります。なお、地域のまちづくりにつ

いての合意形成ができれば、地区計画や建築

協定などの手法を活用することによってき

め細かなまちづくりを進めることができる

ことになります。 

規制値 本郷４丁目に私は住んでいる。本郷４丁目は

文京区の中でも谷の底にある。谷間の底の所

の高さと尾根伝いにある建物の高さを同等

に扱えば谷間の方が低いので、当然日影にな

る度合いが高くなる。そんなことも何も考慮

しないで、近隣の街並みを考慮しない建物高

さを設置することは、あまりにも理不尽では

ないか。そのようなことを考えると非常に残

念。 

絶対高さ制限は、その高さまで全域を誘導す

るという意図ではなく、敷地条件によって高

く建てられる場合においても、この高さ以下

に抑えることで突出した建築物の出現を防

ぐというものです。 

なお、日影については、建築基準法に基づく

日影規制によって規制されます。 

その他 文京区はご存知のように谷間が多い。要する

に坂道が多いということは、谷間が多いとい

うことで谷間が多いということは放射能物

質が溜まりやすい形状にあるということは

ご存知の通りだと思う。谷間によっては相当

高い放射能を発する所もあるのではないか

と思います。 

今回は絶対高さ制限について提案している

ものであり、放射能などについては、別途対

忚すべきものと考えております。 

42 規制値 私は本郷４丁目なのだが、家の前が広大な更

地になっていて非常に気になっている。今の

お話だと、土地の広さに関してはあまり関係

なく、最高 22ｍの建物しか建たないという

ふうに理解してよろしいのか。 

制限値が 22mの区域においては、特例が適用

されない限り、22m までしか建てられませ

ん。特例としては、①既存建築物の建て替え

の特例、②地区計画等の特例、③大規模敷地

における特例、④総合設計による特例、⑤公

益上やむを得ない場合などの特例がありま

す。 

なお、絶対高さ制限は、都市計画決定された

段階で定まることになり、それまでは現行法

令等に拠ることになります。 

事前相談などにおいては、絶対高さ制限につ

いての現状を説明し、理解と協力が得られる
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よう、努めていきたいと考えております。 

43 規制方針 絶対という言葉と特例を認めるということ

で違和感を感じる。そもそもこの絶対高さ制

限を定める指定の目的の所に、「建築物の建

築にかかる近隣紛争の防止」を図っていくこ

と、「良好な住環境を保全する」と書いてあ

るが、むしろ近隣紛争をより多くするような

方向になっているんじゃないかという感じ

を受ける。もし特例を認めるのであれば、も

っと一般的な建築物については全体的に高

さを下げて、必要性のある所については特例

で高いものを認める方法の方が、皆さんの納

得を得られるんじゃないかと思います。 

絶対高さの「絶対」とは、現在指定されてい

る「斜線型」との対比で使われているもので、

真北方向の境界線からの距離に忚じて高さ

の制限値が変わっていく「斜線型」と異なる

点を示しているものです。 

許容される建物の高さは、容積率や地域特性

に忚じて変わるものと考えております。 

総合設計や大規模敷地の特例については、敷

地規模が大きいことから、周辺市街地との調

和を図りながら、建築計画を作成することが

可能になると想定し、設定しております。 

規制値 小石川３丁目は、現在２階、３階建ての住居

が多くあり、高くても５階建てがチラホラと

いう感じで存在しているのだが、高さ制限の

地図を見ると 22ｍと書いてある。そうする

とむしろ高く建築物を建てるように誘導さ

れているような感じになってしまっている

ので、（区報特集号に記載の変更の視点の）

①はクリアする状況となる。③の狭い道路が

多く基盤整備が行われていないということ

については、小石川３丁目についても崖が多

くて狭い道路が多い、まさに狭い道路、基盤

整備が行われていないという所に該当する。

④の特色ある地域特性を活かしたまちづく

りの方向性ということだが、私の住んでいる

小石川については、幼稚園、保育園、小学校

が多く子どもが多く住んでいます。そして史

跡巡りなどで他の地域からいらっしゃる方

も多い。お寺などが多くあり、住宅地が本当

に多いです。ですから、商業地域ではありま

せんので、今 22ｍとなっておりますが、も

っと 14とか17とかに下げて頂けたらなと思

う。 

第 2次素案では、第一種低層住居専用地域や

今回見直しを行った容積率 200％の区域と

の地域的・地形的な連続性や、建物の階数状

況や基盤整備状況、頂いたご意見などを踏ま

え、都市計画的な視点から制限値の見直しを

行い、変更が適切と判断される区域について

制限値を変更しました。 

ご指摘の小石川３丁目は、周辺が容積率 300

～600％の区域と連続しており、第 1 次素案

時の制限値 22ｍのままとしております。 

その他 実際私は現在建築審査会に申請しているの

だが、建築審査会の存在を知ったのもたまた

まインターネットで検索したところ、東京都

の建築審査会のページが出てきて、そこで建

築審査会の存在を知ったのであって、文京区

にはパンフレットもなく、ホームページにも

今回は絶対高さ制限について提案している

ものであり、建築審査会の周知等について

は、別途対忚すべきものと考えております。 
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何も載っていないので、そういうものがあっ

て、住民の方たちが何か紛争が起きた時に、

建築審査会というものを利用できるんだと

いうことを宣伝する、何か手段があれば良い

なと思う。 

規制方針 崖があるとか、谷間があるとか、そういうこ

とも含めて絶対高さ制限を決めていただき

たい、崖の下に住んでいると、例えば平地の

所では 22ｍであっても、仮に例えば 10ｍの

崖の高低差があると 32ｍの高さのビルが建

ったのと同じ効果になってしまう。崖がある

所については、あるいは高低差がある所につ

いては、もっと絶対高さを低くして、特例で

何か本当に必要性があるのであれば、その都

度高い所を認めるという方が良いんじゃな

いかと思う。 

建築物の高さは建築基準法に規定された高

さになります。急な斜面などで高低差が 3m

を超える場合は、斜面地の高さ 3m ごとに平

均地盤面を設定し、それぞれの平均地盤面か

ら建築物の各部分の高さを測定することに

なります。その高さを絶対高さ制限の規制値

内におさめる必要があります。 

44 意見 

集約 

第 1次素案の議事録は誰がまとめたのか。全

部プリントアウトして録音と照合したが、尐

なくとも私の発言もない。あと区民数名の発

言もない。どういう意図で削除されているの

か、関連する土地の状態だとか、道路の状態

だとか、そういった非常に重要な発言も意図

的に削除されているのではないかというよ

うな疑念を感じている。次回、「第 2 次素案

の説明会意見要望及び回答について」をまと

める際には、できるだけニュアンスを変えず

に載せて欲しい。耐震性の件だとか、地震の

件で倒れないかという件もこれも建物に関

しての重要な問題なので、絶対高さ制限を定

める高度地区の指定ということでも、区民の

意見はきちっと載せるべき。 

説明会での意見について、区が意図的に削除

した事実はございませんが、議事録ではない

ため、意見を要約して掲載しております。も

しも意見について掲載がないということで

あれば、お調べしますので、いつのどういっ

たご発言であったかをお知らせくださいま

すよう、お願い申し上げます。 

今後も、そのような事がないよう努めてまい

ります。 

意見 

集約 

先程千駄木の町会連合さんと話をしてその

地域の住民に高いと言われた、というご発言

があったが、町会連合に話をすれば、そこの

数の力によって高さが下がるのか。 

いただいたご意見の全てが反映されること

にはならないと考えておりますが、それらを

踏まえ、素案に反映させることにしておりま

す。 

なお、いただいたご意見などについては、「区

の考え方」を示し、ホームページなどで公開

いたします。 

その他 これまで総合設計制度をすでに適用してい

るのは何件あって、そこに公開空地があるの

かないのか、そういったデータがどこにある

のか、何を見ていいのか、何を見れば分かる

東京都のホームページにおいて、総合設計制

度許可実績を閲覧することができます。 
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のか。 

特例 

（全般） 

第 1次素案と、第 2次素案とでは、私の住ん

でいる本郷２丁目は何も変わらない。○○○

が 70ｍだが、本郷１・２・３丁目、特に２

丁目の高さ制限の高さの根拠、都市計画審議

会等で高度地区として定めたから、という理

屈は私には理解できない。率直な意見とし

て、本郷２丁目の高さ制限の高さの根拠がな

い。45Bや 50ｍ，60ｍそして○○○○○○既

存不適格を含む地区はどうして 70ｍなの

か。高度地区をコンサルタントが決めたの

か。前任の計画課長の時からか、さっぱり分

からない。それが町会とどのような話し合い

があったのか、そういった情報は公開してい

ただけるのか。 

昨年 10 月に区長が○○○の地鎮祭に出てい

る。これは 10,000 ㎡を超えるから東京都の

管轄なのだが、何か文京区長は医療との連携

を言って、その後押しをして、いいとこ取り

をしているのではないかと思う。○○○○○

○などの不動産会社が、現実に本郷２丁目、

１丁目も含めて土地を買いあさっているし、

土地や建物、コインパーキングがある所を買

い取って財産を広げれば、容積率の割増を受

けた挙句、上空通路などの空中権で繋いで、

さらに高い建物が並ぶのではないのか。ここ

の 70ｍにしたという根拠がよく分からない

し、○○○○○○までを 70ｍにしておいて、

後ろの所は 50ｍと 45ｍという根拠というも

のが分からない。 

私の家に毎日、毎週のように○○○○○○の

チラシが入って、土地を売ってくれ売ってく

れという、医療法人からマンション購入のご

案内という嫌がらせのようなチラシが○○

○○○○から入る。こういったことによっ

て、更地が虫食い状態にあり、コインパーキ

ングも多い。こういった地上げなどによる土

地の拡充によって総合設計が建築審査会に

よって許可されれば、70ｍだという事で絶対

高さ制限を決めても、総合設計制度と特例

で、単に絵に書かいた餅というか字面だけの

許容される建物の高さは、容積率や地域特性

に忚じて変わるものと考えております。 

総合設計や大規模敷地の特例については、敷

地規模が大きいことから、周辺市街地との調

和を図りながら、建築計画を作成することが

可能になると想定し、設定しております。 

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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ものになるのではないかと思う。 

大規模 

特例 

敷地規模に忚じた特例の緩和倍率というも

のがあって、10,000㎡以上 30,000㎡未満が

一般の建築物、教育施設・医療機関（商業系）

で 1.7倍、次に教育施設・医療機関（住居系）

となっているが、ここの住居系という意味が

よく分からない。10,000㎡以上であれば 2.4

倍になっている。ところが第１次素案は、緩

和の範囲は制限値が 2 倍までとなっている。

東京都建築審査会において、70ｍの高さ制限

に対して○○○は 105ｍ、つまり 1.5倍を掛

けると 105ｍ建てられるということが議事

録にはっきり載っている。しかし、ここの敷

地規模に忚じた特例の緩和倍率の所で、この

通り大規模敷地の特例についての基準を設

けると、70☓1.7 から 70☓2.4、かなりの高

さになるのではないか。そうなると、この

70ｍの絶対高さ制限はこの地区で本当に意

味があるのだろうか。絶対高さ制限を定める

指定方針の概要で、1.2.3、この突出した建

物の出現を抑制しますと言っても、それは東

京都の総合設計制度で認められたから、文京

区長も認めているからと後押しされると、意

味がないのではないか。どんどん高いものを

誘導しているのではないかと思う。この懸念

は私の住んでいる本郷２丁目だけではなく

て、段々コインパーキングや更地が増えてい

って、そこを統合していき広く土地を買い取

って大きなマンションに特例が波及してい

くのではないか。そうしていくと、文京区は

特色として学校や病院が多いので、こういっ

た所に何でもかんでも区長が特例を出せば、

その周りに住んでいる住民が、日影・風害・

交通問題・ゴミ問題・車寄せ、景観、歴史上

の建物の問題その他色々な問題が出てくる

と思う。こういう状況を本当にコンサルタン

トの方が勝手に決めているのではないかと

私は疑念に思っているが、どういう実査をし

て決めてきたのか、それがよく分からない。

この内容では紛争が逆に増えるんじゃない

のか、こういう状況を正しく認識していただ

大規模敷地の特例において、商業系用途地域

における緩和倍率は、1.5～最大で 2.0 倍と

なります。 

また、総合設計による特例における緩和倍率

は 1.5倍としています。これは、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。 
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かないと、本郷２丁目が日影だらけの街にな

って、絶対高さ制限を設けても建築基準法で

合法だからそれで建ってしまうということ

になりかねはしないか。東京都で総合設計制

度で許可されて、そちらの方で決まったこと

に対しては突出したって構わないというこ

とであれば、これを持っていても意味がない

のではないか、特に私はこの１番高い 70ｍ

という所をどうにかしていただきたい。 

その他 ○○○の機能を維持しながら北側に建てた

が、そこは○○○さんの所の 11ｍ道路であ

る。それから○○の時には、文京区の当時の

区長が、斜線制限の話なのだが、簡単に言う

と、○○○の○○を建てる時に、北側は斜線

制限があったのだが、それを当時の総合設計

制度の前の段階の時に神田川景観構想があ

って、東京都と文京区に陳情したら、文京区

の区長は、北側と西側の斜線制限を解除し

て、ああいう雪が融けないような○○の裏に

なってしまった。そのため、斜線制限がある

と言っても、医療機関だから文京区は特例を

現実に認めている。それによって、本館が建

った。 

総合設計制度では、容積率と斜線制限を緩和

しますが、大規模敷地の特例では、絶対高さ

の緩和であり、容積率や斜線制限を緩和して

いません。ご指摘の内容は総合設計の話であ

り、大規模敷地の特例とは異なるものです。 

45 規制値 西片 2 丁目の第 1 種住居地域の区域は、22

ｍから 17ｍに落としていただいているが、

隣接する第 1 種低層住居専用地域というの

は 10ｍとか 12ｍなのだが、それとの連続性

ということであれば、17ｍでも高いと思うの

で、14ｍまで下げていただく必要があるかと

思う。 

第 2次素案では、第一種低層住居専用地域や

今回見直しを行った容積率 200％の区域と

の連続性等の立地条件や、建物の階数状況や

基盤整備状況、頂いたご意見などをもとに、

地域の現状に見合った高さとなるよう一部

区域について制限値の見直しを行いました。 

高度地区の指定方針としては、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

を指定することとしているため、ご指摘の西

片 2丁目においては、容積率 300％であるた

め、17ｍが適切と判断しております。 

意見 

集約 

今回夜間とかに説明会をしていただいてい

るのだが、３月ということで、すごく忙しい

方が多いと思うので、もう尐し土日に説明し

ていただく機会を増やしていただければと

思う。 

次回説明会の参考とさせていただきます。 

46 規制方針 今本郷１丁目で○○○○○○が 65ｍのマン

ションを計画しているのをご存知か。春日通

りに面した所で５月に着工するということ

現行規制では、周辺市街地から過度に高さが

突出した建築物の出現を防ぐことはできず、

それによって住環境や景観の保全などをめ
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で、先日住民説明会があった。この 65ｍは

何故 65ｍの建物にしたのかというと、まず

文京区がこの高さ制限でこの地域は、60ｍま

で認められている、文京区も認めていますと

いう発言があった。それにプラスして５ｍは

機械室か何かで良いということであった。だ

から結果的に 65ｍになりますよという説明

だった。再三お話されているように、今の高

さ制限というものが、高く誘導している。そ

ういう事例が今すでに起きている。そういっ

たことに対して、文京区はどのように考えて

いるのか。建築物の高さを誘導というのは、

高く誘導するという意味ではなく、低く誘導

するとの目的のはずだが、その目的通りにな

っていない。目的通りになっていないことを

やろうとしているという事は、大変な間違

い。目的通りになっていないことが今起きつ

つある。それに対して是正をしなければいけ

ない。そうしないと目的が叶えられない。こ

れは我々文京区の区民のためにやることで

はないのか。元々の指定の目的と指定の方針

というのは、文京区民のためにやることだと

思っていた。もしそうであれば、その目的が

今叶えられないという事実があるというこ

とをまず認識して、それに対する是正措置を

とる。それによって文京区が望む、区民が望

むこの目的が達成されるように、もう一回案

を根本的に練り直して、出し直して、それで

区民に出し直して説明をして頂きたい。 

今までそれ以上の計画があっても、住民が計

画主に対して反対をして、それで皆さんが納

得をして 45ｍに抑えてきている。本郷１丁

目の春日通り沿いを見ても 60ｍの建物あり

ますか。全部 45ｍ以下になっている。それ

を敢えて 60ｍという指定をするから、じゃ

あ 60ｍで良いんだということになってしま

う。周りの住民は、この辺が 60ｍの指定の

高さ制限ができているから、もうしょうがな

いわよねという感じにもなっている。この高

さ制限というものが、そういう住民に対する

考え方に対してものすごく大きな影響を持

っている。 

ぐり、近隣住民との間で建築紛争が生じたケ

ースもあります。 

素案では、指定容積率が活用できる高さを満

たすことを条件として、都市計画法で定めら

れた容積率や建ぺい率、用途地域等の客観的

なデータを基にして数値を算出しています。

この制限値は、その高さまで全域を誘導する

という意図ではなく、敷地条件によって高く

建てられる場合においても、この高さ以下に

抑えることで突出した建築物の出現を防ぐ

というものです。 

 

平成 23 年 3 月に改定した都市マスタープラ

ンにおいて、新たに建築物の高さに関する方

針を定めております。その中で、建築物の高

さに関する市街地の区分として、都心型高層

市街地、沿道型高層市街地、中高層市街地、

低中層市街地、低層市街地を位置づけており

ます。 

60ｍとしている区域は、都市マスタープラン

においても都心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。 
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47 規制値 地区計画で変えれば良いのか分からないが、

私どもが住んでいる神田川沿いの後楽の町

会では、先だって 3.11 の丁度１年目に神田

川の津波のための避難訓練をした。我々の住

んでいる所は海抜６ｍだが、避難場所につい

ては海抜 24，25ｍなので高台に逃げなけれ

ば命がない。我々の街には高層化された再開

発ビルが２棟建っていて、そこの住民の人た

ちは屋上に逃げれば良いということで、それ

以外の人たちは一時集合場所に集まって避

難をしました。というのは、ここに 22ｍと

書いてあるが、もう尐し高くしていただかな

いと、東京湾で大きな地震があった時に、神

田川にどんどん津波が上がってくる。多分、

早稲田、西早稲田、鶴巻町、あっちの方まで

登っていく。今は高さがないのでみんな水没

してしまうという危険がある、そのために、

ある程度高い建物を建てておかないとなら

ないとという意識をみんな持っている。地区

計画で近隣の人たちがみんなで共同して、し

ゃれた街づくりをしようという気運が高ま

っているので、それは良いのだが、予め 22

ｍと決められでしまうと、もう尐し高い建物

が欲しいというときにまた同じ問題起きる。

周辺皆高い建物ばかりなので、22ｍにしない

で周辺と同じ 50ｍなり、28ｍなり、30ｍな

りしておいて頂いきたい。 

素案では、指定容積率が活用できる高さを満

たすことを条件として、都市計画法で定めら

れた容積率や建ぺい率、用途地域等の客観的

なデータを基にして数値を算出しています。 

後楽 2丁目地区については、現在定められて

いる地区計画の区域を先行して取り組んで

いきたいと考えております。 

また、絶対高さ制限については、地区計画は

特例扱いとなります。 

48 規制方針 これから私たちの子どもたちが生きていく

時代というのは、本当に太陽光発電を身近に

やっていかなくてはいけない時代になりう

るかも知れない。そういったときに、ものす

ごい大きな建物が斜面に入っていくという

ことは、そこで天然の発電力を失っていくと

いう時代に入っていく、そう考えなければい

けない時代になるかも知れない。そういう時

に、超高層の壁面を使わない限りは、土地の

持っている発電力というものは無くなって

いく。そのぐらいの発想、長期的なビジョン

を持って高度地区や何かの所の意見を出し

ておいていただきたい。私たちが一番注意し

なくてはいけないのは、国が作っている容積

率、建ぺい率というのが法律できちっと出て

将来的なビジョンは、改定した都市マスター

プランに記載しています。 

また、建物の規模は、敷地の面積や前面道路

幅員、容積率、日影規制などによって規定さ

れます。絶対高さ制限が定められていない現

状においても、一定規模の建物が建ち並んで

いる地域があるのはそのためです。絶対高さ

制限は、その高さまで全域を誘導するという

意図ではなく、敷地条件によって高く建てら

れる場合においても、この高さ以下に抑える

ことで突出した建築物の出現を防ぐという

ものです。 

 

市街地は様々な要素が関わって成り立って

いるものと考えております。今回は絶対高さ
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いて数字が動いていないのだが、実際問題

は、容積率の中にエレベーターホールや階

段、テナントを入れないとか、そういう意味

で容積率は実質上がってしまっている。そう

いう事を国がやったときに、真面目にここで

討議していても、それはあっという間にクズ

になってしまう。そういう事をしっかり区の

建築課が見ていて、これでは私たちの建築行

政がダメになるという予見をするぐらいな

事をやって欲しいし、区民の方ものんべんだ

らりと建築基準法が改正されないと思って

いるととんでもなくて、いつの間にか変えら

れている。容積率は実質 20％増えていたり

する。だから、これからこういう事をする時

に、区民も相当勉強してかからないといけな

いし、建築課の方も、相当長期のビジョンで

出しておいて頂きたいと思う。そうでないと

僕ら文京区に明るいビジョンが持てない。 

制限について、提案をしているものです。素

案では、指定容積率が活用できる高さを満た

すことを条件として、都市計画法で定められ

た容積率や建ぺい率、用途地域等の客観的な

データを基にして数値を算出しています。 

49 既存 

不適格 

特例 

既存不適格はマンションだけじゃなくて、一

戸建てでもかなりあるはずなのだが、文京区

の既存不適格の建築物について、調査されて

いるのかどうか。そういう事が防災について

大きな影響を、建て替えについては影響する

かと思うので、調査されているのかどうかお

聞きしたい。もし、されていれば教えていた

だきたい。 

第 2次素案段階の内容で、既存不適格建築物

は全建物の約１％と確認しております。 

50 規制値 菊坂通りは第1次素案では32ｍでしたが第 2

次素案では、24ｍになっている。私たちの住

んでいる本郷４丁目、５丁目地区が、住宅地

が 22ｍで、菊坂通りが近隣商業地域で 24ｍ

というのは随分低くしたものじゃないかと

いう意見がある。では、なぜ最初に 32ｍに

決めたのかという疑問もある。それについて

理由をお答え頂きたい。 

絶対高さ制限については、不必要から厳しい

制限まで、幅広い意見が出される内容を含ん

でいると考えております。第 2次素案では、

第一種低層住居専用地域や今回見直しを行

った容積率 200％の区域との連続性等の立

地条件や、建物の階数状況や基盤整備状況、

頂いたご意見などをもとに、地域の現状に見

合った高さとなるよう一部区域について制

限値の見直しを行いました。 

菊坂通りは歴史的な雰囲気を残したまち並

みが形成されており、都市マスタープランに

おいても、この環境を生かした良好な低中層

の住宅市街地を形成することとしています。

また、現況の土地利用も住宅を中心とした建

物が中心となっている状況から、近隣商業地
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域であっても住居系用途地域と同等とみな

して 24ｍとしています。 

大規模 

特例 

敷地規模に忚じた特例の緩和倍率というの

を見ると、30,000 ㎡以上は 2.8 倍以下とな

っている。22ｍ☓2.8倍だから 61.6ｍが限度

となりますと書いてあるが、それと 70ｍの

関係はどうなのか 

住居系用途地域・制限値 22ｍの区域におい

て、敷地規模 30,000 ㎡以上の教育施設・医

療機関の特例が適用された場合の例示とし

て、 

制限値 22ｍ☓緩和倍率 2.8＝61.6ｍが最高

限度となります。 

70ｍは商業系用途地域における制限値の一

つです。 

ただし、住居系用途地域には斜線型の第 3

種高度地区がすでに指定されており、この制

限は教育施設・医療機関の特例においても適

用されるため、最高限度まで一律に建てれる

わけではありません。 

51 既存 

不適格 

特例 

今現にあるマンションの建て替えをする場

合に、例えば今 22ｍが 17ｍになっていたり

とか、建て替えをする場合に、今住んでいら

っしゃる方達の専有面積・広さは確保できる

のか。 

素案では、指定容積率が活用できる高さを満

たすことを条件として、都市計画法で定めら

れた容積率や建ぺい率、用途地域等の客観的

なデータを基にして数値を算出しています。 

したがって、現在利用可能な容積率は活用で

きると考えております。 

また、既存不適格建築物になった建築物の建

て替えについて、一定の基準を満たす場合

は、現在の高さを上限として建て替えを認め

る特例があります。 
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④ 3 月 19 日（月）スポーツセンター 

No. 分類 
ご意見・ご質問 

区の考え方 

52 意見 

集約 

絶対高さ制限に反対している意見が相当 HP

に出ていたが、それがレジュメに載っていな

い。高さをもっと低くしなさいという意見し

か載ってないのは不公平だと思う。 

そのような事がないよう、様々な意見等を

HP に掲載してまいります。 

既存 

不適格 

特例 

この高さ制限を定めると、例えば老朽化した

マンションの建て替えは全く不可能になる

んではないかと思う。何で一回だけ建替え可

能なのか、一回ではなく永久に保障するだと

か、高さ制限により、高いところから移らな

くてはいけない人たちには保障をするとい

うことをしなければ、必ず高さ制限をしたお

かげで劣化したマンションの建て替えが不

可能になる。まずこれをはっきりと言ってお

きたい。区は高さ制限によって締め出された

人たちの保障をするのか。これを一度法制定

すると、これを変更するのは不可能に近いと

思う。 

素案では、指定容積率が活用できる高さを満

たすことを条件として、都市計画法で定めら

れた容積率や建ぺい率、用途地域等の客観的

なデータを基にして数値を算出しています。 

したがって、現在利用可能な容積率は活用で

きると考えております。 

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、

既存不適格建築物の特例を設けております。 

規制方針 音羽通りと春日通りの制限がない白い部分

は、どのような理由でここだけ法整備が外さ

れているのか。茗荷谷駅の高さ制限が無いの

は良いと思うが、それが駅に対して半径何メ

ートルのところだったら分かるが、地図で見

る限りちょっと違うんじゃないかなと思う。

それから春日通りにある、東京都の都バスの

地区の高さがちょっと出ているのはなぜか。

もし文京区が本当に高さ制限をするという

のであれば、当然のことながら、都にお願い

して東京都が真っ先に高さを尐なくすると

いうのが筋じゃないかと思う。豊島区や北

区、新宿区に高さ制限について話を聞いたが

その辺りの事がよく分からない。 

地図上の白い区域は、高度利用地区として都

市計画に指定されている区域で、再開発が行

われている区域となります。高度地区では、

都市計画上の制限から、この高度利用地区に

加えて第一種低層住居専用地域、都市マスタ

ープランに定める都市核の区域を対象から

除外することとしております。 

規制方針 街並みというのはいろんな高さがあってい

いんじゃないかな、色があっていいんじゃな

いかなと自分では思う。新宿の高層ビル群な

んてとっても良いと思う。そういう意味では

何も統一の高さにすることが街並みを良く

することではないというふうに私は思って

いる。 

文京区全体がシャッター通りにならないよ

絶対高さ制限については、不必要から厳しい

制限まで、幅広い意見が出される内容を含ん

でいると考えております。第 2次素案では、

建物の階数状況や基盤整備状況、頂いたご意

見などをもとに、地域の現状に見合った高さ

となるよう一部区域について制限値の見直

しを行いました。 

また、地域のまちづくりについては、合意形
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うに、安全で発展する文京区を目指すため

に、今回の絶対高さ制限というのはどうも賛

成できない。ですから今住んでいる方たち

は、これからの孫だとかその次の世代も住め

るように、その高さは守ってあげるべきでは

ないかというふうに感じています。 

成を図りながら、地区計画の活用などによ

り、絶対高さ制限に関わりなく、地域独自の

ルールをつくることもできることになって

います。 

意見 

集約 

今販売しているマンションが、建築している

マンション、それから中古マンションを販売

している不動産会社には、文京区が今やって

いる高度地区の指定方針の概要を必ず重要

事項で説明するように、区の方で徹底してや

るようにしていただきたい。高いところを買

った人たちが泣きを見ないようにして頂き

たい。 

事前相談などにおいては、絶対高さ制限につ

いての現状を説明し、理解と協力が得られる

よう、努めていきたいと考えております。 

53 規制値 私たちが住んでいるマンションは不忍通り

に面しておりまして、築 50 年になる。老朽

化マンションなので建替えをしなければい

けないだろうという事で、盛んに検討してい

るが、千石三丁目の交差点の辺りの近くが何

故かここだけ第 3 種高度斜線が入っている

ので建替えができない。何とかなりませんか

というふうに再三お願いに参っているとこ

ろであるが、区の回答は特別な開発行為をし

ない以外は見直しはしませんという回答を

今までいただいている。今回の高さ制限の見

直しに合わせて、隣接地との高さの整合性を

持てるような高度斜線の撤廃をお願いに参

った。住民もだいぶ高齢化が進んでおりまし

て、建替えをするにはかなり費用が掛かる。

その費用も結局は、今建っているよりも尐し

でも大きな建物を建てないと老朽化したマ

ンションの建替えというのは難しく、非常に

困難を極めている。住民の高齢化が影響して

融資も受けられないという状況で、費用の問

題を幾らかでも軽減させたいと思って努力

しているが、なかなかその辺も難しい。特に

不忍通り沿いは、昨年の 3 月 11 日の例をと

っても、夜中の 12 時過ぎにも自動車がぎっ

しりと道を埋めるような状態になる沿道な

ので、建替えは不燃化、耐震工事の観点でぜ

ひ必要なことだと思う。特にこの沿道から不

燃化を図って行かないと、間近に迫っている

不忍通りは平成元年に 30ｍに拡幅されて、

ほぼ全域が商業地域となりましたが、ご指摘

の地域のみ当時の住民から住居系用途地域

として残して欲しいとの意向から第二種住

居地域となっています。 

地域のまちづくりについては、合意形成を図

りながら、地区計画の活用などにより、絶対

高さ制限に関わりなく、地域独自のルールを

つくることもできることになっています。 
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首都圏の震災に対忚できないと思うので、是

非宜しくお願いしたい。 

その他 私どものマンションは 50 年ということで、

かなり早い時期に建てられたものだと思う

が、これから先老朽化を控えているマンショ

ンというのは沢山ある。その辺は文京区とし

ては今後どのように老朽化したマンション

を建替えを含めて政策的にしていくのかと

いうのをぜひ考えていただきたい。 

素案では、指定容積率が活用できる高さを満

たすことを条件として、都市計画法で定めら

れた容積率や建ぺい率、用途地域等の客観的

なデータを基にして数値を算出しています。 

したがって、現在利用可能な容積率は活用で

きると考えております。 

老朽化マンションの建て替え等については、

別途対忚すべきものと考えています。 

54 ｽｹｼﾞｭｰﾙ 告示までの時間はどのくらいかかるのか。 説明会やはがきなどでいただいたご意見を

踏まえ、第三次素案の検討を進めおります。

第三次素案についても、これまで同様に説明

会や区報特集号、個別説明会等により広く周

知し、丁寧に進めてまいります。 

適用 

範囲 

告示時点までに着工しているものは不適格

建築物になるということか。 

その通りです。絶対高さ制限を定める高度地

区は、都市計画の告示日の時点で、工事に着

工していないものが適用になります。 

55 既存 

不適格 

特例 

高さ制限ができてしまうと、例えば 22m から

17mに下がる所は実質 5mなくなってしまう｡

2 フロア分くらいになると思うが、その 2フ

ロア分の人は建替えのときは住む場所が無

くなるということか。それとも容積率の緩和

というか、世帯数はしっかり確保できるとい

う高さ制限なのか。 

素案では、指定容積率が活用できる高さを満

たすことを条件として、都市計画法で定めら

れた容積率や建ぺい率、用途地域等の客観的

なデータを基にして数値を算出しています。 

したがって、現在利用可能な容積率は活用で

きると考えております。 

既存 

不適格 

特例 

これから老朽化を迎える建物に入居されて

いる方々はご高齢の方で、様々な理由で建替

えにお金が出せない方っていうのがいらっ

しゃると思う。その解決策として、建ぺい率

容積率の緩和をすることによって、等価交換

方式を用いたり、高さを上に伸ばすことによ

って売却益を作って、昔から住んでいる方の

負担額を小さく、もしくは０にして建替えを

可能にすることができるということをテレ

ビで見た事があったのだが、高さ制限を付け

てしまうと、実質そういうことが無理で、入

居している皆さんが、修繕積み立て金プラス

自己負担で建替えをしなければならないの

であれば、建替えはもう難しくなってしまう

のではないかという気がしてしまう。そのよ

うな解釈でよろしいか。 

建て替えに当たっては、現行法令等を遵守し

ていただくことになります。個別の相談につ

きましては、内容に忚じて所管課の窓口で承

ります。 
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56 規制値 説明会場のスポーツセンターのある敷地は

