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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 25年 9 月 6日（金）文京福祉センター   24 34 

平成 25年 9 月 7日（土）シビックセンター   52 44 

平成 25年 9 月 9日（月）不忍通りふれあい館   27 28 

平成 25年 9 月 10日（火）駒込地域活動センター   15 36 

平成 25年 9 月 11日（水）アカデミー茗台   22 18 

    合計 140 160 

※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（8 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 9月 30日消印まで、要望書その他は 9月 30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             23 26 

要望書（説明会会場での提出、FAX、郵送、メール等を含む）   24 42 

メール    8 13 

電話      0  0 

    合計 55 81 

※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     60 24.9% 

規制値     39 16.2% 

特例（全般）     13 5.4% 

地区計画特例     3 1.2% 

既存不適格特例     36 14.9% 

大規模敷地の特例     3 1.2% 

総合設計の特例     1 0.4% 

土地利用上やむを得ない特例     8 3.3% 

ﾊﾞｯﾌｧｰｿﾞｰﾝ     4 1.7% 

適用範囲     6 2.5% 

意見集約・周知     4 1.7% 

ｽｹｼﾞｭｰﾙ     6 2.5% 

その他     58 24.1 

    合計 241 100.0% 

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

 

(1) 区民説明会における意見 

① 9 月 6 日（金）文京福祉センター 

No. 分類 ご意見・ご質問 区の考え方 

1 その他 六義園の周りの高層ビルは撤去しないのですか。

六義園の中から高層ビルが見えて風景を破壊し

ている。いまや外国人観光客も来る国際的な場所

であるわけですし。 

六義園周辺についても、今回の高さ制限により制

限が掛けられることになり、施行後は制限値内の

高さで計画する必要があります。 

なお、六義園周辺は文京区景観計画の中で、文化

財庭園等景観形成特別地区の１つとして指定され

ており、一定規模以上の建築物を建築等をする際

には、色や形態等について指導していく予定にし

ています。 

2 既存 

不適格 

特例 

既存不適格建築物に住んでいる人間として、２回

目以降の建替えにおいて、お話を聞いていると建

て替えた時に１戸あたりの床面積を減らさない

とそこに住んでいる住民が全員入らないという

事態が必ず生じてくると思うのですが、それにつ

いてはどうお考えなのでしょうか。それと、将来

的にそういった建物がおそらく結構出てくると

思うのですが、それによって建替え不能な建物が

地区によっては乱立するのではないかと思うの

ですが、そういった場合、マンションの耐用年数

といったものもありますので、安全面に対しての

危険性といったものが逆に増えたり、景観も大事

だと思うのですが、そういう点で安全性が損なわ

れたりするのではないかと思うのですが、その辺

りについてご意見をお聞かせ下さい。 

マンションなどは資産価値として、ある面積の土

地の所有権を共有しているわけですから、それぞ

れの住民の数で割った面積分の、簡単に言うと土

地を買ったということが出来ると思うのですが、

それを住戸の面積を強制的に減らされていると

いうことは、土地を没収されているということと

同等のことではないかと思うのですが、マンショ

ンの１回目の建替えが終わり、２回目控えていま

す。その前に売るというようなときに、資産価値

が結構な額で落ちると思うのですが、それを単純

に区の決めたことだからと、一人ひとりの資産を

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。

将来的には良好なまち並み景観を形成したいと考

えており、将来計画においては、絶対高さ制限内

の建築計画となることを誘導していくため、大規

模敷地の特例等の他の特例の適用が困難なこと、

絶対高さ制限を超える部分の形状や規模が現建物

と同程度であることなどの条件が認められれば現

建物の高さを上回らない範囲内で一回の建替えを

認める特例としています。 

今回定める制限値は、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とすることを基本的

な考え方としています。そのため、１回目の建替

えから建築計画等の工夫により少しでも制限値に

近づけるようお願いしていく予定です。 

時間はかかるかもしれませんが、将来的に良好な

まち並み景観を形成することにより、まちの新た

な価値を生み出すことを期待するものです。 

具体的な内容については、個別にお問い合わせい

ただければお答えさせていただきます。 
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取るようなことを何の補償もしないでいいとお

