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○髙橋（征）幹事 それでは、定刻となりました。まず、開催に先立ちまして、事務局

から傍聴の方々に申し上げます。お手元の資料にありますように、静粛に傍聴していた

だくとともに、拍手その他はしないでください。携帯電話は電源を切るか、マナーモー

ドにしてください。また、録音、撮影などはできないこととしておりますので、ご協力

のほど、よろしくお願いいたします。 

 それでは、ただいまより平成２４年度第１回文京区都市計画審議会を開会させていた

だきます。 

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

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

います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 まず初めに、お手元の資料を確認させていただきます。 

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

方がいらっしゃいましたら、事務局にお声をかけてください。 

 また、席上に１次素案、２次素案の特集号を参考に置かせていただいております。よ

ろしいでしょうか。 

 次に、委員の出席状況ですが、本日、武澤委員がご欠席でございます。 

 なお、マイクの使用方法についてでございますが、発言の際、並びにご発言が終わり

ました際には、お手元のマイクのスイッチを押してくださいますようお願い申し上げま

す。 

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

だきます。 

 まず、新委員のご紹介をいたします。小石川消防署の人事異動に伴い、前任の布袋田

委員にかわりまして、深瀬委員でございます。 

○深瀬委員 深瀬です。よろしくお願いします。 

○髙橋（征）幹事 東京都第六建設事務所の人事異動に伴い、前任の渡邉委員にかわり

まして、小野委員でございます。 

○小野（恒）委員 小野です。よろしくお願いします。 

○髙橋（征）幹事 次に、４月の人事異動により、区職員の幹事の変更がございました

ので、新幹事をご紹介申し上げます。都市計画部長の髙橋幹事でございます。 

○髙橋（豊）幹事 髙橋です。よろしくお願いします。 
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○髙橋（征）幹事 次に、資源環境部長の中島幹事でございます。 

○中島幹事 中島です。よろしくお願いいたします。 

○髙橋（征）幹事 次に、指導課長の佐野幹事でございます。 

○佐野幹事 佐野です。よろしくお願いします。 

○髙橋（征）幹事 次に、地域整備課長の吉谷幹事でございます。 

○吉谷幹事 吉谷です。よろしくお願いします。 

○髙橋（征）幹事 次に、建築課長の長塚幹事でございます。 

○長塚幹事 長塚でございます。よろしくお願いします。 

○髙橋（征）幹事 次に、みどり公園課長の淺川幹事でございます。 

○淺川幹事 淺川です。よろしくお願いいたします。 

○髙橋（征）幹事 後に、私、計画調整課長の髙橋でございます。よろしくお願いい

たします。 

 以上で変更のありました委員及び幹事の紹介を終わらせていただきます。 

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

うぞよろしくお願いいたします。 

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

区都市計画審議会運営規則」に従い進めてまいりますが、規則第９条により、本審議会

は公開することになっております。よろしくお願いいたします。 

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

限を定める高度地区の指定（第３次素案）」でございます。 

 それでは、事務局より資料説明をお願いいたします。 

○髙橋（征）幹事 それでは、「絶対高さ制限を定める高度地区の指定（第３次素

案）」についてご説明いたします。まず 初に説明資料、Ａ４、１枚の資料をごらんく

ださい。こちらになります。このたびの３次素案の内容、並びに高度地区の計画書や特

例認定の基準の変更箇所をまとめています。 

 １.第３次素案作成にあたっての考え方です。第３次素案は、第２次素案及び認定基

準について寄せられた意見（参考資料１、参考資料２）を踏まえながら、都市計画的な

視点から見直しを検討しました。その結果、絶対高さの制限値については変更しないこ

とといたしました。特例等の認定については、整理及び修正を行っております。 

 寄せられた意見を踏まえながら検討を行った内容について、ご説明いたします。寄せ
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られた意見の中で、制限値の変更を要望する意見が、まとまった意見として提出された

地区が３地区ございました。資料２の制限値区分図をごらんください。Ａ３のカラーの

資料になります。この中で本郷四丁目、本郷五丁目とある地区、本駒込四丁目、本駒込

五丁目地区とあるところで、制限値が２２メートルのベージュ色の地区があります。こ

の両地区において、２２メートルの制限値を１５メートルや１４メートル以下に下げて

ほしいとの要望がありました。 

 両地区とも原則値によらない高さを設定する場合の理由となる「細街路に木造住宅が

密集している」や、「第１種低層住居専用地域に接している」などの地区の特性や実態

が見受けられないことから、原則値２２メートルが適切と判断いたしました。この区の

考え方を理解していただくために、引き続き地域の方々と説明を重ねていきたいと考え

ております。 

 もう１地区につきましては、千石二丁目の千石二丁目商店街に面した近隣商業地域で、

高さ制限が２４メートルの地区になります。資料２の中で千石一丁目の薄い緑と、千石

二丁目の緑の１４メートルに挟まれた、２４メートルとある黄色い区域になります。こ

の地区につきましては、商業系用途地域容積率３００％の地域の原則値である２４メー

トルを、隣接する住居系用途地域１７メートルに変更することが要望として提出されま

した。地区内に土地や建物を所有されている方々へ、地区の代表者の方々が、高さ制限

の趣旨、その制限値を下げることによる資産への影響を丁寧に説明しながら、制限値の

変更を要望することを署名捺印した書類としてまとめられました。この書類をもって、

第３次素案の制限値を１７メートルに変更することを望まれましたが、区としては、都

市計画で定められた容積率や建蔽率、用途地域等の客観的なデータをもとに算出した原

則値で、区内全域に高さ制限を定めていきたいことを伝えました。 

 当該地区につきましては、地域の良好な住環境の形成を目指し、１７メートルの高さ

制限の内容を含む地区計画によるルールづくりに区とともに取り組むこととしておりま

す。 

 以上のように、これら３地区について高さの変更を検討しましたが、見直しは行わず、

結果として第２次素案の制限値を第３次素案の制限値といたしました。 

 以上が検討の概要です。 

 特例等の認定については整理及び修正を行いました。Ａ４の説明資料にお戻りくださ

い。２.第２次素案からの修正内容です。（１）から、裏面の（６）まであります。 
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 まず（１）既存不適格建築物の建替えの特例、この特例につきましては、いただいた

意見では賛否両論ありました。１回の建替えではなく、財産権は永久に保障されるもの

ではないか。１回建替えを認めると、５０年から１００年くらい変わらないのではない

かなどです。これらの意見を踏まえ、既存不適格建築物の建替え特例については整理、

修正を行いました。 

 ①特例の趣旨と位置づけですが、１点目「既存不適格建築物の建替えの特例」は、新

たな規制が生活や仕事の場を直ちに奪うことがないよう配慮するためのものであり、や

むを得ない場合の特例と位置づけております。そのため、周辺地域への一定の配慮が求

められる「大規模敷地における特例」「総合設計による特例」「地区計画等の区域内の

特例」の適用が可能な計画については、それらを優先的に検討し、敷地の規模や条件等

によってそれらの適用が困難で、やむを得ないものについて、本特例の適用を検討すべ

きといたしました。 

 これは建替え前の高さに建替えることを前提とするのではなく、この３つの特例の適

用により周辺への一定の配慮をしながら、生活や仕事の場を再建できる計画を検討して

もらうこととしたものです。 

 ２点目は、できる限り建築物の高さを絶対高さの制限値に近づけ、周辺地域への影響

を 小限に抑えるように配慮すべきとしました。 

 ３点目、建替え後の建築物を、従前よりも敷地境界に近づけた位置に建築することに

よる近隣への影響を抑制するため、建築物の位置は原則として建築前の位置とするとし

ました。 

 ４点目、本特例の適用は１回に限ることといたしました。 

 ５点目、本特例の認定にあたっては、（仮称）既存不適格建築物特例協議会における

意見聴取を手続の一環として位置づけることとしました。この協議会は、建築主に絶対

高さ制限の趣旨を伝え、少しでも制限値に近づけるよう検討してもらうことを目的とし

ております。 

 これらの趣旨と位置づけを踏まえ、②特例の認定条件として、以下のように整理いた

しました。下線部は第２次素案からの追加部分になります。 

 １点目、敷地面積は原則として現状以下にしないこと。 

 ２点目、建替え後の建築物の高さは、今の高さを上回らないこと。 

 ３点目、絶対高さ制限を超える部分の形状や規模が、現状と同程度以下であること。 



 -5-

 ４点目、建替え後の建築物は、著しく異なる位置に建築しないこと。 

 ５点目、３つの特例の適用が困難であること。 

 ６点目、認定にあたっては、あらかじめ（仮称）既存不適格建築物特例協議会の意見

を聞くものとするといたしました。 

 裏面をごらんください。既存不適格建築物の建替えの特例のフローチャートを示して

います。既存不適格建築物の建替えでは、制限値以下の高さの建築物とする、これが不

可能な場合には、３つの特例の検討を行う。その上で、既存不適格建築物特例協議会の

意見を聞きながら、認定基準への適合、特例の趣旨を踏まえた行政指導を行いながら、

特例の認定を行うということを示しております。 

 以上が、既存不適格建築物の建替えの特例の整理及び修正になります。この内容につ

きましては、資料１の東京都市計画高度地区の変更、こちらの計画書の５ページ、３、

既存不適格建築物等に対する適用の除外のところに、５ページから６ページにかけて記

載しております。このたび追加した部分は下線が引いてあります。 

 続きまして（２）地区計画等の区域内の特例についてです。今ごらんいただいた資料

１の６ページになります。４、地区計画等の区域内の特例のところで、景観地区という

ものを追加しております。これは景観地区については地区計画と同じく高さの規定を定

めることができることから、特例の対象となるように追加を行ったものです。 

 続きまして（３）特定行政庁の許可による特例になります。同じく資料１の８ページ

になります。７、特定行政庁の許可による特例の中になります。これは現行の計画書に

既に記載されている事項で、絶対高さ制限に関する特例ではありません。計画書の中に、

絶対高さの内容を追加するにあたって、現行基準を維持するように一部表現の修正を行

うものです。その中で「ただし」で始まる下線部は、このたび追加ということで記載し

ておりますが、これを削除でお願いいたします。 

 ７、特例行政庁の許可による特例で、６行目に「ただし、第２号の規定は」で始まる、

これを追加をする予定でおったのですが、これを削除ということで訂正をお願いいたし

ます。理由ですが、３行目の下線で、「この規定の斜線型高さの制限は」ということで、

ここの規定の中身を斜線型高さ制限に特化したということから、ただし書きの中にあり

ました３５メートル、４５メートル高度地区については、現在、斜線型の高度地区が適

用されていないということから、改めて適用しないと記載する必要がないということに

なりましたので、このたび、この場で追加を取り消しにさせていただきたいと思います。 
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 続きまして（４）既に絶対高さ制限が指定されている区域における特例の不適用にな