22ｍになっているが、ここは公園なのにその

高さまで建てられるのか。それと私が住んで

いる春日通り沿いは 46mになっているが、こ

れは 46m建てられるということか。46mと 31m

があって、46m は道路になっているんだけ

ど、31mと 46mのちょうど別れているところ

が私の土地となっている。 

今回指定する高度地区は、原則として区内全

域としているため、公園区域であっても対象

としています。 

46ｍの区域は、春日通りから 20ｍの区域と

なりますので、その範囲内であれば 46ｍま

で建てられるということになります。 

31ｍと 46ｍの高さの区域にまたがる敷地の

場合は、それぞれの部分で、絶対高さ制限の

数値となります。 

57 その他 文京区は緑化基準で中木や高木だと植樹の

段階で何メートルと決めているが、、マンシ

ョン業者によっては成長すると 20m にもな

ってしまう樹種を言い出す業者もいる。そう

すると、建物の絶対高さ制限という問題だけ

ではなく、樹木の絶対高さ制限というものを

考えていただかないと、建物の場合と同じ被

害が出てしまう。文京区はこれだけの高さの

樹木を植えろということは言うんだけれど

も、これ以上は駄目ということは言っていな

い。しかもマンション業者は、作った後はあ

とは知らないという話になり、隣接住民とし

ては、将来 20mくらいになるであろう樹木が

ズラリと並ぶと非常にストレスが大きい。建

物の絶対高さ制限というだけでは不十分で、

樹木の絶対高さ制限というものも計画の中

に盛り込んでいただかないと、住んでいるも

のとしては多大なる問題が発生してしまう。

そういう視点を入れて欲しい。 

緑化は、まちづくりを進めていくうえで、重

要な要素と考えております。なお、みどりの

保護条例に関わる高木（3m以上）の本数は、

緑化基準による算定で決められています。個

別の案件については、所管課にご相談いただ

ければ対忚いたします。 

58 ｽｹｼﾞｭｰﾙ 皆さんが良識ある高さを建てるのであれば

高さ制限は要らない。しかしとんでもない高

さの建物や、暗くなる所ができると反対せざ

るを得ない。バラバラでもいいという話はも

ちろんあるが、あまりにもバラバラであった

り、建物そのものがバラバラであったりする

と美しくない。ヨーロッパみたいなものはち

ょっと無理だが、日本は日本なりの、この町

にはこの町なりの、ある程度高さが揃ったり

すると、その町そのものが、やっぱり美しい

と思う。日本は無機質という表現を新聞で読

たが、色のない、形もあまりにも簡素という

か、それこそ個性的な建物を作ってもらえ

説明会やはがきなどでいただいたご意見を

踏まえ、第三次素案の検討を進めおります。

第三次素案についても、これまで同様に説明

会や区報特集号、個別説明会等により広く周

知し、丁寧に進めてまいります。 
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ば、見た目にもすばらしいと思うが、変にバ

ラバラな、特別突出したような高さのものが

なければ、私は今まででいいと思う。しかし、

それが出来ず企業の利益優先でいろんな業

者が入ってくることによって町が壊されて

しまうというのは、やはり納得いかない。そ

ういう意味で、私たちは高さ制限を出来るだ

け早く、ある程度スケジュールを決めて、丁

寧に丁寧に説明をしながらやっていかなけ

ればならなくて、なかなか決められないとい

うのはあるが、ある程度何時頃というのを決

めてやっていかないと、何年もダラダラして

しまうのではないか。他の区も参考にして、

進めていっていただきたいと思う。 

既存 

不適格 

特例 

コンクリートのしっかりした建物であれば、

80年 100 年はもつ。建て方の問題であって、

既存不適格建築物を建替えを認めてしまう

と将来的に絶対高さ制限内の建築計画にな

ることを誘導していくというのは、何年後を

想定しているか。建築家に相談したら、既存

不適格一回建替え可能ということはあり得

ないと言っていた。ある程度の高さで揃えて

しまう場合はもちろん建替えは必要だと思

うが、私たちの目の前にあるような建物の倍

近い高さの、特別とんでもないものも一回可

能というのは、将来ずっと続くものになる。

本当に皆さんの個々に考え方が違うと思う

が、住民が結局苦労することになる。別に高

さ制限がなくても企業が計画を文京区に持

って行ったときに、それをなぜここで認めて

しまったのかということを私たちは追及し

たいと思っている。 

既存不適格建築物の特例は、新たな規制が生

活や仕事の場を直ちに奪うことにつながる

のは適切ではないと判断し、設けてありま

す。 

絶対高さ制限の指定については、将来的に良

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。 

59 意見 

集約 

今の文京区の広報では、マンションに住んで

る方が自分たちがどうなるかということを

分かってない。私も当然保証金は出ないだろ

うと思っているが、例えば、今 20 何階建て

の方が 10 階くらいになってしまうというこ

とが出てきた時に、文京区としてどういうふ

うに考えているのか、そういうことを発信し

ていただきたい。例えば、不忍通りで 16 階

のところは、制限値は 31m ですから 10 階し

かできないわけです。上 6階の部分の人たち

絶対高さ制限については、今後も周知徹底に

努めてまいります。 
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はどうなるのか。話し合って本当に出来るの

か。そういうケースもあるということを広報

しないといけない。それから保証金も出ない

ということを広報しないといけない。勘違い

している方もいると思いますので、そこら辺

を非常に心配している。悪い事はやっぱりち

ゃんと言って、それでやらないといけないと

思う。 

規制値 街並みを良くするという話なのに平成 16 年

に高度設定した所を変更しないというのは

おかしい。16 年に決めようが何年に決めよ

うが同じではないか。今回ないということは

永久にないということではないのか。そこら

辺のことが非常に疑問である。 

絶対高さ制限については、不必要から厳しい

制限まで、幅広い意見が出される内容を含ん

でいると考えております。このため、素案に

ついては、すでに指定されている容積率など

の数値を使いながら絶対高さを算出し、客観

的な説明に努めているところです。 

また、地域のまちづくりについては、合意形

成を図りながら、地区計画の活用などによ

り、絶対高さ制限に関わりなく、地域独自の

ルールをつくることもできることになって

います。 

なお、六義園周辺の幹線道路沿道の商業地域

については、今回の素案における他の商業地

域にはない、厳しい条件を継続することか

ら、現状のままといたします。 

 

60 意見 

集約 

前回、昨年の 9月 30日に締め切りがあった、

「絶対高さ制限を定める高度地区の指定(第

1 次素案)の説明会意見要望及び回答につい

て」。これに関して区民からの発言や、高さ

制限に反対の意見のニュアンスが意図的に

削除されているところがあるのではないか。

実際に確認したら 3 名ほどいて、私の発言

も、意図的にまとめられているのではないか

という疑念がある。一番最後に文章で出した

ものはそのまま載せてもらっているので大

変感謝しているが、それに対する回答には非

常に異議がある。次回はそのような事がない

ようにして欲しい。 

そのような事がないよう、様々な意見等を掲

載してまいります。 

大規模 

特例 

大規模敷地の特例についての疑問を申し上

げるが、私は本郷２丁目に住んでいるが、外

堀通りの辺りで一番長い建物が、○○○○○

○の既存不適格 126m、さらには○○○○○

都市マスタープランは、平成 21・22 年度の

2 ヵ年に渡り、都市計画審議会において検討

を行い平成 23年 3 月に改定しました。 

都市マスタープランにおいて、外堀通りは都
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の都市核とかいろいろあるが背後が 45B と

か 60mなどとなっており、著しい差がある。

当然 70m にすれば後ろに住んでいる人たち

は常識的に考えても日影になるのは当たり

前である。ただ、こういった高度地区の指定

が都市マスタープランにおいて、都心型高層

市街地として位置づけられたことについて

疑問を呈している。なぜなら、高さ制限があ

っても、大規模敷地の特例と総合設計制度が

区長に容認されれば、高さ制限以上のものが

建てられることになる。文京区内はどこでも

そうだが、コインパーキングや更地が最近増

えてきて、地上げ屋も徘徊している。こうい

った所をどんどん買い占めて敷地を広げれ

ば、やがて容積率目一杯に建てて利益を追求

するということが目に見えて分かっている。

特例が容認されれば、こういった高さ制限は

意味がないのではないか。 

平成 23 年 3 月に改定した都市マスタープラ

ンにおいて、外堀通りは都心型高層市街地と

して位置づけており、現在も高層建築物が建

ち並んでいることから、緑と高層の建物が調

和した景観を連続的に形成することを目指

して、70mとしております。また湯島・本郷

地域は用途地域が商業と近隣商業が面的に

広がっており、区内では高容積率の地域とな

っております。これらの地域特性を考慮した

ものです。冗談じゃない。こんなものは、地

域の特性を考慮したのは何時から何時まで

の間か。尐なくとも私が中学校の頃は 15 階

建てのマンションなんて無くて、○○○○○

が立派な建物だなというくらいで、切通坂の

○○○○○○も結構高い建物だなと思って

いた。こういう高度地区の指定というもの

も、70mにしたという根拠はどういうデータ

で、どういうものか全然見えないし、こうい

う所で更にコインパーキングや更地が増え

て特例が容認されれば、突出した高層の抑制

なんてものは絵に描いた餅なのではないか

と思って非常に危惧している。 

なぜここに区長が出てこないのか。私も文京

区の都市計画審議会に 2,3 度傍聴しに行っ

心型高層市街地として位置づけており、現在

も高層建築物が建ち並んでいることから、緑

と高層の建物が調和した景観を連続的に形

成することを目指して、70ｍとしておりま

す。 

また、本郷・湯島地域は、用途地域が商業と

近隣商業で面的に広がっており、区内では高

容積率の地域となっています。これらの地域

特性を考慮したものです。 

また、地域のまちづくりについては、合意形

成を図りながら、地区計画の活用などによ

り、絶対高さ制限に関わりなく、地域独自の

ルールをつくることもできることになって

います。 

絶対高さ制限の特例については、既存不適格

建築物の建て替えや、都市計画に準じた内容

の建築計画、周辺環境と調和した土地利用の

誘導が可能な大規模敷地における建築計画

などに対して、一定基準等に適合する場合に

適用することとしています。 
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たが、区長は一度として出席していないので

はないか。そういった区長が、大変申し訳あ

りませんが、○○○の地鎮祭に昨年出てい

る。○○○○理事長と写真写っている。冗談

じゃない。東京都の総合設計制度の許可を得

てしまったから、文京区では後追いするかの

ように学校・医療機関に特例の適用をすると

言っているが、まだ決まってない。このまま

70m以上の建物が建ってしまって、100m 近く

の建物が既存不適格にも関わらず、そこから

また敷地を広げ、地上げをし、面積を広げた

ら、じゃあ医療機関だからといって特例が適

用されてしまう。そしたらこの 70m というの

は何のためにあったのか。 

北側、例えば○○○、○○○とか、○○○の

そういった所が 8 階建て程度になるのかど

うかも疑問。だからもう一度、より低くより

安全に、3.11 以降防災の意識というのは区

報にも載っているが、より低くより安全に、

災害時に道が狭いところも沢山あるので、そ

ういう道路を整備することも考えて、是非と

も高さを整合性のあるものに低く抑えて、突

出した建築物の出現を防いで、むしろ、ちょ

っと極端な言い方をすれば、総合設計制度み

たいなものは認めないとか、教育施設や医療

機関の特例の扱いの内容などはもう一度再

考していただきたいと思っている。 

その他 今回の指定に当たり、実際に建てられたデー

タを調べて高度地区を指定したと発言した

が、こういったデータはどこへ行けば情報公

開していただけるのか 

実際に建てられたデータとは、建築基準法に

基づく建築計画概要書であり、調べる建築物

を特定していただければ、所管課で対忚いた

します。 

その他 これは非常に重要だと思うが、文京区は傾斜

地が多く、坂の魅力、坂の町ということで、

傾斜地も多いし、坂下、坂上という地名もあ

る。現行の建築基準法における地盤面の算定

を考慮し、例えばピロティ等で、上階の張り

出している部分や屋外の階段がある場合と

か、建築物が周囲の地面と接する位置など、

そういったことも全部調べた上で、都心型高

層市街地として位置付けられるのかどうか。

そのデータは一体何時からどういった形で

ご指摘の通り、坂は文京区の大きな魅力の１

つなっています。 

ただし、建築物の高さは建築基準法に規定さ

れた高さになります。急な斜面などで高低差

が 3m を超える場合は、斜面地の高さ 3m ごと

に平均地盤面を設定し、それぞれの平均地盤

面から建築物の各部分の高さを測定するこ

とになります。その高さを絶対高さ制限の規

制値内におさめる必要があります。 
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データを集めてきたのか。 

61 意見 

集約 

千石では、不忍通りを拡幅予定されていると

ころを含めた面積でマンションが計画され

ていて、数年先には絶対既存不適格になるよ

うな建物を、文京区は許可している。こうい

う計画がいろいろある中で、区として指導を

していくという事はやっているのか。いずれ

住んでいる人が建替えのとき困るわけで、そ

ういう指導をしながら、周知させているのか

どうか、その辺を教えて欲しい。 

絶対高さ制限は、都市計画決定された段階で

定まることになり、それまでは現行法令等に

拠ることになります。 

なお、事前相談などにおいては、絶対高さ制

限についての現状を説明し、理解と協力が得

られるよう、努めていきたいと考えておりま

す。 

意見 

集約 

ちゃんとやらないとどんどん駆け込みがあ

るので、周囲の住民のことも考えて、人権を

守るような政策をお願いしたい。東京都に持

っていってらやっぱりこれは脱法行為だと

思うと言ってくださったそうだ。だから文京

区がそういうのを許可するのは多くの人が

理解できないところだと思う。 

絶対高さ制限は、都市計画決定された段階で

定まることになり、それまでは現行法令等に

拠ることになります。 

なお、事前相談などにおいては、絶対高さ制

限についての現状を説明し、理解と協力が得

られるよう、努めていきたいと考えておりま

す。 
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⑤ 3 月 21 日（水）駒込地域活動センター 

No. 分類 ご意見・ご質問 区の考え方 

62 意見 

集約 

以前絶対高さをお願いする時に、新宿の内藤

町について新宿区に話を伺ったのだが、その

時の新宿区の姿勢と、文京区の住民に対する

姿勢が全然違うと思う。というのは、新宿区

は今でも街づくりをやっていまして、地域住

民との協議の上で街づくりを提示している。

文京区の方は、区が作った数字でいかがです

かという所だけでやっているように私ども

は感じている。是非とも地域住民との協議を

もう尐ししてから先に進めて頂きたいと思

う。それがとても大切な事ではないかと思

う。 

絶対高さ制限については、説明会やはがきな

どでいただいたご意見を踏まえながら、素案

の検討を進めていくことにしております。 

63 既存 

不適格 

特例 

前回出席した説明会で出された意見でお気

持ちが分かるのは、住居系用途地域の皆さ

ん、１階から３階建てに住んでいる方々が、

高さ制限には賛成だけれども、今の素案には

反対であると、もっと厳しくすべきであると

いうものについては、当然私ども不動産で住

民の方々に色々お世話になっているので住

環境を害するのはやっぱり良くないという

ことで、こちらには賛成であります。一方軽

視できないのは、分譲マンションをすでに買

った方についてです。先日私どもの業界で

は、今回高さ制限が定まった時に既存不適格

になる物件を歩いて廻ったら、もうあるわあ

るわで、しかもマンションに住んでいる方達

は知らない人が多いので、マンションの方か

ら尋ねられたのが、今文京区の素案では１回

目の建替はオッケーだけれども２回目はダ

メということで、財産権の侵害ではないかと

先日の説明会で課長に尋ねたら、侵害になら

ないと言いました。しかし考えて頂きたいの

は、例えば、マンションの建物を立体で考え

て、縦横が５ｍ、高さ１０ｍとして考えても

らった場合に、高さ制限ができてからの窓の

面積を考えると、窓の面積が 200 ㎡になる

が、それを横に倒して今度は、縦が１０ｍ，

横が５ｍ，高さ５ｍとなった場合には、窓の

面積が 150 ㎡になって、25％の窓が減尐す

素案では、指定容積率が活用できる高さを満

たすことを条件として、都市計画法で定めら

れた容積率や建ぺい率、用途地域等の客観的

なデータを基にして数値を算出しています。 

したがって、現在利用可能な容積率は活用で

きると考えております。 

また、既存不適格建築物になった建築物の建

て替えについて、一定の基準を満たす場合

は、現在の高さを上限として建て替えを認め

る特例があります。 
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る。これは 100 世帯あると 25 世帯の人たち

が全く窓のない部屋になるということにな

る。 

意見 

集約 

区民が主体でない、文京区政が投げかけをし

て、それに対して皆様の意見を聞いて、皆様

がもっと低くしろと言うからちょっとずつ

低くするというのは、全然主体性がなくて、

区民中心に考えているとは全く言えない。先

日新年会で区長が、私どもの支部長に何があ

ってもこの素案については粛々と進めてい

くということを具体的に言われている。これ

は、文京区民が何と言おうと、これは都計審

を通して勝手に決めていくんだというふう

に聞こえた。このようなことは文京区の資産

を絶対下げる、今財政が大変だという時に、

こんな規制緩和をしたり、皆様から意見をい

ただいているのに、こんなことに時間を割い

て欲しくない。こんなことのために外注でコ

ンサルタントの○○○の○○○さん来られ

てますけど、この２年間で幾ら使っているの

か。こんなことに時間を掛けるのに、文京区

の職員の方、私たちの住民税から幾らお金を

使っているのか、よく考えて頂きたい。再度

質問だが、そもそも何故この高さ制限をこの

ような形、文京区政からお伺いを掛けるよう

な形で始まったのか。 

平成 23 年 3 月に改定した都市マスタープラ

ンにおいて、新たに建築物の高さに関する方

針を定めております。その中で、建築物の高

さに関する市街地の区分として、都心型高層

市街地、沿道型高層市街地、中高層市街地、

低中層市街地、低層市街地を位置づけており

ます。 

今回の絶対高さは、この指定方針に基づいて

指定されるものです。 

その他 職員の方たちは、文京区を愛している区民で

あるのか。 

絶対高さ制限の指定に関して、職員の居住地

は、影響ないものと考えております。 

意見 

集約 

ここで話されている事、去年の９月もそうだ

が、大体皆さん反対、住宅系の方も区分所有

のマンションに住んでいる既存不適格にな

る方も反対しているのに、そういう意見をち

ゃんと都計審には降ろして皆さん把握した

上で話し合われているのか。 

都市計画審議会へは、説明会等において頂い

た意見、要望書、葉書などの意見についてま

とめたものを資料として提出し審議いただ

いております。 

既存 

不適格 

特例 

面積は容積緩和できるかも知れないが、物件

の資産というのは、床面積だけでは評価しな

い。採光だとか間取りだとかも判断材料にな

る。高さが今高いものがあるものを、１回目

の建替えは良いけど２回目、要は孫の代は良

くて玄孫の代はダメだということにすると、

必ず今の人たちはピンとこなくても、将来私

たちの子孫は必ずこの事に対して悩む時が

素案では、指定容積率が活用できる高さを満

たすことを条件として、都市計画法で定めら

れた容積率や建ぺい率、用途地域等の客観的

なデータを基にして数値を算出しています。 

したがって、現在利用可能な容積率は活用で

きると考えております。 
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来るし、その時に高さをちょん切らないとい

けない、要はベターっと低い建ぺい率一杯に

なるような建物になった時に、必ず採光が悪

い日当たりの悪いマンションになるのは間

違いない。住宅系の格式高い住宅街も守るべ

きだし、今何千世帯もあるマンションの方達

の権利も守らないといけない、やっぱり抜本

的な見直しを根本的にしないといけないの

ではないかと思っている。 

ｽｹｼﾞｭｰﾙ 粛々と都計審でスケジュール通り進んで私

たちの声が反映されないというのは、何とし

ても避けて頂きたい。 

説明会やはがきなどでいただいたご意見を

踏まえ、第三次素案の検討を進めおります。

第三次素案についても、これまで同様に説明

会や区報特集号、個別説明会等により広く周

知し、丁寧に進めてまいります。 

64 規制方針 前回第 1 次素案の時に、昨年の大きな地震が

あった後に都市マスタープランも変えずに、

防災という意味を考慮しないで、ただ高さが

これで良いのかという質問をさせていただ

いたのだが、街というのは景観もあるし、環

境もあるし、防災というのはとても重要な位

置にあるのではないかと思う。それをどのよ

うに、今回の案に反映させているのか。例え

ば震災が起こった時に火災が道を上ってく

るような危険性がないのかとか、そこまで考

えた上での案なのかどうか、そこをお教えい

ただきたい。 

今回の素案は絶対高さ制限についてのもの

であり、防災対策については、別途対忚すべ

きものと考えています。 

規制方針 高さと地形の事についてはどのようなお考

えか。 

建築物の高さは建築基準法に規定された高

さになります。急な斜面などで高低差が 3m

を超える場合は、斜面地の高さ 3m ごとに平

均地盤面を設定し、それぞれの平均地盤面か

ら建築物の各部分の高さを測定することに

なります。その高さを絶対高さ制限の規制値

内におさめる必要があります。 

65 規制方針 地質や火災、防災とかそういうことは結局最

終的には縦割りでやるということか。出てき

た計画案の中には具体的にはそういったこ

とは組み込まれていないということか。 

今回の素案は絶対高さ制限についてのもの

であり、防災対策については、別途対忚すべ

きものと考えています。 

66 規制方針 住んでいる者としては、高さもあるけど地盤

もあるし、火災の心配もあるしというのが生

活者の感覚だと思う。そういう意味では前回

から 1ｍから最高 5ｍまで引き算になってい

平成 23 年 3 月に改定した都市マスタープラ

ンの目標は「安全で快適な魅力あふれるまち

づくり」です。今後とも、この目標に向かっ

てまちづくりを進めてまいります。 



52 

るこということは、ちょっとはありがたいと

思うが、区の方に愛情が区に対して無いよう

に感じる。というのは縦割りということでや

ってきている行政がここにも現れているな

と感じる。まちづくりというのは住んでいる

人と役所が生活感覚を大事にしていきたい

という、そういう所がバラバラなので愛情の

欠落があるような、どうしてもそのような受

け取り方をしてしまう。 

大規模 

特例 

大規模敷地の特例についての基準で、一定規

模以上の場合面積に忚じて絶対高さ制限を

緩和できるとある。ただし、周辺への配慮な

ど「別途定める基準」に適合していることと

あるが、「別途定める基準」というのは、配

られた素案のどこに別途定めてあるのか。 

2 月 20 日付、区報特集号第 4 面にお示しし

ております。 

公益上 

特例 

公益上やむを得ない場合の特例というのは、

教育とか病院ではなくて、どういうものを想

定しているのかというのを不安に思ってい

る。 

例外的に 60 階を民間が建てるのが公益的で

あると言われても困るわけで、その辺の所は

あまり曖昧にされると困る。 

公益上やむを得ない場合の特例は、現在は想

定されていない用途等に対忚するためのも

のです。実質的な審議は、都市計画審議会で

行うことになります。個々の案件に忚じて、

判断をしていくことになります。 

都市計画審議会は、都市計画や建築に詳しい

専門家、消防、警察、道路行政、区議会議員、

公募区民から構成される組織です。 

公益上 

特例 

公益上やむを得ないというものがしょっち

ゅう出てきたら大変だが、区民の声をその時

も是非取り上げてもらいたいと思う。 

実質的な審議は、都市計画審議会で行うこと

になります。個々の案件に忚じて、判断をし

ていくことになります。 

都市計画審議会は、都市計画や建築に詳しい

専門家、消防、警察、道路行政、区議会議員、

公募区民から構成される組織です。 

67 規制方針 この絶対高さ制限を定める高度地区の指定

は、文京区の基本構想あるいは景観基本計画

を具体的な姿形にしていくという点で非常

に重要なテーマの１つとして考えている。そ

ういう点で、この２つの方針との整合性を内

容において充分に満たしているものでなけ

ればならないと考えている。景観計画におい

ては、中高層建物の増加が都市構造、街並み

に影響を与えており、生活において心の豊か

さや潤いを求める意識が高まっているとあ

り、また緑や水辺の空間の整備保全、歴史や

文化の保全、これらを活かした個性あるまち

づくりが求められているといわれている。そ

平成 23 年 3 月に改定した都市マスタープラ

ンの目標は、「安全で快適な魅力あふれるま

ちづくり」としております。その目標を達成

するための個別計画として、景観計画や緑の

基本計画などがあり、それらの連携を図りな

がら、まちづくりを進めることが効果的と考

えております。今後ともこの目標に向かって

まちづくりを進めてまいります。 

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。 
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のため、利便性や効率性といった機能を重視

した従来のまちづくりだけではなく、歴史や

文化につちかわれた街の個性やイメージを

保全活用しながら文京らしさのあるまちづ

くりを推進していくことが重要だといって

いる。この立場から私なりに検証をすると、

指定の目的の３に、高さを制限するというこ

とを掲げているが、規制を破る高さを特例で

認めていく、あるいは除外をするということ

は、実質的に規制がかけきれていないのでは

ないかという印象を持つ。 

尐しばかりの緑化面積を確保すると。そうい

うことで高さ制限を緩和するということは、

この点で言えば、眺望権を奪うということに

なるのではないか。 

文京区の基本構想では、誰もが気軽に憩い、

ゆとり、潤いを実感できる街を作るために散

歩したくなる緑あふれる歩行空間の創造、整

除を進めると言っているが、高層ビルが建つ

中で、ビル風が歩行に危険を及ぼす状況の中

で、お年寄りや小さい子どもが安心して散歩

もできないんじゃないかと、こういうふうな

思いもする。 

既存 

不適格 

特例 

鉄筋あるいは鉄骨の建物は耐用年数が 47 年

から 50 年ということなので、例えば、既存

不適格建築の再建築を 1 回認めるというこ

とだが、これらは今いる人たちにとっては何

ら実行性を持たないものになっているのは

ないかと思う。鉄とコンクリートの高層ビル

に囲まれた街に潤いとか憩いとか、そういう

ものが生まれてくるのだろうか。 

既存不適格建築物の特例は、新たな規制が生

活や仕事の場を直ちに奪うことにつながる

のは適切ではないと判断し、設けてありま

す。 

絶対高さ制限の指定については、将来的に良

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。 

規制値 目的の２に近隣紛争の防止を図るというふ

うになっているが、例えば、47ｍ高度地区が

1ｍ下げられたが、これが階高にどれほど影

響を及ぼすのか、これで紛争が防止されると

はとても考えてにくいわけで、10 階建て、

せめて 12階ということではどうなのか。 

絶対高さ制限については、不必要から厳しい

制限まで、幅広い意見が出される内容を含ん

でいると考えております。第 2次素案では、

建物の階数状況や基盤整備状況、頂いたご意

見などをもとに、地域の現状に見合った高さ

となるよう一部区域について制限値の見直

しを行いました。 

今回の絶対高さ制限は、文京区都市マスター

プランに基づき導入されるもので、尐しでも

近隣紛争の発生を抑制しようというもので

す。 
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なお、46ｍは、階数に換算すると概ね 12 階

程度となります。 

規制方針 第 1 種低層住居専用地域の高度を基軸にし

て再度ふれあいのある街、みんなが主役の

街、誰もが活き活きと暮らせる街を作る、こ

ういう観点から、尐し時間は掛かるかも知れ

ないが、さらに検討を加えていただいて、本

当に潤いのある文京区まちづくりというも

のに相忚しいものを再度提起をしていただ

いて、議論の場を設定していただきたいと思

う。 

平成 23 年 3 月に改定した都市マスタープラ

ンの目標は「安全で快適な魅力あふれるまち

づくり」です。今後とも、この目標に向かっ

てまちづくりを進めてまいります。 

規制方針 今回の指定は文京区の街づくりをどう進め

ていくのかというわけなので、今回の課題と

は別ですよという議論では、本当に文京区の

街づくりを総合的により良くしていくとい

う立場に立ってない。それを改めて、これを

変えなくてはならないということであれば、

そこに区自身が切り込んで、そうした住民の

要望に答えていくのかという方向からの検

討も必要だと思う。街づくりというのは、さ

っきもあったように、防災の問題とか、そう

いうものも含まれる。今回はこの高さの問題

かも知れないけれども、関連する問題につい

ては充分検討して、色々な角度から文京区の

街づくりをしていくんだという提起が必要

なのではないかと思っている。 

将来的なビジョンは、改定した都市マスター

プランに記載しています。 

都市マスタープランには部門別方針として、

景観や防災などについての方針が定められ

ており、絶対高さ制限の基本方針について

も、この都市マスタープランに位置づけられ

ています。 

そのため、その他の部門における施策につい

ても、今後進めていくことになります。 

68 総合 

設計 

特例 

総合計画による特例というのはどういう場

合に当てはまるのか。 

総合設計は、市街地環境の整備改善に資する

と認められる計画であり、公開空地等を確保

することにより計画建ぺい率が小さくなる

ほか、それによる容積率の緩和も認められる

ことから、建物高さが高くなるため、絶対高

さ制限も緩和することになります。 

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。 

特例 

（全般） 

大規模の特例も総合設計の特例もそうだが、

公共のものや病院とか学校以外のいわゆる

デベロッパーが作るものがあっても、例えば

総合設計は、市街地環境の整備改善に資する

と認められる計画であり、公開空地等を確保

することにより計画建ぺい率が小さくなる



55 

空地を多くして、周りを公園にする。その結

果、地域の方が使用しないものであっても、

建てるときには公共性があるんだ、周りの人

たちもどんどん使用して欲しいというふう

なことで建築を認めてください、いうことに

すれば認められてしまう可能性がある。その

結果、例えば 22ｍの制限がある場合でも、

30何ｍとか場合によっては 60何ｍとかにな

ってしまう、ということであったらば、高さ

制限を作った意味がないと思う。だから、そ

ういうような総合設計とか公共性があると

いう建物であっても、例えば 22ｍまでにす

るということであれば、私たち住民も安心で

きるのだが、この特例がどのような状況で、

どのようなデベロッパーに特例が使われて

しまのかということが、皆さんやはり不安が

仕方がない。だから特例はこういうものだと

いう事をはっきりと決める、又はこういう特

例があるものであっても高さは 22ｍなら 22

ｍ，30ｍなら 30ｍまでしか建てさせません

よという事を決めて頂きたいと思う。 

大震災の後、その前からも色々と太陽光パネ

ルなどの自然エネルギーの活用というもの

が言われているが、大震災の後それがより一

層切実なものになっている。高い建物が建っ

てしまうと、一般の一戸建てでソーラーシス

テムを入れようと思っても、日照の時間が足

りなくてそれができないという家がどんど

ん増えている。そうすると、これから必要な

エネルギー源が得られないような政策を区

が、日本全体が許しているということにな

る。東京都の環境課と建築課の方にも参りま

して、その辺り２つの課で話し合いをしてい

るのかというのを震災前に行って伺ったら、

実は話し合いをしていないので、そういう話

し合いして欲しいという事が都民からの声

があったという事は伝えますという曖昧な

お返事だった。その答えを持って区の環境課

と計画調整課にお話をしたが、やはり何も話

し合ってないとのことだった。環境課から

は、向こうが言って来なければこっちは言っ

てもしょうがないから言うつもりもないと

ほか、それによる容積率の緩和も認められる

ことから、建物高さが高くなるため、絶対高

さ制限も緩和することになります。 

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。 

自然エネルギーの活用については、別途に検

討・対忚するものと考えております。 
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いう、けんもほろろなひどい対忚を受けた。

だから、この機会にちゃんと環境課の方とお

話をして欲しい。そして、太陽光エネルギー

を一戸建て住宅で、日本のために、自分たち

のために利用できるような、進んだ決定を文

京区はしていただきたいと思う。 

その他 容積率の問題ですが、結局容積率とかそのも

のを変えなくてはいけないので、中々それが

できないというお話だったが、これも東京都

に聞いてきた。昭和 48 年に大きな白山通り

ができたということで、文京区からの要請が

あり、容積率を 400％から 600％にしたとの

こと。都の方からそうしろということは言っ

ていないので、文京区の方からもう一度容積

率を低く下げないという希望があるならば、

それを文京区の方から言ってもらえないと

東京都の方では変えられないと、文京区の方

でその事を考えてもらってくださいと東京

都の係の方が言われたので、その事も合わせ

てどうお考え直して欲しい。 

平成元年 10月 11日に白山通りの近隣商業地

域の容積率が 300％から 400％に変更してい

る。その変更も近隣商業で 300％なら 300％

のままにしておけば良いのに、それを区の方

が 400％に変えたんですよね。だったら、そ

れをまた 300％に戻しますという事は可能

なのではないか。 

容積率は、土地利用の状況や市街地環境など

を踏まえて、東京都の指定方針に基づき定め

られています。 

容積率は、都市計画で指定した数値の他に、

建築基準法に基づき、敷地の前面道路幅員か

ら算定する数値があり、その小さいほうを採

用することになっております。このため、指

定容積率と実際の建物との間に乖離が生じ

ることもあります。 

今回の絶対高さ制限の制限値の算定におい

て、指定容積率を採用する一方、地域特性を

踏まえて算定した数値と異なる制限値とし

ている地区もあります。 

今回の素案は絶対高さ制限についてのもの

であり、容積率の変更については、別途対忚

すべきものと考えています。 

69 規制値 今回私どもは絶対高さという地図が出てき

てびっくりした。35ｍは低い方ではなくて、

どちらかというと高い方になる。この不忍通

りの高さを見ても 31ｍとかが多い。確かに

千石１丁目は 46ｍだが、１次素案から２次

素案に移るときに低くしたという理由の中

で、隣接する第 1種低層住居専用地域との連

続性や、区域内の基盤整備及び建物階数とか

ということで低くしたということで、大和郷

の中の 17ｍも 22ｍよりからはちょっとまし

かと思うので結構かと思うが、35ｍも低くな

い。私どもはとても不満。六義園を擁してい

るこの本駒６丁目の周りを今現在も、ソーラ

ーシステムが効かなくなったというぐらい

に着々と 35ｍが建っている。これが 35ｍで

絶対高さ制限については、不必要から厳しい

制限まで、幅広い意見が出される内容を含ん

でいると考えております。第 2次素案では、

建物の階数状況や基盤整備状況、頂いたご意

見などをもとに、地域の現状に見合った高さ

となるよう一部区域について制限値の見直

しを行いました。 

なお、六義園周辺の幹線道路沿道の商業地域

については、今回の素案における他の商業地

域にはない、厳しい条件を継続することか

ら、現状のままといたします。 
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良くなかったんだということを今とても後

悔している。私たちも面子は捨てるので、区

役所の方々も面子は捨てていただいて、是非

31ｍにしていただきたいとのが私どもの絶

大なる望み。 

意見 

集約 

都市計画決定になって初めて法的に執行さ

れるとなると、既存不適格の建物がどっと増

えるという状況になる。デベロッパーは駆け

込みをして得をするのかも知れないが、それ

に騙されて買った方々はものすごい損害な

ので、そういう事は是非止めていただきた

い。こういう案が出ているのならば、文京区

は積極的に指導していただきたい。文京区の

方々は、文京区の良い街づくりのために、全

然積極的に動かない。こういう地域にこれを

建ててはいけないのが分かりきっているの

に、法律に基づいているからということで認

可してしまう。法律ではない、人間。そこに

住んでいる人たちが幸せになるために、文京

区には是非頑張っていただきたい。文京区役

所の方々は文京区を愛していらっしゃるの

か。この既存不適格を増やすような事は是非

止めて頂きたい。 

絶対高さ制限は、都市計画決定された段階で

定まることになり、それまでは現行法令等に

拠ることになります。 

なお、事前相談などにおいては、絶対高さ制

限についての現状を説明し、理解と協力が得

られるよう、努めていきたいと考えておりま

す。 

70 特例 

（全般） 

総合設計制度というのは広い土地がないと

成り立たないので、そう滅多にあるものでは

ないという非常にいい加減な言い訳ばかり

しているが、絶対高さ制限というものを決め

る以上は総合設計などの特例は絶対止めて

ないと何の意味もない。時間の無駄、もった

いないだけ。 

許容される建物の高さは、容積率や地域特性

に忚じて変わるものと考えております。 

総合設計や大規模敷地の特例については、敷

地規模が大きいことから、周辺市街地との調

和を図りながら、建築計画を作成することが

可能になると想定し、設定しております。 

71 その他 都市計画審議会や建築審査会などの審議し

ていただく方に絶対的な信頼を置いている

ようだが、我々区民はその方達に対しての信

頼感を大変疑問の思っている。だから、その

方達が決定すれば良いという、決まりきった

ことはお聞きしたくなくて、血の通った議論

ができるような場を持ってやれるようにし

て欲しい。そのためには今回この会で、総合

設計の中にもある程度の高さを設定してく

れればある意味安心があるというようなこ

とを言っていると思う。総合設計の一つの例

都市計画審議会は、都市計画や建築に詳しい

専門家、消防、警察、道路行政、区議会議員、

公募区民から構成される組織です。 

また、都市計画審議会からの答申は、区が決

定するにあたって、尊重することになりま

す。 
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が○○○○○○○なのだが、あれは設計ミス

ではないかと思うぐらい今日なども風の中

でお年寄りの方が舞い上がるような、そんな

形でないと歩けないような所になっている。

できたものを壊して直すわけにもいかない

だろうし、だから専門家と言われる人に対す

る不信感というものが大変なものがこの 1

年ある。この場を借りて区の方にもう尐し全

体的な考えでお示し頂きたいと思う。 

72 規制方針 今の説明を聞いていると、区民と向き合う姿

勢や気概が文京区の行政はないのではない

か、欠けているのではないかと思う。その理

由が、昨年都市計画審議会に傍聴に行った際

に、特例を認可したり、やむを得ない公益上

必要な場合において区長が認めるという区

長が、出席されていない会があった。本来で

あれば、私の目の前に座っているコンサルタ

ントよりも区長に真摯に区民と向き合い生

の声を聞いて頂きたいと、そういう思いをず

っと持っている。 

今回の第 2 次素案において一部高さを低く

した所もあるが、高さ制限をしても、建築基

準法で合法であれば総合設計であろうが、一

般通常設計であろうが、許可をせざるを得な

いのではないか。マンション開発業者という

のは、区民やあるいは建築家からの指摘によ

って脱法行為を特段審査請求なりで追求さ

れなければ、何も顧みずにそのまま建ててし

まうのではないかという懸念がある。 

それと、私は 3 月 14 日の福祉センターで話

を聞いたら、例えば行政が許可した建物が倒

壊等をして重大事故となっても、行政には何

ら責任はないような発言を課長はしていた

が、その建物の所有者に全ての責任があるか

のごとき説明は、個人的にも断じて容認でき

るものではない。何故ならば、ヒューザー姉

歯一級建築士の耐震強度偽装事件の根本は

一体何だったのかという話と関連すると思

う。 

太陽光パネルや太陽光発電について、日影に

なるとそういった発電ができないと主張さ

れている方が数名いたが、私も同意見を持っ

建物は個人の財産であるため、その管理責任

は所有者が有することとなります。建物が建

てられる際に、建築基準法等の関連法令に準

じた建築計画であれば、区あるいは民間確認

検査機関により建築することが認められま

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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ている。例えば、マンション住民が管理組合

と合意になった場合においても、自分の住ま

いが日影になっていたら、太陽光パネル・太

陽電池が使えない。従って発電量が低下する

ということになる。現行の建築基準法及び関

連法令は今のうちに高層建築物を建てて、近

隣に何をしてもなんら問題がないというこ

と自体私は問題があると思う。駆け込みとい

う話があったが、私の住んでいる本郷２丁目

も○○○○○並びに○○○○○による 13 階

が建つものだと思っていたが、途中で頓挫し

ている。本郷２丁目において私も今まで誤解

していた所がある。その○○○○○がやって

いる所はちょうど 60ｍなのだが、私の住ん

でいる本郷２丁目は 45Bで昨年の第1次素案

から何も変わっていない。○○○がある外堀

通りは 70ｍとなっている。ただし、本郷２

丁目の○○○さんから、○○○までは 60ｍ

だった。この本郷３丁目まで湯島の界隈は

60ｍで途中 45ｍになっているという事は、

坂の傾斜地と地盤面が違うから、やっぱりお

かしいのではないかと思う。日影の街を作る

のに、何で 60ｍだと。その算定根拠が文京

区が言っている、今までの高度地区で様々な

データを集めて近隣商業地域で高い建物が

建っている、いまある既存のものを平均した

とのことだが、私は特定の医療機関や災害拠

点病院づくりに一方的に行政が加担してい

たのではないかと思っている。是非このよう

な高さの建物は、一つの例となって、文京区

には学校や大学や病院等も多くあるので、そ

の周囲にある住民の事をちゃんと真摯に考

えて欲しい。そうでないと、何でもかんでも

特例や東京都の総合設計制度などによって、

風害、交通問題、日影問題が必ず起きる。そ

ういう事で高さ制限をしても厳しい罰則等

がなく、さらに特例がある限り紛争は無くな

らないのではないかと私は思う。それと大変

恐縮ですけれども、私が最近○○○の標識を

見てびっくりしたのは、文京区の大型建築物

検討分科会の検討資料がここになるが、2009

年の時は、98.6ｍだった。ところが我々に対
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して説明しているときは、高さが 99.98ｍで

あり、それは今年の１月頃までそういう標識

だった。ところが、最近になって、99.72ｍ

にした。16cm 下げたのは一体何故なのかさ

っぱり分からない。容積率は 748.07％で変

わらないのだが、600％の容積率から比べれ

ば、148.07％も増やした挙句、100ｍをちょ

っと超えないぐらいにして、実際に屋上構造

物や冷却塔を含めれば、我々に提示した日影

の日影図よりもさらに近隣の建物の高さの

２倍の２Hを超えて、北西側に広範囲の日影

を作ると思います。こういう 100ｍをちょっ

と欠けてあえて東京都の公聴会を避けてい

るのではないかと思う。敷地面積の話につい

て文京区から色々説明を受けているが、敷地

面積が 5,156.48㎡で、延べ面積が 45,089.51

㎡となっている。このような 3,000 ㎡を超え

た所を、東京都の総合設計制度で南側を低く

して北側の住民がいる所に高い建物を建て

るというような事は、普通一般常識的には考

えられない。もう１点は、以前の説明会では

文京区は中央線からカウントしましたと言

っていたが、既存不適格が神田川沿いに何棟

か並んでいるということは私も記憶してい

る、そこの平均で確か 78.ｍいくつと言って

いたが、どうして中央線からカウントしたの

か、そこが解せない。私は子どもの時から文

京区と千代田区の境は神田川の真ん中から

湯島 1 丁目の医科歯科の方に向かっていっ

て、一体どこが文京区でどこが千代田区なの

かと。どこで線引きしていくのかなと純粋に

疑問に思ったが、中央線からカウントしてい

くというのは解せない。 

絶対高さ制限は、突出した高さの建物の抑制

や近隣紛争の予防を目的としているのであ

れば、今の駆け込み需要や、区民の方が目に

されているコインパーキングや更地、それは

財産権の問題が複雑になって更地になって

いる所もあるが、こういった所に高さ制限ギ

リギリに建てようとしているデベロッパー

がいるのではないか。だから、こういった高

さ制限について、もっと広く区民の意見を聞
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いて、本当に潤いのある、住んでみたい、住

み続けたい文京区とはどのようなものなの

か、町会連合だとか一部の格式ある東京都の

見解も大切なのかも知れないが、もう尐し区

民に向きあう姿勢を持ってここに区長が出

てきて、区民の声を生で聞くという事を一番

思っており、５回出席したまとめとして終わ

ります。 

73 意見 

集約 

今度の絶対高さの計画というのは、文京区の

この 100 年後、50 年後というものを規定し

ていく、作っていくものだと思う。第 1次素

案、第 2次素案の説明会を拝見しているのだ

が、５箇所で大体 20、30 人の方が参加して

いて、150人ぐらい。説明会をやっても、ほ

とんど関心の高い方というのは決まってい

て、その範囲を大きく出ていない。150 人ぐ

らいというのは、文京区の有権者の中でどの

くらいの割合なのかということを良く考え

て頂きたいのだが、1,000人に１人ぐらいし

か来ていない、1,000人に１人の割合でしか

この問題は、よくご理解いただいて、ご意見

を言っている方がいないという事で、大変心

もとないと思う。先程文京区の方から、今後

は町会とか幾つかの人数がまとまれば行き

ますという話もあったが、来てくれと言われ

て行くという姿勢では、この計画を決めるの

は非常に危ないなと思います。是非 1,000

人に１人の割合ではなくて、もっと多くの

方々に説明をして頂きたい。区の方で出向い

て、ここでやりますから、是非おいで下さい

というのを、この５箇所以外で作って頂きた

い。具体的には例えば千石地域は、マンショ

ン紛争がたくさんあった地域です。何でそこ

で説明会をやってくれないのかと思う。千石

地域では是非１箇所２箇所ぐらいは説明会

をやって頂きたいと思う。図書館の２階や大

原地域活動センターなど空いているので、そ

こでやりますから来てくださいと区内全域

でさらに何十カ所で説明会をやって下さい。

それで多くの方、マンションを持っていらっ

しゃる方とか、戸建ての方、借家の方とか、

説明会は都市マスタープランで位置づけら

れている 5地域で行っておりますが、町会や

自治会など数十人単位での会合からのご要

望があれば、こちらからお伺いして素案につ

いての説明をいたします。 

いただいたご意見等を踏まえながら素案の

検討をすることにしており、スケジュールが

早すぎるとは考えておりません。 

なお、今後とも分かりやすい説明に努めてま

いります。 
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そういう方々がこの計画が自分にどのよう

な影響があるのかという事を良く知っても

らってですね、それで意見が述べられるよう

に、皆なの合意が得られるような形でやって

頂きたいと思う。そういう意味では、あまり

時間を急がいないで、第 3次素案を出すと伺

っているが、第 2次素案の説明の時間を充分

取って頂きたい。尐なくとも４月一杯はあち

こちで説明会を開催して頂きたいと思う。 

規制方針 観光やその他の計画との整合性の問題なの

ですが、景観計画を今やっていますけれど

も、それと最終的には統合していくというお

返事があって、今回は高さですとおっしゃっ

て、私びっくりしたのですが、今回高さを決

めて、私は全体的に高すぎると思いますけれ

ども、その高すぎるという高さに合わせて景

観の方を統合していくというふうに聞こえ

てしまいまして、これは景観も相当危ないな

というふうに思ったのですね。やっぱり、景

観計画とか、景観というのが観光と結びつい

ていくと思うのですが、もっと一体的に計画

を立てるべきだと思うのですね。ブラタモリ

というテレビ番組があって、ブラタモリは文

京区で盛んに街歩きをして、色々テレビで取

り上げられていた、そういう街が文京区だと

いうふうに思うのですが、幹線道路が 46ｍ

というのがいかにも私は高すぎると思いま

す。街歩きをする時に、ビルの屋上を見上げ

ながら、首が疲れて歩くような街では、私は

街歩きはもう成り立たないと思います。今文

京区は文の京といって観光を重視するとお

っしゃってくれていますので、それと両立す

るような幹線道路をちゃんと作って頂きた

いと思います。そういう意味では、46ｍをさ

らに見直しをして頂いて、もっと下げて頂き

たいと思います。幹線が高いという事の関連

で申し上げますと、3.11 の大震災の後、今

後は首都直下型の地震の心配が言われてい

ますよね。私この東京文京区で火事が起きた

とき、この街づくりはどうなるんだろうと思

いました。強風が吹いている時に、それこそ

さっきのピーコックの周辺の話じゃありま

平成 23 年 3 月に改定した都市マスタープラ

ンの目標は、「安全で快適な魅力あふれるま

ちづくり」としております。その目標を達成

するための個別計画として、景観計画や緑の

基本計画などがあり、それらの連携を図りな

がら、まちづくりを進めることが効果的と考

えております。今後ともこの目標に向かって

まちづくりを進めてまいります。 



63 

せんけれども、立っていられないほどの風が

吹きますよね。今日もうんと冷たい強風が吹

きました。ああいう時は高いビルの所はもっ

とすごい風が吹くわけですよ。そうした時

に、これはトンネルのように火事が走るので

はないかと、幹線道路の所。やはり、いざ震

災がきて火事が起きるということも想定し

て街づくりを考えて頂きたいと思います。そ

ういう意味では、もう 21 世紀ですから、こ

れから人口が減っていくと文京区は予想し

ていますけれども、私はこれはいかんと思う

のですが、これから３割も人口が減っていく

と言われているときに、高い建物はやはり必

要ないのではないかと。そして、太陽光とか

言われていて、原発はやめましょうという方

向も出てきている時に、エネルギーを大量消

費するような高層建築物は時代に合わなく

なってきているのではないかと思いますの

で、もっと高所大所に立った計画に見直して

頂きたいと思います。もう尐し具体的に申し

ますと、菊坂とか、樋口一葉の五戸とか、樋

口一葉の質屋とかあるような地域を 24ｍ、

29ｍに下げたとおっしゃったと言いますが、

私はこれでもまだまだ観光の街づくりとい

う意味でも高すぎると申し上げたいと思い

ます。私はいつも言いますけれども、２、３

階の建物ですよね。この辺りは。ですから、

本当にそれに合わせた街を作って頂きたい

と思います。 

ﾊﾞｯﾌｧ 

ｿﾞｰﾝ 

31ｍのバッファゾーンというのは、一体何か

ら守ろうとしているバッファゾーンなのか。

ヨーロッパで言うバッファゾーンというの

は、文化財の街並みとかを守っていくための

緩衝帯というふうに位置づけられていると

思うが、文京区ではこのバッファゾーンを高

い幹線道路と低めの所の中間という位置づ

けに過ぎないのではないか。こういうバッフ

ァゾーンだったら、無い方が良いのではない

かと思う。22ｍの隣に 31ｍの 20ｍ幅を作っ

て、その外側は 46ｍ。この 31ｍというのは、

22ｍだったら 22ｍの方がむしろ良いのでは

ないかと思うので、31ｍのバッファゾーンと

バッファーゾーンは、商業地域等の用途地域

の境界から基本的には 20ｍの範囲内として

います。 

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たものです。前

後の制限値の合計を 2 で割った上で、原則値

のいずれかに切り下げたものを設定してい

ます。 
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いうのも再検討をお願いしたいと思う。 

ﾊﾞｯﾌｧ 

ｿﾞｰﾝ 

バッファゾーンを設けている 20ｍの範囲と

いうのは、本来幹線道路の所、46ｍに本当は

なる所なんだけれども 31ｍに下げたという

事か、それとも本来だったら 22ｍの地域な

のに、31ｍにしたということか、どちらか。 

バッファーゾーンは、商業地域等の用途地域

の境界から基本的には 20ｍの範囲内として

います。 

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たものです。前

後の制限値の合計を 2 で割った上で、原則値

のいずれかに切り下げたものを設定してい

ます。 

74 意見 

集約 

マンション在住の方がほとんど、この高さ制

限ができることに対してリスクを理解して

いない。今回文京区がやってくれないので、

私たち○○○○が既存不適格になるような

建物に伺って、あなたの所は既存不適格にな

りますよとビラを配っている。初めてそれで

管理人さんも管理組合の理事長も知って、ど

ういう事だと、今度管理組合の総会があるか

らちょっと話してくれという現状である。直

接既存不適格になる 50 件以上の建物の管理

組合に直接行って、その人達の意見も聞く必

要がある。 

絶対高さ制限について、今後も周知徹底に努

めてまいります。 

規制方針 住宅系の方の意見など全て聞いていると、こ

の高さ制限ができなくなるので、撤廃して地

区計画にした方が良いんじゃないか。 

絶対高さ制限については、不必要から厳しい

制限まで、幅広い意見が出される内容を含ん

でいると考えております。第 2次素案では、

建物の階数状況や基盤整備状況、頂いたご意

見などをもとに、地域の現状に見合った高さ

となるよう一部区域について制限値の見直

しを行いました。 

また、地域のまちづくりについては、合意形

成を図りながら、地区計画の活用などによ

り、絶対高さ制限に関わりなく、地域独自の

ルールをつくることもできることになって

います。 

総合 

設計 

特例 

総合設計は、なぜ高さが 1.5 倍なのか。私は

青天五でも良いと思っている。何故かと言う

と、これから人口が尐なくなって、将来小学

校の数がいらないとなると、逆に容積率を低

い建物を建てた場合、すぐそばに住んでいる

方は、全く大きな壁ができてしまって、日が

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
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全く当たらなくなります。それを総合設計制

度を使って、道路からの斜線を使い、細く高

く建物をすることによって、時間的に１時間

２時間日が当たらなくなる人は増えるかも

知れませんけど、すぐ近隣に住む方の日影は

守られる。そういった意味で一度皆さん容積

率はどういったものか、建ぺい率はどういっ

たものか、しっかりと絵を書いて、本当に総

合設計がいけないのか、大きな壁ができてし

まえば良いのか、良く考えて頂きたいと思

う。 

保されるものと考えております。 

75 その他 都市計画審議会で活発な議論をすれば良い

という課長からのお話があったが、一時私は

都市計画審議会に必ず参加していた時があ

ったが、活発に議論がされているのを見たこ

とがない。どちらかと言うと推進派がその場

で言う意見を決めて、特に推進派の方がこう

と言って、それでしゃんしゃんという形の都

市計画審議会だったのだが、それは今は議論

がされている形に変わったのか。 

指定方針の時から活発な議論を頂いており、

今回の第 2次素案に至っております。 

都市計画審議会は、都市計画や建築に詳しい

専門家、消防、警察、道路行政、区議会議員、

公募区民から構成される組織です。 

また、都市計画審議会からの答申は、区が決

定するにあたって、尊重することになりま

す。 

特例 

（全般） 

総合設計の事が出たが、ビルは一つ建つとそ

れで終わるが、周りの住民にとっては次から

次へと色んなものが建っていくので、大通り

を挟んだ向かい側のたかだか８階建てでさ

え、私どもが住んでいる白山通りを挟んだ反

対側まで日影に関しては影響が出る。そうい

う問題がある他に、風害というのは、日影と

同じか若しくはそれ以上に大変な問題をも

たらすと思っている。だから、この地域では

この位の風害が出ますよというのを、きちん

とお金がかかることは存じ上げているが、予

算を使ってお示し頂きたいと思う。 

許容される建物の高さは、容積率や地域特性

に忚じて変わるものと考えております。 

総合設計や大規模敷地の特例については、敷

地規模が大きいことから、周辺市街地との調

和を図りながら、建築計画を作成することが

可能になると想定し、設定しております。 

その他 H16のときにも駆け込みが確かにあった。そ

の時に住民としても必死に動いた。区も動い

て下さったが、地域の住民がエネルギーを使

って動かなければ、あの会社は止まらなかっ

たと思っている。その辺の本当の住民のエネ

ルギーを使うということを分かって頂きた

い。それから、35ｍに何故決まったかという

所で、私どもは実を言うと 30ｍを要望して

いた。その位ならなんとか商業地域の方々も

良いんではないかということで。ところがそ

絶対高さ制限は、都市計画決定された段階で

定まることになり、それまでは現行法令等に

拠ることになります。 

なお、事前相談などにおいては、絶対高さ制

限についての現状を説明し、理解と協力が得

られるよう、努めていきたいと考えておりま

す。 

また、まちづくりを進めていくためには、そ

の地域にお住いの方々はもちろんのこと、土

地や建物に何らかの権利を持っている方々
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の時に何故 35 という数字が出たかと言う

と、丁度表参道が 30ｍという高さ制限を設

けた時期であり、表参道の道幅に対して白山

通りはもっと広いので 35ｍということで良

いだというのが当時の区からの説明で、もし

これを了承しなければ、35ｍもナシだと言わ

れたことを今でも思い出す。その辺の所をみ

んな苦労して暮らしているという所を考え

ていって頂きたい。 

や事業者など、多くの関係者のご理解とご協

力が欠かせないと考えております。 

76 大規模 

特例 

特例の設定の資料の 37と 38 ページに、「こ

れらの施設は階段型の教室・講堂や手術室が

あることから高い階高が必要」と書いてあ

り、高い階高が必要な根拠と理由というのは

手術室・講堂などがあると言っているが、こ

の階高が幾らまで制限があるのか、建築基準

法との相関関係が分からない。 

建築基準法では、居室の天五高さは 2.1ｍ以

上と定められています（施行令第 21 条）。

階高の最高限度については法令の制限はあ

りません。 

大規模 

特例 

38 ページに「教育機関・医療施設について

は施設の特殊性を踏まえた基準」とあるが、

その基準というのがいまいち判然としない。

○○○○と○○○○が出ているが、総合設計

で設けられるような公開空地はないと思う。

特殊性を踏まえた基準とあるが、東京都の許

可基準との優先順位は、どのような相関関係

として示されるのか疑問。 

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。 

なお、この基準は大規模敷地の特例における

基準の一部であるため、東京都が許可する総

合設計等における許可を適用する場合は、別

途東京都が定める基準に拠ることになりま

す。 

規制方針 風害の問題で自転車が倒れたり、メガネが吹

っ飛んだこともある。災害や防災、帰宅困難

者も含めて、特に文京区は細街路とか旗地、

袋地いろいろ道路整備も将来考えていると

思うが、高齢者が増えていく中で新しいマン

ションが建っていくと、自転車置場から自転

車が飛び出たり、自転車と歩行者との事故と

か、マンションの住民のゴミの問題や車や駐

車場の問題が必ず出てくるので、景観もさる

ことながら、道路の問題は非常に重要な位置

づけになるかと思う。そういった幅広い観点

からもう一度区民の意見を聞いて頂きたい

今回は絶対高さ制限について提案している

ものであり、風害や道路・ゴミ問題等につい

ては、別途対忚すべきものと考えておりま

す。 
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と思う。 

77 大規模 

特例 

38 ページに○○○○と○○○○の写真が並

んで写っているが、これはどういう整合性が

あって写真があるのか。施設の特殊性を踏ま

えたという文章と全く関係のない写真のよ

うな気がする。中身には特殊性があるけど、

外観を皆さんの迷惑にならないように建て

るということとはまた別の事なので、その辺

はよくお考え頂ければと思う。 

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。 

78 大規模 

特例 

教育機関・医療機関への適用で特例の設定で

敷地内に複数の施設が立地し、広場や通路な

どの確保が必要と書いてあるが、文京区の中

で区道がまたがって敷地が 3,000 ㎡未満の

敷地がある場合に、そのような特殊性を踏ま

えた基準でどのような建て方を認可するの

か。 

大規模敷地の特例は、公道や地形地物で区切

られた敷地で、敷地面積 3,000㎡以上が対象

となります。 

79 その他 環境課との話し合いを持つかどうか。環境課

の方ではソーラーの助成金だしているにも

関わらず高い建物を建てるとなるとそれと

相反したものになるのではないか。 

建築物の日影は、建築基準法による日影規制

により、制限されます。 
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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 

80 意見 

集約 

区報「ぶんきょう」2 月 20 日付の絶対高さ

制限を求める高度地区の指定(第 2 次素案)

特集号を頂ましたが、私のような素人で高齢

(87)の者にはこの図面ではどこが自分の家

のある所かさっぱり分かりません。せめて坂

の名前とか神社、仏閣、学校、公共の建物な

どの名前を入れた地図だと大体の見当がつ

くと思います。 

この次からは普通の人にも分かるような図

面にして頂きたいと切にお願い申し上げま

す。 

分かりやすい資料（地図・図面等）を作成し、

説明に努めてまいります。 

81 その他 文京区の者ではありませんが、弥生町に住ん

でいたことがあります。20 年程前外堀の植

樹をお願いに公園課に行ったことがありま

す。ありがとうございます。 

30 年ほど前総合設計制度 1 号の○○○○に

関与し、○○○○○○○に都心の超高層化は

間違いと言いましたところ、「それが正しい

と思うなら言い続けろ、そして決して止める

な」と言われました。 

私の区では復興小学校の●道が潰され超高

層が建設中です。大震災の時が心配です。文

京区を見て時代が追いついてきたかと思っ

ています。●●●の終末を守らせるよう努力

してます。 

平成 23 年 3 月に改定した都市マスタープラ

ンの目標は「安全で快適な魅力あふれるまち

づくり」です。今後とも、この目標に向かっ

てまちづくりを進めてまいります。 

82 規制方針 今迄同様に高いビルを認めることには反対

です。又住民力の強い地域の低住宅に制限す

るのもおかしなことと思います。 

現行規制では、周辺市街地から過度に高さが

突出した建築物の出現を防ぐことはできず、

それによって住環境や景観の保全などをめ

ぐり、近隣住民との間で建築紛争が生じたケ

ースもあります。 

素案では、指定容積率が活用できる高さを満

たすことを条件として、都市計画法で定めら

れた容積率や建ぺい率、用途地域等の客観的

なデータを基にして数値を算出しています。

この制限値は、その高さまで全域を誘導する

という意図ではなく、敷地条件によって高く

建てられる場合においても、この高さ以下に

抑えることで突出した建築物の出現を防ぐ
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というものです。 

83 規制方針 敷地が狭い割に高い建物が文京区も多く、昨

年の様な地震が起きたら倒壊するのではな

いかと心配している建物が多いので、高度制

限は賛成です。 

六義園の東側と西側では高さ制限の関係で

全然景色が違う様に、高さを低くすれば景観

も変わり、住環境が良くなると思います。住

環境が良くなれば資産価値も上がり、文京区

全体の土地の価値も上がってくると思いま

す。 

現行規制では、周辺市街地から過度に高さが

突出した建築物の出現を防ぐことはできず、

それによって住環境や景観の保全などをめ

ぐり、近隣住民との間で建築紛争が生じたケ

ースもあります。 

素案では、指定容積率が活用できる高さを満

たすことを条件として、都市計画法で定めら

れた容積率や建ぺい率、用途地域等の客観的

なデータを基にして数値を算出しています。

この制限値は、その高さまで全域を誘導する

という意図ではなく、敷地条件によって高く

建てられる場合においても、この高さ以下に

抑えることで突出した建築物の出現を防ぐ

というものです。 

84 規制方針 景観、町の秩序維持のためにも必要です。良

い流れだと思います。 

一方で、現在国は太陽光発電を薦めています

が、隣の高い高度地区の影で太陽光発電量が

落ちた場合、問題はないのでしょうか？法の

基の平等、憲法の基本的人権、日照権等の定

量化が難しい権利ではなく、実害、毎年○○

万円などと、損害を計算できます。 

素案では、指定容積率が活用できる高さを満

たすことを条件として、都市計画法で定めら

れた容積率や建ぺい率、用途地域等の客観的

なデータを基にして数値を算出しています。

この制限値は、その高さまで全域を誘導する

という意図ではなく、敷地条件によって高く

建てられる場合においても、この高さ以下に

抑えることで突出した建築物の出現を防ぐ

というものです。 

85 規制値 本駒込6丁目で35mの高さのビルが建つと日

が入らなくなります。ソーラーシステムをや

りましたが意味がなくなります。せめて

12m(4 階建)にして下さい。南からの太陽は

必要です。 

絶対高さ制限については、不必要から厳しい

制限まで、幅広い意見が出される内容を含ん

でいると考えております。このため、素案に

ついては、すでに指定されている容積率など

の数値を使いながら絶対高さを算出し、客観

的な説明に努めているところです。 

また、地域のまちづくりについては、合意形

成を図りながら、地区計画の活用などによ

り、絶対高さ制限に関わりなく、地域独自の

ルールをつくることもできることになって

います。 

なお、六義園周辺の幹線道路沿道の商業地域

については、今回の素案における他の商業地

域にはない、厳しい条件を継続することか

ら、現状のままといたします。 
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86 規制値 14 の地域ですが、なぜ 17と同一にはならな

いのか。同一を望みます。 

第 2次素案では、区域内の基盤整備状況や建

物の建物階数の状況から容積率 200％の区

域については、全域 14ｍとしました。 

現在第一種低層住居専用地域において定め

られている、10ｍ・12ｍの第一種高度地区と

の整合を図るため、容積 200％の区域におけ

る高さ制限は 14ｍが適切と判断しておりま

す。 

87 規制値 本駒込 3～5 丁目は基本的に低層戸建を中心

とした住宅地ゆえ、素案に示される 22m高度

を導入した場合、住宅地にいきなり 7階建以

上のマンションやビルが出現し日照、ビル風

等周辺の住環境悪化が懸念されます。特にこ

の地域は長年住み続けている高齢者が多く、

このような環境の変化は穏やかに暮らして

きた人々にストレスを与えるものです。よっ

てこの地域の高度は 15m 以下とすることを

要望します。 

第 2次素案では、第一種低層住居専用地域や

今回見直しを行った容積率 200％の区域と

の連続性等の立地条件や、建物の階数状況や

基盤整備状況、頂いたご意見などをもとに、

地域の現状に見合った高さとなるよう一部

区域について制限値の見直しを行いました。 

ご指摘の区域は、周辺が商業地域あるいは近

隣商業地域という立地条件を考慮して、22

ｍとしております。 

規制方針 本郷、不忍通りに面した部分は防災上の見地

から 61m という高度制限とすることは考え

方としては理解できますが、昨年不忍通りに

面して当地近隣に 13 階建てマンションが建

設され、ビル風、住人の乗用車通行による生

活道路の交通量増加、及び住人の騒音と静か

な生活に影響を与える事象が発生していま

す。よってむやみに高度制限を緩和するので

はなく、30m までに抑えると共に、景観の調

和と環境への影響を尐なくする努力を優先

すべきと考えます。 

素案では、指定容積率が活用できる高さを満

たすことを条件として、都市計画法で定めら

れた容積率や建ぺい率、用途地域等の客観的

なデータを基にして数値を算出しています。

この制限値は、その高さまで全域を誘導する

という意図ではなく、敷地条件によって高く

建てられる場合においても、この高さ以下に

抑えることで突出した建築物の出現を防ぐ

というものです。 

88 規制値 本駒込 6 丁目の第一種中高層住宅専用地域

の区域を 22→17 メートルにしたのは好まし

いが、15 メートルでも良い。もっと制限す

べきである。さらに、17 ﾒｰﾄﾙに低くなりな

がら、その南側に位置する○○○○○や○○

○○○の向かい側が 35 メートルなのは高す

ぎる。もっと低くすべきである。 

第 2次素案では、第一種低層住居専用地域や

今回見直しを行った容積率 200％の区域と

の連続性等の立地条件や、建物の階数状況や

基盤整備状況、頂いたご意見などをもとに、

地域の現状に見合った高さとなるよう一部

区域について制限値の見直しを行いました。 

高度地区の指定方針としては、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

を指定することとしているため、ご指摘の本

駒込 6丁目においては、容積率 300％である

ため、17ｍが適切と判断しております。 

既存 

不適格 

建替えも2回の特例は無しにして 1回にすべ

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
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特例 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 日の差し込む南側の規制を強化しないのは