ります。同じく資料１の６ページから７ページにかけてになります。この内容は平成１

６年度に既に絶対高さ制限が指定されている３５メートル高度地区の区域、及び４５メ

ートル高度地区Ａの区域は、既に一定のルールで絶対高さ制限が運用され、町並みが形

成されていることから、これらの規制を今後も継続していくことが適切であると判断し

ました。そのため、当該区域には既存不適格建築物の建替えの特例、大規模敷地におけ

る特例、総合設計による特例は適用しないことといたしました。 

 ６ページの上から２行目に「ただし、この特例は、３５ｍ高度地区及び４５ｍ高度地

区Ａにおける建築物については適用しない」と追加いたします。ここの内容は、５ペー

ジを見ていただいて、３、既存不適格建築物等に対する適用の除外の中に、この規定を

盛り込みました。 

 ６ページの５、大規模敷地における特例でも、そこの３行目で、ただし書きで書いて

おります。これは２次素案の段階で既に記載をしておりました。 

 ７ページの６総合設計による特例の３行目、ただし書きにつきましても、第２次素案

の時点で記載を既にしておりました。 

 続きまして（５）既存不適格建築物等に対する適用の除外になります。こちらは資料

３の特例の認定等の基準（素案）をごらんください。資料３になります。この中で、第

２、既存不適格建築物等に対する適用の除外の中の下線部を削除いたします。これは建

替え特例を適用する建築物は、検査済証が交付された建築物と限定していたものを削除

するといたしました。理由は、建替えを検討する建物においては、検査済みの手続をし

ていない建物があると想定されますので、基準の中で検査済証が交付されている建物に

限定しないことといたしました。 

 しかしながら、実際の運用にあたりましては、検査済証のない建物については、既存

建物の適法性を確認した上で特例を認めていくことになります。 

 続きまして（６）区長の許可による特例になります。同じく資料３の３ページになり

ます。第４、区長の許可による特例の中の下線部を削除いたします。これは学校、病院

に対する緩和は、大規模敷地における特例の中に明確に位置づけたことから、このたび

削除することといたしました。 

 第２次素案からの修正内容については、以上となります。 

 先ほどの資料２の制限値区分図ですが、こちらにつきましては、区民の皆様からいた
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だいた意見の中で、前回まで住所や主要な通りの名称が記載されていないということで

したので、住所と通り名を記載しております。 

 参考資料１は、第２次素案に対する説明会の意見、要望に対する区の見解をまとめた

ものになります。参考資料１になります。１ページおめくりいただきまして、１、意

見・要望等の集計で、区民説明会は５カ所で開催し、参加人数は１３７人、質問・意見

数は１６５となっております。 

 （２）はがき・要望書では、１０３人の方からいただき、質問は１８３となっており

ます。 

 １ページおめくりいただきまして、意見・要望等の内訳ですが、多い順にいきますと、

１番が規制値に関すること、２番が規制方針、３番が意見集約・周知に関すること、４

番が既存不適格の特例となっています。 

 参考資料２につきましては、絶対高さ制限を定める高度地区の特例の認定等に関する

基準（素案）に対してのパブリックコメントの意見と、区の見解をまとめたものになり

ます。参考資料２になります。１ページおめくりいただきまして、１、意見・要望等の

集計では、実施概要、意見提出者数は４３人、意見数は６６件、意見・要望等の内訳に

つきましては、一番多いものが規制値に関するもの、２番目が規制方針、３番目が特例

全般、４番目が既存不適格特例となっています。 

 参考資料３につきましては、既存不適格建築物の建替えの特例と、大規模敷地の特例

に関する説明資料となっております。先ほど説明いたしました既存不適格建築の建替え

の特例の条件など、イメージ図で書いております。 

 大規模敷地の特例に関する資料につきましては、第２次素案のときに添付した資料と

同じものとなっております。 

 参考資料４をごらんください。５種類の特例についての手続の流れを示しております。

１.既存不適格建築物の建替えの特例の認定の手続につきましては、事前協議に始まり、

申請を受け、（仮称）既存不適格建築物特例協議会の意見を聞いて認定を行うという流

れになります。この協議会につきましては、構成員は学識経験者、区職員から構成する

ことを考えております。 

 ２番、大規模敷地の特例の認定の手続は、事前協議に始まり、申請を受け、認定基準

に適合しているか審査をした上で認定を行います。 

 裏面をごらんください。３番、区長の許可による特例の許可の手続になります。事前
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協議に始まり、許可申請を受け、都市計画審議会の同意を得て、区長の許可といたしま

す。 

 ４番、総合設計による特例、５番、地区計画等による特例は、建築確認申請手続の中

で審査をすることとなります。 

 資料の説明につきましては、以上となります。 

○市川会長 ありがとうございました。 

 ただいま説明がございました内容につきまして、ご質疑、ご意見がございましたらお

願いいたします。なお、ご質問、ご意見の内容によりましては、担当である各幹事に説

明していただくこともありますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは適宜、ご質疑、ご意見のある方は挙手をお願いいたします。 

 まず、浅田委員。 

○浅田委員 よろしくお願いします。こういった多くの声を取りまとめていただいたこ

とで、大変感謝申し上げたいと思います。 

 その上で幾つか質問させていただきます。１つは、私自身、 近知った話でもあるの

ですけれども、ユネスコの世界遺産条約の諮問機関であるＩＣＯＭＯＳから文京区に対

して要請が来ていると伺っていて、その内容をこの絶対高さ制限の議論にどのように反

映されたのか。あるいは、どんな議論が行われたのかということをお伺いしたいという

ことです。 

 ご存じの方もいらっしゃると思うのですが、日暮里の富士見坂から望む富士山の眺望、

これがやはり世界的に見ても文化遺産としてすばらしいもので、保存しなければならな

いということで、文京区区長宛てに要望書が送られていると伺っています。文京区の区

内にあるいわゆるビスタライン、眺望の富士山に向けてのライン、それが大きく影響し

ていて、今回の高さ制限にどのように反映されたのかということを、まずお伺いしたい

ということです。 

 もう１点、その中で眺望全体のためにガイドラインづくりもＩＣＯＭＯＳとして全面

的に協力したいという内容が、その要請書の中に書かれていると伺っていますが、これ

についての提案をどのように受けとめるのか、この点についてお願いをいたします。 

○市川会長 ありがとうございます。まずＩＣＯＭＯＳの議論をどういう形で、そもそ

もどういう議論であるかということも含めて、高さの規制に何らかの配慮あるいは考慮

があったのかということと、またＩＣＯＭＯＳ自体が提案していることについての意見
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はいかがと、これについてお願いいたします。 

○髙橋（征）幹事 まず１点目の富士見坂からの見え方に対する意見をどのように反映

したかということですが、席上にお配りしています第１次素案の区報、特集号を見てい

ただけるでしょうか。その１枚目の半分下に、このたび高さ制限をかけるにあたっての

指定方針の概要がまとめてあります。この１の絶対高さ制限を定める高度地区の位置づ

けと指定の目的ということで３点挙げております。 

 １点目は、高さを適切に誘導し、秩序ある市街地を形成する。２番目は、突出した高

さの建築を抑制し、近隣紛争の防止を図る。３点目は、良好な住環境を保全します。こ

の３点を目的を達成するための高さ制限となっておりますので、ある１地点からの眺望

等を守るための趣旨では考えておりませんので、今回の高さ制限には全く反映しており

ません。 

 ２点目のＩＣＯＭＯＳに対する全面協力という話ですが、荒川区さんをはじめ、東京

都周辺区、国土交通省の中で一定方向性が決まり、それに対して何らかの行動を起こす

ガイドラインをつくる等のときには、文京区としてはご協力をいたしますということで

の見解でございます。 

○浅田委員 ありがとうございます。ただ、その位置づけの中に、住環境や景観の保全

ということも１次素案の中にはうたわれていると思うのです。景観というのは、どこか

ら見ての景観なのか。つまり、区内だけから見た景観なのか、あるいは他区を含めて、

他地域からも含めた景観なのかということが、今盛んに話題になっていると思うのです。 

 例えば、日本橋の上に高速道路がどかんと乗っかっているのも、これもぼつぼつ変え

ようじゃないかという議論も起きています。原宿の駅前の歩道橋なんかだって、もうぼ

つぼつ取り外そうというような、ほんとうに景観を重視するということが、今、自分の

ところの地域、エリア、区内だけではなくて、全体から見てどうなのかという議論が、

今起こっていると思うのですが、この辺について、今後検討される余地があるのか。つ

まりＩＣＯＭＯＳからのこういった要請を検討していく余地というのはあるのかどうか、

この点について、もう少しお願いいたします。 

○市川会長 その前に、今のご質問ですが、景観というのはいろいろな定義があって、

それで今おっしゃった話は、どこからどこまで見て、どう見たかという場合の景観の話

が入っていたと思うのですが、ご質問は、景観に配慮して高さを決めることをやるのだ

というときの中身を詳しく聞きたいというご質問ですか。質問の主たるポイントは、ど
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こにあるのでしょう。 

○浅田委員 では、端的に言うと、今後ＩＣＯＭＯＳからの要請というものを、この絶

対高さ制限の中に、まだ区として議論していく余地があるかどうか、その点をお願いい

たします。 

○市川会長 今、ご質問はっきりして、ＩＣＯＭＯＳからの要請に対しては、どう考え

ているかという質問ですね。 

○髙橋（征）幹事 そのＩＣＯＭＯＳの関係で高さ制限に関してということではなくて、

一般的にですか。 

○浅田委員 とりあえずＩＣＯＭＯＳの。 

○髙橋（征）幹事 ＩＣＯＭＯＳの要請というよりは、荒川区だとか周辺区で何らかの

ガイドラインをつくろうという場合には、ご協力をしていく考えではあります。 

 それと、ここの絶対高さでいう景観につきましては、何度もここにも書いてあります

ように、高さの場合には、まちの調和を壊すような突出した建物という意味での景観と

いう記載になっています。 

○浅田委員 あと、ちょっと関連するのですが、国土交通省の広域景観づくりの事例と

いうので、国土交通省においても富士見坂から望む眺望ということがいわれています。

これは、先ほど髙橋課長がおっしゃった、荒川区を含めた他区、文京区を含めて６区の

皆さんが今後検討されていくということなのですけれども、ＩＣＯＭＯＳからもそうで

すけれども、国においても、こういった広域景観づくりということがいわれているわけ

です。 

 ですから、ぜひこの点についても前向きに。絶対高さ制限を、せっかくこれだけの時

間と、皆さんからのご意見を伺うわけですから、ぜひ検討していただきたいと考えます

が、この国交省の広域的景観づくりについては、議論というのはあったのでしょうか。 

○市川会長 その前に、ちょっと。まず景観計画については、現在つくっている状況で

す。それで、今のご質問は、景観の話は当然あって、高さの話はこっちにあって、もち

ろん高さを決めて景観に配慮はするということについて、どういう配慮をしているのか

ということですね。景観計画のこういうところについて、こういうことはどうなってい

るのだという具体的な質問をしないと、もちろん配慮していますという一言で終わって

しまうのです。質問をもっと細かく聞かないと、質問に答えられないのです。 

○浅田委員 ビスタラインの中に、高さが今回提案されています。その高さを見ると、
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中には景観を遮ってしまう地区が生まれてくると思うのです。つまり、そういったエリ

アを今後、高さ制限をかけていく、検討していく余地があるかどうかということを伺っ

ているのです。 

 それは国交省の景観づくりにもいわれているとおりだと思いますが。 

○市川会長 景観計画のビスタというのは、あれは一定の場所から何か対象物を見たと

きに、それがあるか、ないかという議論をする個別の話なのです。高さ制限の話のとき

というのは、全体的にこういう形で区全域にかけていくわけですが、そこで委員がおっ

しゃるビスタというのは、文京区の中のどのあたりを指しているのですか。 

○浅田委員 例えばということで言いますと、千駄木三丁目の不忍通り沿いの狸坂付近

を指す、３９メートルを指しているところです。 

○市川会長 例えばという例を挙げていただきました。それについて、文京区の方。 

○髙橋（征）幹事 先ほども申しましたように、今回の高さ制限の指定の目的というの

は、良好な町並み、近隣紛争を防止して住環境を守るためのものですので、この目的で

す。決して１地点からの眺望を守るという目的は含んでおりませんので、今回の高さ制

限の中では、そういった考えを盛り込む考えはございません。 

○浅田委員 わかりました。私としては、ぜひ、できる限りの検討はいただきたいとい

うことを申し述べて。 

 ちょっと私ばかりで、あれなんですけれど、簡単に質問させてください。まず１つは、

陳情書ということで、本郷五丁目町会、町会長、松本清様以下６町会の町会長様のお名

前で、連名でもって陳情書が出されています。これはエリアはわざわざ指定する余地は

ないと思いますが、この内容については、おおむね２２メートルという高さ制限を設定

されていますが、１４メートル以下にしてくださいという内容のものです。 

 この理由については、大体その地域のエリアの住宅の状況を見れば、それぐらいが適

当だろうと。あと、明治以降古い町並みも残っている、それを守っていただきたいとい

う趣旨の陳情書ですが、これが今回も２２メートルということで出されていますが、こ

れについてどのような議論、検討が行われたのか、お願いいたします。 

○市川会長 その質問については、本日の事務局の冒頭の１番目のところでありました、

区内の３つのエリアから要望が上がっていたと。しかし、それについてはこれこれ、し

かじかで、結論を出したという説明をしておりますので、それに対して、さらに何かお

っしゃりたいのか、もうちょっと具体的に何か質問していただけますか。 
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○浅田委員 町会長様が連名でお願いをしているということは、これはやはり重い意味

あると思うのです。その点については、ご説明では私は理解できなかったので、あわせ

てお願いしたいという意味です。 

○市川会長 先ほどの説明では少し足りないから、例えば、本郷四丁目、五丁目の場合

について、もうちょっと事務局から説明はないかというご質問です。 

○髙橋（征）幹事 本郷四丁目、五丁目につきましては、陳情をいただいた代表の方と、

署名された方と直接お話をさせてもらっています。当初は２２メートルという高さの設

定が、自分の家の敷地でそのまま建替えて２２メートルが建ってしまうのではないかと

勘違いをされている方が、実は何人かいらっしゃいました。 

 今回の目的を説明いたしました。今ある町並みは、今の現行の法規でつくられたもの

で、これをしっかり守っていきたい。なのですが、あるところで敷地が統合されて、前

面の道路が広くなったりすると、今の町並みの中に３０メートルだとか、そういった建

物ができてしまう。それを今の法律の中ではとめることができないので、事前に２２メ

ートルまでということで規制をかけるのですということで、一定理解をしていただきま

した。 

 その議論の中で、今の町並みは現行法規でつくられているのだとすれば、このままで

変わらないだろうと。それなら、２２ではなくて１４にしても、何ら困らないだろうと

いう、そういう議論になりましたが、話し合いの場を持てるようにはなっていますので、

今後、今回の高さの２２メートル原則値を使う形で区内全域にかけていきたいというこ

とは、話し合いの中でしっかり理解をしていただこうと考えています。 

○浅田委員 それについては、まだ十分な議論の機会があるということなので、よろし

くお願いします。 

 それから、あと２つなのですが、あとは簡単に。既存不適格建築物特例協議会という

ことが、今日ご提案をいただきました。この協議会のメンバーを見ますと、学識経験者、

括弧、区内建築関係者等を含むとなっていますが、この協議会の委員を選考するにあた

っての考え方をお願いいたします。 

 それとあわせて、建築関係者といってもさまざまなご意見をお持ちの方がいらっしゃ

ると思います。つまり、もうちょっと区民の意見をあわせて、こうした協議会をせっか

く設置するのであれば、区民の側の意見も反映できるような、あまり高い建物を望まな

いという声もお持ちの方を含めた区民の方の意見も反映してはいかがと考えますが、こ
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の点についてのお考えをお願いいたします。 

○市川会長 今ご質問のところで、既存不適格建築物特例協議会という仮称について、

ちょっと何か誤解があるのではないか。要するに、既に高さについては全て決まってい

るわけです。それについて実施するときに、それを建てかえたい人が来たら、ここで話

をするということは、その段階でもう１回高さを下げる、下げないという議論ではなく

て、今回つくります建築物の高さの、この規則に従ってつくる場合はどうなるのかとい

う協議をすると理解しております。事務局から説明をお願いします。 

 さらにそういうことの前提で委員を選ばれるわけですから、高さが高い、高くないと

いう話をすることはなくても、高さについては決まっていて、建替えのときに既存不適

格として１回建替えをさせることについて、それがスムーズにいくようにするという協

議会だと私は理解しておりますけれども、事務局いかかでしょうか。 

○髙橋（征）幹事 委員長のおっしゃるとおりで、この協議会の目的ですが、この中で

単純にもっと下げろとかという話ではなくて、１回特例は今の高さ以内でしっかり生活

再建ができるような形で計画をしてもらえればと考えています。ですが、同じ延床面積

等を計画でつくって生活再建できる建物でも、一定程度設計の工夫をすれば、少しでも

制限値に近づけることができる可能性もあります。設計の工夫で、生活を再建しながら

も、今の高さ、既存のオーバーしている高さまでいかなくても生活再建ができる可能性

がありますので、そういった意味で、ある程度建築の専門的な知識が必要と考えていま

すので、学識経験者の中に括弧で区内建築関係者ということで、建築の専門家の方や、

区職員に関しても、建築のある程度の知識を持った部署の部長クラスということで考え

ていきたいと思っています。 

○市川会長 よろしいでしょうか。まず、今の事務局の説明はよろしいですか。 

○高畑（久）委員 関連して、よろしいですか。 

○市川会長 関連した質問？ 関連しているのを、お願いします。 

○高畑（久）委員 すみません、その学識経験者は、区内の建築関係者ということなの

ですが、今、現実にこの審議会の学識経験者の先生方がこの中に入るのか、これは何人

で構成するのか教えていただければと思います。職員が何人で、学識経験者が何人とか、

そのあたりはどうなのですか。 

○市川会長 お願いします。 

○髙橋（征）幹事 ここに記載していませんが、実は、まだこれは案ということで、今
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後どういった形で、このお願いをしていくか、人数についても、若干の案はあるのです

が、まだここに書けないくらいの段階ですので、ここでの公表は控えさせてもらいたい

と思います。一定程度の数は、いわゆる第三者の学識経験者の方と区職員の人数は、当

然バランスをとれる適正な判断ができるような協議会にしていくことは考えています。 

○市川会長 まだ具体的にはそこまで決まっていないということだと思いますけれども、

よろしいですか。検討しているという。 

○高畑（久）委員 検討しているということはわかりました。それで、この職員の方と

学識経験者だけで、公募委員とか、そういうことは入らないということでよろしいので

すね。 

○市川会長 事務局お願いします。 

○髙橋（征）幹事 一般の公募委員とかは、今は考えておりません。 

○市川会長 では、 後の質問。 

○浅田委員 後。根津一丁目の根津神社参道付近についての質問をさせていただきま

す。ご提案いただいている高さは２４メートルです。この参道には山の湯という銭湯が

あったのです。ところが、３.１１の震災で老朽化した煙突が崩れるなどして、銭湯が

再建できなくなったということがあります。 

 それで、お風呂屋さんですから、一定の敷地があるわけです。そこのお風呂屋さんに、

お風呂屋さんを再建していただけないかという要請を行ったのですけれど、財政的には

なかなか厳しいということで、あと、財政的な面もあって、その土地を売りたいという

話があって、私たちもぜひ何とか根津の地区に合うようなまちづくりの建物をという要

請をした結果、土地を持っているオーナーさんが、おそらくあの地域でいっても現行だ

ったら２０メートルぐらいの建物が建つはずなのですが、あえて土地を売る際に、これ

は根津の地域に合わせて戸建ての建物を建てるということを売買の条件につけて、現行

では３階建ての一戸建て、３棟か４棟が約１０メートル以下です。根津の参道には高い

建物が建たなくなったという事例があります。 

 つまり、こういう努力が根津のまちづくりで、自分たちのまちについては、こういう

まちをつくろうという努力がされています。ところが、このご提案を見る限りでは、こ

れでは２４メートルという提案になっているわけで、やはりこういうことについて、も

っと事実を受けとめていただいて、これはほんの一例ですけれども、一定の高さについ

てももう少しご検討がいただけないかというのがご質問ですが、いかがでしょうか。 
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○市川会長 事務局お願いします。 

○髙橋（征）幹事 今の事例は、その銭湯の方が地域の町並みに合った形で建替えをし

てもらったと。そういう方たちばかりではなくて、やはり開発等で業者が入った場合に大

きい建物を建ててしまうものもありますので、今回の絶対高さ制限で一定程度の町並みを

誘導しようというものです。 

 ですから、今回のそういった銭湯の方や、また、そういう人たちが大勢いるような地区

では、その地区にあったルールを決めていくということも非常に可能ですし、そういうこ

とがきっかけになるかなというように聞かせてもらいました。 

○髙橋（豊）幹事 都市計画部長ですけれども、今の根津神社参道ですけれども、一部

が環三の予定道路の線に入っておりますので、根津につきましては環三の予定線の中に

つきましては、３階建てまでしかできない部分があることも関係しているかと思います

ので、その辺は、一部そういう地域も入っておりますので、ご認識いただきたいと思い

ます。 

○市川会長 そういう意見ということで。ただ、１つだけ、２４メートルにしてあって

も、地元がそういうふうに下げようとなれば、別に下げていいんですよ。だから、何も

それを行政がそこまで立ち入ることはなくて、要するに、ここではこういう仕組みの上

ではこうなりますよと決めた上で、あとは地元のほうでそういう方が集まって、ここは

下げよう、それは全く構わないことであって、そこまで区にやれというのは、むしろ逆

におかしいと私は思います。いかがでしょう。 

○浅田委員 ただ、そういった議論をする際に、ぜひ区も一緒になって議論していただ

かないと、それは自分たちだけで勝手に議論どうぞということではないと思うのです。

今、根津地域で景観を含めた議論が随分行われていますが、やっぱり区が入って皆さん

と一緒に議論されているといわれているので、ぜひそういうご努力も今後お願いをした

いということを述べて終わらせていただきます。 

○市川会長 ご意見ということで。続きまして、白石委員。 

○白石委員 ２点ほどお聞きしたいと思います。今回のこの指定方針については、２０

０２年の都の用途地域の方針が変わったところから１０年たって、この間１０年間の中

に、他の自治体もさまざまな決定を行ってこられたのだけれども、結果的には地域の主

体性が発揮できるものでなければならないと思っています。 

 今回のご報告もいただいて、この分厚いさまざまなご意見、やっぱりさまざまなご意
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見があるのだなと感じさせていただくとともに、やっぱりこれだけご意見をいただくと

なると、高さ制限の話を始めたところで、さまざま要望があった財産権の件がきちんと

区民に周知徹底されない限り、どうなのだろうと思っています。 

 そういう中で、今後の進め方が１つ大事だと思われるので、今後の進め方がどう進め

られるのかというところが１点と、もう１点は、今回の特例の認定条件の中で、他の自

治体からいえば、結構骨抜きになるような部分もあるのかもしれないのですけれども、

説明資料の特例の認定条件の中の黒丸の４点目のところで、「建替え後の建築物は、現

に」というところで、「著しく異なる位置に建築しないこと」という、この辺の「著し

く異なる」というのは、私は専門家ではないので非常に難しいのですが、どういうこと

を想定されて、先ほど話があったような認定委員会のところでもめないのか、その辺、

ちょっとお話をお願いします。 

○市川会長 ご質問は２点ございまして、１つは今後の進め方についてのご質問。２つ

目は、具体的に特例の認定条件の４つ目にある文言で、「著しく異なる位置」というの

はどういう解釈かということでございます。この２点。 

○髙橋（征）幹事 まず１点目の今後の進め方ですが、第１次素案でいただいた意見か

ら、第２次素案にいただいた意見、こちらの大きく変わってきましたのが、第１次素案

では、絶対高さ自体の否定する意見等かなりございました。第２次素案では、具体的な

数値の変更や特例に対する意見ということでも、絶対高さ制限を認めた上での意見に大

きく変わっていました。これはやはり２次素案での住居系に接している地区の高さを下

げたりだとか、そういう工夫が区民の皆様に伝わっているのだと思います。 

 今回第３次素案、いろいろ特例をしっかり見直した上で、制限値はそのままというこ

とですので、これまでと同じように５地区での説明会をしながら、また特集号を組んで

ご意見をいただきます。その中でしっかりこれまでと同じようにご理解いただくように、

周知できるように進めていきたいと考えています。 

 ２点目の建替え特例の場合の「著しく異なる位置」という話ですが、参考資料３をご

らんください。こちら建替え特例のイメージ図を書いております。（２）の中で、上か

ら見た配置図を書いています。斜線のかかっている部分が絶対高さ制限を超えている部

分ということになります。ここにあるような形で建ててもらう分には、周辺への日影や

風などの影響は変わらないということになります。ですが、これが少しでも隣地側に寄

ってしまったりすると、日影や風の影響が変わってきます。これをあえて「著しく」と
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しましたのが、逆に敷地内で動く場合に、周辺への影響が少なくなる場合もあります。