バランスを欠くと思う。 

今回の素案は絶対高さ制限についてのもの

であり、日照などについては、別途対忚すべ

きものと考えています。 

89 規制値 制限値はまだまだ高すぎると思います。建物

が高くなるのに対忚できるほど道路の幅員

はありません。火災などの緊急時に対忚でき

るとは考えられないので、現状よりも高くす

るのには絶対に反対です。春日通り沿いなら

消防車等も問題ないでしょうが、一本入ると

細い道ばかりです。絶対反対です。 

絶対高さ制限については、不必要から厳しい

制限まで、幅広い意見が出される内容を含ん

でいると考えております。第２次素案では、

第一種低層住居専用地域や今回見直しを行

った容積率 200％の区域との連続性等の立

地条件や、建物の階数状況や基盤整備状況、

頂いたご意見などをもとに、地域の現状に見

合った高さとなるよう一部区域について制

限値の見直しを行いました。 

90 ﾊﾞｯﾌｧ 

ｿﾞｰﾝ 

地区の境界での激減緩和措置などを検討さ

れてはいかがでしょうか。 

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バッファゾーンを設

定しています。 

91 規制方針 このたびの「絶対高さ制限第 2次素案」に賛

成します。高度成長、住民増加、税収増加を

良いこととしていた、今迄の考え方が見直さ

れ、落ち着いた暮らし、安定した社会を目指

す今回の素案は、犯罪の尐ない、住み心地の

良い街づくりにつながってゆくものだと期

待します。 

都市マスタープランに示されている将来像

の実現に向けて、地域の特性を考慮した良好

な住環境や街並み景観を形成するため、絶対

高さ制限を定める高度地区を指定します。 

92 規制値 菊坂通りの高さ制限を 17mにしてほしい。菊

坂通りは、樋口一葉と深い縁のある坂であ

り、その歴史的景観は保護すべきであると思

います。また、菊坂通り、言問通り、白山通

りに囲まれた本郷 4 丁目の日照量を確保す

るためにも菊坂通りの高層ビル建築には反

対です。 

絶対高さ制限については、不必要から厳しい

制限まで、幅広い意見が出される内容を含ん

でいると考えております。第２次素案では、

第一種低層住居専用地域や今回見直しを行

った容積率 200％の区域との連続性等の立

地条件や、建物の階数状況や基盤整備状況、

頂いたご意見などをもとに、地域の現状に見

合った高さとなるよう一部区域について制

限値の見直しを行いました。 

菊坂通りは歴史的な雰囲気を残したまち並

みが形成されており、都市マスタープランに

おいても、この環境を生かした良好な低中層

の住宅市街地を形成することとしています。
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また、現況の土地利用も住宅を中心とした建

物が中心となっている状況から、近隣商業地

域であっても住居系用途地域と同等とみな

して 24ｍとしています。 

規制値 菊坂通り、言問通り、白山通りに囲われた本

郷 4丁目の高さ制限を 17mにしてほしい。当

該地区は、既に 3方を高層ビルに囲まれてい

る。その上さらに 22mのビルが建築されれば

周辺の戸建住民の日照量は大きく制限され

る。戸建住民の快適な生活を送る権利は尊重

されなければならない。 

第 2次素案では、第一種低層住居専用地域や

今回見直しを行った容積率 200％の区域と

の連続性等の立地条件や、建物の階数状況や

基盤整備状況、頂いたご意見などをもとに、

地域の現状に見合った高さとなるよう一部

区域について制限値の見直しを行いました。 

ご指摘の本郷 4 丁目は、周辺が商業地域ある

いは近隣商業地域という立地条件を考慮し

て、22ｍとしております。 

93 規制値 水道 2丁目に住んでいますが、今回の 2 次素

案を見ても 29m で高すぎます。自分でビルを

建てる人でもこの当たりは 5 階～6階です。

高いマンションに合わせて高さを決めない

で下さい。20mくらいに下げてください。 

水道 1丁目の第 2種住居地域は、6～10階程

度の中高層が中心となっており、中高層の市

街地形成を目指すこととしております。 

水道 1丁目及び水道 2 丁目の準工業地域は、

3 階以下の低層と 4～6 階の中層が混在して

いる中に、7階以上も多数存在していること

から、水道 1丁目と一帯化した市街地形成を

目指すことから制限値 29ｍとしておりま

す。 

素案では、指定容積率が活用できる高さを満

たすことを条件として、都市計画法で定めら

れた容積率や建ぺい率、用途地域等の客観的

なデータを基にして数値を算出しています。

この制限値は、その高さまで全域を誘導する

という意図ではなく、敷地条件によって高く

建てられる場合においても、この高さ以下に

抑えることで突出した建築物の出現を防ぐ

というものです。 

また、一定の地域で高さなどについて合意形

成が図られるのであれば、地区計画を活用し

て、地域独自のルールをつくることができま

す。 

意見 

集約 

今回の説明会の場所は、前回と同じ場所で

す。水道交流館でも開いてください。将来に

わたる大事な問題ですので、多くの人の意見

が聞けるよう身近なところで数多く開催し

て行く方がよいと思います。 

説明会は都市マスタープランで位置づけら

れている 5地域で行っておりますが、町会や

自治会など数十人単位での会合からのご要

望があれば、こちらからお伺いして素案につ

いての説明をいたします。 

いただいたご意見等を踏まえながら素案の
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検討をすることにしており、スケジュールが

早すぎるとは考えておりません。 

なお、今後とも分かりやすい説明に努めてま

いります。 

94 その他 湯島、本郷地区は全て高度地区ではなく、細

分化して居住地区を設けるべきである。ビジ

ネス化して住民が減った結果、湯島は住民サ

ービスから取り残されている。ビーグルも走

っていない。災害時の避難場所は湯島小学校

だけ。湯島地区を居住地域とし、ビーグルを

走らせ、利便性を高める。そして住民を増や

すことが重要である。湯島から区役所へ行く

には都バス利用で 400 円かかる。ビーグルが

走る地区に比べ大変損をしている。これは差

別である。湯島にもビーグルを走らせ、住民

を増やせ。 

第２次素案では、建物の階数状況や基盤整備

状況、頂いたご意見などをもとに、地域の現

状に見合った高さとなるよう一部区域につ

いて制限値の見直しを行いました。 

本郷・湯島地域は、用途地域が商業と近隣商

業で面的に広がっており、区内では高容積率

の地域となっています。これらの地域特性を

考慮したものです。 

95 規制値 第一次素案から変更する区域について全体

的に高い建築を誘導している印象でした。 

 

①菊坂通りの区域を 32mから 24mに変更され

ていますが、菊坂は狭い道路なので 17m位ま

で下げて欲しい。 

絶対高さ制限については、不必要から厳しい

制限まで、幅広い意見が出される内容を含ん

でいると考えております。第２次素案では、

第一種低層住居専用地域や今回見直しを行

った容積率 200％の区域との連続性等の立

地条件や、建物の階数状況や基盤整備状況、

頂いたご意見などをもとに、地域の現状に見

合った高さとなるよう一部区域について制

限値の見直しを行いました。 

菊坂通りは歴史的な雰囲気を残したまち並

みが形成されており、都市マスタープランに

おいても、この環境を生かした良好な低中層

の住宅市街地を形成することとしています。

また、現況の土地利用も住宅を中心とした建

物が中心となっている状況から、近隣商業地

域であっても住居系用途地域と同等とみな

して 24ｍとしています。 

規制方針 ②絶対高さ制限を定めない区域があるのは

反対です。 

絶対高さ制限の対象から除外している区域

は、いずれもその他の都市計画的な制限が掛

かる区域であるため、除外しています。 

大規模 

特例 

③特例を設けることにより、大規模敷地の制

限は緩和されてしまうので、特例は設けるべ

きではないと思います。 

許容される建物の高さは、容積率や地域特性

に忚じて変わるものと考えております。 

総合設計や大規模敷地の特例については、敷

地規模が大きいことから、周辺市街地との調

和を図りながら、建築計画を作成することが
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可能になると想定し、設定しております。 

96 意見 

集約 

示された地図、全く見当がつきません。なぜ

通りの名を書いていないのでしょうか。番号

だけでは皆目見当がつきません。 

分かりやすい資料（地図・図面等）を作成し、

説明に努めてまいります。 

97 規制方針 ①高度制限にはとくに異論なし。区として土

地面積は 23 区中、下位で増やし様がない。

区役所中心に高度利用推進、区の中心として

大型商業施設を誘致し、区民に豊かな消費生

活の恩恵に寄与させる。区内の消費生活は貧

しく、巣鴨・池袋(豊島区)上野・アメ横(台

東区)三越・大丸(中央区)等の力でどうやら

成り立っている。なさけない。やる気のない

店、息子も跡継ぎをしない商店は期待できな

い。 

現行規制では、周辺市街地から過度に高さが

突出した建築物の出現を防ぐことはできず、

それによって住環境や景観の保全などをめ

ぐり、近隣住民との間で建築紛争が生じたケ

ースもあります。 

素案では、指定容積率が活用できる高さを満

たすことを条件として、都市計画法で定めら

れた容積率や建ぺい率、用途地域等の客観的

なデータを基にして数値を算出しています。

この制限値は、その高さまで全域を誘導する

という意図ではなく、敷地条件によって高く

建てられる場合においても、この高さ以下に

抑えることで突出した建築物の出現を防ぐ

というものです。 

その他 ②●●地の細分化防止にも着手願いたい。

(他区で始まっている)住み良い緑豊かな住

宅地に指定されながら、売却相続問題で細分

化が激しい。細街路の拡幅を含め 10 坪そこ

そこで分譲している。樹木伐採狭い 3階建が

ギリギリに建つ。木は植えられず減る一方。

むしろ近隣を併合し大木や敷地に緑地を取

り込むくらいの環境で建築許可をされたい。

分割不許可で売却値が減尐しても構わない。

値上がりでなく未来の住む目的ならば商売

とは無関係と思う。 

今回の素案は絶対高さ制限についてのもの

であり、敷地分割等については、別途対忚す

べきものと考えています。 

98 規制方針 なぜ高さ制限するのか理解できません。この

先建築基準法において、建ぺい率、容積率を

増やしていくべき(なぜかといえば資産価値

が上がっていくから)なのに、逆行している

ではありませんか。今後、古いマンション等

が建替えする場合に現状よりも小さくなっ

てしまうので、建替えが困難になり、ひいて

は建替えが出来ず、老朽化した物件が手付か

ずで残ってしまうことにもなりますね。 

通常だと容積が増え、建替えで余分に出たも

のを売却して組合の利益になれば、どんどん

建替えし、文京区も活性化されます。今後素

現行規制では、周辺市街地から過度に高さが

突出した建築物の出現を防ぐことはできず、

それによって住環境や景観の保全などをめ

ぐり、近隣住民との間で建築紛争が生じたケ

ースもあります。 

素案では、指定容積率が活用できる高さを満

たすことを条件として、都市計画法で定めら

れた容積率や建ぺい率、用途地域等の客観的

なデータを基にして数値を算出しています。

この制限値は、その高さまで全域を誘導する

という意図ではなく、敷地条件によって高く

建てられる場合においても、この高さ以下に
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案が通れば、文京区の物件を買う人はいなく

なります。なぜなら、資産価値の低いものを

買う人はいませんからね。(環境重視、田園

環境を望む人は他区へ皆様引越ししたらよ

いのではないですか) 

抑えることで突出した建築物の出現を防ぐ

というものです。 

99 規制値 ①小石川 3 丁目の絶対高さをより低くした

り、きめ細かく細分化して住宅地に配慮して

頂きたい。 

現行規制では、周辺市街地から過度に高さが

突出した建築物の出現を防ぐことはできず、

それによって住環境や景観の保全などをめ

ぐり、近隣住民との間で建築紛争が生じたケ

ースもあります。 

素案では、指定容積率が活用できる高さを満

たすことを条件として、都市計画法で定めら

れた容積率や建ぺい率、用途地域等の客観的

なデータを基にして数値を算出しています。

この制限値は、その高さまで全域を誘導する

という意図ではなく、敷地条件によって高く

建てられる場合においても、この高さ以下に

抑えることで突出した建築物の出現を防ぐ

というものです。 

規制値 ②小石川 3丁目は礫川小・柳町小・学芸大付

属竹早小の他、幼稚園、保育園、中学校が近

いので子供が多く住んでいます。小石川 3

丁目は細い道が多いので、高い建物が建つと

死角が増え、子供の誘拐や暴力事件や空き巣

などの犯罪が横行する町になってしまいま

す。また昼間でも日が当たらない空の見えな

い場所や道が多くなり、暗い街になってしま

います。 

現行規制では、周辺市街地から過度に高さが

突出した建築物の出現を防ぐことはできず、

それによって住環境や景観の保全などをめ

ぐり、近隣住民との間で建築紛争が生じたケ

ースもあります。 

素案では、指定容積率が活用できる高さを満

たすことを条件として、都市計画法で定めら

れた容積率や建ぺい率、用途地域等の客観的

なデータを基にして数値を算出しています。

この制限値は、その高さまで全域を誘導する

という意図ではなく、敷地条件によって高く

建てられる場合においても、この高さ以下に

抑えることで突出した建築物の出現を防ぐ

というものです。 

規制方針 ③小石川 3丁目は史跡が多く、２～３階建て

の一軒家が多く、高い建物が街並みに合わな

いだけでなく、威圧感が生じたり、落下物の

危険、日照権、プライバシー、ゴミの散乱、

町会費を支払わず街に無関心な人たちが増

え、危険な街になってしまいます。 

④小石川 3丁目は崖が多く、崖上に高い建物

が建つと日照権、プライバシー、落下物の危

険などが生じます。 

今回の素案は絶対高さ制限についてのもの

であり、日照権やプライバシー等について

は、別途対忚すべきものと考えています。 
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⑤安全安心な私たちの住環境を守ってくだ

さい。 

100 意見 

集約 

2/20「区報ぶんきょう」について 

とてもすばらしい高度地区の指定(第 2 次素

案)ですが、素人には自分の自宅がどこか簡

単には判断できないように作成されたもの

でしょうか。図面に主な町名、名所などを入

れることは出来ないものでしょうか。何か多

くの人に知らしめる必要が無いものであれ

ばお金を使って多く印刷しないようにして

下さい。 

分かりやすい資料（地図・図面等）を作成し、

説明に努めてまいります。 

101 大規模 

特例 

前略、我が家は本郷通りです。○○構内○○

部 11号(9階)14号(14階)が通りの側に規制

前に建てられました。あまりの高さと、道路

からすぐなのが当時から迷惑しております。

区報 2/20 によると教育関係は規制を緩和す

ると伝えています。私は今後は教育、病院等

の施設には区報を郵送するだけでなく、相手

の施設の人と電話して考えを伝え、又聞い

て、よりよい町を将来と何つつ作って下さ

い。 

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。 

102 規制方針 防災都市計画課に担当名を変えて都市マス

タープランを早急に練り直すべきです。 

既存不適格のマンション、一戸建ての防災に

耐える建築の認可を与えるべきです。京都で

は街並み保存を考えながら防災計画を作っ

ております。 

市街地の形態は、社会経済情勢等の変化によ

って変わっていくものであり、それに伴って

法令等の改正も行われてきています。防災対

策について、現在国において検討中のものも

あり、今後とも対忚が図られていくものと考

えております。 

103 その他 高さ制限について専門的なことはわかりま

せんが、最近大規模マンションのデベロッパ

ーや工事業者は、工事開始にあたり周辺住民

(民家)への日照権や工事中の騒音・危険対策

等への配慮が著しく欠けています。説明会の

開催や資料の配布、一遍のあいさつすらあり

ません。(関口一丁目周辺) 

文京区の行政の立場から、こうしたデベロッ

パーや工事業者への適法・適切な指導を希望

します。また、悪質な業者に対しては工事の

中止や罰則を課すようにお願いします。区が

大規模業者に屈してはなりません。周辺住民

も常に受忍しているわけではありません。 

今回の素案は絶対高さ制限についてのもの

であり、日照権や建築紛争等については、別

途対忚すべきものと考えています。 

104 規制値 高さ制限が区の中でこんなにも細かく分け

られているとは思いませんでした。文京区全

現行規制では、周辺市街地から過度に高さが

突出した建築物の出現を防ぐことはできず、
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体で統一化されていると思っていました。早

くに知っていれば、水道区域も 14m 以下に申

し入れしたかったです。 

それによって住環境や景観の保全などをめ

ぐり、近隣住民との間で建築紛争が生じたケ

ースもあります。 

素案では、指定容積率が活用できる高さを満

たすことを条件として、都市計画法で定めら

れた容積率や建ぺい率、用途地域等の客観的

なデータを基にして数値を算出しています。

この制限値は、その高さまで全域を誘導する

という意図ではなく、敷地条件によって高く

建てられる場合においても、この高さ以下に

抑えることで突出した建築物の出現を防ぐ

というものです。 

その他 日照の問題よりも私はビル風が恐怖です。我

が家も小さいながら 4 階建てですが、周りに

は大きな 6 階建てがここ数年何棟も建設さ

れました。早く申請したかったです。 

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、別途

対忚すべきものと考えております。 

その他 区の方にお願いがあります。 

文京区で生まれ育った者に質問等々訪れる

と、いつも迷惑そうに上から目線で答えるの

はなぜでしょう。区役所にいる方はそんなに

も偉いのでしょうか。先日も悲しんで帰宅し

ました。(私道の件で伺った折のことです。) 

これからはお年寄りが増し、より以上に心身

になる人材を育てていってほしい。そうある

べきだと思います。私道課のあの方の名前と

顔は一生忘れません。 

不快な思いをさせてしまい、申し訳ございま

せん。今後は、そのような事がないよう努め

てまいります。 

105 規制方針 住居用土地でしたら高度は今のままで、3F

位までのままで良いと思います。これからは

尐子高齢化で人も尐なくなりますし高い建

物は必要ないと思います。道も狭いですし、

これから先のことを考えますと地震とか災

害のことも頭に入れておかなければいけな

いと思います。 

このままの住居で緑もあり、庭もあるような

殺伐としたビルばかりでは近所付き合いも

ありませんですし、住んでいてもつまらない

と思います。今のままで良いと思います。宜

しくお願いします。 

現行規制では、周辺市街地から過度に高さが

突出した建築物の出現を防ぐことはできず、

それによって住環境や景観の保全などをめ

ぐり、近隣住民との間で建築紛争が生じたケ

ースもあります。 

素案では、指定容積率が活用できる高さを満

たすことを条件として、都市計画法で定めら

れた容積率や建ぺい率、用途地域等の客観的

なデータを基にして数値を算出しています。

この制限値は、その高さまで全域を誘導する

という意図ではなく、敷地条件によって高く

建てられる場合においても、この高さ以下に

抑えることで突出した建築物の出現を防ぐ

というものです。 

106 規制値 湯島 1・2丁目、本郷 1・2丁目にも戸建の家

が沢山あります。40m60m 地区に決定されれ

第２次素案では、建物の階数状況や基盤整備

状況、頂いたご意見などをもとに、地域の現
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ば、住み続けることも困難になります。また

マンション等高層住宅が増えれば地域の絆、

祭りや防災面からもマイナス面ばかりが考

えられます。この地域の高度制限は認められ

ません。他地域と同等にしてください。ただ

広い道路側は仕方ないと思います。(防災面

を考えると) 

状に見合った高さとなるよう一部区域につ

いて制限値の見直しを行いました。 

本郷・湯島地域は、用途地域が商業と近隣商

業で面的に広がっており、区内では高容積率

の地域となっています。これらの地域特性を

考慮したものです。 

意見 

集約 

大切な意見を申し立てるための葉書が新聞

折込で来ました。届いていない家が沢山あり

ます。今後配布方法の再考をお願いします。

PC は使ってない家も沢山ありますよ。 

今回の第 2次素案については、基本的には、

資料は新聞折り込みで個人に配布し、説明会

で内容についての説明を行うことにしてお

ります。ただし、説明会とは別に、一定の人

数のまとまりがあって、説明の要請があれ

ば、区が説明にお伺いするということです。

まとまりの一例として、町会ということを申

し上げています。 

区民の方への周知方法としまして、区報特集

号を 6 紙に新聞折り込みとして 2 月 20 日号

として配布しました。また地域活動センタ

ー、図書館などに、どなたでもお持ち帰りい

ただけるように区報特集号を置きました。さ

らにホームページやツイッター、ビーグルの

車内にも掲載いたしました。また、200カ所

の区設掲示板やホームページに区民説明会

について掲示いたしました。区としてはでき

る限りの周知に努めてまいります。 

また、第 2次素案については、区のホームペ

ージにも掲載し、意見募集を行っておりま

す。 

107 規制方針 私は今年 90 歳の高齢者です。これからは尐

子高齢化が進み、高い建物は不要、10 階く

らいが良いと思います。 

現行規制では、周辺市街地から過度に高さが

突出した建築物の出現を防ぐことはできず、

それによって住環境や景観の保全などをめ

ぐり、近隣住民との間で建築紛争が生じたケ

ースもあります。 

素案では、指定容積率が活用できる高さを満

たすことを条件として、都市計画法で定めら

れた容積率や建ぺい率、用途地域等の客観的

なデータを基にして数値を算出しています。

この制限値は、その高さまで全域を誘導する

という意図ではなく、敷地条件によって高く

建てられる場合においても、この高さ以下に

抑えることで突出した建築物の出現を防ぐ

というものです。 
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108 その他 建ぺい率 60%を守ること 建ぺい率など絶対高さ以外の都市計画につ

いては変更しません。 

その他 道路の幅に依り高さ制限を指導してくださ

い。違反が多い。4m道路＝10m 6m道路＝15m 

絶対高さ制限については、不必要から厳しい

制限まで、幅広い意見が出される内容を含ん

でいると考えております。第２次素案では、

建物の階数状況や基盤整備状況、頂いたご意

見などをもとに、地域の現状に見合った高さ

となるよう一部区域について制限値の見直

しを行いました。 

また、地域のまちづくりについては、合意形

成を図りながら、地区計画の活用などによ

り、絶対高さ制限に関わりなく、地域独自の

ルールをつくることもできることになって

います。 

規制方針 あまり高低差のある街並みは、だらしない街

並みになります。パリの市街が美しいのはそ

ろっているからと聞いています。 

都市マスタープランに示されている将来像

の実現に向けて、地域の特性を考慮した良好

な住環境や街並み景観を形成するため、絶対

高さ制限を定める高度地区を指定します。 

その他 木造家屋の建築は許可しない。震災時火災が

起きますから。木造の家が多い密集地区はマ

ンション住宅で防火にするよう指導してく

ださい。 

今回は絶対高さ制限について提案している

ものであり、防災やマンション問題などにつ

いては、別途対忚すべきものと考えておりま

す。 

その他 マンションは必ず管理人を置くこと。無責

任、だらしなくなります。ゴミだし、自転車

放置など 

今回は絶対高さ制限について提案している

ものであり、マンションやゴミ問題などにつ

いては、別途対忚すべきものと考えておりま

す。 

109 その他 おかしな話があります。街づくりのため新築

は許さないと言っていた地区に新しく歯医

者を建てるという話。あと二年程で壊さなく

てはいけない所になぜ許可したのですか？

うちはその場所の隣です。近所では皆区長と

出来ているなど言っています。立ち退き料目

当てに決まっているのになぜ許可したのか

教えて欲しい。 

近所には歯医者は沢山あります。必要なし！

立退き料目当てに決まっていますが、そのお

金も私たちの税金と思うと夜も眠れません。 

今回は絶対高さ制限について提案している

ものであり、建築工事等については、別途対

忚すべきものと考えております。 

110 特例 

（全般） 

何度も 2 次素案を見つめ続けて締切日にな

りました。高さはどこも高いと思います。特

に都市核はどなたが決めたのか現在も疑問

に思っています。特例ばかり作らないで下さ

い。近隣住民納税者の意見は大切です。文京

許容される建物の高さは、容積率や地域特性

に忚じて変わるものと考えております。 

都市核については、総合的な方法によって秩

序ある市街地形成を進めていく必要がある

ことから指定対象外としております。都市核
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区は低層階の美しい街づくりをして下さい。 

都市計画部、課の方々は全員文京区にお住ま

い下さい。環境などよくお分かりになると思

います。そして区民から意見を提出させるだ

けさせてみな不採決になさいませんようお

願い致します。 

を景観計画に位置づけるなどして市街地形

成の誘導を図ることにしております。 

総合設計や大規模敷地の特例については、敷

地規模が大きいことから、周辺市街地との調

和を図りながら、建築計画を作成することが

可能になると想定し、設置しております。 

111 規制値 巻石通りの北側の小日向一丁目 22m 区域を

15mに変更してください。 

高度地区の指定方針としては、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

を指定することとしているため、ご指摘の小

日向 1丁目の区域においては、容積率 300％

であるため、22ｍが適切と判断しておりま

す。 

規制値 10m地域の南側に 22m地域があり、高さ制限

に大きな差のある地域が密接しています。そ

のため日照等住環境に問題が生じています。

実際に22m地域の建物建設において 10m地域

住民との間で紛争が生じています。近隣紛争

を防止し良好な住環境を確保する趣旨から、

他の変更区域と同様に同地区の高さ制限値

も見直す必要があると思います。 

現行規制では、周辺市街地から過度に高さが

突出した建築物の出現を防ぐことはできず、

それによって住環境や景観の保全などをめ

ぐり、近隣住民との間で建築紛争が生じたケ

ースもあります。 

素案では、指定容積率が活用できる高さを満

たすことを条件として、都市計画法で定めら

れた容積率や建ぺい率、用途地域等の客観的

なデータを基にして数値を算出しています。

この制限値は、その高さまで全域を誘導する

という意図ではなく、敷地条件によって高く

建てられる場合においても、この高さ以下に

抑えることで突出した建築物の出現を防ぐ

というものです。 

112 その他 特例が幾つかあって、その中で地区計画の特

例の適用について正式に協議を申し込みた

いのですが、どなた宛に申し入れをすればよ

いのでしょうか。計画調整課課長宛てでしょ

うか。 

以前担当窓口にお伺いした際に、課長と話を

させてもらえず担当者から「人手が足りな

い」といった理由で断られたのですが。 

地区計画に関することや絶対高さ制限を定

める高度地区の特例における地区計画の特

例の適用については、計画調整課が窓口にな

ります。 

113 意見 

集約 

住民の意見を尊重したうえで、説明会の開催

や意見募集をして頂いているのだと思って

います。 

1 次素案の区の回答で、「地域の街づくりに

ついては、合意形成を図りながら、地区計画

の活用などにより、絶対高さ制限に関わりな

く地域独自のルールをつくることになって

います」とありますが、地域住民の希望があ

まちづくりを進めていくためには、その地域

にお住いの方々はもちろんのこと、土地や建

物に何らかの権利を持っている方々や事業

者など、多くの関係者のご理解とご協力が欠

かせないと考えております。 
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れば、住民の意見を尊重した街づくりを行っ

て頂けるという解釈でよろしいでしょうか。 

114 その他 後楽 2 丁目南地区に地区計画の特例を設け

て欲しいと思っていますが、今まで相談に行

っても明確な回答が無いと聞いています。窓

口は計画調整課ですよね？どのような条件

を満たせば相談にのってもらえますでしょ

うか。相談に乗ってもらえない制度は特例と

はいえません。 

後楽 2丁目地区については、現在定められて

いる地区計画の区域を先行して取り組んで

いきたいと考えております。 

115 大規模 

特例 

大規模敷地の特例についての質問です。 

今回の素案では敷地が 10,000～30,000m2 未

満は制限値に対して 1.7倍となっています。

一方、春日後楽園の再開発は高さが 141m で

都市計画決定しており、その北側は 600%の

商業地域であるため、60mの指定となってお

ります。また、再開発エリアは都市計画決定

する前は、北側同様の用途容積であったの

で、今回の制限値の考え方に基づくと、同様

の 60m の規制になる地区であったのではな

いかと考えます。今回の特例の考え方に基づ

きますと、都市計画決定される前の再開発エ

リアは 60m×1.7倍＝102mとなりますが、春

日再開発地区の最高高さが 141m となった根

拠はどういったものでしょうか。 

春日駅前地区再開発事業地区は都市核の区

域として位置づけられており、絶対高さ制限

を定めない区域となっております。 

また、今回は絶対高さ制限について提案して

いるものであり、春日駅前地区の最高高さの

根拠等は別の問題と考えております。 

116 特例 

（全般） 

地区計画の特例と大規模敷地の特例につい

て、相関関係はあるのでしょうか。大規模敷

地の特例は敷地規模に忚じて制限値に対す

る倍率が規定されていますが、地区計画を定

める場合の規定は明示されておりません。地

区の合意を取り、都市計画審議会等でも採決

されれば、大規模敷地の特例で定める倍率以

上の高さが許容される場合もあるというこ

とでしょうか。 

地区計画の特例と大規模敷地の特例を併用

することは想定しておりません。 

なお、地区計画で新たに建築物の高さの最高

限度が定められた場合には、それを絶対高さ

制限の数値として読み替えます。 

117 その他 地区計画の特例を検討するにあたり、住民の

合意形成はさることながら、実現に向けて文

京区の担当課との打合せが必須になるかと

思いますが、例えば「人手が足りないから相

談は受け付けられない」といった理由で相談

に乗って頂けないということはありえるの

でしょうか。 

後楽 2丁目地区については、現在定められて

いる地区計画の区域を先行して取り組んで

いきたいと考えております。 

118 規制値 本駒込 6 丁目の不忍通りが 35mとあるが、向

い側(グリーンコート側)と同じくしてほし

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
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いです。理由として風当たりの大きいところ

が出来るので困ります。もし逆の立場を考え

てこの担当者の自宅近くでこのようなこと

が発生した場合どう考えるか意見を聞きた

いです。 

でいると考えております。このため、素案に

ついては、すでに指定されている容積率など

の数値を使いながら絶対高さを算出し、客観

的な説明に努めているところです。 

また、地域のまちづくりについては、合意形

成を図りながら、地区計画の活用などによ

り、絶対高さ制限に関わりなく、地域独自の

ルールをつくることもできることになって

います。 

なお、六義園周辺の幹線道路沿道の商業地域

については、今回の素案における他の商業地

域にはない、厳しい条件を継続することか

ら、現状のままといたします。 

119 地区 

計画 

特例 

第 1 次素案の住民の意見に対する区からの

回答の一つに「一定の地域で高さなどについ

て合意形成が図られるのであれば、地区計画

を活用して、地域独自のルールをつくること

ができます。」というような発言がありまし

たが、 

①「一定の地域」の定義はなにか 

②高さ以外でどのような合意形成が必要と

なるのか 

③地区計画の特例の協議は住民の意思があ

れば忚じるのか 

以上 3点についてご回答頂きたい。 

①地区計画を定める土地の面積について、明

確な定義はありませんが、一般的には複数の

敷地が集まった住宅地や駅前地区などが挙

げられます。 

②地区計画では、建物の高さの他に、建物用

途や建ぺい率、容積率の最高限度等を定める

ことができます。 

③地区計画は、地域の方々の合意形成を図り

ながら、地域独自のまちづくりのルールをつ

くるというものです。それを都市計画に定め

るにあたっては、都市計画審議会における審

議など、都市計画法に定められた手続きが必

要になります。 

120 地区 

計画 

特例 

後楽二丁目南地区の住人です。 

第一次素案の住民の意見に対する文京区の

回答の一つに「後楽二丁目地区については、

現在定められている地区計画の区域を先行

して取り組んでいきたいと思います」とのこ

とでありましたが、南地区に地区計画を定め

る協議も北地区街づくりと同時進行で行え

ないのでしょうか。平行して行えない旨の回

答をするならば、住人が納得する理由を教え

てください。 

後楽 2丁目地区については、現在定められて

いる地区計画の区域を先行して取り組んで

いきたいと考えております。 

また、絶対高さ制限については、地区計画は

特例扱いとなります。 

121 地区 

計画 

特例 

今回の高さ制限の特例の中に、地区計画の特

例がありますが、現在文京区内で地区計画に

よる街づくりを検討している地域というの

は何箇所あるのでしょうか。地区名を含めて

教えてください。 

地区計画の相談は数件あります。 
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122 その他 特例適用についての相談をしたいのですが、