南側に動けば、日影を落とす量が減ってきますので、そういったこともあるので、その

都度それは周辺への影響を見て、全てだめだというわけではなくて、この「著しく」で

周辺への影響を増やす場合という意味の配置で「著しく」と書かせていただきました。 

 特に我々も特例を考えるときに、１点大きく問題として考えたのが、大規模な敷地の

場合に、やはり大きく配置が変わる場合があります。飛び出た部分を、そのまま規模を

大きくせずに配置が変わってしまいますと、周辺への影響が大きく変わりますので、特

にこれを規制したいということで、今回の第３次素案で追加をいたしました。 

 また、さらに大規模な場合には、逆に大規模敷地の特例で、しっかり敷地の真ん中に

建物を計画してもらうことで周辺への配慮もお願いしていくことになります。そういっ

たことが、先ほどの協議会等でしっかり建て主さんに伝えていくこともできるかと思い

ます。 

○白石委員 わかりました。特例の認定条件は、逆にプラスになる住環境が生まれた場

合はずらせてもらいたいなと思っていたので、そういうものを加味して認定協議会でし

っかりやるということを担保していただいたので、ありがとうございます。 

 進め方については、第１次の総論的な部分から、今回は踏み込んで、確かにどちらか

と言うと、もっと規制値を下げてもらいたいというご意見があったと。その辺で不安に

思っているのは、逆に、わかってきたからこそ規制値を下げてくれということは、今回

の高度地区に関することについて、区民はまだ理解されている部分が薄かったという部

分があると思うのです。先ほど３地区あって、３地区の中で話をし、区の全体像の中の

計算式にも当てはめてやってかけさせてください、現状的にはこうなのだと。現状的に

もししたいのだったら、地区協定を結んでくださいというお話をされたと聞いているの

ですけれど、そうすると、今度第３次にいったときに、私としては地区協定が推進され

るような形で、結果的に高さ制限ができればいいなと思っているので、そのぐらい丁寧

な説明をしていただいて、どういう意見が上がってくるのかなと。 

 第３次素案が 終素案なのか、中間の素案になるのか、その辺はどうなのでしょう。 

○髙橋（征）幹事 まず１点目の、高さ制限が皆さんにご理解いただいてきて、さらに

下げることの要望が出るのではないかというお話なのですが、まず今回原則値は、やは

り現行の建蔽率、容積率から出して、ですから皆さんの土地のポテンシャルがそんなに

変わらないような形での、バランスのいい算定値で決めさせてもらいました。これをさ
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らに下げるということになった場合に、例えば先ほどの３地区の事例で千石二丁目の例

を挙げたのですが、こちらに関しては、例えば商業系が今、住居系の用途に変わりつつ

ある。ですから原則値の階高を住居系に見直して１７に変えたい。隣接する地域の隣の

住居系の高さが１７メートルです。ですから、そこに合わせるということは、周辺から

見てもしっかり調和のとれた高さになっています。ですから区としても支援をして、地

区計画で進めていこうと考えています。 

 これが、例えばほかの２地区で２２メートルを、例えば１５にしたいというときに、

これは我々相談を受けても、皆さんが総意があるので、では１５でいきましょうとなる

かというと、高さの点で周辺を見たときに、１５で果たして都市計画として妥当なのか

という判断で、多分その内容だけでは地区計画は厳しいと思います。しっかり周辺との

バランスが必要ですので。ただ皆さんが同意したから１０にできるかというと、周辺が

低層住宅地であれば合わせて１０にしようというのもあるのですが、隣が駅があるだと

か、商業系があるのに、しっかり幹線道路に囲まれている地区なのに、そこを１０にす

るかというのは、その時点でしっかり判断が必要になると思います。 

○市川会長 これは第３次素案でおしまいかという質問。 

○髙橋（征）幹事 そうです。この第３次素案に基づいて説明会をしながら、特集号で

意見をいただきますので、その中で一定程度の理解を得たということになれば、これを

原案として次の都市計画審議会に諮りたいと考えています。 

○市川会長 いかがでしょうか。 

○白石委員 すみません、ありがとうございました。結局、今お話を聞いていると、誘

導していくという形の中で、都が２００２年につくった、結局、用途の基準というとこ

ろに戻ってくるのかなと思うのですが、そういうふうに誘導していってもらいたいとい

うのがお願いですけれども、わかりました。 

 今、お答えいただいた第３次素案が、理解がある一定得られればというところなので

すけれど、そこが一番大事なところなので、ある一定の理解が得られたところという判

断はしっかりと会長ともお話しいただいて、どのような方向にするかというのは確認は

していただきたいとお願いをさせていただきます。 

○市川会長 ありがとうございました。 

 ほかに意見。では、萬立委員。 

○萬立委員 報告をいただきまして、今回の３次案というのは、結局、冒頭にありまし
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たように、制限値については変更しない、特例については整理、修正を行うということ

が結論だと思います。ただ、今言われた高さについては、第２次案の段階で絶対高さに

ついては認められた立場での意見が多かったということをおっしゃったと思うのですけ

れども、私もざっと目を通してみたのですが、そう言い切るのは単純じゃないと思うの

です。第２次案の意見というのは、先ほど紹介がありましたように、規制値の規制方針

について、あわせて４５％ぐらいの意見が出ております。それと特例のパブリックコメ

ントの中でも６２％ぐらいが規制値と規制方針についての意見なのです。その中身とい

うのは３地区のところは特定されて採用しないということが言われましたけれども、そ

こに限った意見だけではなくて、一般論としても意見がありますし、個別具体のところ

もありますし、課長さんが言われたように、絶対高さを認められた上でのご意見だとい

うことは、大変無理があると思うのですけれども、なぜ今回第３次素案に向けて、制限

値についてはいじらないという判断をしてしまったのか、改めて伺いたいと思います。 

○市川会長 これはおそらくいろいろ意見が分かれるところで、おれはこう思う、思わ

ないというところの前提と、いや、そうではないだろうということだと思うのだけれど、

まず事務局から説明をお願いいたします。 

○髙橋（征）幹事 第２次素案では特に意見が多かったのが、第１種低層住居地域に接

している３００％の住居系地域や、２００％の住居系の地域で設定値が高いのではない

か。例えば１５メートルの設定値や、２２メートルの設定値が高いのではないか。現状

の土地利用をしっかり見てほしいという意見が、かなりを占めておりました。 

 この意見をもとにしまして、２００％の住居系に関しては原則値の数字からではなく

て、現状を見て４階相当以下の制限値としようということで１４メートルに変えました。 

 また、１低層に接している３００％の場所等につきましては、単純に２２メートルで

はなくて、土地利用を見て、５階相当以下に下げようということで１７メートルと変え

ました。これは土地利用等を見たときに、都市計画的な視点からも妥当であろうという

ことで制限値の見直しをかけました。 

 これに対して、一定程度区民の皆様から理解をいただいておると思います。ですから、

こういった住居系の素案に対する制限値の格差という意見は、今回第２素案の多数意見

ではありませんでした。今回、制限値に対する意見は、どちらかというと皆さん個別の

数字、ここを下げてほしいとか個別の話ですので、そういったまとまったエリアでの都

市計画上の判断するものではなかったということで、今回それに該当するものが３地区
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あったということで、先ほど報告をさせてもらいました。 

○市川会長 いかがでしょうか。 

○萬立委員 例えば、意見を見てみますと、今言われた理由で下げたところがあります。

昔のまちが密集している根津の地域ですとか、菊坂の通りですとか。そこを評価をしな

がら、でもまだ高いのですよという声があるのです。ということは、下げてくれたこと

はうれしいのだけれども、もっと下げてほしい。もうひと押しだなどという意見もあっ

たことを考えた場合に、２次案の評価というのは一定するのだけれど、しかし、もっと

踏み込むべきではないかという声は、私は多かったと思うのです。もし、そこからさら

に低くなるということになりますと、関連する地域のところも変わってくるということ

だと思うのです。 

 あわせて、３つの特に声が多かった地域の都市計画的な視点から検討したけれど、下

げる必要はないということですけれども、２次案で下げたときの理由としては４点ほど

挙げていました。市街地状況と制限値の差が大きい、「比較的」とついていましたけれ

ども、それと今言われた比較的低いところ、容積率が小さいところと地形が連続をして

いる、３つ目に狭い道が多くて基盤整理が行われていない、あと、具体的な声が多数寄

せられたという理由をつけて２次素案では一定の見直しをしたわけですけれども、先ほ

どの、例えば本郷の例を言いますと、これに全部合致していないからと聞こえたのです

けれど、これら全てクリアしなければ、その対象になるということではなくて、それぞ

れ挙げた４つの視点から見直すこと、１つであろうが、２つであろうが、そういう視点

が重なっていれば当然見直すということもあり得るのではないかと思うのですけれども、

その点ではいかがでしょうか。 

○市川会長 お願いします。 

○髙橋（征）幹事 先ほどの資料２の制限値区分図を見ていただきたいと思います。基

本的に、区内全域に関して原則値で定めていく考えで進めてきました。住居系の３０

０％容積率の２２メートルの制限値のエリアが、多分この中では半分以上占めていると

思います。 

 その中で、例えば細街路等の中で木造が密集している地域や、第１種低層地域、１０

メートル以下しか建たない住居地域に接している２２メートル、こういったものは見直

そうということですので、限定されています。それ以外のものは、見ていただくとわか

ると思うのですが、原則値の２２メートルと設定しておりますので、どちらかと言うと、
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原則値ではないほうが特殊な事例と考えていただければと思います。 

○市川会長 いかがですか。 

○萬立委員 ２次素案のときのスライドで説明をしていただいた説明会のときに使った

資料がありまして、それには２次素案はどこが変わったかというところを１１のパター

ンで示しているのです。その理由として幾つか変更理由を述べているのだけれども、１

１のパターンの中で９つまでが区域内の基盤整備及び建物階数等の状況ということを勘

案して下げたということなのです。４項目、５項目のところを全て含んでいるからとい

うことではなくて、主に大きな理由になったのは、現状の町並みから非常に制限値が著

しく変わってしまうというところを勘案したと私は読み取ったわけですけれども、そう

いう視点から見るならば、あとは２次素案で変更した以外はもういいのだというのは成

り立たないのではないか。 

 例えば小石川三丁目地域の下の密集した地域というところはどうなのかですとか、白

山二丁目の植物園のわきあたりの、非常に家が密集し、２項道路が多いところはどうな

のか、本駒込三丁目の動坂寄りのあたりはどうなのか、氷川下地域の植物園の下のまち

はどうなのかということを考えた場合には、今の現状の町並みと規制値との間では、著

しいかどうかというところの見方はあるのでしょうけれども、一考するに値するのでは

ないかと私は思って伺ったわけであります。 

 そういうところを、もう既に解決済みだということで済ましてはいけないと思うので

すけれども、どうなのでしょうか。 

○市川会長 お願いします。 

○髙橋（征）幹事 まず今回の原則値を計算するにあたっては、指定の容積率を活用で

きるのを、まずは原則、これを第一原則で第１次素案から話を進めてまいりました。今

の委員のおっしゃった第２素案での変更というのは、今回席上配付しております第２次

素案特集号を見ていただければ、変更箇所が全て書かれています。 

 委員がおっしゃったように、この地点で変更したのは第１種低層地域に接している２

００％、３００％、赤字で１４、１７と書いてあるところです。それ以外のところは、

そのままやはり原則値、指定容積を活用できる範囲ということで、そのまま原則値にし

てあります。原則値といいますのは、いわゆる土地の持っている能力をバランスよく使

えるための、要は厳しくしてほしい、厳しくしてほしくない、この両者のバランスをと

るための一番的確な、客観的な数字ということで、指定容積を活用できるところから出
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発していますので、その中で区民の皆様の意見をいただいて、その中で一定、都市計画

上適切だと思われる第１種低層地域からの段階的な数字の変更といったものを、第２次

素案でしっかりと反映させて数字を変えたものです。 

 ですから、それに該当しないものは、あくまで原則値ということで、この計画案はこ

れまでつくって、区民の皆さんから意見をいただいております。 

○市川会長 いかがでしょうか。 

○萬立委員 もうちょっと視点を変えると、先ほど千石の地域は２４メートルの近隣商

業地域だけれども、実態としては居住地域になりつつあって、制限値はいじらないのだ

けれど、地区計画が進行するのは支援しますよということでしたけれども、こういった

地域というのも、ここに限った地域ではないのかなと思うのです。例えば、近隣商業地

域になっているところでも、実態としては、残念ながら商店街はなかなか大変で、居住

する地域になってしまっているというところだとか、準工業地域、千川通りであります

けれども、あそこは準工業地域だからというので原則値に盛って高くしたということで

す。果たしてほんとうに残念ながら準工業地域的になっているかといえば、工場があっ

たところに戸建ての家がずっと建っていくという状況があって、地域の変貌とともに用

途地域の見直しということも含めて、やっぱりここは柔軟に対応していく必要があるの

ではないかと思うのです。 

 この意見の中にも出ていましたけれども、かつては白山通りがバイパスができたとき

には、昭和４８年に大きな白山通りができたとき、容積率を区の要請で４００％から６

００％にした。この方の言っていることが事実とすれば、という経緯があるので、逆に

まちが変わったり、そのまちの状況が変わってきた場合には、下げるほうに変えるとい

うことだってあり得るのかなと思ったのですけれども、こういった視点から、まだ高さ

についての制限値を見直すという方向はないのでしょうか。 

○市川会長 今、お話を伺っていると、要はどういう原理原則かということは事務局が

一応答えています。それで、今おっしゃっている話を聞いていると、どうも用途地域の

変更にまで踏み込んできていますので、高さ制限の実施にあたって、用途地域見直しと

いう話になると全然違う話になってくるのですが、そういうことをお考えのご質問です

か。 

○萬立委員 突き詰めればそういう点もありますけれども、しかし、例に出したように、

千石の地域で実態に合わせて高さを下げていこうということを支援するという区の立場
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があるわけですから、それとの関係では、ほかの地域を原則値をはじき出した数字だか

ら、もう動かせませんということでいいのかということなのです。 

○市川会長 大分事務局は答えているもので、要するに、いろいろな順番があって、土

地が持っている、いわば潜在力というか、それをどう使うかというのは 大のポイント

ですけれども、そこでの 大の原則１位は指定の容積率だということから入っていて、

それでいろいろなことをやってきているということを事務局は答えているので、今の質

問が、それを破るものでない場合に、そうすると委員がおっしゃっているのは優先順位

を変えろということを言っているのか。 

 要するに原理原則でやってきたわけですから、そのときに、その原理原則は違うのだ

という意見をおっしゃっているのか、原理原則はいいのだけれど、もうちょっとあるの

か、ないのかという議論をされているのか、それはどちらなのでしょう。 

○萬立委員 後でまとめようと思いましたけれども、指定容積率を活用するということ

をベースにしていると、現状と、新たに出てくる制限値との間の、どうしても乖離が生

まれるわけですから、私はどちらかと言えば基準容積率をもっと勘案すべきだという立

場。勘案。要するに、現状の建築基準法でやっている、道路に面していたり、日影の関

係の容積率という、はじき出されているものがありますけれども、現状を言って、第２

次素案のところでは、あまりかけ離れたものにしない、細街路のあるようなまちには、

それに合った高さにしていくということで考慮しているわけですから、指定容積率を絶

対だということにしないほうがいいのではないかというところまでは考えています。 

○市川会長 事務局は、必要ですけれど、絶対とは言っていないです。原理原則の順番

を説明していただいたわけで、そのときに、どこから始めるかというところの１つ目は

指定容積率だったということです。しかし、いろいろなことがあってやってきているの

だと説明はされたと思いますけれども、委員がおっしゃっているのが、具体的にどの辺

の何がこうなのだという話になっていなくて、あそこも、ここも、こうなのではないか

という実例をお出しになっています。原理原則ということでやっている中で、さらに何

らかの変更をする場合は、説明もありましたけれど、こういう場合はこうなっていると

具体例が必要です。例えば１種住専に隣接した場所はこうだと原則でやっているわけで

す。原則でやっていただいている以上は、その原則に対しての原則がこう違うのだとい

う議論でないと、それは何事も出したものについて、ああ違うという意見は幾らでもあ

るのですけれども、その延長上で議論がないと、おそらくこれから答えてもらっても、
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同じことだと思うのです。 

○萬立委員 わかりました。 

○大方委員 ちょっと質問いいですか。もうこの議論については、かれこれ何年ぐらい

たっていますか。新しい都市計画マスタープランをつくる前からずっと議論があり、都

市計画マスタープランをつくる過程の中で、これからの文京区の２０年間の土地利用を

どうしようか、それに合わせて高さもどうしようかと、そういう議論があって、それは

この都市計画審議会でも何回もご報告し、いろいろご意見もいただき、その結果、とに

かく絶対高さ制限については、先ほども白石委員からもありましたが、あまり財産権の

過剰な制約になっては、これはまた区民の合意がとれないと。 

 でも、一方で、今の文京区らしい住環境を守りたいという声も強い。そのバランスを

とる、事務局からもお話がありましたが、１つのバランスのとれる線として、今の指定

容積率を基準にして、例えば住居３００なら２２という、何とか指定容積率を使える、

もちろん敷地の条件がよければですが、使える線を規制値としようということで、区民

の合意をいただこうというので、こういう案になっているわけです。 

 ですが、地域で住民の合意がとれて、もっと低いほうがいいのだという話がまとまれ

ば、あるいはまとまりそうであれば、地区計画を使って下げよう。あるいは、これでは

厳し過ぎるのだと、我々の地区は独自のまちづくりで、もう少し密度と高さは高いけれ

ども、いい環境をつくろうと、これがあれば、またこれも地区計画で認めようと、そう

いう前提で、この絶対高さの数字は、ある種のスタートラインで、これをさらに微調整

する話は、これから地区計画でやりましょうと、そういうことでいきましょうというこ

とで、もう２年前だか、３年前だか、この案を 初つくり、それでここまできたと理解

しておりますので、委員のおっしゃるとおり、この数字が 終的な絶対ではない。絶対

高さ制限、高度地区の数字としてはこれになりますが、さらにこれから地域ごとに地区

計画でもっと厳しくするということも十分可能ですし、初めの例として千石ではやって

いる。でも、この先もっとうちでもやりたいという話が地域住民から出れば、当然それ

は区としても、事務局としても応援するということになるのだろうと思いますので、そ

ういうご理解でいかがでしょうか。 

○萬立委員 だから言い切ってしまえば、指定容積率を基準にしているということに、

そもそも問題があったと自分は考えますけれども、しかし、こういうレールを敷いてき

て、第２次素案で出すときに、実態と合わないということで変更がされてきたわけです。
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第１次案が出た後というのは、説明会に来られた方というのは１９３人いたのです。そ

のとき、１４２通のはがき、メールが来た。第２次素案が出た後というのは、説明会１

３７人も見えて、１０３通とプラス特例の意見が６６人からあったといいますから、１

６９。第１次案より多くのはがき、メールが届いているわけです。それを高さのところ

はもう解決したのだからということで、先ほど冒頭にあったような簡単な報告で、もう

これは決着済みだというのはおかしいのではないかということなのです。 

 ですから、ほんとうに高さをいじる必要はないということだったらば、もっと細かく

区民の皆さんにお伝えしなければ、なんだ、自分たちが出した意見というのは全く葬り

去られてしまったのだと見えても全くおかしくないのではないかと思うのです。 

 私が言いたいのは、出された意見についてもっと真摯に応えるべきだ。それは、かな

えられる、かなえられないというところは都市計画上であるのかもしれませんけれども、

あまりにこれでは区民の声を聞いていないということから、こういう話をさせていただ

いたのです。 

○市川会長 太田委員。 

○太田委員 委員のおっしゃることも非常にごもっともな面があると思うのですが、都

市計画マスタープランの改定から高さ制限を何とか入れて、良好な町並みを守ろう、住

環境を保全しようということで第３次素案まで来て、区民に十分な説明をして合意形成

を図っていくということも一方では必要なのですが、こうやっている間にもどんどんま

た新しい建築計画が立って、突出した建物の計画が出てこないとも限らないというか、

実際に幾つか出て、近隣住民の方との紛争らしきものが起こったりもしているので、一

方でスピード感、原理原則に沿っていけば、こういうやり方でいかがでしょうか。もう

少しきめ細かい住民の方々の意見を、また地区計画でと事務局の方もおっしゃっている

ので、これはこれで、丁寧な説明と合意形成が必要な一方で、スピードも求められる中

で、私は進めていっていただきたいと考えているのですが、いかがでしょうか。 

○市川会長 ありがとうございました。 

○萬立委員 ぜひ皆さんの意見も出していただきたいと思うのですけれど。 

○市川会長 今のに集約されているというか、私の印象では萬立委員の意見と、それか

ら太田委員のにほとんどパターン化というか、おそらく同じような意見の方が多いと、

私は印象を持っています。 

 要は、どこかで決めなければならないという線を一生懸命みんなで考えているときに、
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おしくらまんじゅうしていれば、どんどん時間がたってしまいますよという意見をおっ

しゃっていて、そのときに、いや、この線で、まあ、何とか合意がとれるかなというの

が原理原則だということを事務局は数年かかってやってきたわけです。それについて、

全員がうんとは言わないのは当たり前。みんな意見がある。しかし、その中で、やっぱ

りこれならばいけるのではないかというところを決めるという作業だと私は思っている

ので、ですから、もちろん委員のご意見はわかります。そういう意見もあることもわか

る。決めなければならないのはどこなのだという原理原則は、今までやってきた。１次

やって、２次やって、別に２次で、もうこれで決定したのだということを言っているの

ではなくて、こういう原則でやりますけれどと言ったら、いや、高さを下げてくれとい

うところが出てきたから下げましたという話をしたわけで、それは無視しているわけで

はなくて、私は印象としては、これだけの時間と意見聴取を行って、決して区民の意見

を無視しているわけではなくて、１００通、２００通あっても、原理原則についての意

見もあるし、そうでない、とても個別な意見もある。交通整理しながらやっていけばい

いわけで、そして結果的に第３次に来たのではないかと私は思っていますけれども。そ

ういうご理解でいかがでしょうか。 

 理解についてもいろいろなポイントで、おれは理解していないという方はいるわけで

す。それはいろいろなケースがあっても、それは当然だと思うのですけれども、ただ、

原理原則はここで、このレベルでこうならば、いいのではないか。 

 あとは、あまり個別のことは、さっきもう既に大方委員がおっしゃったように、地区

計画という地元の総意でやる方法はいくらでもあるわけなのです。高さ制限をしても、

高いものもつくれるし、低くすることもできる。スキームがちゃんとあるわけですから、

そこのところまで高さの基準で立ち入る必要はないというか、原理原則を決めておけば

いいという解釈をすれば、ご理解いただけると思うのですけれど、いかがでしょうか。 

○萬立委員 では 後ですが、確かに駆け込み的に建っているところもありますから、

早さというところは必要だと思います。しかし、ずっと長い間かけてつくってきた高さ

制限ですから、ほんとうに目的にありましたように、良好な町並み、良好な住環境とい

うところは、住んでいる方々にとって、区民の皆さんにとってどうかということが問わ

れているわけですから、やはりスピード感とともに、正確さ、慎重さというのは求めら

れてくると思います。 

 私が先ほどから言いたかったのは、２次素案のときに幾つかの基準を設けて変更して
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きたわけです。もう変更するのは、これまでですよということは、この間言っていなか