今回の高さ制限が都市計画決定するまで相

談を受け付けないということはあるのでし

ょうか。 

特例の内容や手続きについては現在検討中

ではありますが、相談については、随時受け

付けております。 

123 規制値 大和郷周囲の35mの高さ制限を是非 31mまで

下げてください。 

前回平成 16 年の時点でも 35m で納得してい

たわけではありません。仕方なく妥協したの

でした。今回周辺地域を見ても、一種住専の

幹線道路では、低く設定されていると思いま

す。この高さ制限を取り払うと 46m になるな

どと、おどしに近い説明がありましたが、そ

れならグリーンコート側はどうでしょう。グ

リーンコートと同じ 31m になるのではない

でしょうか。風致地区としてのグリーンコー

トに合わせて、せめて不忍通りは 31mにして

頂きたいものです。 

絶対高さ制限については、不必要から厳しい

制限まで、幅広い意見が出される内容を含ん

でいると考えております。このため、素案に

ついては、すでに指定されている容積率など

の数値を使いながら絶対高さを算出し、客観

的な説明に努めているところです。 

また、地域のまちづくりについては、合意形

成を図りながら、地区計画の活用などによ

り、絶対高さ制限に関わりなく、地域独自の

ルールをつくることもできることになって

います。 

なお、六義園周辺の幹線道路沿道の商業地域

については、今回の素案における他の商業地

域にはない、厳しい条件を継続することか

ら、現状のままといたします。 
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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 

124 既存 

不適格 

特例 

居住している○○○○○○は、昭和 37 年竣

工で築 50 年目のマンションです。現在は 3

階までしか建たないので、建替えか耐震補強

かで結論が出ていません。何とか現状のまま

の 8 階建てを認めていただだくよう要望し

ます。 

建て替えに当たっては、現行法令等を遵守し

ていただくことになります。絶対高さ制限に

ついては、一定の基準に適合する場合に建て

替えの特例を適用することができます。相談

につきましては、内容に忚じて所管課の窓口

で承ります。 

125 既存 

不適格 

特例 

既存不適格建築物については、１回の建替え

に限り、現在の高さまでは可能とした。とあ

るが、「財産権」は永遠に保証されるもので

はないのか。 

絶対高さ制限を定める高度地区の指定につ

いてのものであり、財産権は別の問題と考え

ております。 

素案では、指定容積率が活用できる高さを満

たすことを条件として、都市計画法で定めら

れた容積率や建ぺい率、用途地域等の客観的

なデータを基にして数値を算出しています。 

したがって、現在利用可能な容積率は活用で

きると考えております。 

既存 

不適格 

特例 

文京区内何千世帯もの「既存不適格建築物」

所有者の財産権を区が保証する場合、財源は

確保できているのか？ 

絶対高さ制限を定める高度地区の指定につ

いてのものであり、財産権は別の問題と考え

ております。 

素案では、指定容積率が活用できる高さを満

たすことを条件として、都市計画法で定めら

れた容積率や建ぺい率、用途地域等の客観的

なデータを基にして数値を算出しています。 

したがって、現在利用可能な容積率は活用で

きると考えております。 

規制方針 高さ制限をすれば近隣紛争はなくなるの

か？ 

絶対高さ制限については、不必要から厳しい

制限まで、幅広い意見が出される内容を含ん

でいると考えております。 

今回の絶対高さ制限は、文京区都市マスター

プランに基づき導入されるもので、尐しでも

近隣紛争の発生を抑制しようというもので

す。 

意見 

集約 

第 1次素案に対する意見、要望として、そも

そもこの指定に反対意見が多かったが、何

故、それについても見解を公にしていないの

か。 

絶対高さ制限を定める高度地区の指定は、平

成 23 年 3 月に改定した都市マスタープラン

において、新たに建築物の高さに関する方針

として定めております。その中で、建築物の

高さに関する市街地の区分として、都心型高

層市街地、沿道型高層市街地、中高層市街地、

低中層市街地、低層市街地を位置づけており

ます。 
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今回の絶対高さは、この指定方針に基づいて

指定されるものです。 

規制方針 過度の高さの突出とは、何が基準なのか？ 例えば音羽通りのようにおおむね 45ｍで高

さが並んでいる所において、それ以上の 80

ｍ、100ｍというものが出現するものを防い

でいきたいという事で、周辺環境にそぐわな

い高さものを示します。 

総合 

設計 

特例 

総合設計は何故商業系で上限をつけるの

か？公開空地が増えるのならば倍率（1.5～

2.0倍）は意味がないのではないか？ 

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。 

規制方針 建築部の高層化は何故ダメなのか？ 絶対高さ制限については、不必要から厳しい

制限まで、幅広い意見が出される内容を含ん

でいると考えております。 

今回の絶対高さ制限は、文京区都市マスター

プランに基づき導入されるもので、尐しでも

近隣紛争の発生を抑制しようというもので

す。 

126 既存 

不適格 

特例 

夢と希望を持って昨年住み替えを提起して

新築マンションを購入しました。14Ｆから 9

Ｆ（31m）になる為、既存不適格建築物とな

り売却値に影響が出ます。財産権はどうなる

のですか？ 

絶対高さ制限を定める高度地区の指定につ

いてのものであり、財産権は別の問題と考え

ております。 

素案では、指定容積率が活用できる高さを満

たすことを条件として、都市計画法で定めら

れた容積率や建ぺい率、用途地域等の客観的

なデータを基にして数値を算出しています。 

したがって、現在利用可能な容積率は活用で

きると考えております。 

127 規制値 文京区の中で千駄木、根津は文学的、歴史的

な価値があり、昔懐かしい、心がほっとする

町として脚光を浴びています。 

特につつじ祭りで全国的に有名になった根

津神社は医大坂に面しており 10 階建てまで

のビルは許可することは他の街と変りなく

ほっとする街ではありません。せめて 5.6

階建てまでに制限して、心の癒しになる街の

特徴を出して欲しいと思います。文京区民は

高層建築を望んでいないということを覚え

ていて欲しいと思います。 

絶対高さ制限については、不必要から厳しい

制限まで、幅広い意見が出される内容を含ん

でいると考えております。第 2次素案では、

建物の階数状況や基盤整備状況、頂いたご意

見などをもとに、地域の現状に見合った高さ

となるよう一部区域について制限値の見直

しを行いました。 

根津・千駄木地区におきましては、第 1次素

案から制限値を変更する区域⑧として、区域

内の基盤整備及び建物階数の状況や下町風

情が残る地域として一体となった低中層の
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住民の意見を尊重するよう努力をお願いし

ます。 

市街地形成を目指すため、５階相当以下と同

等の 17ｍに制限値を変更しています。 

128 規制方針 敷地条件によって、高く建てられる。それを

制限以下におさえる事は良い事ですが、開発

業者によって、大規模敷地に共同ビル計画が

進められてしまうと、狭小住宅の住民にとっ

てはいろいろな圧力がかかってきます。 

地区の建築計画に対しても「文京区」が口を

出せるようになってほしい。 

東京都にとっても強く提言できるようお願

いします。 

絶対高さ制限については、不必要から厳しい

制限まで、幅広い意見が出される内容を含ん

でいると考えております。 

また、地域のまちづくりについては、合意形

成を図りながら、地区計画の活用などによ

り、絶対高さ制限に関わりなく、地域独自の

ルールをつくることもできることになって

います。 

129 規制方針 新宿区でも拠点を除き絶対高さ制限を設け

たと聞きました。新宿区と合わせる必要はな

いのですが、指定容積率が 200％の地区は 15

ｍで、300％の地区は 22ｍ（いずれも住居系）

の高さ制限となっているのでしょうか。 

容積率 200％の区域は、第 2 次素案において

全域 14ｍに変更いたしました。容積率 300％

の区域は、基盤整備及び建物階数等の状況か

ら、15ｍ、17ｍあるいは 22ｍの指定となっ

ています。 

規制値 住居系の容積率が 300％の地区で、第 2 次素

案で 22ｍを（5階建て相当の）17ｍの高さ制

限に強化した区域が（②～⑧）複数あるが、

22ｍのままの地域との違いが明確でない。一

律に 300％は 17ｍとするとどのような問題

があるのか。 

第 2次素案では、第一種低層住居専用地域や

今回見直しを行った容積率 200％の区域と

の連続性等の立地条件や、建物の階数状況や

基盤整備状況、頂いたご意見などをもとに、

地域の現状に見合った高さとなるよう一部

区域について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の範囲内で制限

値の見直しを行いました。 

規制方針 基本的な方向は賛成である。 平成 23 年 3 月に改定した都市マスタープラ

ンの目標は「安全で快適な魅力あふれるまち

づくり」です。今後とも、この目標に向かっ

てまちづくりを進めてまいります。 

意見 

集約 

既存不適格になる建物所有者には 3 次素案

時に通知すべきである。 

説明会は都市マスタープランで位置づけら

れている 5地域で行っておりますが、町会や

自治会など数十人単位での会合からのご要

望があれば、こちらからお伺いして素案につ

いての説明をいたします。 

なお、今後とも分かりやすい説明に努めてま

いります。 

130 規制方針 土地の利用制限強化は構わないが、今後、防

災対策を進めていく上で建替えや外部デベ

ロッパー他による再開発がやりにくくなり、

木造密集地の改善は避難道路等の確保が一

層困難になると思います。 

今回の素案は絶対高さ制限についてのもの

であり、防災対策やまちづくりについては、

別途対忚すべきものと考えています。 
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どのような方針で街づくりをしているのか

分かりにくい。 

規制方針 若者が住みにくい町で年寄ばかり多くなり

店舗、商業施設が尐ない住みにくい町になる

のでは。 

平成 23 年 3 月に改定した都市マスタープラ

ンの目標は「安全で快適な魅力あふれるまち

づくり」です。今後とも、この目標に向かっ

てまちづくりを進めてまいります。 

意見 

集約 

説明会の質疑忚答ではかなり偏った意見ば

かりが目立ったが、どのようにして区民全体

の声を吸い上げているのか？ 

通常の区報は、区と町会連合会との契約に基

づき、町会を通じて配布しております。今回

のような区報特集号については対象外であ

ることから、新聞折り込みで配布しておりま

す。 

区民の方への周知方法としまして、区報特集

号を 6 紙に新聞折り込みとして 2 月 20 日号

として配布しました。また地域活動センタ

ー、図書館などに、どなたでもお持ち帰りい

ただけるように区報特集号を置きました。さ

らにホームページやツイッター、ビーグルの

車内にも掲載いたしました。また、200カ所

の区設掲示板やホームページに区民説明会

について掲示いたしました。区としてはでき

る限りの周知に努めてまいります。 

また、第 2次素案については、区のホームペ

ージにも掲載し、意見募集を行っておりま

す。 

131 規制方針 第 1種低層住居専用地域に、何故絶対高さ制

限を設けないのですか。（第 2種高度地区よ

り高い建物が可能なようで不安です。）設け

て欲しい。 

第一種低層住居専用地域の区域においては、

すでに第一種高度地区による 10ｍ、12ｍの

高さ制限が都市計画により決定されている

ため、今回の対象からは除外しています。 

その他 都市計画審議会のメンバーの職業・役職・氏

名を教えて下さい。 

都市計画審議会は、都市計画や建築に詳しい

専門家、消防、警察、道路行政、区議会議員、

公募区民から構成される組織です。 

132 規制値 本郷 4丁目、5 丁目（本郷地区）の住宅地の

高さが 22ｍとなっています。多くの住民は

永くここに住み平和に暮らしています。表通

り（幹線道路のビルを抜けて一歩住宅地に入

ると 2階建て、3階建てとなり、落ち着いた

気分になります。この雰囲気は将来とも大切

にしたい。また、高さ 22ｍとなるとエレベ

ーターの設置が必要となり、煩わしいし、日

影問題で隣家とのトラブルの発生も考えら

れ、積み重ねた人間関係が失われかねない。

現行規制では、周辺市街地から過度に高さが

突出した建築物の出現を防ぐことはできず、

それによって住環境や景観の保全などをめ

ぐり、近隣住民との間で建築紛争が生じたケ

ースもあります。 

素案では、指定容積率が活用できる高さを満

たすことを条件として、都市計画法で定めら

れた容積率や建ぺい率、用途地域等の客観的

なデータを基にして数値を算出しています。

この制限値は、その高さまで全域を誘導する
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以上のことから、せめて 4階建てを限度とし

てもらいたい。 

という意図ではなく、敷地条件によって高く

建てられる場合においても、この高さ以下に

抑えることで突出した建築物の出現を防ぐ

というものです。 

つまり、今回は高さの上限値として絶対高さ

制限を定めるのみで、現行の規制はそのまま

継続されることから、これまでよりも制限が

緩和されるわけではございません。 

第 2次素案では、第一種低層住居専用地域や

今回見直しを行った容積率 200％の区域と

の地域的・地形的な連続性や、建物の階数状

況や基盤整備状況、頂いたご意見などを踏ま

え、都市計画的な視点から制限値の見直しを

行い、変更が適切と判断される区域について

制限値を変更しました。 

ご指摘の本郷 4･5 丁目は、周辺が商業地域

（容積率 600%）あるいは近隣商業地域（容

積率 300%、400%）という立地条件を考慮し

て、22ｍとしております。なお、菊坂通り沿

道の近隣商業地域については、土地利用状況

から住居系用途地域と同等とみなし、24mに

変更しております。 

133 規制方針 絶対高さ制限を決める目的が、本当に良好な

住環境を守る点や近隣紛争の予防にあるの

とは思えません。 

もし本当の目的が、高層ビルを誘導すること

で税収を増やす点にあるならば、他の手段で 

現行規制では、周辺市街地から過度に高さが

突出した建築物の出現を防ぐことはできず、

それによって住環境や景観の保全などをめ

ぐり、近隣住民との間で建築紛争が生じたケ

ースもあります。 

素案では、指定容積率が活用できる高さを満

たすことを条件として、都市計画法で定めら

れた容積率や建ぺい率、用途地域等の客観的

なデータを基にして数値を算出しています。

この制限値は、その高さまで全域を誘導する

という意図ではなく、敷地条件によって高く

建てられる場合においても、この高さ以下に

抑えることで突出した建築物の出現を防ぐ

というものです。 

134 規制方針 やみくもに高さ制限をしていて良いのか？ 

どんどん規制が入り、窮屈な制限をしていく

と、ゆとりのある住宅が建てられてなくな

る。 

建ぺい、容積がどんどん小さくなっていけ

現行規制では、周辺市街地から過度に高さが

突出した建築物の出現を防ぐことはできず、

それによって住環境や景観の保全などをめ

ぐり、近隣住民との間で建築紛争が生じたケ

ースもあります。 
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ば、敷地の小さな人は困るのではないです

か？マンションだとデベロッパーが困る幹

線道路沿いは高く、住居系は低いのですか

ら、それなりの制限は目一杯あるいは緩和し

ていくのがよろしいかと思います。 

土地有効利用をもっと進めなくてはいけま

せん。谷根千は世界遺産？ふざけるな！！最

も火災の危ぶまれる地域です。道路を広げて

安全に消防車が入るようにすべき。情緒はい

らない。 

都心に住むということは田舎のような環境

に住むのと訳が違うという事をもっと考え

れば良い。お願いして住んでもらってる。 

私は不動産業者ですが、○○○○○○○○○

○、○○○○○○○が先日、この高度地区の

見直し案を見てびっくりしておりました。 

文京区はもうマンションは買えない、資産価

値がないね、との話で笑っておりました。 

用途地域見直しで緩和していくべきで、有効

利用していかなければ都市として機能し、発

展していかないのではないか？ 

文京区も中心から最も近い所にあり、環境

（緑など）もグローバル的に整備していくべ

きで、個人の小さな家並みは淘汰されていく

と思われます。そのような運命を持った区で

あれば、今から整備を都市型中心にもってい

くべきであると思います。 

都会の真ん中で農村のような空気のきれい

な、緑の多い自然のたくさんある環境は無理

なんですから、そのような方達の消極的な意

見を尊重していたら、都市は機能しません。 

素案では、指定容積率が活用できる高さを満

たすことを条件として、都市計画法で定めら

れた容積率や建ぺい率、用途地域等の客観的

なデータを基にして数値を算出しています。

この制限値は、その高さまで全域を誘導する

という意図ではなく、敷地条件によって高く

建てられる場合においても、この高さ以下に

抑えることで突出した建築物の出現を防ぐ

というものです。 

135 既存 

不適格 

特例 

既存不適格建物はどのように行なっている

のか？ 

階数☓標準階高なのか、実際の建物高さでみ

ているのか。 

建築確認申請における建物高さと土地利用

現況調査における建物階数のデータにより

確認を行なっております。 

特例 

（全般） 

特例について、どのくらいの案件が発生しそ

うとふんでいるのか。一般の建物と教育・医

療と大規模で分けられているようだが、教

育・医療だけしか使われない（こっちがメイ

ン）ようになってしまうのであれば、公益上

やむを得ないの中で整理した方が説明しや

具体的な件数については想定していません。 

教育施設・医療機関については、都市マスタ

ープランにおいて、本区の魅力の要素として

挙げていることから、今後とも、維持・発展

させていきたいと考えております。 
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すいのではないか。今のだと、教育・医療だ

け特別扱いしているように見え、特例を設け

る平等性に欠けると思う。 

既存 

不適格 

特例 

既存不適格の特例は新規で建てる人から見

ると不平等にならないか。すでに建っていた

から今の高さまで OKで、新ただと NG では。

分譲マンションのような権利者の関係が複

雑になるものだけに絞ってはどうか。 

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

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。 

136 規制値  不忍通り沿線を 46m にし､大通り裏の近隣

商業地域を 17m に制限するとしている高さ

制限には賛同し、突飛な色彩や形状の建築物

を規制することも賛成である。しかし、高さ

制限はもっと低くすることを求める。 

 不忍通りは根津地区の顔としてある。根津

地区を文京区としても下町として整備して

いくとしているが、下町の顔が高層のマンシ

ョン群では下町のイメージにはなじまない。

７階程度の中層建築にとどめるぺきと考え

る。そして、路地裏は 3～4 階にとどめるべ

きと考える。不忍通りだけ 46mで景観を無視

して経済的利用価値を高め、路地裏は下町と

言う言葉で規制して大通りのマンションに

下町風情を強調させるのでは、路地裏の住民

としては日照も犠牲を強いられ踏んだり蹴

ったりである。既存の建築物で規制高さ以上

には早期規高さ以下にさせることを検討す

るべきである。 

 そもそも、下町と言う言葉をどんなイメー

ジで用いているのかが疑問である。高級住宅

地の高台に対して庶民的な街として想定し

ていると思われる。ただし、高級住宅地が門

構えに代表される閉鎖的な性格に対して、下

町には小規模の住宅なり小売店などが軒を

連ねる人と人が擦れ違うイメージがある。 

 そんな下町に、むしろ４階、５階でもなじ

まない。説明会で下町のイメージとして出さ

れた黒塀は昔の武家屋敷や豪商など長者の

イメージ。それに対して下町は借家人や小規

雇小売店などが入った長屋のイメージでは

ないか。根津地区はまさに長屋のイメージで

あった。それを以って下町と言うのであれば

現行規制では、周辺市街地から過度に高さが

突出した建築物の出現を防ぐことはできず、

それによって住環境や景観の保全などをめ

ぐり、近隣住民との間で建築紛争が生じたケ

ースもあります。 

素案では、指定容積率が活用できる高さを満

たすことを条件として、都市計画法で定めら

れた容積率や建ぺい率、用途地域等の客観的

なデータを基にして数値を算出しています。

この制限値は、その高さまで全域を誘導する

という意図ではなく、敷地条件によって高く

建てられる場合においても、この高さ以下に

抑えることで突出した建築物の出現を防ぐ

というものです。 

不忍通りは、容積率 400～600％の商業地域

であり、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。 
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観光資源として捉えて現存する長屋をどう

保存するかである。しかし、住宅として長屋

が現代で適しているかと言えば疑問である

し､耐震･防火上問題がある。そこで、せめて

外観だけでもそれらしくということだと思

うが、それにしても具体的なイメージが黒塀

では発想が貧困であり場違いである。 

 現代の下町とは、小規模住宅が密集し、飲

食店・小売店が混在する生活地域ではない

か。○○ニュータウンと言われている大規模

な開発地域の様に、住居地区、ショッピング

地区など用途別にまとめられた人工的な地

域開発は住み難いと思われる。交通の便が良

く、小規模な住宅や小売店が混在する街が生

活者の街として住みやすさを醸し出してい

る。 

 職住が分離し、サラリーマン化した人々が

郊外に住宅を求めた時代から、職場に近く、

交通の便がよくて都心部に出やすい、神社仏

閣など史跡や公園もあり、静かな住.宅地で

もあると言った点で根津填区に住みたがっ

ていると思う。 

 根津地区をどうするかでは、防災・居住性

の向上に努めるべきである。むしろ、防災上

の観点や景観的観点からも電柱をなくして

電線の埋設を求める。 

137 規制値 本駒込 6 丁目の大和郷地区に居住する者で

す。 

２点要望があります。 

1.本駒込 6 丁目大和郷区域の 1 種低層住専

（12ｍ高度地区）と白山通り沿いが 35ｍの

高度地区が全くフラットに隣接しています。

約 3 倍も高さが違う地域が全く道路を挟ま

ず、敷地形状が変わらない中で隣りあわせて

いる現状を是正して 35ｍ以下にして欲し

い。 

絶対高さ制限については、不必要から厳しい

制限まで、幅広い意見が出される内容を含ん

でいると考えております。第 2次素案では、

建物の階数状況や基盤整備状況、頂いたご意

見などをもとに、地域の現状に見合った高さ

となるよう一部区域について制限値の見直

しを行いました。 

また、地域のまちづくりについては、合意形

成を図りながら、地区計画の活用などによ

り、絶対高さ制限に関わりなく、地域独自の

ルールをつくることもできることになって

います。 

なお、六義園周辺の幹線道路沿道の商業地域

については、今回の素案における他の商業地

域にはない、厳しい条件を継続することか

ら、現状のままといたします。 
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規制値 2.平成 16 年に音羽 1 丁目と本駒込 6 丁目が

高度地区に指定されているとの理由から、今

回の絶対高さの対象から外れているが、その

根拠と見直さない理由を教えて欲しい。（平

成 16 年に高度地区に指定された際も住民の

願いに対し、行政主導で 35ｍに設定された

と聞いています。そのような経緯にも関わら

ず現状では他地区に比べて高くなっている

と思います） 

※平成 16 年に高度地区に指定して間もな

く、既に建築安閑が出ており、その建物が既

存不適格になるのはまずいという話があり

ましたが、今後 10～100年続く指定を考える

と、平成 16 年にきめて間もないという表現

はおかしいと思います。 

絶対高さ制限については、不必要から厳しい

制限まで、幅広い意見が出される内容を含ん

でいると考えております。第 2次素案では、

建物の階数状況や基盤整備状況、頂いたご意

見などをもとに、地域の現状に見合った高さ

となるよう一部区域について制限値の見直

しを行いました。 

また、地域のまちづくりについては、合意形

成を図りながら、地区計画の活用などによ

り、絶対高さ制限に関わりなく、地域独自の

ルールをつくることもできることになって

います。 

なお、六義園周辺の幹線道路沿道の商業地域

については、今回の素案における他の商業地

域にはない、厳しい条件を継続することか

ら、現状のままといたします。 

 

138 大規模 

特例 

第 2 次素案は多尐制限値を下げられた点に

おいて、やや前進と思います。ただし、高さ

70ｍの高度地区は下げられていません。 

70ｍの高度地区に医療機関が密集していま

す。3.11 の東日本大震災以後、毎日地震が

続いています。近い将来に大地震が起こると

の専門家の意見があります。この際、医療機

関が競って超高層の建物を建てるという考

え方は 180 度転換しなければならないと思

います。患者のことが考えられていません。

自力で逃げ出せない患者の立場に立って病

院は低層にすべきと思います。 

医療機関は地域住民のものであります。私達

は１つの視点が抜けていたと思います。それ

は患者の立場に立って考えるという事です。

安全を第一に考えることが大事です。区民と

して、いずれそこに入院する人間として、文

京区はご指導いただきたいと思います。 

高い階層にするよりも、低層２棟にする方が

良いのです。考え方は間違っています。ちっ

ぽけな公開空地などいりません。 

特例は絶対にやめていただきたい。 

都市マスタープランにおいて、外堀通りは都

心型高層市街地として位置づけており、現在

も高層建築物が建ち並んでいることから、緑

と高層の建物が調和した景観を連続的に形

成することを目指して、70ｍとしておりま

す。 

また、本郷・湯島地域は、用途地域が商業と

近隣商業で面的に広がっており、区内では高

容積率の地域となっています。これらの地域

特性を考慮したものです。 

また、周辺環境と調和した土地利用の誘導が

可能な大規模敷地における建築物に対して

は、一定の基準等に適合する場合に、絶対高

さ制限の特例を適用します。 
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139 既存 

不適格 

特例 

住居系地域で１階～３階建てに住んでいる

区民は説明会で「高さ制限」には賛成だが、

今の素案には反対で、もっと厳しくすべきで

ある。という意味が大変多い。 

一方この素案がこのまま決定してしまうと、

何数世帯ものマンションなどの区分所有者

が「既存不適格」となっていしまい、「財産

権」を侵害されてしまう。 

先日の不忍ふれあい会館の説明会で、○○氏

が「財産権」の侵害にはならないといってい

たが、それを判決するのは裁判所でありま

す。 

いろいろな角度から見ても反対多数のこの

素案は後々の文京区政を考えても、メリット

はないので廃案にすべきだと考えます。 

「財産権」の侵害に当たるのは例で述べま

す。現行のマンションが「既存不適格」とな

り建て替える場合、 

①現在窓部分高さ 10 幅 5②２回目建替え窓

部分高さ 5幅 10 

①窓部分面積 5☓10☓4 面＝200②窓部分面

積 10☓5☓2＋5☓5☓2＝50＝150 

∴①の現在より窓部分は②で 25％減尐する

事になる。これが資産価値の減尐につながる

のである。 

今はそう深く考えなくても 100年後、人口の

減尐している日本では再建築問題はとても

大きな問題であり、今この素案を定めようと

する事は文京区民に不必要なストレスを与

える案である。 

わずかな部分の小さな変更をして、「区民の

意見を聞きました。」とするのではなく、も

っと根本的に見直しすべきである。本意は違

うとしても文京区の粛々と進める態度には

納得できない。 

・「既存不適格」になりうるマンション管理

組合に直接連絡すべし。 

・個人的にも廃案にすべきと考えます。 

素案では、指定容積率が活用できる高さを満

たすことを条件として、都市計画法で定めら

れた容積率や建ぺい率、用途地域等の客観的

なデータを基にして数値を算出しています。 

したがって、現在利用可能な容積率は活用で

きると考えております。 

特例 

（全般） 

・総合設計・大規模敷地は青天五にすべきで

ある。 

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
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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。 

140 既存 

不適格 

特例 

１．区長・区議・区職員は文京区の 100年後、

200 年後、300 年後等の未来についても安全

で繁栄した生活ができる文京区を築く責務

がある。この高さ制限を定めた場合、老朽化

したマンションの建て替えは全く不可能（現

代こおいても厳しい状況）になり耐震劣化・

崩壊・居住者減・治安悪化は近い将来必ず到

来する。これを防止するためには現在ある高

さは永久に補償する。または高さ制限により

退去せざるを得ない住民には、区が権利を買

取り補償する。但し基準を設け危険な老朽化

したマンションは建て替える義務を負う等、

条件を設定する。現在でも厳しい建て替え状

況があるなか、高さ制限を実施した場合は同

じマンションの中で、高層階の住民と高さ制

限のかからない住民の話し合いは全く不可

能であり建て替えはできないと断言できる。

また一度決定した高度設定を将来変更する

ことは、低層住宅の住民が圧倒多数のなか不

可能であり、これでは将来の文京区の安全・

発展は望めない。 

素案では、指定容積率が活用できる高さを満

たすことを条件として、都市計画法で定めら

れた容積率や建ぺい率、用途地域等の客観的

なデータを基にして数値を算出しています。 

したがって、現在利用可能な容積率は活用で

きると考えております。 

今回の素案は絶対高さ制限についてのもの

であり、マンションの老朽化・建て替えにつ

いては、別途対忚すべきものと考えていま

す。 

規制方針 ２．音羽通り・春日通りの一部高度利用地区

の住所・マンション名、またなぜ高度利用地

区にしたのか理由を明確に提示して欲しい。

新宿区役所に問い合わせたところ同じ通り

は同じ高さで統一しているとの回答だった。

（新宿駅周辺等例外はある）茗荷谷駅周辺で

あれば半径何ｍという決定が正しいのでは。

また良好な秩序ある市街地を目指している

ならなぜ東京都（都バス車庫）の地区を優遇

するのか？東京都に文京区の方針を承認し

てもらうのが筋ではないか？ 

音羽通り・春日通りの一部の高度利用地区

は、都市計画事業として施行する市街地再開

発事業を行うために指定したものです。 

その他 ３．他の区役所に問い合わせた。豊島区は道

路を拡張した所等を高さ制限している。北区

は古河庭園・飛鳥山などの公園付近を高さ制

限している。新宿区は環境改善のため空が見

えることを条件に高さ制限の例外を設けて

周辺区の制限内容について、文京区から提示

する予定はありません。 
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いるとのこと。文京区の全面高さ制限が本当

にいいのか疑問があり、文京区周辺区の高さ

制限規定を提示して欲しい。 

規制方針 ４．良好な住環境や町並み景観は高さを揃え

ることではない。色々な高さ・かたち・色が

有っていいのではないか？ 

絶対高さ制限については、不必要から厳しい

制限まで、幅広い意見が出される内容を含ん

でいると考えております。第 2次素案では、

建物の階数状況や基盤整備状況、頂いたご意

見などをもとに、地域の現状に見合った高さ

となるよう一部区域について制限値の見直

しを行いました。 

また、地域のまちづくりについては、合意形

成を図りながら、地区計画の活用などによ

り、絶対高さ制限に関わりなく、地域独自の

ルールをつくることもできることになって

います。 

意見 

集約 

５．現在販売しているマンション－建築中マ

ンション・中古マンションを販売している不

動産会社に対し重要事項に「文京区高さ制限

を定める高度地区の指定方針の概要」を掲載

させるよう徹底して欲しい。文京区のマンシ

ョン販売には影響が出るが、重要な財産を高

い金額で買うのであるから、購入者に不利益

が生じないよう周知徹底して欲しい。 

今後も周知徹底に努めてまいります。 

既存 

不適格 

特例 

６.24 年 3 月 18 日の朝日新聞に高さ制限導

入は「財産権の侵害」という声もあり千葉市

は建て替えの例外規定を設け、対象も住居系

地域に限定する方針という記事が掲載され

ている。文京区全体がシャッター通りとなら

ないよう、また安全で発展する文京区を目指

すためにも今回の「絶対高さ制限」には反対

である。現在と同じ高さ以下の建て替えは永

久にできるよう例外規定を変更して欲しい。

孫やその後の代にも喜んで住める文京区に

したい。それは一戸建ての住民だけでなくマ

ンションの住民も同じ思いだと願っている

し、そのような文京区にしたい。 

素案では、指定容積率が活用できる高さを満

たすことを条件として、都市計画法で定めら

れた容積率や建ぺい率、用途地域等の客観的

なデータを基にして数値を算出しています。 

したがって、同じ高さでなくても、現在利用

可能な容積率は活用できると考えておりま

す。 

意見 

集約 

①レジュメのご意見提案に絶対高さ制限を

定めることに反対の意見が出ていない。意図

的なものを感じる。文京区のホームページに

絶対高さ制限の反対意見が多数でている。反

対意見を載せることは当然である。 

そのような事がないよう、今後も周知徹底に

努めてまいります。 
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既存 

不適格 

特例 

②○○○○○の○○○○○○○○○マンシ

ョン建設の工事中止要求の意見がでた。法律

上は難しいと思うが、２回目の建て替え時は

８４ｍ－４６ｍ＝３８ｍとなり尐なくとも

１３階・４０世帯（？）以上の建て替えは不

能である。このような状況では老朽化したマ

ンションの再建は問違いなく不可能だ。区は

このようなマンションを再建させるために

どのようなビジョンを持っているのか示し

て欲しい。「財産権の侵害」で必ず訴訟にな

ると思うので区は○○○○○○や区分所有

者と絶対高さ制限かあることの覚え書き等

を交わし、問題が発生しない対策をとるぺき

である。 

絶対高さ制限の指定については、将来的に良

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 

③建て替えにより住むことのできなくなる

住民に補償はしないと課長より発言があっ

た。補償もなく再建ができるのか？また「財

産権の侵害」訴訟に勝訴できるのか？区顧問

弁護士の見解は出ているはずであるから回

答して欲しい。老朽化したマンションが再建

できないであろうことを非常に憂慮してい

る。（３月２９日号週刊文春の記事と同じよ

うに建て替えができない場合、建物放棄・相

続人不確定・知らぬ存ぜぬ状態になるので

は？）残念ながらその時に決断した区長・区

議・区職員は生きていないので賠償請求もで

きない。反対した私達も生きていないが、賠

償のために区民の税金を使うことないよう、

また子・孫・ひ孫・玄孫が安全で繁栄し誇り

をもてる文京区になっているよう祈ってい

る。 

絶対高さ制限の指定については、将来的に良

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 ④音羽通り・春日通りの１部に高度利用地区

があることを質問した。５８年・５９年・６

０年にきめた都・区の再開発法があるので、

今回も高度利用地区に設定したとのことで、

この地区は絶対高さ制限がないとのこと。茗

荷谷駅周辺は理解ができるが音羽通りのと

ころはマンションであり、音羽通りの他のマ

ンションも国等の規制のもと建設されてい

る。秩序ある市街地を目指すのであれば、同

じ条件でいいのではないか？区・都が制度を

変更すれば足りることだ。 

高度利用地区は、都市計画で高度利用を図る

ことを目的としているため、対象外としてお

ります。 
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＊区民説明会での回答は１６年度に定めた

高度地区の方針があるので高度地区にした

とのこと。区ホームページで調べたがわから

ず、再度区計画調整課に問い合わせたところ

説明が誤りだったとのこと，このような基本

的なこと、また質問が想定される事項は誤り

なく説明して欲しい。 

意見 

集約 

⑤マンション販売会社・建設会社・中古マン

ション販売会社に「文京区高さ制限を定める

高度地区の指定方針の概要」を購入者に徹底

させて欲しいとの質問に、現在実施している

との回答で安心した。しかしながらマンショ

ンの広告には未だに、この「絶対高さ制限」

の記述がない，本当に徹底しているのか？今

後とも問題を発生させないよう更に周知徹

底して欲しい。 

今後も周知徹底に努めてまいります。 

意見 

集約 

⑥３月１９日スポーツセンターの説明会の

出席者数は１８名程度で非常に尐ない，広報

に問題があるのでは？（一般のマンション建

設説明会より尐ない）特にマンション居住者

に同じ高さのマンションが建て替えできな

い可能性があること，補償金も出ないことを

管理組合を通じ徹底的に広報して欲しい。そ

れは今後のトラブルを防止させる最低限の

施策だと思う。 

通常の区報は、区と町会連合会との契約に基

づき、町会を通じて配布しております。今回

のような区報特集号については対象外であ

ることから、新聞折り込みで配布しておりま

す。 

区民の方への周知方法としまして、区報特集

号を 6 紙に新聞折り込みとして 2 月 20 日号

として配布しました。また地域活動センタ

ー、図書館などに、どなたでもお持ち帰りい

ただけるように区報特集号を置きました。さ

らにホームページやツイッター、CATV、ビー

グルの車内にもポスターを掲示いたしまし

た。また、200カ所の区設掲示板やホームペ

ージに区民説明会について掲示いたしまし

た。区としてはできる限りの周知に努めてま

いります。 

また、第 2次素案については、区のホームペ

ージにも掲載し、意見募集を行っておりま

す。 

141 規制値 ◆要望 

第 2次素案の本駒込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。 

◆理由 

第 2次素案では、第一種低層住居専用地域や

今回見直しを行った容積率 200％の区域と

の連続性等の立地条件や、建物の階数状況や

基盤整備状況、頂いたご意見などをもとに、

地域の現状に見合った高さとなるよう一部

区域について制限値の見直しを行いました。 
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第 2次素案では、本駒込４、５丁目の多くは、