ったのですが、３次案が出てきて、私はもう少し踏み込んで、この基準でもって変更が

あるのかなと思っていたのが、ないということですから、それでいいのかということな

のです。 

 ちょっと重複しますけれど、５つの基準を出して、さっき言ったように、狭い道が多

くて基盤整備が行われていないところというのはほかにもあるわけです。そういうとこ

ろはどうなのというところは、２次素案の説明の方は答えられていませんから、それと

区民の皆さんから上がってきた声というのは、そういうものがありますし、そこにはき

ちんと答えるべきだ。答えるというのは形として答えるのか、方法はあると思いますけ

れども、大方絶対高さを認めた上での意見だったというのは言い過ぎだと思います。そ

のことです。 

○市川会長 認めたと言ったわけではなくて、第２次素案のときに出てきた数字に対し

て、区民の印象はどうだったかということを事務局は説明したわけで、そういうふうに

決めつけたわけではないと私は思っています。 

 それから、あとはやはり今回も個別に３カ所あったわけです。具体的にこうしてくれ

というので、それについてはちゃんと区として検討して、今日お答えしている。その先

の話になると、いろいろなことはいくらでもあるだろう、あるだろうという話になって

くると、これでは収拾がつかないと私は思います。 

 ですから、今回は３カ所からはっきり上がってきて、それに対して区としてはこうい

う方針ですという説明を申し上げて、なおかつご理解いただく作業をしているというこ

とに尽きるわけで、仮に、もしそういう話もあるなら、またそういう意見を言っていた

だくということがあれば、また区はそれに対応するということで、いかがでしょうか。 

 ですから、あそこも、ここもあるじゃないかみたいな話は、それはそうかもしれない

けれども、そうではないかもしれないという意見も出てくるわけです。そのとき、どっ

ちが正しいかというのは、やっぱり地元からちゃんとそういう陳情が上がってくること

で初めてわかるわけで、それはそのとき、それで対応する、対応というのはちゃんと説

明してご理解いただくという作業をするということで、これは３次にいっても同じこと

だと思うのです。 

 ということで、それはいいんじゃないですか。決して２次でもう決めつけたという言

い方は、私は少し言葉がおかしいと思っていて、２次でかなり原理原則ははっきりわか
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ってきて、大体数字はこんなものだろうというのを出した。それを前提に区民も理解し

てもらって意見を出してきたと事務局は説明したと私は思っていますけれど。というふ

うに私は理解しましたが。ここは同じ説明でも人によって理解が違いますから、いいん

ですけれども、ただ私はそう受け取りましたので、２次で決めつけたと言ったとは決し

て思っていません。というのが私の意見です。いかがでしょう。 

○萬立委員 いや……。 

○市川会長 いや、事務局に聞く必要ないでしょう。だって事務局は説明しているんだ

から。あと、我々がどう受け取ったかという議論をしているわけで、萬立委員はこう受

け取ったとおっしゃって、ほかの委員の方は違うという人もいるし、我々はこう思った

と。大方委員も意見を持っているという状況で、いろいろな意見があることは当然だと

思うのです。意見を持っても潰してはいけない、意見は尊重しますけれども、その中で

決めていくことは決めていくという作業をしているのだと私は理解しています。 

 では事務局、一言何かありますか。 

○髙橋（征）幹事 いただいた意見に対しては真摯に受けとめて、しっかり検討します。

その結果が建替え特例のあれだけの修正だとか、例えば建築済証が出たものと限定した

ものも、ここら辺も見直す必要があるだろうというのは、全て区民の皆さんからいただ

いた意見から反映して、しっかり検討したものが、ああいう結果になっています。 

○萬立委員 では、締めます。だから１つは要望ですけれども、２次素案で決めた基準

に沿った形で、私はもう一度見直しを図るべきではないかということを要望します。 

 それと、そもそもの目的、 初の１次案を出すときに出した３つの目的に沿った形で、

きちんとしたものをつくるという立場で自分ももの申していますから、ぜひ区民の皆さ

んの声というものも、そういう立場から出てきているというところで、きちんと対応し

ていただきたいと思います。 

○市川会長 ありがとうございます。ほかのご意見。 

 若井委員から。 

○若井委員 まさに今、委員長がおっしゃって、事務局がお答えしてというとおり、

粛々と皆さんの意見を聞きながら、修正できるところは修正しということで、ここまで

進んでいったのだと思います。 

 私は委員長、事務局のお話はよく理解しているつもりでおりますし、今後進んでいく、

また３次が出てくると、いろいろな地域から意見が出て、またそれに事務局が答えなが
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らご理解いただいてという、そういう流れになっていくことに関しては、きちっと丁寧

に、的確に、事務局にはお答えをしていただきたいと思いますし、またそれが進んでい

くと、今度この特例とかという問題でも、またいろいろお声が出てくるでしょうから、

そこら辺に関してもきちっと答えて、ご理解いただけるようにやっていただきたいとい

う思いで今はおります。 

○市川会長 続いて高畑委員。 

○高畑（久）委員 私もやっぱりこの第２次素案に対する皆さんの意見、これはやっぱ

り大事にしていただきたいと思うのです。それで、いろいろな部署で高いというのは、

区民全体として私は高いと思っているのだと思ったのです。それで２次案でいろいろな

ところの数字がはっきりされてきましたので、やっぱり高いという意見が出たというの

は当たり前だと思うのです。それで１次案から下げたところもあるということを考えれ

ば、やっぱり自分たちが意見を出したら下がるのだ思うのが、私の意見としては常識か

なと思ったのです。 

 それで幹線道路の問題なのですけれども、私はまだまだ高いなと思ったもので、ちょ

っと意見として言わせていただくのですが、１０９ページの１７０番のところで、規制

値ということで出ておりますけれども、３番の計算の仕方があります。幹線道路は商業

地というか、それで５００％、何％と、６００％という形で計算がされております。で

すけど、建つのはマンションだということです。マンションというのは居住するという

か。 

 それで、マンションだと３.２という原則で３.２を掛け算していますが、商業のとこ

ろは４メートルを掛けて計算しておりますが、こういうふうに計算すれば幹線道路沿い

が全て商業地とは、今ならないのではないかと。商業地と居住地という分け方が、ちょ

っとどういうふうに考えたらいいのかなというのが１点ありましたので、その辺はどう

お答えしていただけるか。 

○市川会長 事務局お願いします。 

○髙橋（征）幹事 商業系というのは、用途地域で商業系と言っていますので、幹線道

路では商業と言いながらも、当然マンション等は建っています。ですから、あくまで現

行の都市計画をベースに、今回の絶対高さの制限値等は決めていますので、商業地域の

中にマンションが建っているからといって、それを制限値を住居系の３.２にするとい

うものではないです。その土地は商業地域の土地になりますので、その都市計画の内容
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で原則値を出しています。 

 今の委員のおっしゃり方でいきますと、商業地域の中でもマンションと事務所で制限

値が変わってくるということになりますから、多分、都市計画的にそういう設定は難し

いと思います。 

○市川会長 このことは、さっき萬立委員にもありました。要するに、今回、既存の用

途地域を前提とした上で高さ制限をかけていますから、そこの用途地域のところの話を

いじり始めると、違う話になってきます。 

 だから、今のおっしゃった部分は、そこにマンションが建っていようが、そこが近隣

が商業なら土地利用的には商業なのです。ただ、日本の法律というのは、別に近隣商業

に住宅を建てても構わないので、できてしまうのですけれども、土地利用の用途からい

うと、これは商業であれば商業の法律がかかっているということでしかないと私は思い

ます。 

○大方委員 ちょっと１ついいですか。もっとわかりやすく言いますと、ここは商業地

域なものですから、近隣商業ですが、そこに土地を持っていらっしゃる方が、私はオフ

ィスを建てようと思った、そうしたら高さ制限が住宅向けに低くなっていて、容積６０

０が使えないじゃないかというと、これは過剰な財産権の制約ということになってしま

うので、ある意味では、やむを得ず、ある程度オフィスが建てられる数値を採用してい

るということなのです。 

 必ずしも区としては、あるいはこのマスタープランとしては、その高さまでぜひ建て

てほしいというわけではないのですが、これ以上低い設定値を採用しますと、今度はも

っと高くしてくれ、緩めてくれという声がどっと出てくることになるわけですから、こ

の辺が妥当なバランスする線だろうと、そう事務局と私どもが考えて、この数字を出し

てきたということなのです。 

○高畑（久）委員 よろしいですか。原則値のことなのですけれども、容積率とか決め

た、さっき萬立委員がおっしゃったように４００、６００にするというようなこと、バ

ブルの時代に変わったと思うのです。それをそのまま当てはめてつくるというのはどう

なのかなと思ったのです。 

 どちらかと言えば、先ほども地図で第１種住宅地とかいろいろ説明がありましたけれ

ども、地図一色で塗り切れないところがあります。だからそういうこともぜひ、私も萬

立委員と同じで、そういうところも見ていただきたいと思うのです。 
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 それとバブル期に緩和されたものというのは、こちらから区として下げられるという

こともあるのではないかと、ここの中に、何ページだか忘れましたけれど、意見があっ

たような気がするので、その辺は、先ほどの個別ということになるのですか。 

 それと本駒込四丁目、五丁目の問題が出ておりましたが、私が住んでいるところもそ

こなものですから、それで、これは本郷のようにまとめて町会ごとに意見が出されたわ

けではなく、個人ごとに意見が出されておりましたので、話し合いというのはどういう

形で行ったのか。 

○市川会長 事務局お願いします。 

○髙橋（征）幹事 今の本駒込四丁目、五丁目に関しましては、参考資料１の９７ペー

ジのあたりから、皆さん２０通ぐらい意見をいただいています。この意見を出される前

に、この地域の代表者の方お二人と私、ちょっと話をさせていただいて、実はその中で

も、やはりこの２２メートルの数字、実は誤解をされていました。自分の敷地がそのま

ま２２建つと思われていまして、そうではないと。敷地が統合された場合に、隣に急に

突出した建物を事前に抑えるためですということは一定程度は理解をしていただきまし

た。その後、意見は２０通出てきたのですが、直接その後、制限値を変えてほしいとい

うことは、今のところ、私のところには来てはいらっしゃらないです。 

 ですから、そのときのやりとりで、一定理解をしていただいたのかなとは思っていま

す。 

○市川会長 それから、委員のおっしゃっている部分の前段については、要するに、さ

っきもお話ししたように、原理原則で高さを決めた後で、個別には地区計画という、地

元で何か新しい方向を決めようという方法があって、細かいところはそこでやるという

原則でやらない限り、そもそもこういうレベルでやるときに、あそこは、ここはと個別

のことを入れるわけではないということは、さっき話がありましたので、そこについて

は、ご質問の部分は、そういう方法で対応できるのだよというのが私の理解です。 

 後段は、今、本駒込四丁目、五丁目については、お住まいということのお話がありま

したけれども、事務局としては、いただいた意見から対象の方とお話をして、それにつ

いてご説明しているという形で進めてきております。 

○高畑（久）委員 それで、本郷と同じなのですが、現状は３階、４階建てになってい

るわけです。それで四丁目、五丁目の不忍通りの中側というのは、かなり区画整理がで

きて道路もちゃんとしているところなのです。だから、そういうところが高い建物が建
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つ、でも現実に個人の持ち物として建っているものは、そんな高いものはない。それは

道路幅で面積で出しているから、そういう高いものは建っていないのですが、高いもの

を建てるとなったときには、やはり土地を買い占めるとか、そういうことをしない限り、

そこの面積に合った高いものというは、２２メートルというのは建ちません。そうなっ

たときに、やっぱりそれで先ほどから言っている、でも２２メートルは建つということ

ではないですか。それはどうなのかなと思うわけです。 

 だから、土地を買わなければ、そういう高いものは現実、現状を見ていれば建たない

と思うので、その辺、そういう個人の財産を守るといったときに、やっぱり個人個人を

大事にしてもらうということも、ここに住めなくなってから売りますという形で土地の

買い占めがあったら困るというか、そういうこともあるかなと思ったのです。 

○市川会長 ご意見はわかりました。私も文京区の狭いところに住んでいて、わかりま

す。わかりますが、現状の話と、これからまちづくりをしていく中で、どういう方向に

向いていくかということを我々は皆さんと一緒に考えていく。さっきちょっと応答にあ

りましたけれど、突然何かしてしまうということがないように、まず全体の方向を決め

ようとしている中で、いや、私は小さいのがいいという意見はもちろんあってもいいし、

いろいろな意見がある中で、ここが一応整序が一番で、今までの土地が持っている潜在

力を損なわない形で、なおかつ、いいまちをつくろうとしたら、この線だよという形で

作業を進めているわけですから、それをご理解いただかないと。 

 それは確かに、私はささやかに生きていきたいという、そういう人もあってもいいし、

ただ、それは個人の生き方ということと同時に、まちづくりということで考えれば、あ

る一定の整序を設けておくということで、高さ制限を今回つくるわけですから、その辺

に結果的にはそごはないと思うのです。 

○高畑（久）委員 だから個人的に住んでいきたいというのは、それはそれとしてある

と思うのですが、それでここに開発をして建てようとしたときに２２メートルでは、あ

の地域ではちょっと高いのではないかな。でも原則値でいけば、そういう計算ができま

すよということの原則値の計算の仕方というのは、もうちょっと下げられるような原則

値の出し方というのはないかなと思ったものですから。 

○大方委員 とりあえず現状、本駒込四丁目、五丁目、住居用途地域の３００％となっ

ています。３００％が使えるという前提ですと、やはり２２メートルより低くすると、

それは３００％使えないということになりますから、現実に今の地価の評価額も下がり
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ますし、それを担保にしてお金を借りている人も困るということになってしまうと思い

ます。 

 ですが、地区の住民の皆さんが、ここはずっと小さい敷地の一戸建ての住宅地として

の環境を守りたいのだというのであれば、１つは地区計画でもかけて、容積率も２００

とか１５０に下げる。高さも１２メートルから１０メートルに下げる。あるいは用途地

域の変更を提案するということも、今は都市計画提案制度がありますから、いくらでも

変更はできます。ですが、今現状では用途地域が住居系３００だという状態の中では、

やはり２２メートルという数字が原理原則にのっとっての妥当な線なので、これはやむ

を得ないと思います。 

 ですから、これから２２メートルでは７階建てのビルが建って、マンションが建って

困ると地区の住民の皆さんの大多数がお考えならば、何度も申し上げていますが、地区

計画、ぜひ決めるように運動を起こされたらいいじゃないかと考えます。むしろ、これ

がいいきっかけになるのだと思っています。 

○市川会長 いかがでしょうか。いいですか、ほかのご意見。 

 太田委員。 

○太田委員 今回の３次素案で変わった部分ではないのですけれども、良好な町並みの

中で、これまで建築紛争、近隣紛争が起きた事例というのは、大体突出した建物の計画

がどんとぶち上がって、周りの景観とそぐわないといった大規模なマンションですとか、

ビルの事例だったように思うのですけれども、今回の大規模敷地の特例と、あるいは総

合設計の特例、ここの緩和係数が結構な係数があって、真ん中に寄せて周辺への影響を

小さくしたとしても、これまでの、例えば春日、後楽園地区とか茗荷谷駅前地区とかが

周りへの影響を配慮しないで、あれだけの高さの計画をつくったかというと、そうでは

なくて、周りへの影響は配慮した上で、いろいろな先生が審議しても、これでいいだろ

う、しようがないということで検討したにもかかわらず、やっぱりいろいろな紛争が起

こってしまっています。 

 今回の特例の認定の手続、参考資料４を拝見するに、例えば大規模敷地の特例の認定

基準審査をして認定をおろせば、これで１.６倍とか２.１倍の高さの計画がどんとまた

ぶち上がって、近隣の方が、ちょっとこれはないんじゃないのということで反対運動が

起こってしまう。 

 あるいは、総合設計制度についても、面積が大きくなってくると都の審査になって、
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区の審査でないところで、あるいは確認手続の中で審査しますという民間検査機関での

確認検査になってしまって、区の意見あるいは区民の意見がなかなか届かないところで、

こういった協議がまとまってしまう可能性が結構あるのではないかと思うのですけれど、

例えば既存不適格建築物の建替えの特例１番であるような特例協議会をつけて、区とし

て意見を言える仕組みをつくれるのだったら、２番と４番大規模敷地の特例とか総合設

計の特例においても、このような特例協議会をつけて意見を言えるような仕組みという

のは考えられないのでしょうか。 

○市川会長 総合設計は建築審査会でやるわけでしょう。それで、どうしてそんなもの

が必要なのですか。今のご質問の。 

○太田委員 建築審査会の審査を行うときに、都の審査になる場合がありますよね。都

で審査がおりてしまうと、大体お聞きすると、都が審査をおろしたから、区は認めざる

を得ませんというか、何も言いませんみたいなことがあって、区民としても都に言いに

行けばいいのかもしれませんけれども、やっぱり審査をしていただくところというのは

身近なところにあったほうが、ご意見を申し上げやすいのかなと思うのですけれど。 

○市川会長 おっしゃることはわかるのだけれど、我々は区民で都民じゃないですか。

都に言えばいいじゃないですか。 

○大方委員 都民でもあります。 

○太田委員 民間の確認検査機関はどうですか。 

○大方委員 総合設計は。 

○太田委員 総合設計はない。 

○市川会長 総合設計はないですよ。それはいろいろなことは考えられる。いろいろな

ことについての不安はいくらでもあるかもしれない。でも、常識的に考えて、よほどの

ことがない限りは、今の時代ですから、みんないろいろな形でチェックが入っています

から、そんなに悲観的になる必要はないとは私は思っていますし、それから、やっぱり

逆にこういうことでいいこともいっぱいあるわけです。あまり手続を増やすということ

は、そもそも趣旨に反していて、世の中全体でそういうことの手続の煩雑なことをやめ

て、なるべく迅速に、かつ公明正大、透明性をもってやっていこうということになって

いる中で、こういうのをつくってまたやればいいという発想自体は、私は賛成できませ

ん。 

 そもそも今回の既存不適格建築物特例協議会、ほかの区にないものをつくろうという
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提案までされているわけですから、これだって相当な立ち入ったことを始めるという提

案まで事務局は考え始めているという状況にあって、さらにそれを増やそうというよう

な、私はちょっと今の時代にそぐわないのではないかと。いかがですか。 

○太田委員 既存不適格建築物についての特例協議会というのは、非常に前向きという

か、いい考えだと私も思っています。ただ、例えば高度地区絶対高さ制限の緩和規定の

大規模敷地の特例というのも、例えば隣接する新宿区にはこういった特例はないはずで、

新宿区では緩和していないのを、なぜ文京区で緩和しなければいけないのだと。どっち

が都市的な暮らしを重視する自治体で、住環境を守るべき自治体はどっちなんだと考え

ると、新宿区の方には申しわけないけど、私は文京区のほうが住環境重視でいくべきだ

と考えている中で、特例緩和がつくのだったら……。 

○市川会長 その意見はまたおかしくて、新宿区は全部やっていないでしょう。新宿区

全部かけていないでしょう。 

○太田委員 ８割ぐらい。 

○市川会長 新宿区は独特の場所があるんだから、だからそういうのを同列に並べては

いけないんです。だからおのおのの区が独自のことを考えてやるというときに、ほかで

いいものがあれば使うことはあっても、今の話はナンセンスで、新宿区はある一定の場

所は全く高さを抑えていないんですから。文京区は全部にかけているんですから。文京

区のほうが厳しいじゃないですか。 

 むしろその中で、文京区における重要なもの、やっぱり研究施設だとか病院だとか、

非常にこれは一番東京で多い区ですから、そういうものに対しては区民の財産として、

生活にとっての重要性から見れば、そういうことに関しての配慮をしようという流れで

きている話です。それをまたチェックする機関をつくろうとか、要するに、そもそもの

趣旨は太田委員がおっしゃったように、突然すごいものをつくってしまう、町並みを壊

してしまう、とめられない、どうしようかということへの対応をやっているわけです。

その中での議論で一応動いているということは、私は理解していますけれど。 

 ちょっと事務局から。 

○髙橋（征）幹事 何点か。まず１点目、今回５つの特例の中で、区長の許可を除いて

４つ特例があります。そのうち２つが認定で、１つが区長の許可になります。認定につ

きましては、通常行政の手続でいけば、基準を定めてしまえば、基準をクリアしていれ

ば、もう自動的に認定をしなければならなくなります。それを今回一歩踏み込んで１階
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建替えの場合は通常の手続では考えられないのですが、協議会というものを１つ挟みま

した。 

 もう１つの認定の大規模敷地、こちらも基準で通常の手続で認定をおろしていきます。

大規模敷地の特例に関しては、都心区の新宿、渋谷、墨田、目黒等でも先行して区内全

域の絶対高さをかけているのですが、それぞれ大規模敷地における制限値の緩和は行っ

ております。 

 制限値の設定の仕方は各区で違うのですが、やはり一定程度大規模で、周辺への配慮

をしながら良好な町並みを形成する場合には、やはり同じように特例を設けています。 

○市川会長 いいですか、それで。ほかの委員もちょっと。前﨑委員、北嶋委員。 

○前﨑委員 それでは、今ご指摘のありました、やはり文京地区という、我々区民が大

事に取り扱いたい事柄、その周辺で商業も展開されましょうし、工業的なことも展開さ

れましょうし、ある基準値、これは全く精査された基準値を示されたものだと理解をし

ております。 

 個別には各地区計画であるとか、そういったものでお諮りができるということであり

ましょうから、もう少し俯瞰的にというか、これはあくまでも基準値であるということ

を、例えば児童生徒でもわかるぐらいの伝え方が必要なのかなと。 

 これだけ皆様お歴々のご議論の中で、なかなか理解が進みにくいというのは、やはり

わかりやすく今後ここに暮らす児童生徒にも伝えるような内容といいましょうか、そう

いう手段が必要ではないかと感じました。 

 以上です。 

○市川会長 ありがとうございます。 

 北嶋委員。 

○北嶋委員 私も同様の意見です。寄せられた意見等を全部見ましたけれども、正確に

理解がなかなか進んでいないかなというのが印象でした。多分一般の方の理解の仕方と

いうのは、まず文言で絶対高さという言葉が出てくると、これは絶対だと。まず、そこ

から入ってしまうのだと思うのです。 

 あと理解できることは何だろうかというと、その高さが並んだときにどうかという、

自分の今の状況からの判断だと思うのです。それは時間の系列をまず含んでいないので、

これは高いなと言いながら、じゃあ、いざ相続となったら、いや、こんなにしか建てら

れないのでは困るとか、多分その程度でしかない。 
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 だから本質として原理原則というのを区民の方に理解してもらうのに、やっぱり何ら