22ｍ（７階相当）が制限値となっています。

この地域は、多くが２、３階建ての住宅地で、

近隣に７階建てのマンション等が出現し、日

照を奪われれる等、住環境の悪化が懸念され

ます。現在の環境を維持し、住みよいまちづ

くりのために上記の要望を致します。 

情報が十分に住民に伝わっていないようで

す。素案を知って、多くの住民が驚き、15

ｍ以下への引き下げを望んでいますので、素

案の変更をお願いします。 

ご指摘の本駒込 4・5 丁目は、周辺が商業地

域あるいは近隣商業地域という立地条件を

考慮して、22ｍとしております。 

142 規制値 ◆要望 

第 2次素案の本駒込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。 

◆理由 

第 2次素案では、本駒込４、５丁目の多くは、

22ｍ（７階相当）が制限値となっています。

この地域は、多くが２、３階建ての住宅地で、

近隣に７階建てのマンション等が出現し、日

照を奪われれる等、住環境の悪化が懸念され

ます。現在の環境を維持し、住みよいまちづ

くりのために上記の要望を致します。 

第 2次素案では、第一種低層住居専用地域や

今回見直しを行った容積率 200％の区域と

の連続性等の立地条件や、建物の階数状況や

基盤整備状況、頂いたご意見などをもとに、

地域の現状に見合った高さとなるよう一部

区域について制限値の見直しを行いました。 

ご指摘の本駒込 4・5 丁目は、周辺が商業地

域あるいは近隣商業地域という立地条件を

考慮して、22ｍとしております。 

143 規制値 ◆要望 

第 2次素案の本駒込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。 

◆理由 

第 2次素案では、本駒込４、５丁目の多くは、

22ｍ（７階相当）が制限値となっています。

この地域は、多くが２、３階建ての住宅地で、

近隣に７階建てのマンション等が出現し、日

照を奪われれる等、住環境の悪化が懸念され

ます。現在の環境を維持し、住みよいまちづ

くりのために上記の要望を致します。 

第 2次素案では、第一種低層住居専用地域や

今回見直しを行った容積率 200％の区域と

の連続性等の立地条件や、建物の階数状況や

基盤整備状況、頂いたご意見などをもとに、

地域の現状に見合った高さとなるよう一部

区域について制限値の見直しを行いました。 

ご指摘の本駒込 4・5 丁目は、周辺が商業地

域あるいは近隣商業地域という立地条件を

考慮して、22ｍとしております。 

144 規制方針 一律の高さに制限される場合、一定の日影が

多くなり、雪解け等の支障があります。 

①ハニカム式の高さ制限を取り入れ、絶対と

は言わず、平均高さ等の表現も含めて弾力的

な運用が出来る方が良い。 

現行規制では、周辺市街地から過度に高さが

突出した建築物の出現を防ぐことはできず、

それによって住環境や景観の保全などをめ

ぐり、近隣住民との間で建築紛争が生じたケ

ースもあります。 
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素案では、指定容積率が活用できる高さを満

たすことを条件として、都市計画法で定めら

れた容積率や建ぺい率、用途地域等の客観的

なデータを基にして数値を算出しています。

この制限値は、その高さまで全域を誘導する

という意図ではなく、敷地条件によって高く

建てられる場合においても、この高さ以下に

抑えることで突出した建築物の出現を防ぐ

というものです。 

大規模 

特例 

②大規模敷地の特例については、外壁の後退

距離は全日日影を避ける手法を用いて設定

して、最低の 100ｍ以上 10ｍ以上はｈの 10％

だが、30ｍ→4ｍは 13％です。同じ比率か方

位により設定値を変更する方法が良い。 

外壁の後退距離は、東京都特定街区運用基準

における「壁面の位置の制限」の数値と同等

のものとしています。 

145 規制方針 「高さ制限」は、 巨大地震対策の妨げです。 

文京区民として昨年８月より案件となって

おります「絶対高さ制限を定める高度地区の

指定」第１次、第 2 次素案への経緯内容につ

き意見を述べさせて頂きます。昨年３月１１

日の東日本大震災発生以来、我が国全土にわ

たり次なる巨大地震の発生が間近に起こる

であろうと、国の専門機関や多くの研究学者

などから叫ばれております。そのような状況

下では文京区も巨大地震に対する備え、特に

強い建築物による強い街づくりを行政、民間

が一体となって推進させることが急務であ

ることは言う間でもありません。 

来る巨大地震への備えとして、頑強で火災に

強い建築物への移行により、燃えない、倒れ

ない強い街づくりを、如何にして構築させる

かを重要課題とすべきと考えます。古い木造

家屋がまだまだ多いこの文京区では、地震、

災害に強い安心の街づくりを一日も早く如

何に実現させるか、という発想が最優先され

るべきです。 

そうした意味では民がもしそれを構築（強固

な建築物の建設など）しようとした時、それ

が現行の都市計画法、建築基準法に則りなが

らも、そこに多尐高さのズレがあろうとして

も、むしろ行政が後押しするくらいの心意気

が必要なのでは、と考えるものであります。

高さを制限したために、そのことが実現され

今回の素案は絶対高さ制限についてのもの

であり、防災対策については、別途対忚すべ

きものと考えています。 

現行規制では、周辺市街地から過度に高さが

突出した建築物の出現を防ぐことはできず、

それによって住環境や景観の保全などをめ

ぐり、近隣住民との間で建築紛争が生じたケ

ースもあります。 

素案では、指定容積率が活用できる高さを満

たすことを条件として、都市計画法で定めら

れた容積率や建ぺい率、用途地域等の客観的

なデータを基にして数値を算出しています。

この制限値は、その高さまで全域を誘導する

という意図ではなく、敷地条件によって高く

建てられる場合においても、この高さ以下に

抑えることで突出した建築物の出現を防ぐ

というものです。 
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にくい要素となることも大いに考えられ、ひ

いては大切なテーマ実現の大きな妨げにな

り得るのです。 

結論としましては現状況、現段階では「絶対

高さ制限を定める高度地区の指定」なるもの

を制定すべきでない、と考えます。 

146 規制値 ◆要望 

第 2次素案の本駒込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。 

◆理由 

第 2次素案では、本駒込４、５丁目の多くは、

22ｍ（７階相当）が制限値となっています。

この地域は、多くが２、３階建ての住宅地で、

近隣に７階建てのマンション等が出現し、日

照を奪われれる等、住環境の悪化が懸念され

ます。現在の環境を維持し、住みよいまちづ

くりのために上記の要望を致します。 

第 2次素案では、第一種低層住居専用地域や

今回見直しを行った容積率 200％の区域と

の連続性等の立地条件や、建物の階数状況や

基盤整備状況、頂いたご意見などをもとに、

地域の現状に見合った高さとなるよう一部

区域について制限値の見直しを行いました。 

ご指摘の本駒込 4・5 丁目は、周辺が商業地

域あるいは近隣商業地域という立地条件を

考慮して、22ｍとしております。 

147 規制値 ◆要望 

第 2次素案の本駒込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。 

◆理由 

第 2次素案では、本駒込４、５丁目の多くは、

22ｍ（７階相当）が制限値となっています。

この地域は、多くが２、３階建ての住宅地で、

近隣に７階建てのマンション等が出現し、日

照を奪われれる等、住環境の悪化が懸念され

ます。現在の環境を維持し、住みよいまちづ

くりのために上記の要望を致します。 

第 2次素案では、第一種低層住居専用地域や

今回見直しを行った容積率 200％の区域と

の連続性等の立地条件や、建物の階数状況や

基盤整備状況、頂いたご意見などをもとに、

地域の現状に見合った高さとなるよう一部

区域について制限値の見直しを行いました。 

ご指摘の本駒込 4・5 丁目は、周辺が商業地

域あるいは近隣商業地域という立地条件を

考慮して、22ｍとしております。 

148 規制値 ◆要望 

第 2次素案の本駒込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。 

◆理由 

第 2次素案では、本駒込４、５丁目の多くは、

22ｍ（７階相当）が制限値となっています。

この地域は、多くが２、３階建ての住宅地で、

近隣に７階建てのマンション等が出現し、日

第 2次素案では、第一種低層住居専用地域や

今回見直しを行った容積率 200％の区域と

の連続性等の立地条件や、建物の階数状況や

基盤整備状況、頂いたご意見などをもとに、

地域の現状に見合った高さとなるよう一部

区域について制限値の見直しを行いました。 

ご指摘の本駒込 4・5 丁目は、周辺が商業地

域あるいは近隣商業地域という立地条件を

考慮して、22ｍとしております。 
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照を奪われれる等、住環境の悪化が懸念され

ます。現在の環境を維持し、住みよいまちづ

くりのために上記の要望を致します。 

149 規制値 ◆要望 

第 2次素案の本駒込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。 

◆理由 

第 2次素案では、本駒込４、５丁目の多くは、

22ｍ（７階相当）が制限値となっています。

この地域は、多くが２、３階建ての住宅地で、

近隣に８階建てのマンション等が出現し、日

照を奪われれる等、住環境の悪化が懸念され

ます。現在の環境を維持し、住みよいまちづ

くりのために上記の要望を致します。 

第 2次素案では、第一種低層住居専用地域や

今回見直しを行った容積率 200％の区域と

の連続性等の立地条件や、建物の階数状況や

基盤整備状況、頂いたご意見などをもとに、

地域の現状に見合った高さとなるよう一部

区域について制限値の見直しを行いました。 

ご指摘の本駒込 4・5 丁目は、周辺が商業地

域あるいは近隣商業地域という立地条件を

考慮して、22ｍとしております。 

150 規制値 ◆要望 

第 2次素案の本駒込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。 

◆理由 

第 2次素案では、本駒込４、５丁目の多くは、

22ｍ（７階相当）が制限値となっています。

この地域は、多くが２、３階建ての住宅地で、

近隣に９階建てのマンション等が出現し、日

照を奪われれる等、住環境の悪化が懸念され

ます。現在の環境を維持し、住みよいまちづ

くりのために上記の要望を致します。 

第 2次素案では、第一種低層住居専用地域や

今回見直しを行った容積率 200％の区域と

の連続性等の立地条件や、建物の階数状況や

基盤整備状況、頂いたご意見などをもとに、

地域の現状に見合った高さとなるよう一部

区域について制限値の見直しを行いました。 

ご指摘の本駒込 4・5 丁目は、周辺が商業地

域あるいは近隣商業地域という立地条件を

考慮して、22ｍとしております。 

151 規制値 ◆要望 

第 2次素案の本駒込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。 

◆理由 

第 2次素案では、本駒込４、５丁目の多くは、

22ｍ（７階相当）が制限値となっています。

この地域は、多くが２、３階建ての住宅地で、

近隣に１０階建てのマンション等が出現し、

日照を奪われれる等、住環境の悪化が懸念さ

れます。現在の環境を維持し、住みよいまち

づくりのために上記の要望を致します。 

第 2次素案では、第一種低層住居専用地域や

今回見直しを行った容積率 200％の区域と

の連続性等の立地条件や、建物の階数状況や

基盤整備状況、頂いたご意見などをもとに、

地域の現状に見合った高さとなるよう一部

区域について制限値の見直しを行いました。 

ご指摘の本駒込 4・5 丁目は、周辺が商業地

域あるいは近隣商業地域という立地条件を

考慮して、22ｍとしております。 
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152 規制値 ◆要望 

第 2次素案の本駒込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。 

◆理由 

第 2次素案では、本駒込４、５丁目の多くは、

22ｍ（７階相当）が制限値となっています。

この地域は、多くが２、３階建ての住宅地で、

近隣に１１階建てのマンション等が出現し、

日照を奪われれる等、住環境の悪化が懸念さ

れます。現在の環境を維持し、住みよいまち

づくりのために上記の要望を致します。 

第 2次素案では、第一種低層住居専用地域や

今回見直しを行った容積率 200％の区域と

の連続性等の立地条件や、建物の階数状況や

基盤整備状況、頂いたご意見などをもとに、

地域の現状に見合った高さとなるよう一部

区域について制限値の見直しを行いました。 

ご指摘の本駒込 4・5 丁目は、周辺が商業地

域あるいは近隣商業地域という立地条件を

考慮して、22ｍとしております。 

153 規制値 ◆要望 

第 2次素案の本駒込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。 

◆理由 

第 2次素案では、本駒込４、５丁目の多くは、

22ｍ（７階相当）が制限値となっています。

この地域は、多くが２、３階建ての住宅地で、

近隣に１２階建てのマンション等が出現し、

日照を奪われれる等、住環境の悪化が懸念さ

れます。現在の環境を維持し、住みよいまち

づくりのために上記の要望を致します。 

第 2次素案では、第一種低層住居専用地域や

今回見直しを行った容積率 200％の区域と

の連続性等の立地条件や、建物の階数状況や

基盤整備状況、頂いたご意見などをもとに、

地域の現状に見合った高さとなるよう一部

区域について制限値の見直しを行いました。 

ご指摘の本駒込 4・5 丁目は、周辺が商業地

域あるいは近隣商業地域という立地条件を

考慮して、22ｍとしております。 

154 規制値 ◆要望 

第 2次素案の本駒込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。 

◆理由 

第 2次素案では、本駒込４、５丁目の多くは、

22ｍ（７階相当）が制限値となっています。

この地域は、多くが２、３階建ての住宅地で、

近隣に１２階建てのマンション等が出現し、

日照を奪われれる等、住環境の悪化が懸念さ

れます。現在の環境を維持し、住みよいまち

づくりのために上記の要望を致します。 

第 2次素案では、第一種低層住居専用地域や

今回見直しを行った容積率 200％の区域と

の連続性等の立地条件や、建物の階数状況や

基盤整備状況、頂いたご意見などをもとに、

地域の現状に見合った高さとなるよう一部

区域について制限値の見直しを行いました。 

ご指摘の本駒込 4・5 丁目は、周辺が商業地

域あるいは近隣商業地域という立地条件を

考慮して、22ｍとしております。 

155 規制値 ◆要望 

第 2次素案の本駒込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、

第 2次素案では、第一種低層住居専用地域や

今回見直しを行った容積率 200％の区域と

の連続性等の立地条件や、建物の階数状況や
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千駄木と同様 15ｍ以下に引き下げることを

要望します。 

◆理由 

第 2次素案では、本駒込４、５丁目の多くは、

22ｍ（７階相当）が制限値となっています。

この地域は、多くが２、３階建ての住宅地で、

近隣に１２階建てのマンション等が出現し、

日照を奪われれる等、住環境の悪化が懸念さ

れます。現在の環境を維持し、住みよいまち

づくりのために上記の要望を致します。 

基盤整備状況、頂いたご意見などをもとに、

地域の現状に見合った高さとなるよう一部

区域について制限値の見直しを行いました。 

ご指摘の本駒込 4・5 丁目は、周辺が商業地

域あるいは近隣商業地域という立地条件を

考慮して、22ｍとしております。 

156 規制値 ◆要望 

第 2次素案の本駒込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。 

◆理由 

第 2次素案では、本駒込４、５丁目の多くは、

22ｍ（７階相当）が制限値となっています。

この地域は、多くが２、３階建ての住宅地で、

近隣に１２階建てのマンション等が出現し、

日照を奪われれる等、住環境の悪化が懸念さ

れます。現在の環境を維持し、住みよいまち

づくりのために上記の要望を致します。 

第 2次素案では、第一種低層住居専用地域や

今回見直しを行った容積率 200％の区域と

の連続性等の立地条件や、建物の階数状況や

基盤整備状況、頂いたご意見などをもとに、

地域の現状に見合った高さとなるよう一部

区域について制限値の見直しを行いました。 

ご指摘の本駒込 4・5 丁目は、周辺が商業地

域あるいは近隣商業地域という立地条件を

考慮して、22ｍとしております。 

157 規制値 ◆要望 

第 2次素案の本駒込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。 

◆理由 

第 2次素案では、本駒込４、５丁目の多くは、

22ｍ（７階相当）が制限値となっています。

この地域は、多くが２、３階建ての住宅地で、

近隣に１２階建てのマンション等が出現し、

日照を奪われれる等、住環境の悪化が懸念さ

れます。現在の環境を維持し、住みよいまち

づくりのために上記の要望を致します。 

第 2次素案では、第一種低層住居専用地域や

今回見直しを行った容積率 200％の区域と

の連続性等の立地条件や、建物の階数状況や

基盤整備状況、頂いたご意見などをもとに、

地域の現状に見合った高さとなるよう一部

区域について制限値の見直しを行いました。 

ご指摘の本駒込 4・5 丁目は、周辺が商業地

域あるいは近隣商業地域という立地条件を

考慮して、22ｍとしております。 

158 規制値 ◆要望 

第 2次素案の本駒込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。 

◆理由 

第 2次素案では、第一種低層住居専用地域や

今回見直しを行った容積率 200％の区域と

の連続性等の立地条件や、建物の階数状況や

基盤整備状況、頂いたご意見などをもとに、

地域の現状に見合った高さとなるよう一部

区域について制限値の見直しを行いました。 
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第 2次素案では、本駒込４、５丁目の多くは、

22ｍ（７階相当）が制限値となっています。

この地域は、多くが２、３階建ての住宅地で、

近隣に１２階建てのマンション等が出現し、

日照を奪われれる等、住環境の悪化が懸念さ

れます。現在の環境を維持し、住みよいまち

づくりのために上記の要望を致します。 

ご指摘の本駒込 4・5 丁目は、周辺が商業地

域あるいは近隣商業地域という立地条件を

考慮して、22ｍとしております。 

159 規制方針 景観か、慧眼（けいがん）か 

急務課題は「高さ制限」よりも「不燃、不倒

の街づくり」 

文京区民として昨年８月より案件となって

おります「絶対高さ制限を定める高度地区の

指定」第１次、第 2 次素案への経緯内容につ

き意見を述べさせて頂きます。 

昨年３月１１日の東日本大震災発生以来、我

が国全土にわたり次なる巨大地震の発生が

間近に起こるであろうと、国の専門機関や多

くの研究学者などから叫ばれております。 

そのような状況下で建築物の高さを制限す

るようなことを定めることが、一方では巨大

地震に備える街づくりの妨げになり得る、と

いう視点でとらえることも充分に検討され

るべきと言わざるを得ません。 

一概に街の景観や近隣紛争緩和などを目的

とすることよりも、今日の状況の下では問題

点の優先順位を再考すべきと考えるもので

あります。 

来る巨大地震への備えとして、頑強で火災に

強い建築物への移行により、燃えない、倒れ

ない強い街づくりを、如何にして構築させる

かを重要諜題とすべとと考えます。地震に強

い街づくりは当然、行政が先頭に立って推進

すべきものと思いますが、民間の力も大いに

活用して実現可能と思われます。 

古い木造家屋がまだまだ多いこの文京区で

は、地震、災害に強い安心の街づくりを一日

も早く如何に実現させるか、という発想が最

優先されるべきです。 

街の景観を損ねないことは大切なことです

が、今、何が大事かを考えると見えてくるも

のが明らかになります。それは地震に強い、

燃えない文京区をいち早く実現させること

今回の素案は絶対高さ制限についてのもの

であり、防災対策については、別途対忚すべ

きものと考えています。 

現行規制では、周辺市街地から過度に高さが

突出した建築物の出現を防ぐことはできず、

それによって住環境や景観の保全などをめ

ぐり、近隣住民との間で建築紛争が生じたケ

ースもあります。 

素案では、指定容積率が活用できる高さを満

たすことを条件として、都市計画法で定めら

れた容積率や建ぺい率、用途地域等の客観的

なデータを基にして数値を算出しています。

この制限値は、その高さまで全域を誘導する

という意図ではなく、敷地条件によって高く

建てられる場合においても、この高さ以下に

抑えることで突出した建築物の出現を防ぐ

というものです。 
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なのです。「高さ制限」はそのことの妨げに

なることが見えてくるはずです。 

結論としましては現状況、現段階では「絶対

高さ制限を定める高度地区の指定」なるもの

を制定すべきでない、と考えます。 

160 規制値 本郷の住宅地区高さ制限について 

陳情趣旨 

文京区が示された本郷の住宅地区高さ制限

について、住民としては高すぎると判断し、

14ｍ以下にしてくださるよう陳情致します。 

陳情理由 

1.当地区は明治以来文化の香り高く木造家

屋１階または２階建ての多い住宅地で、住民

はここに住み慣れて平和な生活を送ってい

る。この環境は将来に引き継ぎたい。 

2.幹線道路の高層ビルの中から一歩住宅地

に入るとホッとして落ち着いた気分になれ

る。いわば都会のオアシスである。 

3.区が示された 22ｍという高さではエレベ

ーターを取り付けねばならないという煩わ

しさがある。 

4.日影問題で隣家との紛争が予想され、これ

まで築いてきた隣人同士の人間関係が損な

われる可能性がある。 

第 2次素案では、第一種低層住居専用地域や

今回見直しを行った容積率 200％の区域と

の連続性等の立地条件や、建物の階数状況や

基盤整備状況、頂いたご意見などをもとに、

地域の現状に見合った高さとなるよう一部

区域について制限値の見直しを行いました。 

ご指摘の本郷地区は、周辺が商業地域あるい

は近隣商業地域という立地条件を考慮して、

22ｍとしております。 

161 規制値 ◆要望 

第 2次素案の本駒込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。 

◆理由 

第 2次素案では、本駒込４、５丁目の多くは、

22ｍ（７階相当）が制限値となっています。

この地域は、多くが２、３階建ての住宅地で、

近隣に１２階建てのマンション等が出現し、

日照を奪われれる等、住環境の悪化が懸念さ

れます。現在の環境を維持し、住みよいまち

づくりのために上記の要望を致します。 

第 2次素案では、第一種低層住居専用地域や

今回見直しを行った容積率 200％の区域と

の連続性等の立地条件や、建物の階数状況や

基盤整備状況、頂いたご意見などをもとに、

地域の現状に見合った高さとなるよう一部

区域について制限値の見直しを行いました。 

ご指摘の本駒込 4・5 丁目は、周辺が商業地

域あるいは近隣商業地域という立地条件を

考慮して、22ｍとしております。 

162 規制値 ◆要望 

第 2次素案の本駒込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。 

第 2次素案では、第一種低層住居専用地域や

今回見直しを行った容積率 200％の区域と

の連続性等の立地条件や、建物の階数状況や

基盤整備状況、頂いたご意見などをもとに、

地域の現状に見合った高さとなるよう一部
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◆理由 

第 2次素案では、本駒込４、５丁目の多くは、

22ｍ（７階相当）が制限値となっています。

この地域は、多くが２、３階建ての住宅地で、

近隣に１２階建てのマンション等が出現し、

日照を奪われれる等、住環境の悪化が懸念さ

れます。現在の環境を維持し、住みよいまち

づくりのために上記の要望を致します。 

区域について制限値の見直しを行いました。 

ご指摘の本駒込 4・5 丁目は、周辺が商業地

域あるいは近隣商業地域という立地条件を

考慮して、22ｍとしております。 

163 規制値 ◆要望 

第 2次素案の本駒込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。 

◆理由 

第 2次素案では、本駒込４、５丁目の多くは、

22ｍ（７階相当）が制限値となっています。

この地域は、多くが２、３階建ての住宅地で、

近隣に１２階建てのマンション等が出現し、

日照を奪われれる等、住環境の悪化が懸念さ

れます。現在の環境を維持し、住みよいまち

づくりのために上記の要望を致します。 

第 2次素案では、第一種低層住居専用地域や

今回見直しを行った容積率 200％の区域と

の連続性等の立地条件や、建物の階数状況や

基盤整備状況、頂いたご意見などをもとに、

地域の現状に見合った高さとなるよう一部

区域について制限値の見直しを行いました。 

ご指摘の本駒込 4・5 丁目は、周辺が商業地

域あるいは近隣商業地域という立地条件を

考慮して、22ｍとしております。 

164 規制値 ◆要望 

第 2次素案の本駒込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。 

◆理由 

第 2次素案では、本駒込４、５丁目の多くは、

22ｍ（７階相当）が制限値となっています。

この地域は、多くが２、３階建ての住宅地で、

近隣に１２階建てのマンション等が出現し、

日照を奪われれる等、住環境の悪化が懸念さ

れます。現在の環境を維持し、住みよいまち

づくりのために上記の要望を致します。 

第 2次素案では、第一種低層住居専用地域や

今回見直しを行った容積率 200％の区域と

の連続性等の立地条件や、建物の階数状況や

基盤整備状況、頂いたご意見などをもとに、

地域の現状に見合った高さとなるよう一部

区域について制限値の見直しを行いました。 

ご指摘の本駒込 4・5 丁目は、周辺が商業地

域あるいは近隣商業地域という立地条件を

考慮して、22ｍとしております。 

165 規制値 後楽２丁目について、区が案としている数値

は後楽に相忚しくないと何度も意見を出し

ています。 

高さ制限は都市計画法で住民の意見を反映

して定めることと決められていますが、住民

の意見を無視して定めるのは法律に反して

いると思います。 

地区の特性やまちづくりの気運を地区ごと

後楽 2丁目地区については、現在定められて

いる地区計画の区域を先行して取り組んで

いきたいと考えております。 

また、絶対高さ制限については、地区計画は

特例扱いとなります。 
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に把握して区全体に容積率で一律にルール

を決めるのではなく、細かく定めるべきで

す。 

後楽地区は地区のルールを住民で定めてい

くので区が誘導する数字を定めるのはやめ

て指定を除外して下さい。 

166 大規模 

特例 

大規模敷地の特例について、一般の建築物に

ついて倍率が見直されているが、どういう理

由か。 

教育施設と一般建築物は階高が違うと言い

ながら商業系と同じにするのはおかしいの

で、一般建築物は 1次素案のままとし、教育

施設とは別とすべきではないか？一般建築

物で敷地 30,000 ㎡以上の大規模敷地はあり

得ない。 

第 1 次素案で提示した緩和倍率を修正する

正当な理由がなく、説明なく変更することは

おかしいのではないか。 

納得がいかない。第 1次素案を変更する正当

な理由がないなら、変更すべきではない。 

区内の教育施設・医療機関は敷地面積が

10,000 ㎡以上の施設が多く立地しているこ

とから、今回新たに 30,000 ㎡以上という枠

組みを追加しました。教育施設・医療機関に

おける特例は、大規模敷地における特例の中

に設ける基準であるため、一般の建築物につ

いても同様の敷地規模の分類に従って基準

の内容を変更しました。 

167 大規模 

特例 

大規模敷地の特例について質問します。 

敷地 3000 ㎡で容積率 300％の土地で教育施

設を建てる場合、商業系であれば原則値 24

ｍ☓1.5＝36ｍが建てられますが、住居系で

あれば原則値 22ｍ☓2.1＝46ｍが建つこと

になります。 

住居系の原則値が低い地域の方が高い建物

が建つのはどういうことでしょうか、 

説明をお願いします。 

住居系用途地域における一般の建築物と教

育施設・医療機関の標準階高は、調査結果か

らそれぞれ 3.2ｍ、4.6ｍとなっており、約

1.4倍の格差があることが分かっています。

そのため、教育施設・医療機関の緩和倍率は、

一般の建築物における緩和倍率の 1.4 倍と

することで格差を是正することとしました。

ただし、商業系用途地域においては、制限値

が住居系用途地域よりも高く設定されてい

るため、この倍率を適用した場合、建物高さ

が高くなりすぎると判断し、商業系用途地域

においては、教育施設・医療機関であっても

一般の建築物と同じ倍率を適用することと

しました。 

ただし、住居系用途地域には斜線型の第 3

種高度地区がすでに指定されており、この制

限は教育施設・医療機関の特例においても適

用されるため、最高限度まで一律に建てれる

わけではありません。 

168 規制方針 後楽２丁目地区では、まちづくりの検討を区

と一緒にこれまでずっと行なってきており、

文京区からも今後は共同化について検討し

後楽 2丁目地区については、現在定められて

いる地区計画の区域を先行して取り組んで

いきたいと考えております。 
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ていくと言われています。 

後楽地区は隣接して高さ 150ｍ，100ｍの建

物が建っており目白通り放射 25 号線外堀通

りに囲まれ飯田橋駅に面する文京区の中で

も都心型の市街地です。 

一方、当地区は海抜が 6ｍしかなく災害時に

は神田川の氾濫区域に含まれるととともに、

津波が神田川をさかのぼり水没する可能性

もあると消防署から聞いています。文京区内

の台地の上の住宅地とは容積率が同じでも、

違いが違い、低地である後楽地区は高層化を

含めた防災対策が必要です。 

地区の特性を把握すること、住民の意見を聴

いて定めること 

区は行うと言っていますが後楽地区は特性

も意見も反映されていません。真剣に考えて

ください。 

また、絶対高さ制限については、地区計画は

特例扱いとなります。 

大規模 

特例 

大規模敷地の特例では教育施設の場合商業

系用途地域より住宅系用途地域の方が高い

建物が建つことが示されていますがなぜで

すか？ 

教育施設だけを商業系と住宅系に分けてい

るのはなぜでしょうか。分けるのであれば一

般建築物も分けるべきではないですか？分

ける必要があるのであれば、完全に分け教育

施設の数値に関わらず 1 次素案の数値を変

えるべきではないと思います。 

理屈の通った地区の特性と住民の意見を反

映した案を再検討して下さい。 

住居系用途地域における一般の建築物と教

育施設・医療機関の標準階高は、調査結果か

らそれぞれ 3.2ｍ、4.6ｍとなっており、約

1.4倍の格差があることが分かっています。

そのため、教育施設・医療機関の緩和倍率は、

一般の建築物における緩和倍率の 1.4 倍と

することで格差を是正することとしました。

ただし、商業系用途地域においては、制限値

が住居系用途地域よりも高く設定されてい

るため、この倍率を適用した場合、建物高さ

が高くなりすぎると判断し、商業系用途地域

においては、教育施設・医療機関であっても

一般の建築物と同じ倍率を適用することと

しました。 

ただし、住居系用途地域には斜線型の第 3

種高度地区がすでに指定されており、この制

限は教育施設・医療機関の特例においても適

用されるため、最高限度まで一律に建てれる

わけではありません。 

169 ｽｹｼﾞｭｰﾙ 説明会等で話は伺いましたが、 

1.今年度中なり目標を決めて取組むべきと

考えます。何時決まるかわからないようでは

企業は又高い建物に着手することになり意

味が無くなります。 

そのため、本来の区の認可は勿論のこと、都

絶対高さ制限は、都市計画決定された段階で

定まることになり、それまでは現行法令等に

拠ることになります。 

なお、事前相談などにおいては、絶対高さ制

限についての現状を説明し、理解と協力が得

られるよう、努めていきたいと考えておりま
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の認可対象であっても高さ制限の指導をき

ちんとしていただきたい。 

す。 

規制方針 2.絶対高さ制限の設定の基本は、以前からあ

る建物。基準法で定められた容積率を守り、

建てられた建物は既存不適格にならないよ

う守られる高さにしなければいけない。不当

に既存不適格にしない事。 

現行規制では、周辺市街地から過度に高さが

突出した建築物の出現を防ぐことはできず、

それによって住環境や景観の保全などをめ

ぐり、近隣住民との間で建築紛争が生じたケ

ースもあります。 

素案では、指定容積率が活用できる高さを満

たすことを条件として、都市計画法で定めら

れた容積率や建ぺい率、用途地域等の客観的

なデータを基にして数値を算出しています。 

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、

既存不適格建築物の特例を設けております。 

既存 

不適格 

特例 

3.今、建築紛争が起きている現状は周辺環境

を無視した企業の優位かつ利益優先の建物

である。余りにも突出した高い建物等は既存

不適格とし、1回の建替え可能なども許して

はいけない。今まで事業主側の申請だけを判

断して建築確認が下されてましたが、これか

らは行政の指導が大いに必要になると思い

ます。 

新たな規制が生活や仕事の場を直ちに奪う

ことにつながるのは適切ではないと判断し

ました。将来的には良好な街並み景観を形成

したいと考えており、将来計画においては、

絶対高さ制限内の建築計画となることを誘

導していくものです。 

170 規制値 根津・千駄木地区不忍通り沿い絶対高さ制限

は道路幅員及び周辺の状況から７層 24ｍが

妥当な高さ。仮に区の説明する計算式を受け

入れても 32ｍとなる。 

1.区では⑧の近隣商業地域について「住宅地

的利用の傾向が強い」ということをもって住

居系の計算を適用している。 

2.根津・千駄木の不忍通り沿い中高層建築の

主要用途は住宅（マンション）であり、３階

以上を事務所・商業店舗としている建物は２

～３の例外を除き、ない。 

3.このことから「容積の既得権を守る」とし

ても次の計算式から 32ｍとなる。 

（800÷80）☓1.3☓3.2+1.1＝32.3→32ｍ 

4.地域の将来像としても根津・千駄木の不忍

通り沿いが事務所・商業ビル立地地域となる

ことは考えられない。 

5.根津・千駄木の不忍通り沿いに隣接する⑧

のち行きは道路幅員からして３層程度の低

層利用となっている。当該地から見て隣接不

現行規制では、周辺市街地から過度に高さが

突出した建築物の出現を防ぐことはできず、

それによって住環境や景観の保全などをめ

ぐり、近隣住民との間で建築紛争が生じたケ

ースもあります。 

素案では、指定容積率が活用できる高さを満

たすことを条件として、都市計画法で定めら

れた容積率や建ぺい率、用途地域等の客観的

なデータを基にして数値を算出しています。

この制限値は、その高さまで全域を誘導する

という意図ではなく、敷地条件によって高く

建てられる場合においても、この高さ以下に

抑えることで突出した建築物の出現を防ぐ

というものです。 

不忍通りは、容積率 400～600％の商業地域

であり、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。 
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忍通り沿い地域の高層建物が及ぼず日照障

害、ビル風、圧迫感等は極めて厳しいものが

ある。 

尚、商業系の階高４ｍについて区内の建物の

データに依り算出したとのことであるが、具

体的な根拠を示していただきたい。 

既存 

不適格 

特例 

既存不適格建築物の建替えに当たっては、新

たな規制値を適用すべき 

1.「既得権（生活権）を最大限守る」との説

明であったが、⑧の地域について現状 22ｍ

の絶対高さ制限を 17ｍとすること自体「既

得権の侵害」「財産権の侵害」と言わざるを

得ない。 

2.中高層建築物の耐用年数は尐なくとも 50

年は有り、良好な環境に収斂させるのに 100

年掛かるということになる。 

3.高度地区の指定方針に書かれている「目

的」を 50 年後に達成するためにも建替え特

例を認めるべきではない。 

新たな規制が生活や仕事の場を直ちに奪う

ことにつながるのは適切ではないと判断し

ました。将来的には良好な街並み景観を形成

したいと考えており、将来計画においては、

絶対高さ制限内の建築計画となることを誘

導していくものです。 

171 規制方針 １．区民の健康･安全と文京区の文化を汚さ

ず数字と効率にとらわれない暖かい街づく

りを考えて下さい。 

平成 23 年 3 月に改定した都市マスタープラ

ンの目標は「安全で快適な魅力あふれるまち

づくり」です。今後とも、この目標に向かっ

てまちづくりを進めてまいります。 

規制値 ２．平成１６年に本駒込６丁目地域を囲む白

山通り・不忍通り・本郷通りこ設けられた絶

対高さ 35mを、31m に下げることを再考願い

ます。 

せめて不忍通りに面している所は駒込警察

側と揃え 31mにお願いします。 

絶対高さ制限については、不必要から厳しい

制限まで、幅広い意見が出される内容を含ん

でいると考えております。このため、素案に

ついては、すでに指定されている容積率など

の数値を使いながら絶対高さを算出し、客観

的な説明に努めているところです。 

また、地域のまちづくりについては、合意形

成を図りながら、地区計画の活用などによ

り、絶対高さ制限に関わりなく、地域独自の

ルールをつくることもできることになって

います。 

なお、六義園周辺の幹線道路沿道の商業地域

については、今回の素案における他の商業地

域にはない、厳しい条件を継続することか

ら、現状のままといたします。 

その他 ３，公に「メガ地震」の恐れがありといわれ

ています。高い建物に囲まれてしまう地域は

どうなるか心配です。 

今回は絶対高さ制限について提案している

ものであり、防災などについては、別途対忚

すべきものと考えております。 
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 ①防災の観点から良い点・悪い点をお示し

下さい。（全域で無くスポット的でかまいま

せん） 

 ②風害がどのように起こるかお示し下さ

い。（全域で無くスポット的でかまいません） 

⇒現実問題、高い建物のそばの住民、そこを

通りかかる人たちは風やそれによる埃で苦

労しています。尐し風が強ければ転び怪我を

する人、雤が降っても傘をさせない、歩くの

に苦労するということがあります。 

 ③高い建物の裏側・近隣住民の生活を考え

て下さい。 

意見 

集約 

４．行政と区議会議員から打ち出した数字を

区民に示すのではなく、それを元に各地域の

住民との協議（お話し合い）を区のほうから

区民に持ちかけ行って下さい。 

是非お願い致します。 

区民の方への周知方法としまして、区報特集

号を 6 紙に新聞折り込みとして 2 月 20 日号

として配布しました。また地域活動センタ

ー、図書館などに、どなたでもお持ち帰りい

ただけるように区報特集号を置きました。さ

らにホームページやツイッター、CATV、ビー

グルの車内にもポスターを掲示いたしまし

た。また、200カ所の区設掲示板やホームペ

ージに区民説明会について掲示いたしまし

た。区としてはできる限りの周知に努めてま

いります。 

規制方針 ５．高度制限を今考えるのは紛争をなくすた

めということですが、 

 ①駆け込み建築をやめさせる努力をお願

いします。 

 ②街づくりは、環境、景観、防災、健康な

どすべてとつながります，高さ制限という

「点」で考えるのではなく、全体として考え

て下さい。今回の高さ制限の案は 20 年後の

街づくりを目指すことの一環としてあると

のことですので、なおさら「点」で考えては

ならないと思います。宜しくお願いします。 

平成 23 年 3 月に改定した都市マスタープラ

ンの目標は、「安全で快適な魅力あふれるま

ちづくり」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。 

既存 

不適格 

特例 

６．既存不適格の建物の建て替えは一回認め

るということですが、思い切って「なし」に

願います。一回認めるということは６０年間

は変わらないということになります。その建

物に住んでいる人の権利を言うのであるな

らば、その建物が建ったことにより不利益を

こうむることを余儀なくされている人たち

新たな規制が生活や仕事の場を直ちに奪う

ことにつながるのは適切ではないと判断し

ました。将来的には良好な街並み景観を形成

したいと考えており、将来計画においては、

絶対高さ制限内の建築計画となることを誘

導していくものです。 
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のことも考慮に入れなくてはならないと思

います。 

大規模 

特例 

７．教育･医療施設には特別大規模敷地特例

のさらに２．８倍の優遇策が示されています

が、ここまでの優遇は必要なしと考えます。 

住居系用途地域における一般の建築物と教

育施設・医療機関の標準階高は、調査結果か

らそれぞれ 3.2ｍ、4.6ｍとなっており、約

1.4倍の格差があることが分かっています。

そのため、教育施設・医療機関の緩和倍率は、

一般の建築物における緩和倍率の 1.4 倍と

することで格差を是正することとしました。

ただし、商業系用途地域においては、制限値

が住居系用途地域よりも高く設定されてい

るため、この倍率を適用した場合、建物高さ

が高くなりすぎると判断し、商業系用途地域

においては、教育施設・医療機関であっても

一般の建築物と同じ倍率を適用することと

しました。 

ただし、住居系用途地域には斜線型の第 3

種高度地区がすでに指定されており、この制

限は教育施設・医療機関の特例においても適

用されるため、最高限度まで一律に建てれる

わけではありません。 

意見 

集約 

８．この件の区民への周知の仕方ですが、い

まだに知らない方、前回は気がついたけれど

今回は気がつかなかったという方もおられ

ます｡毎回周知の仕方に問題ありと意見が出

ていると思いますが、なんとか方法を考えな

おしてください。 

通常の区報は、区と町会連合会との契約に基

づき、町会を通じて配布しております。今回

のような区報特集号については対象外であ

ることから、新聞折り込みで配布しておりま

す。 

区民の方への周知方法としまして、区報特集

号を 6 紙に新聞折り込みとして 2 月 20 日号

として配布しました。また地域活動センタ

ー、図書館などに、どなたでもお持ち帰りい

ただけるように区報特集号を置きました。さ

らにホームページやツイッター、ビーグルの

車内にも掲載いたしました。また、200カ所

の区設掲示板やホームページに区民説明会

について掲示いたしました。区としてはでき

る限りの周知に努めてまいります。 

また、第 2次素案については、区のホームペ

ージにも掲載し、意見募集を行っておりま

す。 

意見 

集約 

９，区の担当職員はホームページを見て下さ

いと言われますがそれをできないかたもい

通常の区報は、区と町会連合会との契約に基

づき、町会を通じて配布しております。今回
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ます、又、意見をどう区に伝えたらよいか分

からない方もいられます。こういう方々を置

き去りにしないで下さい。 

のような区報特集号については対象外であ

ることから、新聞折り込みで配布しておりま

す。 

区民の方への周知方法としまして、区報特集

号を 6 紙に新聞折り込みとして 2 月 20 日号

として配布しました。また地域活動センタ

ー、図書館などに、どなたでもお持ち帰りい

ただけるように区報特集号を置きました。さ

らにホームページやツイッター、ビーグルの

車内にも掲載いたしました。また、200カ所

の区設掲示板やホームページに区民説明会

について掲示いたしました。区としてはでき

る限りの周知に努めてまいります。 

意見 

集約 

１０．まだまだ問題が山ずみの内容と感じま

した。このままでは一部の不動産会社と高い

ものを建てたいと考えている方々の一人勝

ちになるのではないかと危惧されます｡区作

成の進め方のまま早急に先に進めることな

くきちんと協議をしながら進めていただく

ようお願い致します。 

説明会やはがきなどでいただいたご意見を

踏まえながら、素案の検討を進めていくこと

にしております。来年度以降の都市計画決定

を目指しておりますが、そのスケジュールは

現時点では未定です。 

172 意見 

集約 

１)特集号の広報体制 

私は掲題の区民説明会に全部合計５回出席

した。参加者区民は前回と比較して、平均２

０名程度であり、周知広報活動にまったく問

題なかったとはいえまい。今回は、珍しく初

めて当町会の指示板に緑色の掲示物が掲示

されてはいた 

が、当地域はおろか近隣４町会の区民(町会

の存在すら未知の区民及び居住者など)です

ら参加はほとんどゼロに等しいのではなか

ったか？ 

なお、当地域の町会長は、都市計画審議会(文

京区都市マスタープラン)すら未知ではない

のか？ 

今回も参加者から特集号が挟まれた新聞を

定期購読せず、中村課長はツイッターなどで

広報をしたとはいうものの、多機能携帯など

電子媒体に疎い方には、配慮のないなじめな

い広報体制であることは残念である。その理

由は、高齢化と著しい電子ﾃﾞｼﾞﾀﾉﾚﾃﾞﾊﾞｲｽ格

差に起因するものであろう。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？

通常の区報は、区と町会連合会との契約に基

づき、町会を通じて配布しております。今回

のような区報特集号については対象外であ

ることから、新聞折り込みで配布しておりま

す。 

区民の方への周知方法としまして、区報特集

号を 6 紙に新聞折り込みとして 2 月 20 日号

として配布しました。また地域活動センタ

ー、図書館などに、どなたでもお持ち帰りい

ただけるように区報特集号を置きました。さ

らにホームページやツイッター、ビーグルの

車内にも掲載いたしました。また、200カ所

の区設掲示板やホームページに区民説明会

について掲示いたしました。区としてはでき

る限りの周知に努めてまいります。 

また、第 2次素案については、区のホームペ

ージにも掲載し、意見募集を行っておりま

す。 
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また開催期間が平日の夕刻などになり、参加

したくてもできない区民から、また町会に対

して出前説明会を行うと言うが、４月６日ま

でに意見書を提出することを一方的に決め

つけるのは、あまりにも拙速ではないのか？ 

規制値 ２)いまだに納得いかない、住みにくい、日

影を作る超高層乱立を業者に誘導する文京

区の都市計画 

建築基準法（以下建基法とする)に違反せず、

その土地の所有者は自由に建てられるとい

うが、整合性のまったくないアンバランス 

不均衡で不健全、不健康な町を誘導する高さ

である。 

 

参加区民数名からどこの説明会でも声があ

ったが、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、地上げを促進させ、立ち退

きを迫り、区は大型高層建物を誘導している

のではないか？ 町会を行政の末端組織が

ごとく、区民課などは都合の良いことだけを

町会員にすら主周知せず、独善的に利用して

いると断定されても文句は言えまい。 

本来地域町会を利用するなということであ

る。町会長や役員などのやるきに著しい温度

差がある。理由は、無関心な傍観者でありな

がら、尊大でありながら、区民広報すらえり

好みをし、町会員を格上だの格下だの一方的

に封建的に決めつける役員がいる限り、行政

は町会長を利用すべきではない。公明正大な

住民投票をすべきである。 

 

区民の合意形成を取らないまま、不必要な再

開発は、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破壊し、その公開

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

現行規制では、周辺市街地から過度に高さが

突出した建築物の出現を防ぐことはできず、

それによって住環境や景観の保全などをめ

ぐり、近隣住民との間で建築紛争が生じたケ

ースもあります。 

素案では、指定容積率が活用できる高さを満

たすことを条件として、都市計画法で定めら

れた容積率や建ぺい率、用途地域等の客観的

なデータを基にして数値を算出しています。

この制限値は、その高さまで全域を誘導する

という意図ではなく、敷地条件によって高く

建てられる場合においても、この高さ以下に

抑えることで突出した建築物の出現を防ぐ

というものです。 

 

平成 23 年 3 月に改定した都市マスタープラ

ンにおいて、新たに建築物の高さに関する方

針を定めております。その中で、建築物の高

さに関する市街地の区分として、都心型高層

市街地、沿道型高層市街地、中高層市街地、

低中層市街地、低層市街地を位置づけており

ます。 

60ｍとしている区域は、都市マスタープラン

においても都心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。 
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影などの弊害の方が大きい。超高層建物の乱

発推奨、業者よりの高度地区指定(第２次素

案)の高度地区には根本的にコンサルタント

などを除籍して見直すべきである。 

 

前回意見書で私は下記した。 

また、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上で掲載することをお願いしたい。 

 

しかしながら、今回２次素案の説明会上で私

は抗議したが、区は意図的に削除した３月１

７日にある区民からもその方自信の発言が

記されていないと指摘があった。私の発言も

削除されていた。またある区民数名の指摘す

らも一方的に○○○に加担し、区民を掃除す

るかのような区側の思惑ではないかと疑わ

ざるを得ず、区は区民の意見を一方的に踏み

にじった｡何故このような区民の意見を虐殺

するような非礼なことをしたいのか？成澤

区長が出てきて釈明をすべきである。 

 

高さを下げている根拠がない。高さをさらに

安全な３５メータ以下に下げてくれと前回

私は要求したが、当該本郷２丁目地域では、

紫の部分の６０メートル、自宅裏は５０、４

５Ｂである。前回の１次素案と何も変わらな

いのに、区内他の区域では高さを変更されて

いる。都市計画審議会、景観審議会等で、無

断勝手に有識者、学識、行政各機関などが、

近隣地域の区民の意見をまったく聞かずに、

そのような高度地区の制定という区民には

なじみのない、高度地区に決まったなどと事

前に周知されてはいないにもかかわらず、一

部の町会役員などに秘匿したのではないの

か？既存高層建物の一方的な誘導である。町

並みの破壊を憂慮し、著しい建物の高さでそ

の損益分岐点からも経済格差の表れであり、

地上げによる業者よりの高さ制限（罰則規定

なし）であり、断固反対を意思表示する。 
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東京都景観構想に追随し、文京区が学校、医

療法人を魅力の一部としているが、だからい

って台風でも揺れる、震度５強でも揺れるこ

とには変わらない、不安な免震構造の超高層

を誘導するのはいまだ思慮がなされている

とは言い難く、時期尚早な不見識な判断であ

る。 

その他 ３）コンサルタントについて 

区の実情を把握させたようにしているが、区

民からも「出て行ってください」と言われた

が、当然である。 

コンサルタントは机上の空論である。どのよ

うな基準で一時雇用したのか明示すべきで

ある。コンサルタントは解せない。区民は、

「文京区職員への意見等」を述べるのであっ

て、コンサルタントに話をするのでは無い。

そもそもコンサルタントを頼まなければ、行

政運営が出来ないのか？ 

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。 

総合 

設計 

特例 

４）高さ制限の適用除外になる○○○○○○

○○について超高層病院の下の狭隘な自称

公開空地と自称災害拠点病院と成澤区長と

のいわゆる医療との連携。 

耐えがたい危険性と無力非力な防災庭園拠

点造りと思われる。公害である人為的由来の

汚染土壌をはらむ上に、五戸を掘る、地下水

や伏流水を神田川に注ぎ、傾斜地と地盤面が

定まらない不安定さが否めない油坂や地下

鉄丸ノ内線を内在する土地であり、倒壊崩壊

の危険性がある。 

 

     総合設計制度ならびに特例だか

ら絶対高さ制限は有名無実となる。 

 

絶対高さ制限を定める高度地区の指定の目

的は結構だが、特例の適用に関して、１から

５までを考察すると、都市計画審議会の同意

を得て、成澤区長が許可するとある。現存す

る既存不適格なる建築物の相関関係←定の

基準とは何かについていまだに区側は同じ

弁明に終始した。 

概要には、なお、現行の３５ｍおよび４５ｍ

特例の適用を受ける建物でも、敷地面積に忚

じて高さの緩和の範囲は限定されます。 

大規模敷地の特例において、商業系用途地域

における緩和倍率は、1.5～最大で 2.0 倍と

なります。 

また、総合設計による特例における緩和倍率

は 1.5倍としています。これは、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。 
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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５９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

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○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、１

０，０００㎡を超えるから、東京都の管轄と

言いながら、東京都および文京区は下記の問

題点を一切考慮していない。 

 

Ａ］○○○○○○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？ 

同様に平成２４年３月３１日、平成２４年４

月３日に発生した記録更新並みの、都内でも

瞬間風速４０メートルに追る暴風雤による、

耐風にも成澤区長がどのように安心を紡ぐ

のか全く不明である。 

ビル風が複合的になり、とてつもない放射性

物質を含む、想定外の暴風による、交通機関

のマヒにより帰宅困難者が大量に発生した

場合、地震ではないからその風害を複合的に

生んだ原因である超高層病院が受け入れを

拒否するなど矛盾ではないのか？ 

 

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

側および北西根住民の日照が阻唐され太陽

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。 

北側住民に太陽光を与えないのは、再生エネ
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ルギー促進を差別的に無力化させる。節電に

協力すべきであるが､太陽光促進付加金が強

制徴取されている事実から､あまねく国民が

売電できうる住環境には何が必要か？ 

成澤区長に伺う。 

 

Ｃ］○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

事に回せば尐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、総合設計制度は環境改善

にならない。 

 

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

に囲まれたエコキャンパスを謳うのは、事業

者の独善であり、思い上がりである。○○○

○○○○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。計画地の本郷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一方的に決めつけら

れた。何のための一次素案だったのか？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、高さ制限は桧に描いた餅
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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、

住環境悪化が起きて、環境は悪化する。駆け

込み建設ラッシュで、環境が良いと思った矢

先に、近隣地域の紛争、工事による被害が増

加傾向にある。 

 

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はいうが 

 公開空地の東側に区道本郷２・３丁目歩道

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

通った群集は、橋桁歩道がないから、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、記憶こ残っている。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、○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

限定駅な公開空地に、避難施設を可変的に設

けることは、妥当なのか？暴風風、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？敷地内で五戸を設け

る予定と言うが、解体前の土壌調査で、水銀、
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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棟建築予定地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。 

特例 

（全般） 

５）道路と公開空地について 

中村課長は、平成２４年３月 15 日（木曜日）

不忍通りふれあい館にて、１９時２０分前後

に「総合設計制度における公開空地の在り方

については問題が指摘されている」という認

識を示されるニュアンスの発言をされたこ

とを私は記憶している。 

区道に挟まれ、区道である歩道橋をまたぎ、

その狭隘な敷地に１００メートルを超えの

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、運営体制すら

広報されない○○○の独善約な解釈ではな

いか？ 避難施設は公開空地以外の○○○

許容される建物の高さは、容積率や地域特性

に忚じて変わるものと考えております。 

総合設計や大規模敷地の特例については、敷

地規模が大きいことから、周辺市街地との調

和を図りながら、建築計画を作成することが

可能になると想定し、設定しております。 
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敷地内に設置すべきである。従って狭隘な公

開空地における植栽は一切不要である。帰宅

困難者の収容人数を思慮してはいない。 

規制値 ６）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○○○○○○○○のある７

０Ｍ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尐な

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、住民の住環境との軋轢を生み、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？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

土地建物を独占的に取得し、区長が高いもの

を建てる煙山体制ごときを推進し、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、納得も理解も到底でき

ない。あなたがたが目指す基本構想とは大き

く乖離し、生活の観点や基本的人権からこの

高さ制限の具体的高さは、良好な生活環境保

全を破壊する。安心を紡げない、防災に強い

町ではなく、不健康な緑の枯れる整然性のな

い高さのままこの第２次素案の高さは言語

道断であり、容認できない。 

再度さらなる検討を強く希望する。 

現行規制では、周辺市街地から過度に高さが

突出した建築物の出現を防ぐことはできず、

それによって住環境や景観の保全などをめ

ぐり、近隣住民との間で建築紛争が生じたケ

ースもあります。 

素案では、指定容積率が活用できる高さを満

たすことを条件として、都市計画法で定めら

れた容積率や建ぺい率、用途地域等の客観的

なデータを基にして数値を算出しています。

この制限値は、その高さまで全域を誘導する

という意図ではなく、敷地条件によって高く

建てられる場合においても、この高さ以下に

抑えることで突出した建築物の出現を防ぐ

というものです。 

 

平成 23 年 3 月に改定した都市マスタープラ

ンにおいて、新たに建築物の高さに関する方

針を定めております。その中で、建築物の高

さに関する市街地の区分として、都心型高層

市街地、沿道型高層市街地、中高層市街地、

低中層市街地、低層市街地を位置づけており

ます。 

60ｍとしている区域は、都市マスタープラン

においても都心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。 

規制方針 ７）会場および考察上での記録以下このまま

区のＨＰ上で原文のまま公開してください。 

 

文京区都市計画部中村担当課長などの説明

が、地域住民の意見や要望を真摯に聴取し行

政運営に反映させて欲しいとの思いを逆撫

でするようなものであったと推定され、不快

感があった。「建基法で法令等に違反してい

ない」ことを根拠にして行政が率先して「日

照権」を奪う混乱に導こうとする条例など言

語道断です。「法令等に違反していない」事

を理由とするならば、区民と「何のために意

現行規制では、周辺市街地から過度に高さが

突出した建築物の出現を防ぐことはできず、

それによって住環境や景観の保全などをめ

ぐり、近隣住民との間で建築紛争が生じたケ

ースもあります。 

素案では、指定容積率が活用できる高さを満

たすことを条件として、都市計画法で定めら

れた容積率や建ぺい率、用途地域等の客観的

なデータを基にして数値を算出しています。

この制限値は、その高さまで全域を誘導する

という意図ではなく、敷地条件によって高く

建てられる場合においても、この高さ以下に
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見を間くのですか？」と言いたい。 

説明会に参加されていない町会連合の意見

は無視して頂きたい。なぜなら、町会役員だ

けが町会員になんら相談も広報もせずに、勝

手に決めているからである。いつなんどきど

のように町会員からいや地域で町会に属し

ていない区民にも広報、意見集約してきたの

かその証拠記録や録音さえないからである。

本一会の町会実績表一覧には、２年前誦際に

行っていない防災訓練が記載されていたこ

とが判明した。区の防災課から言質を確認し

た。不実記載であり、おこなわれていないの

に、意図的に虚偽の防災訓練を記録したのだ

から、本一会は機能不全といえる。 

○○○が主体的に広報せず、都合のよいこと

だけを都合のいい時に、○○○の○○○○○

○○などが自ら行わず、都合のいいように町

会役員に根回し、利用しているように思う。

その例、防災ﾌｪｽﾀなど。 

 

一次素案から二次素案を見ると、高さを低く

していることが目立つ。その低くした高さこ

そが当初から「都市計画部が考えていた高

さ」なのだと確信せざるを得ない。いかにも

区民の意見を取り入れたように装っている

が、コンサルタントとの当初の打ち合わせで

決まっていたのか？これまでの文京区の不

誠実な対忚などを考えれば､そのように思わ

ざるを得ないところにこそ文京区は心致す

べきであろう。 

 

地方公務員法の第六節 服務、によれば～ 

「第三十条（服務の根本基準）すべて職員は、

全体の奉仕者として公共の利益のために勤

務し、且つ、職務の遂行に当ってば、全力を

挙げてこれに専念しなければならない｡」さ

らに第三一条（服務の宣誓）職員は、条例の

定めるところにより、服務の宣誓をしなけれ

ばならない｡」としており、最高法律である

憲法、第１５条では、「公務員を選定し、及

びこれを罷免することは、国民固有の権利で

ある。すべての公務員は、全体の奉仕者であ

抑えることで突出した建築物の出現を防ぐ

というものです。 

 

今回の素案は絶対高さ制限についてのもの

であり、地方公務員法等については、別途対

忚すべきものと考えています。 
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って、一部の奉仕者ではない。 

 

中村課長から総合設計制度は公開空地の在

り方について問題があると認識を示す発言

があった。 １９２０前後に建築審査会うん

ぬんという発言もあり、昨年私が参加した際

にもいた○○在住の○○○○がほとんど発

言を独占し、○○で発言の順位に口論にも発

展しかねない時間が録音済み｡そのうちの○

○は○○○○○○○以上に早口で饒舌。もう

○○は○○住民の○○○○○○○○と推量。

○○は昨年福祉センターにも来ていた。○○

○はヒューマンスケールを多弁し、再考して

高さを削れと○○○○通りのマンション乱

立に異議。都市計画がどのように既成事実に

なってきたかわからず紛争経験者とまでは

言えない。いわば区民学識っぽい。○○は○

○○○○○○○○○大○○○などを愛する

が○○神社を核とするいわゆる○○○○○ 

○○あがりを牽制し､財産権とマンションの

建て替えや地域周辺の実情をとうとうと述

べるがどうしたいのか不明。ただし中村課長

が○○○○○あたりの町会会議や町会を多

言した事実が録音済み。○○○○○とも自分

たちの地域しか頭がないから私には唾棄。特

筆すべきはあるおじいさんがコンサルタン

トが解せないから出ていってくれと風害を

強調した。おそらく○○○○通り裏手の○○

○○○の住民で高層マンションの被害者と

思われる。○○○の発言は議事録から削除さ

れるのか？私は賛同拍手した。その後、区民

数名が下町の魅力や○○神社の緑景観ばか

りことさらに強調し、○○いうところの緑と

文化の環境拠点を例示し、高さを削れとか周

辺環境と調和しているのかと質問があった

小石川４丁目の○○○○以外は○○○○○

区民と思われる。地域の特性と調和した景観

と話の方向が参加区民から出たので○○は、

２００５に発言した。教育機関医療との連携

○○特例で高さ制限は？ 

○○○○○○まで７０メーターで第一次素

案から不変、背後には４５メーターである納
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得不可能。○○○が土地を買い漁り区道に挟

まれたまま、特例で既存不適格を並べる。神

田川に緑と高層の建物が何を根拠に調和す

るのか？中村課長は外堀通り公道は拾いか

らとか景観審議は区民広報 警察 消防 議員

選出 学会 専門家 が審議しており密室内審

議ではないと回答したが、区民不在には変わ

らず。さらに私は公開空地みかえり総合設計

ならば高さ制限７０メーターは無意味。なぜ

７０なのか？○○○○既存不適格１２６メ

ーターは敷地内にて公開空地なし、○○や○

○○○も同じ。○○○○○と比較不可，いっ

たい誰の為の高さ制限なのか？ 

 

本郷の成澤区長が、本郷湯島の○○○に蹂躙

容認されている。ズボンのプレス屋と自称本

郷生まれ？とい○○○○○○○○○○との

町会をまきこんだ密約があるのでは？ 

地域は○○○に蹂躙される。だから北側住民

にとり高さ制限は罰則がなく無意味。高過ぎ

だから削れ。 

 

文京区都市計画課長中村課長が参加区民か

らの特例や大規模敷地などの容積率緩和質

問に対し、とみに東京都建築審査会や警察消

防学識やらが協議しているなどの言辞があ

り当方録音。 

 

相変わらず文京区は他人ごとのような説明

に終始している末端行政として住民を守る

立場にあることは明確であるにもかかわら

ず、それを処分（許可）した行政が処分した

建物が倒壊等して重大事故となっても行政

にはなんら責任がなくその建物の所有者に

全ての責任があるがごとき説明は断じて容

認できるものではない。ならば、「姉歯一級

建築士．耐震郷土構造計算偽装事件」は何だ

ったのか？ 

173 意見 

集約 

１）広報周知方法について 

家族から聞きましたが、私は目が不自由です

し、特集号は細かい部分は読めません。専門

用語はなじみがありません。丁寧にわかりや

今後とも分かりやすい説明に努めてまいり

ます。 
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すく高齢者に理解できるようにしてくださ

い。前回意見を出しました。カタカナ英語に

よる表記、パブリック、マスタープラン、バ

ッファーゾーン、オープンスペースなどまだ

多用しています。 

規制値  ３・１１以降超高層建物が乱立しても、公

開空地がはたして、○○○のような狭い医院

で、防災の機能発揮できるのかまったく地域

の近隣区民には連絡すらありません。高さ制

限の存在すら無視しているのは、東京都の管

轄であり、総合設計制度だから区の高さ制限

の記事を資料として添付しただけで、７０メ

ートルなど意味がありません。神田川の土手

は見えません。○○○○○○が既存不適格で

すし、北側住民には４５メータや一部６０メ

ーターが指定されていますが、高度地区の指

定も９階よりも高いのが建ち並び、相互に日

影になります。他の地域では高さを下げてい

るのに、なぜ本郷２丁目には１メートルすら

下がらないのですか？○○○を優先したの

ですか？いまのままの素案の高さには断固

反対です。 

理由：道路が狭く、部分的な公開空地があっ

ても、それまでに至る歩道は狭い。ましてや

自転車の通行もあり、○○○の本館の歩道に

は、タクシー出入り口があり、狭く危ない｡

道路の問題も不均衡なまま、何か市街地の改

善なのか納得できません。 

○○○は指摘されても何も学習しません。都

合の良い部分だけを差別的に部分的に選ん

で一部に発信しているようです。接遇向上診

察券を試験的に範囲限定で配布したと○○

○○○○がいいますが、これが地域の何に対

する配慮なのかわからず、日影はおろか、説

明会の２Ｈ範囲外の傀儡の方に配布してい

ますか？小さく範囲を決めつけて、指摘され

るのが嫌なのですね？そんなに成渾さんは、

特例ですか？地域をどうしたいのか？一方

的な再編計画に強い怒りを深く覚えます。高

い建物では、上がるのにも降りるのにも一苦

労です。こんなままでは大学付属医院の発展

などしていただきたくありません。町の住環

現行規制では、周辺市街地から過度に高さが

突出した建築物の出現を防ぐことはできず、

それによって住環境や景観の保全などをめ

ぐり、近隣住民との間で建築紛争が生じたケ

ースもあります。 

素案では、指定容積率が活用できる高さを満

たすことを条件として、都市計画法で定めら

れた容積率や建ぺい率、用途地域等の客観的

なデータを基にして数値を算出しています。

この制限値は、その高さまで全域を誘導する

という意図ではなく、敷地条件によって高く

建てられる場合においても、この高さ以下に

抑えることで突出した建築物の出現を防ぐ

というものです。 

 