かのもうちょっとわかりやすいツールか何かを使って理解をしてもらわないと、なかな

か文言と、いろいろな資料が並んだものを理解するのは、専門家はいいですけれども、

多分一般の方はなかなか理解が進まないで、誤解が先行してしまう部分というのは多い

のではないかというのをちょっと危惧しているので、そこのところだけ今後の課題とし

ていただければ、既存不適格の扱いなんかは非常によくできているので、文のみやこら

しいと思えるのだと思いますけれど。 

○市川会長 ありがとうございました。 

 ほかに。小野委員。 

○小野（恒）委員 行政関係職員という立場ですので、なかなか言いづらいのですけれ

ども、今回初めて出させていただいたので、その前にいろいろいただいた資料は熟読し

ているつもりなのですけれど、ちょっと誤解があるといけないので、質問という形でさ

せていただきたいのですが、今やられている都市計画決定のスケジュール、原案を出し

て、いつまでにきっちりしたものに決めるというスケジュールというのはどうなってい

るのかというのを、おわかりの範囲で聞きたいと思います。 

 その背景というのは何かといいますと、私も実は今は建設事務所におりますけれど、

都心区の都市計画課長も何年かやっておりました。ものすごい高いビルのある区です。

そういう意味では、これを住民にわかりやすいという、今、委員の方から何人も出てい

ますけれど、私はやっぱり自分も役人ですけれど、役所の文書だから、いくら細かくや

ってもなかなか伝わらない部分がある。 

 実は、これをよく読んでみると、都市計画マスタープランありきで、それに沿った形

でつくるんですよということで、多分それは私どもちょっと高い区にいたからかもしれ

ませんけれど、結局のところ、用途地域というのは容積率が決まっているわけです。そ

こに商業だ、住居だと、おおよそのイメージはでき上がっているけれども、それはある

意味、全国一律なわけです。それに対して地域特性として何を文京区は入れようとする

と、その中でも、層を低くしよう、高さを低くしようというのをできる手段でやってい

ますよと、多分そのことが、僭越なんですけれど、私、文京区民ではないので、あえて

申し上げると、そこの部分が例えば区報とか、そういうところでちょっと抽象的になっ

てしまっているのかなという気がいたします。 

 例えば、住みやすい暮らしとか何とかと書かれていますけれど、その住みやすさとい
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うのは、新宿だって渋谷だって住みやすい部分もあると思いますけれども、そこと違っ

て、どうやって住みやすいかというのは、多分都市計画マスタープランは私も読ませて

いただいていますけれども、十分書かれているようなことは表現されて、それを実現す

るためのツールとして、今回やられているという意味をちょっとやっていただけたらど

うなのかなと思いました。 

 それからもう１つ、 初言いました、やっぱり２次やって、３次やって、また４次や

って、５次やってと、住民の意見をどんどん聞いていくというのは一方ではすごく必要

なことだと思いますけれども、ただ、それによって常に不安定な状態に区民の方がいら

っしゃる、区民の生活がいるというのがあるので、これは行政機関の者としてあえて言

いますけれど、それをある程度安定させて、より次のステップに進むために、ある程度

でちゃんと制度化していく、都市計画で決定をしていくというのが、僕は都市計画の仕

組みにあると思っておりますので、例えば今出ている用途地域がおかしいとか、用途地

域を直すべきだというのは、これをきっかり決めた上で、また次のステップで議論をす

ればいいというか、そこでしかできないことだという制度上の仕組みだけは共通理解を

していったほうがいいのかなと思いますので、その意味で、スケジュールがどうなって

いるかということをお聞きしたいと思っております。 

 以上です。 

○市川会長 ありがとうございます。では、お願いいたします。 

○髙橋（征）幹事 まず１点目、スケジュールですが、これは端的に言いますと、今回

３次素案をしっかりと説明させていただいた結果、一定程度ご理解をいただいていると

いう感触があれば、原案として都市計画審議会にかけまして、その後は都市計画の手続

に入っていく考えでいます。これが大ざっぱなスケジュールになります。 

 もう１点目、文京区の都市マスタープランを実現するために、文京区の住みやすい、

皆さんの誇りを持っている、区民の方が誇りを持っている文京区の都市マスタープラン、

将来図を実現していく方法で、例えば今回は高さ制限というものをしながら、例えば住

みやすい視点ということでは、今、文京区の景観計画とかも作成しながら、景観行政団

体に移行するなど、都市マスタープランを実現するためのさまざまな計画を複合させな

がら誘導していますので、その中の今回は絶対高さ制限は、１つのツールと考えていま

す。 

○市川会長 ありがとうございます。ほかにご意見はございますか。よろしゅうござい
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ますか。 

 村木委員。 

○村木委員 簡単に申し上げますと、これはやっぱり都市マスで長い時間かけて、大方

先生委員長でやられて、それが都市計画審議会にも報告されて、私たちはそれをわかっ

た上で、次の都市計画をきちっと都市づくりという形にしていくための次のステップに

来ているわけなので、我々がちゃんと都市マスというのを理解していないといけないの

だということを、いらっしゃる委員の方も皆さんその辺は理解していただきたいという

のが、まず思ったことです。 

 それから、ほかの行政区で結構この高度地区、ざっと一定の高さで決めてしまうよう

なところもあったりして、それが文京区では非常に細かくされているというところは、

私は評価すべきところだと思っていますし、それが都市マスの実現という観点でやられ

ていることなのだと思います。 

 それでも足りない場合は、先ほどから大方先生、それから委員の方たちからもいろい

ろ出ていましたが、地区計画をやっていくことが必要で、文京区はすごく地区計画が少

ないと思いますので、ここは区のほうに地域への支援とか、そういったことを少しやっ

ていただければ、もうちょっとそういった紛争等も少なくなるのではないかと思います

ので、そこはよろしくお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○市川会長 ありがとうございました。議論は尽きないかもしれませんけれど、今日の

段階で大体事務局の説明と、各委員のご意見を伺ったところで、大体次の第３次素案は

どうすべきかということの方向感も出てきたと思っておりますけれども、ほかに何か、

委員の方、ぜひまだ言っておきたいということございますでしょうか。よろしゅうござ

いましょうか。 

 山本委員。 

○山本委員 私だけしゃべっていない。第３次まで来たということで、今回の特徴は、

やはり既存不適格の特例という部分と、あとは設置される新しい委員会、そういったと

ころだと思います。区民の意見、そしてまたパブリックコメント等拝見しましたが、お

おむね分析もされておりますし、いろいろな意見の集約もされて、この間のご努力にも

敬意を表したいと思いますけれども、この３次素案、やはりまたこれからも、この後区

民意見、パブコメ、そしてまた周知などあると思いますが、その辺の、ある意味確認な
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のですが、もう頭からこの３次素案でがっちりいくのだということではなく、まだまだ

やはり多くの区民の方、この計画の本来の意味をきちんと理解をしにくいというところ

が本音だと思いますけれども、そういう方が多いので、個別の意見に対しても丁寧に対

応していただきたいと思っております。 

 特例のところで、総合設計による特例というところなのですが、私もちょっと地域の

ことで１点だけ確認をしたかったのですが、第１次素案から第２次素案のときに、本駒

込六丁目から文京グリーンコートを見渡しまして、文京グリーンコートのほう、要する

に小石川高校のあたり、あそこは総合設計は使えなくなったということで、地域の方も

理解をしておりますが、その辺に関しては変更がないのかということだけ、１点聞きた

いということと、あとは参考までに、今、区でさまざまな計画、景観計画、そしてまた

区民意見等々募集をする中で、絶対高さをもっと下げたいという意見の声、そしてまた、

それではきついのではないかという声という分け方でいくと、どれくらい意見をバラン

スよくとれたのかという、その辺だけ分析を聞かせていただきたいと思っております。 

○市川会長 質問は２点ありまして、１つは本駒込六丁目からグリーンコートのところ

の総合設計ができなくなったという話。 

○山本委員 できなくなったのは、変わっていないのか。 

○市川会長 ２つ目が、高さを下げてほしい、高さを上げてほしいという、そのあたり

の今回いろいろ意見を聞いた形での事務局側の判断はどうだったかという、２点お願い

いたします。 

○髙橋（征）幹事 まず１点目ですが、本駒込六丁目の、先ほど説明した３５メートル

の、平成１６年に既に先行している地区です。それは先ほどの資料に説明しましたとお

り、資料１の７ページの６、総合設計による特例のところに、ただし書きで、この特例

は３５メートル高度地区及び４５メートル高度地区Ａにおける建築物については適用し

ないということで、明確に書かれております。これは変わっておりません。 

 もう１点、区民の意見などで下げたいという話、それは先ほど説明した３地区に関し

ては大多数ありましたので、一応検討したということと、逆に、当初からあります、上

げたいというのは、逆に財産の侵害になるので、絶対高さに対する区内全域の指定を反

対という意見は、少数ですが、やはりございました。第１次素案からはかなり減ってい

るとは思います。 

○市川会長 よろしいですか。 
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○山本委員 では、さっき村木委員さんもおっしゃっていましたが、絶対高さという言

葉、この単語というか、その辺が大分多くの区民の方にとっては、もうかなり低いもの

になるのではないかという意味合いにとれる単語だったかなと思いますから、その辺は

検討ということでいいのですが、もう少し言葉の使い方だとか、条例化するときにはも

う少し公平的に聞こえるような、あまり強烈的な単語でないことも、例えば「絶対」を

取るみたいな、その辺もどうかなと思っておりますので、ご検討よろしくお願いいたし

ます。 

○市川会長 後は要望ということで。 

 あと、ほかの深瀬委員、小林委員。 

○深瀬委員 私も、今回初めて参加させていただきましたけれど、これまでの審議の計

画化、また区民の皆様への説明会の開催ということで、大変事務局も真摯に一生懸命や

られているという受けとめをしておりますし、この３点の目的につきましては、大変結

構なことだと思います。 

 そしてまた、とんでもなく高い建物が建たないようにということがあるということも、

非常に我々としてもありがたいと考えております。 

 以上でございます。 

○市川会長 ありがとうございます。 

 あと、小林委員。 

○小林委員 特にありません。 

○市川会長 ありがとうございました。 

 それでは、ちょうどお時間にもなりますが、皆さんのご意見をお伺いいたしたという

ことでございます。今後これを事務局でよくお考えいただいて、名前まで変えろと出て

いましたが、説明も含めて、どうするか。そういうアイデアもあるということで、よろ

しくお願いいたします。 

 私からは以上で本日の東京都市計画高度地区の変更について、絶対高さ制限を定める

高度地区の指定（第３次素案）の審議を終了ということで終わりたいと思います。 

 では、事務局の何か今後の展開、どういうようなスケジュールであるか説明願えます

か。 

○髙橋（征）幹事 今後のスケジュールですが、本日ご審議いただいた結果をもとに、

９月２６日開催の建設委員会に第３次素案を報告いたします。 
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 また、１０月５日発行の区報特集号などにより、区民の皆様へ周知をしていくととも

に、１０月５日から１１月１５日まで意見募集を行います。あわせて１０月１７日から

５地区において区民説明会を実施していきます。 

 次回、都市計画審議会の開催は、原案等検討した後に、年末から年明けぐらいに予定

をしております。原案をご審議いただく予定でございます。どうぞよろしくお願いいた

します。 

 以上でございます。 

○市川会長 ありがとうございました。いろいろ今まで大変でございました。これから

ますます 後で大変でございますけれども、ぜひ頑張ってください。 

 以上で本日の日程は終了しましたので、審議会を閉会いたします。どうも今日はあり

がとうございました。 

 

午後8時8分閉会 

 