平成 23 年 3 月に改定した都市マスタープラ

ンにおいて、新たに建築物の高さに関する方

針を定めております。その中で、建築物の高

さに関する市街地の区分として、都心型高層

市街地、沿道型高層市街地、中高層市街地、

低中層市街地、低層市街地を位置づけており

ます。 

60ｍとしている区域は、都市マスタープラン

においても都心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。 
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境破壊につながるからです。東日本大震災以

降、余計な神経を使い、工事のゲート前は恐

怖感を覚えます。なんども説明会で、区民の

方がいつも同じ意見をいうひとばかりで、私

のような文章がうまくない区民でも意見を

くんでいただきたく思います。 

大規模 

特例 

２）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○

○○○○○○○のある７０Ｍや道路の側の

紫の６０メートルを３５Ｍ以下にしてださ

い）なぜ南側に高い建物が必要なのか？５０

メートルとオレンジ色で色分けされている

○○○○－○○－○の○○○○○○○○○

○や○○○○○○○○○○○○○○がなぜ、

４５Ｂではなく、５０メートルなのか？根拠

がありません。中村課長に質問します。 

○○○○○○○による突出した高さの建物

による、住環境破壊、近隣対策○○○○を利

用した。金銭的不動産買取りの事実を見ます

と､一部のマンションだけに配慮もどきをし

たとされている､不公平です。なぜ○○○の

ような狭い学校法人に特例を与えるのか？ 

この第２次素案の高さでは納得できません。

町会を言及し、利用するのはおやめくださ

い。 

町会長自身が参加していないのですからね。 

都市マスタープランにおいて、外堀通りは都

心型高層市街地として位置づけており、現在

も高層建築物が建ち並んでいることから、緑

と高層の建物が調和した景観を連続的に形

成することを目指して、70ｍとしておりま

す。 

また、本郷・湯島地域は、用途地域が商業と

近隣商業で面的に広がっており、区内では高

容積率の地域となっています。これらの地域

特性を考慮したものです。 

また、地域のまちづくりについては、合意形

成を図りながら、地区計画の活用などによ

り、絶対高さ制限に関わりなく、地域独自の

ルールをつくることもできることになって

います。 

174 特例 

（全般） 

・「総合設計」や「公益上やむを得ない場合」

などであっても高さを制限して下さい。 

総合設計による特例の場合は最大で制限値

の 1.5倍を上限としています。これは、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。

公益上やむを得ない場合の特例については、

現在想定されていない場合の対忚等を考慮

し、緩和倍率は設けていません。 

総合 

設計 

特例 

・「総合設計」を認める場合の条件をもっと

具体的に示して下さい。 

総合設計は、市街地環境の整備改善に資する

と認められる計画であり、公開空地等を確保

することにより計画建ぺい率が小さくなる

ほか、それによる容積率の緩和も認められる

ことから、建物高さが高くなるため、絶対高

さ制限を緩和します。 

具体的な許可基準については、「東京都総合

設計許可要項（東京都都市整備局）」に示さ
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れています。 

規制値 ・今回は前回素案と比べて高さ制限が尐し低

くなった所もありますが、その土地の現状や

形状から、もう尐し低く設定してほしい所が

あります。例えば、白山５丁目の辺りですが、

白山通りと旧白山通りに囲まれれ、まるで目

のような形になっています。そして下図（※

省略）に示したように、●●中程や山の尾根

のようになっていて、それぞれの通りからこ

の尾根状の部分に向かう途中からかなりき

つい傾斜の坂になっています。しかも実際は

２ｍ強の道幅しかない小道が入り組んでい

る場所です。発生が懸念されている直下型の

大地震に見舞われた場合、下図の斜線部が第

２次素案の高さ制限 31ｍの建物（建て主は

制限ギリギリまで造るとおもわれる）に囲ま

れていれば、落下物（最悪の場合、一部倒壊）

などで狭い道が塞がれてしまったら下図（※

省略）格子部の住民は逃げ場を失ってしまい

ます。（尾根状の部分に逃げようとしても、

坂の途中の家屋がその立地ゆえに倒壊する

可能性が高く、とてもそこを登ることはでき

ないと考えられる。）。そればかりか、この

目のような、囲まれた中で火災でも起きたな

ら、ここに住む人々は焼死を余儀なくされて

しまいます。このような悲劇を避けるために

も、区が防災対策や高さ制限の甘さを避難さ

れる事態を避けるためにも、この斜線地域の

高さ制限をあと 3ｍ低く（この近辺では 10

年程前までは高くしても 6 階建て程度のも

のだけだったので、できれば 6階建て相当の

高さまでというのが制限の理想です）して、

28ｍくらいにしていただきたいです。 

第 2次素案では、第一種低層住居専用地域や

今回見直しを行った容積率 200％の区域と

の連続性等の立地条件や、建物の階数状況や

基盤整備状況、頂いたご意見などをもとに、

地域の現状に見合った高さとなるよう一部

区域について制限値の見直しを行いました。 

ご指摘の白山 5 丁目は、周辺が商業地域ある

いは近隣商業地域という立地条件を考慮し

て、22ｍとしております。 

規制値 ・戸建て住宅地の東南～南～南西側には 6

階建て以上の建物が建てられないような高

さ制限値を設けて下さい。前述した白山５丁

目を例にとると、白山通り沿道に 31ｍ（土

地の持ち主や建て主はより多くの利益を得

るために制限ギリギリのものを建てると思

われる）の高さの建物がまるで壁のように建

ち並んだ場合、これらの建物の北側に隣接す

第 2次素案では、第一種低層住居専用地域や

今回見直しを行った容積率 200％の区域と

の連続性等の立地条件や、建物の階数状況や

基盤整備状況、頂いたご意見などをもとに、

地域の現状に見合った高さとなるよう一部

区域について制限値の見直しを行いました。 

ご指摘の白山 5 丁目は、周辺が商業地域ある

いは近隣商業地域という立地条件を考慮し
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る戸建ては東南～南～南西を塞げれ、特に冬

場の日照は１日に１～２時間程度になって

しまうでしょう。これでは人間らしく、健康

的な生活は送れません。太陽光を浴びないと

脳はセロトニン（幸せ物質といわれている）

を分泌しない。それゆえ、日照の尐ない冬場

に鬱患者が増えるのだという研究発表がさ

れています。１年を通じて日照が多く奪われ

る上記の住民は精神の健康まで奪われるこ

とになります。又、区では太陽光発電の助成

金まで出しているのに、高さ制限が 31ｍも

あったら近隣家屋は日照不足で太陽光パネ

ルを設置することはできません。東日本大震

災による原発事故の後、代替エネルギーとし

て太陽光が注目を浴びている中、同じ区政の

なかで、一方では太陽光エネルギーを推進

し、一方ではまだその実現の足を引っ張るよ

うな制限しかできないという矛盾が生じて

いるのはおかしなことです。この矛盾を解消

するためにも日照時間を複合的に考慮して

（建物１棟１棟は各々個別の日照侵害はク

リアしているから建築許可を出すというの

なら、それらの建物が壁のようになっても北

側家屋の日照が可能な限り奪われずにすむ

ように）高さ制限を 6階建て程度にして下さ

い。 

て、22ｍとしております。 

意見 

集約 

・駆け込み建築を防ぐためにも、高層マンシ

ョン等を建てようとする建築主や売主は、販

売パンフレットに「後に 10 階（地域によっ

て違うでしょうが、第 2次素案からするとこ

の丁度にしておけば無難かと…）以上の居室

は不適格部分となり、２回目の建替えからは

高さ制限内での建替えになる」ということを

必ず記載するよう、指導して下さい。（でな

いと売主は詐欺行為をしたことになると思

うのですが…） 

事前相談などにおいては、絶対高さ制限につ

いての現状を説明し、理解と協力が得られる

よう、努めていきたいと考えております。 

意見 

集約 

説明会の会場や日にちを増やしてほしいと

いう要望は私にもあります。しかし「各マン

ションに区の職員の皆さんが足を運んで説

明会を開け」という意見はおかしいと思いま

す。そこまでする必要はない。もしするので

あれば、マンションだけ特別扱いするのは平

通常の区報は、区と町会連合会との契約に基

づき、町会を通じて配布しております。今回

のような区報特集号については対象外であ

ることから、新聞折り込みで配布しておりま

す。 

区民の方への周知方法としまして、区報特集
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等ではないので戸建ても全て一件ずつ説明

して回らななければなりません。そんなこと

は不可能だし、する必要もありません。新聞

のチラシと共に葉書付きの区報が配られて

いるのに、それでも何も意思表示しないのは

意見がないからだと私は考えます。そういう

人達に説明して回る必要はないと思います。 

号を 6 紙に新聞折り込みとして 2 月 20 日号

として配布しました。また地域活動センタ

ー、図書館などに、どなたでもお持ち帰りい

ただけるように区報特集号を置きました。さ

らにホームページやツイッター、ビーグルの

車内にも掲載いたしました。また、200カ所

の区設掲示板やホームページに区民説明会

について掲示いたしました。区としてはでき

る限りの周知に努めてまいります。 

また、第 2次素案については、区のホームペ

ージにも掲載し、意見募集を行っておりま

す。 

175 規制値 【意見･１】 

文京区『都市マスタープラン』では、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、建築物

の高さを適切に誘引、制限、抑制するとして

いる。更に、その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、高さの低いほうの市街地に

配慮する」ことが明記されている。 

関口三丁目区域は、日影規制のもっとも厳し

い第一種低層住居専用地域であるが、道路に

沿った一部が日影規制のない第二種住居地

域である上に、目白通り南側の地盤が道路面

より 15m ほど高い地形を為していることか

ら、目白通り北側の関口三丁目区域には甚大

な日影の影響が生じている。 

『都市マスタープラン』の趣旨にしたがえ

ば、当区域は「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

図る上から、建物の絶対高さを現行より厳し

く規制すべきと考えられるところであるが、

今回提示された「第２次素案」は、現状の都

市計画に定める指定容積率をそのまま活用

できる建物高さが指定されており、『都市マ

スタープラン』の趣旨に沿った内容と異なっ

ていることは大変遺憾であると云わざるを

得ない。 

 一方、「第２次素案」では、複数の区域で

建物の絶対高さの制限値を「第１次素案」よ

現行規制では、周辺市街地から過度に高さが

突出した建築物の出現を防ぐことはできず、

それによって住環境や景観の保全などをめ

ぐり、近隣住民との間で建築紛争が生じたケ

ースもあります。 

素案では、指定容積率が活用できる高さを満

たすことを条件として、都市計画法で定めら

れた容積率や建ぺい率、用途地域等の客観的

なデータを基にして数値を算出しています。

この制限値は、その高さまで全域を誘導する

という意図ではなく、敷地条件によって高く

建てられる場合においても、この高さ以下に

抑えることで突出した建築物の出現を防ぐ

というものです。 

｢建築物の高さが大きく異なる市街地が隣接

する場合｣の例としては、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

るような場合を想定しています。この場合に

おいても、地域特性などを考慮しながら、絶

対高さ制限の数値を設定しております。 
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り下げたことが変更点とされている。その理

由のひとつに､第一種低層住居専用地域と地

域的、地形的に連続していることを挙げてい

るが、当区域も同様の立地環境にあり、公平

な判断とは思えない。また、説明会等に於け

る意見・要望が多かったことも変更の理由と

しているが、影響を受ける住民の世帯数が区

域ごとに差があるのは当然であって、意見が

尐ないから検討の対象としないというのは

納得できるものではない。目白通りに沿った

関ロニ・三丁目区域の絶対高さは、「第２次

素案」で示された 29mではなく、関ロニ丁目

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。 

規制値 【意見･２】 

平成 23 年度第２回都市計画審議会での参考

資料「絶対高さ制限を定める高度地区に関す

る説明資料（第２次素案）」によれば、「第

１次素案」からの変更内容の中で、第一種低

層住居専用地域と地域的・地形的に連続して

いる区域は 10m ・ 12m の高さ制限との連続

性を図る必要があるとしている。その結果、

千石三丁目や西片二丁目などの区域に於い

て制限値が 22m から 17mに規制強化された。 

一方、関口二・三丁目区域は第一種低層住居

専用地域（容積率 150％、高さの限度 10m）

であるのに対し、目白通りに沿った一部区域

が第二種住居地域（容積率 400％、高さの限

度の指定なし、日影規制時間の指定なし）と

されており、著しく規制内容が乖離したもの

となっている。都市計画審議会の資料に照ら

して考えれば、当区域も上記の理由に合致し

ていることから、絶対高さの制限値は「第２

次素案」で示された 29m ではなく、隣接する

関口二丁目の絶対高さである 22mに修正し、

整合を図るべきである。 

現行規制では、周辺市街地から過度に高さが

突出した建築物の出現を防ぐことはできず、

それによって住環境や景観の保全などをめ

ぐり、近隣住民との間で建築紛争が生じたケ

ースもあります。 

素案では、指定容積率が活用できる高さを満

たすことを条件として、都市計画法で定めら

れた容積率や建ぺい率、用途地域等の客観的

なデータを基にして数値を算出しています。

この制限値は、その高さまで全域を誘導する

という意図ではなく、敷地条件によって高く

建てられる場合においても、この高さ以下に

抑えることで突出した建築物の出現を防ぐ

というものです。 

｢建築物の高さが大きく異なる市街地が隣接

する場合｣の例としては、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

るような場合を想定しています。この場合に

おいても、地域特性などを考慮しながら、絶

対高さ制限の数値を設定しております。 

176 規制値 当社は、創業以来、○○○○○○として○○

○○○○の地にて操業してまいりました。 

当社の本社事業所（○○○○○○○○○○○

○）は準工業地域に指定されており、用途地

域に沿った土地利用を続けております。 

 さて、今般の絶対高さ制限を定める高度地

絶対高さ制限については、不必要から厳しい

制限まで、幅広い意見が出される内容を含ん

でいると考えております。素案では、指定容

積率が活用できる高さを満たすことを条件

として、都市計画法で定められた容積率や建

ぺい率、用途地域等の客観的なデータを基に
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区の指定（第２次素案）につきましては、文

京区の目的と主旨を理解し、配慮していきた

いと考えますが、事業者の観点から意見を述

べさせていただきます。 

 

 素案の中では、当社土地は容積率 400％

（31m）第３種高度地区及び、容積率 300％

（22m）第３種高度地区に指定されており、

その大半は 22m 第３種高度地区となってい

ます。 

これが適用された場合、現在の都市計画や建

築基準法、条例などを順守したうえでは可能

である利用ができなくなり、将来構想の自由

度が妨げられること、土地の評価が下がり包

括利益のうえで企業価値を損失する恐れが

あります。 

 そこで、事業所の取り扱いについて考え方

を示させていただきます。 

 

①準工業地域の商業系用途地域としての取

扱いについて 

 素案では当該高さ制限の算定方法が説明

されており、当社のような事業所が立地する

準工業地域が住居系用途地域（許容値 1.3

標準階高 3.2m）と同じに扱われております

が、事業所であれば商業系用途地域（許容値

1.5標準階高 4.0m）の扱いが適切と考えられ

ます。 

 尐なくとも「事業場として利用する場合

は、商業系用途地域と同じ扱いにする」など

の検討をお願いします。 

して数値を算出しています。 

直近の過去 5 年間の建築確認のデータより

準工業地域地域内における許容値を算出し

たところ、住居系用途地域と同等の数値とな

ったため、住居系用途地域と同じ分類として

います。 

大規模 

特例 

②大規模敷地の特例認定基準の見直しと明

確化について 

・大規模敷地の特例認定基準「斜線制限」で

は特例を活用した計画ができない。 

  容積率 400％（31m）の部分は、道路沿

いの指定であるため、道路からの後退距離に

より 高さ制限が緩和される基準では、建物

のほとんどの部分は、容積率 300％（22m）

に位置するため特例を生かした計画ができ

ない。 

現行規制では、周辺市街地から過度に高さが

突出した建築物の出現を防ぐことはできず、

それによって住環境や景観の保全などをめ

ぐり、近隣住民との間で建築紛争が生じたケ

ースもあります。 

素案では、指定容積率が活用できる高さを満

たすことを条件として、都市計画法で定めら

れた容積率や建ぺい率、用途地域等の客観的

なデータを基にして数値を算出しています。

この制限値は、その高さまで全域を誘導する
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・大規模敷地の特例はあるが、その実現性が

担保されない。 

  特例の適用では、区長が認めたものにつ

いては絶対高さ制限を超えることができる

ことになるため、認定基準を満たす計画であ

っても区の判断により、緩和が認められない

場合や実際に活用できる制度とならない可

能性がある。 

 

 このようなことから、「大規模敷地」にお

いては第二次素案で示された認定基準を見

直す必要があると考えます。 

 特例の主旨を尊重し、大規模敷地では用途

地域境界で高さ制限を定めるのではなく、実

情に即して、敷地全体で高さ制限を定める等

の基準と運用の設定を希望します。 

 第２次素案では、大規模敷地の特例の中で

教育施設及び医療機関についての緩和措置

が示されております。緩和措置をとる理由と

して、区内に大学及び病院が多く立地し、階

高や広場の確保が必要といった点が挙げら

れていますが、当社のような大規模な事業所

についても、高い階高や敷地内の空間の確保

など同様な要素が必要とされます。 

 このことから、大規模な事業所についても

同様の緩和措置の検討をお願いします。 

 （※同業が多く存在する水道 1,2 丁目は､

同じ準工業地域で容積率 300％でありなが

ら、「原則値」によらない「制限値」が定め

られております｡） 

 

 特例の基準を満たすことで、絶対高さ制限

の範囲内で緩和される明快な認定基準の設

定を望みます。 

という意図ではなく、敷地条件によって高く

建てられる場合においても、この高さ以下に

抑えることで突出した建築物の出現を防ぐ

というものです。 

大規模敷地においては、高層建築物を敷地の

中央部に配置し、周辺への日影や圧迫感を軽

減するなど、市街地環境の向上や貢献につな

がる建築計画が可能となることから、空地の

確保や外壁後退などの大規模敷地の特例に

関する認定基準を満たす場合には絶対高さ

制限を一定の範囲で緩和します。 
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③ メール 

No. 分類 ご意見・ご質問 
区の考え方 

177 規制値 １、菊坂通りの高さ制限を 17mにすること。 

 理由：菊坂通りは、樋口一葉を始め日本を

代表する歴史的文化人と深い縁のある坂で

あり、その歴史的景観を保護すべきである。 

また、菊坂通り言問通り、白山通りに囲まれ

た本郷４丁目の日照量を確保するためにも、

菊坂通りの高層ビル建築には反対する。 

絶対高さ制限については、不必要から厳しい

制限まで、幅広い意見が出される内容を含ん

でいると考えております。第２次素案では、

第一種低層住居専用地域や今回見直しを行

った容積率 200％の区域との連続性等の立

地条件や、建物の階数状況や基盤整備状況、

頂いたご意見などをもとに、地域の現状に見

合った高さとなるよう一部区域について制

限値の見直しを行いました。 

菊坂通りは歴史的な雰囲気を残したまち並

みが形成されており、都市マスタープランに

おいても、この環境を生かした良好な低中層

の住宅市街地を形成することとしています。

また、現況の土地利用も住宅を中心とした建

物が中心となっている状況から、近隣商業地

域であっても住居系用途地域と同等とみな

して 24ｍとしています。 

規制値 ２、菊坂通り言問通り、白山通りに囲まれた

本郷４丁目の高さ制限を１７mにすること。 

理由；当該地区は、戸建て住宅が密集してお

り、既に３方を高層ビルに囲われている。そ

のうえ、さらに 22m の高層ビルが建築された

場合、周囲の戸建て住宅への日照量は、大き

く制限されることになる。戸建て住民の快適

な生活を送る権利は絶対尊重されるべきで

あるため。 

第 2次素案では、第一種低層住居専用地域や

今回見直しを行った容積率 200％の区域と

の連続性等の立地条件や、建物の階数状況や

基盤整備状況、頂いたご意見などをもとに、

地域の現状に見合った高さとなるよう一部

区域について制限値の見直しを行いました。 

ご指摘の本郷 4 丁目は、周辺が商業地域ある

いは近隣商業地域という立地条件を考慮し

て、22ｍとしております。 

178 規制値 現在、○○○○○が事業主として○○○○○

○○○○○にて「○○○○○○○○○○○○

○」（以下「新築工事」）で最高高さ 65 メ

ートルのマンション建設を推進しています。

高さ 65メートルのうち、60 メートルを超え

る最上部 5 メートル部分は機械設備収納建

屋とされていますが、建物の大部分を覆うも

ので 65 メートルの建物に等しいものです。

さらに、60 メートルの建物を推進している

理由として、○○○○○は「文京区が高さ

60メートルまで認めている地域だから 60メ

ートルの建物を建築する」と近隣住民への説

現行規制では、周辺市街地から過度に高さが

突出した建築物の出現を防ぐことはできず、

それによって住環境や景観の保全などをめ

ぐり、近隣住民との間で建築紛争が生じたケ

ースもあります。 

素案では、指定容積率が活用できる高さを満

たすことを条件として、都市計画法で定めら

れた容積率や建ぺい率、用途地域等の客観的

なデータを基にして数値を算出しています。

この制限値は、その高さまで全域を誘導する

という意図ではなく、敷地条件によって高く

建てられる場合においても、この高さ以下に
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明会（平成 24 年 2 月 7 日開催）にて説明し

ています。 

 

これは、文京区の「絶対高さ制限を定める高

度地区の指定」（以下「高さ指定」）で、本

建設予定地の高さ指定が 60 メートルとなっ

ているからに他なりません。 

 

「高さ指定」の指定の目的によりますと、

（１）「建築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を形成しま

す」（２）「突出した高さの建築を抑制し、

近隣紛争の防止を図ります」（３）「建築物

の高さを制限することで良好な住環境を保

全します」とあります。ところが、実態は、

○○○○○の「新築工事」のように「文京区

が高さ 60 メートルまで認めている地域だか

ら 60 メートルの建物を建築する」という業

者が実際に現れています。○○○○○の説明

からも、「高さ指定」が高い建物を誘導して

いることが明らかです。 

 

ご存じのとおり、当該地区では 14 階（又は

45 メートル程度）を超える建物は一切あり

ません。当該地区では、これまでも 14 階を

超える計画があっても、全て住民との円満な

話し合いの中で、14 階以下にて合意してき

ました。このような住民の意向と歴史を無視

するような「高さ指定」は撤回し、当該地区

の高さは、過去、住民と各事業主が合意して

きた水準である 45 メートルとすべきです。

高さの指定は住民の意向を反映して決める

ものです。45 メートルが、居住している住

民の意向です。 

 

文京区の「その高さまで高い建築物を誘導す

るという意図でない」との見解にも関わら

ず、上述しましたように実態は「高さ指定」

が高い建物を誘導しています。一刻も早く、

当地区の「高さ指定」を 45 メートルとして

いただくことが、文京区の定める「高さ指定」

の目的（１）（２）（３）に合致するもので

抑えることで突出した建築物の出現を防ぐ

というものです。 

 

平成 23 年 3 月に改定した都市マスタープラ

ンにおいて、新たに建築物の高さに関する方

針を定めております。その中で、建築物の高

さに関する市街地の区分として、都心型高層

市街地、沿道型高層市街地、中高層市街地、

低中層市街地、低層市街地を位置づけており

ます。 

60ｍとしている区域は、都市マスタープラン

においても都心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。 
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す。○○○○○の「新築工事」は平成 24 年

5 月着工を計画しています。早急なご対忚を

お願いいたします。 

179 規制値 文京区『都市マスタープラン』では、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、建築

物の高さを適切に誘引、制限、抑制するとし

ている。更に、その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、高さの低いほうの市街地

に配慮する」ことが明記されている。 

関口三丁目地域は、日影規制のもっとも厳し

い第一種低層住居専用地域であるが、道路に

沿った一部が日影規制のない第二種住居地

域である上に、目白通り南側の地盤が道路面

より 15ｍほど高い地形を為していることか

ら、目白通り北側の関口三丁目地域には甚大

な日影の影響が生じている。 

『都市マスタープラン』の趣旨にしたがえ

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

図る上から、建物の絶対高さを現行より厳し

く規制すべきと考えられるところであるが、

今回提示された「第二次素案」は、現状の都

市計画に定める指定容積率をそのまま活用

できる建物高さが指定されており、『都市マ

スタープラン』の趣旨に沿った内容と異なっ

ていることは大変遺憾であると云わざるを

得ない。 

一方、「第二次素案」では、複数の区域で建

物の絶対高さの制限値を「第一次素案」より

下げたことが変更点とされている。その理由

のひとつに、第一種低層住居専用地域と地域

的、地形的に連続していることを挙げている

が、当地域も同様の立地環境にあり、公平な

判断とは思えない。また、説明会等に於ける

意見・要望が多かったことも変更の理由とし

ているが、影響を受ける住民の世帯数が地域

ごとに差があるのは当然であって、意見が尐

ないから検討の対象としないというのは納

現行規制では、周辺市街地から過度に高さが

突出した建築物の出現を防ぐことはできず、

それによって住環境や景観の保全などをめ

ぐり、近隣住民との間で建築紛争が生じたケ

ースもあります。 

素案では、指定容積率が活用できる高さを満

たすことを条件として、都市計画法で定めら

れた容積率や建ぺい率、用途地域等の客観的

なデータを基にして数値を算出しています。

この制限値は、その高さまで全域を誘導する

という意図ではなく、敷地条件によって高く

建てられる場合においても、この高さ以下に

抑えることで突出した建築物の出現を防ぐ

というものです。 

｢建築物の高さが大きく異なる市街地が隣接

する場合｣の例としては、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

るような場合を想定しています。この場合に

おいても、地域特性などを考慮しながら、絶

対高さ制限の数値を設定しております。 
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得できるものではない。 

目白通りに沿った関口二・三丁目地域の絶対

高さは、第二次素案で示された 29ｍではな

く、関口二丁目後背地の絶対高さである 22

ｍ以下に制限をするべきである。 

180 規制値  第二次素案の地図を見れば、文化財庭園国

指定特別名勝六義園とそのルーツを同じく

する低層住宅地(大和郷)を取り囲み３５ｍ

高度地区となっているのは、異様である。六

義園は庭園内からの眺望に隣接建築物へ景

観計画の制限・指導があるにも拘わらず、そ

こだけが３５ｍで周辺は３１ｍなどという

のは、理解出来ないし、不自然だ。この地区

は現実には、「・・概要、１，(3)建築物の

高さを制限することで、良好な住環境を保全

します。」ではなく、既に３０ｍから５ｍ高

く”誘導”され ”目的”からは逸脱してい

る。 

 １６年度に指定した絶対高さ制限を定め

る高度地区(本駒込６丁目地区、音羽１丁目

地区)からの要望を無視したのは、ことの本

質を理解されていない。これらの地域こそ

は、より厳しく制限すべき地域であったから

こそ最初に指定されたのである。 

 文京区都市計画審議会のメンバーに偏り

があるのではないか？本件に関わる区職員

は文京区民か？本気で文京区の良好な住環

境を保全する気があるのか、疑うものです。 

絶対高さ制限については、不必要から厳しい

制限まで、幅広い意見が出される内容を含ん

でいると考えております。このため、素案に

ついては、すでに指定されている容積率など

の数値を使いながら絶対高さを算出し、客観

的な説明に努めているところです。 

また、地域のまちづくりについては、合意形

成を図りながら、地区計画の活用などによ

り、絶対高さ制限に関わりなく、地域独自の

ルールをつくることもできることになって

います。 

なお、六義園周辺の幹線道路沿道の商業地域

については、今回の素案における他の商業地

域にはない、厳しい条件を継続することか

ら、現状のままといたします。 

 

181 規制値 要望書 51と同じ   

182 ｽｹｼﾞｭｰﾙ ◎都市計画決定を急いでください 

都市計画決定の時期を示していただきたい

です。 

早急に絶対高さ制限の都市計画決定をお願

いいたします。 

駆け込み建設を防ぐためにも急いでいただ

きたいと思います。 

浅草寺の訴訟から分かるように都市マスタ

ープランは定めるだけでは足らずいち早く

絶対高さ制限を決定することが求められて

います。 

絶対高さ制限は、都市計画決定された段階で

定まることになり、それまでは現行法令等に

拠ることになります。 

説明会やはがきなどでいただいたご意見を

踏まえ、第三次素案の検討を進めおります。

第三次素案についても、これまで同様に説明

会や区報特集号、個別説明会等により広く周

知し、丁寧に進めてまいります。 

なお、事前相談などにおいては、絶対高さ制

限についての現状を説明し、理解と協力が得

られるよう、努めていきたいと考えておりま

す。 
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183 規制値 ◎22 メートルの高さ制限について今回高さ

が下がったところがありますが小石川二丁

目は 22 メートルの案のままになっていま

す。もっと高さを下げていただきたいです。

用途地域による容積率 300％の場合に素案

では 22 メートルの高さ制限になっています

が、道路幅員により容積率が制限されますか

ら 22 メートルでは高すぎることになりま

す。たとえば、堀坂の開発で計画されている

共同住宅では道路幅員による容積率は

240％になりますので 17～18 メートル程度

の高さ制限がよい計算になります。堀坂・六

角坂周辺では建築物は最高でも高さ 18 メー

トル程度であり、この計算は妥当であると考

えます。なお、堀坂の開発に関する文京区主

催の住民説明会では周辺住民は建築物の高

さを 20 メートル以下にする要望をしてお

り、文京区計画調整課長も開発事業者にその

ことを伝えています。 

絶対高さ制限については、不必要から厳しい

制限まで、幅広い意見が出される内容を含ん

でいると考えております。第２次素案では、

第一種低層住居専用地域や今回見直しを行

った容積率 200％の区域との連続性等の立

地条件や、建物の階数状況や基盤整備状況、

頂いたご意見などをもとに、地域の現状に見

合った高さとなるよう一部区域について制

限値の見直しを行いました。ご指摘の小石川

2 丁目は、第一種低層住居専用地域や今回見

直しを行った容積率 200％の区域との連続

性がみられないことから 22ｍが適切と判断

しております。 

規制方針 ◎景観計画および緑化計画との連動につい

て 

文京区は景観行政団体への移行手続きを進

めており、絶対高さ制限の議論は景観計画や

緑化計画と連動しているべきと考えます。 

神社・仏閣や史跡など歴史・文化の集積が高

い地域に高い建築物はふさわしくありませ

ん。 

文京区内の坂道を紹介する多くの書籍が刊

行されており、たとえば、小石川二丁目の堀

坂は、江戸期に堀氏自らが道路整備したこと

を示した「堀坂の道標」が多くの記事で紹介

され、それをもとに、区内外から多くの散歩

者が訪れています。 

建築物の高さを制限して歴史を感じられる

情緒ある空間とすることが、文京区全体の評

価を高めると考えられます。 

平成 23 年 3 月に改定した都市マスタープラ

ンの目標は、「安全で快適な魅力あふれるま

ちづくり」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。 

大規模 

特例 

◎大規模敷地等の特例について 

特例適用の建築計画の周知および紛争予防

のため特例申請前に説明会開催を義務付け

るように文京区紛争予防条例と規則を改正

していただきたいです。 

さらに、大規模敷地等の面積基準が 3000 平

今回の絶対高さ制限の指定に関する関係条

例の改正は予定していません。 
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米以上となっているのは 3000 平米以上の敷

地に文京区要綱による事前協議が求められ

ているからとのことですがこの文京区要綱

を都市計画法に基づく条例に格上げするこ

とをお願いいたします。 

その他 ◎斜面地の保護について 

文京区は斜面地が多く斜面地建築物による

紛争を予防する観点からも絶対高さ制限を

考えていただきたいです。 

他の区では住居系地域だけでなく準工業地

域などにおいても斜面地建築物を規制して

います。 

建築物の高さは建築基準法に規定された高

さになります。急な斜面などで高低差が 3m

を超える場合は、斜面地の高さ 3m ごとに平

均地盤面を設定し、それぞれの平均地盤面か

ら建築物の各部分の高さを測定することに

なります。その高さを絶対高さ制限の規制値

内におさめる必要があります。 

 

 

④ 電話 

No. 分類 ご意見・ご質問 
区の考え方 

184 規制値 自分の家は北側が崖。菊坂下の通り沿いに

29ｍが建つと谷間となり、終日日影となる。

もっときめ細かく現地を見て決めて欲しい。 

絶対高さ制限については、不必要から厳しい

制限まで、幅広い意見が出される内容を含ん

でいると考えております。第２次素案では、

第一種低層住居専用地域や今回見直しを行

った容積率 200％の区域との連続性等の立

地条件や、建物の階数状況や基盤整備状況、

頂いたご意見などをもとに、地域の現状に見

合った高さとなるよう一部区域について制

限値の見直しを行いました。 
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