考えなのでしょうか。 

3 規制 

方針 

何度か意見を出しているのですが、よく分からな

い。3つの質問をさせていただきますが、この文

京区のこの高さ制限というものは、何年を見据え

て、何を目的に高さ制限を設けたのですか。大丈

夫なのですか。これはこの高さ制限が文京区にお

いて永久に大丈夫だということで、この計画をた

てたということが前提ですよね。そこをお聞きし

たい。 

文京区では、周辺から突出建築物により近隣紛争

が多発している状況をうけ、平成 23年に改定され

た文京区都市マスタープランでは、建築物の高さ

を適切に誘導し、秩序ある市街地形成を目指すた

めの「建築物の高さに関する方針」を定めました。

今回定める絶対高さを定める高度地区の指定は、

その方針に従い検討が進められてきたものです。

この文京区都市マスタープランは、概ね 20年後の

平成 42年度を目標年次としています。 

また、今回の指定は都市計画に定めるものである

ため、平成 42年度以降も変更等がない限り恒常的

に規制が掛けられることになります。 

  既存 

不適格 

特例 

区として安全で繁栄した文京区を作っていかな

いとならないわけですよね、この高さ制限にして

本当にそういうことが出来るのか、いま前の方も

言いましたが、きっと廃墟になったり、危ない建

物が出てくるのではないかと、非常に心配してい

ます。というのは、安倍政権の規制改革会議でも、

建替えの要件を緩和する方向になっているでは

ないですか。これが逆になっていますよ。新たに

安心な建物を建てるために、容積率も緩和しよ

う、建替えの決議案要件も緩和しようと。逆です

よ。そこを本当に考えているのか、非常に心配に

思っております。それと、指定容積率により、土

地を利用できるということで、立派なマンション

がありますよね、○○という 23 階建ての 146 戸

が住んでいるところがあって、これは 23 階建て

だから階高３ｍを掛けても 69ｍくらいですよね。

これが 31ｍになるのですよ。土地の広さがあっ

て、それの 1.7倍になったって、あの広いマンシ

ョンを何階か減らしたって、建て替えできると思

いますか。それは非常に心配です。私が今住んで

いる不忍通り沿いにある、15階や 14階もそうで

すが、今度は 10階建ての 31ｍですよ。これを皆

さんで協議して新たに新しい建物を建てること

ができるのか。その辺が出来るのか、ちゃんと教

えてほしい。何も区の補助がなく、出来ないと思

います。そうすると、非常な不安な建物ばかりに

なるし、治安も悪くなるし、税収も入ってこない

既存不適格の建て替えの特例については、新たな

規制が、生活や仕事の場を直ちに奪うことにつな

がるのは、適切ではないと判断し、設定しました。

将来的には良好なまち並み景観を形成したいと考

えており、将来計画においては、絶対高さ制限内

の建築計画となることを誘導していくため、大規

模敷地の特例等の他の特例の適用が困難なこと、

絶対高さ制限を超える部分の形状や規模が現建物

と同程度であることなどの条件が認められれば現

建物の高さを上回らない範囲内で一回の建替えを

認める特例としています。 

今回定める制限値は、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とすることを基本的

な考え方としています。そのため、１回目の建替

えから建築計画等の工夫により少しでも制限値に

近づけるようお願いしていく予定です。 

時間はかかるかもしれませんが、将来的に良好な

まち並み景観を形成することにより、まちの新た

な価値を生み出すことを期待するものです。 

具体的な内容については、個別にお問い合わせい

ただければお答えさせていただきます。 
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し、文京区はどうするんですか、ということを心

配しています。 

１回だけといっても、今のこのマンションも、も

う 20 年程住んでおり、あと 100 年経てば１回目

が終わるんです。もっと古い建物は 50 年ぐらい

のことだと思うのです。ですので、できると思っ

ているのでしたら仕方がないのですが、本当に出

来るとお思いですか。 

（建替えが）出来るかどうかということです。今、

古い建物が高さ問題がないようなところも中々

建替えが厳しい状況にある中で現実的に先程の

○○の例で言っていただけますか。 

土地が広くて 2倍でも高さがいきませんよ。2倍

の土地はないと思いますよ。１．７倍くらいであ

ったら、大変な階数が減りますよ。それで出来ま

すかね。出来ないと思います。そういうことを心

配しているのです。できそうなことをいうから。 

4 既存 

不適格 

特例 

現存する大型の住戸に関して、具体的に計算等を

されてこの高さ制限の数値というものは出てき

ているものなのでしょうか。聞いているとすごく

ザックリとした考えでやっているような気がし

まして、それぞれについての検討というものをや

った上でやっているのかすごく疑問に思うので

すが、今後もしそれぞれの住戸に対しての具体的

な検討等は、文京区に住んでいる人間に対する規

制なのですから、それなりの労力を区のほうでも

費やす必要があるのではないかと思うのです。今

の方がおっしゃったように、絶対無理な建物も出

てきますので、もう少し具体的にそれぞれの地域

を考えるということをしているのか、姿勢として

感じられないのですが、どうなのでしょうか。 

制限値を算出する際には、指定容積率・指定建ぺ

い率と実際に建っている建物の容積率・建ぺい率

の差を是正するための倍率である、許容値を採用

しています。この許容値は、区内で建てられた建

物データを基に算出しているもので、ご指摘のよ

うな事例が出ないよう配慮しているものです。 

既存不適格の建て替えの特例については、新たな

規制が、生活や仕事の場を直ちに奪うことにつな

がるのは、適切ではないと判断し、設定しました。

将来的には良好なまち並み景観を形成したいと考

えており、将来計画においては、絶対高さ制限内

の建築計画となることを誘導していくため、大規

模敷地の特例等の他の特例の適用が困難なこと、

絶対高さ制限を超える部分の形状や規模が現建物

と同程度であることなどの条件が認められれば現

建物の高さを上回らない範囲内で一回の建替えを

認める特例としています。 

今回定める制限値は、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とすることを基本的

な考え方としています。そのため、１回目の建替

えから建築計画等の工夫により少しでも制限値に

近づけるようお願いしていく予定です。 

時間はかかるかもしれませんが、将来的に良好な

まち並み景観を形成することにより、まちの新た
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な価値を生み出すことを期待するものです。 

具体的な内容については、個別にお問い合わせい

ただければお答えさせていただきます。 

  規制 

方針 

既存不適格になって、現状で絶対にいまの形状を

キープすることは無理だという住戸は実際にど

れくらいあるのか把握していますか。 

ご質問にあるような個別の検証はしていません。 

  規制 

方針 

実際にダイレクトメールや手紙を送られている

わけですから、きちんと数を把握されていると思

いますし、逆にそれをしていないのであれば、そ

こに対しての検討が十分になされていないので

はないかと思うのですが。 

（制限値を）超えている 436棟というのは、当然

今まで文京区に住んでいるわけですから、住む権

利というものもありますし、住戸の面積を減らさ

れる訳も別にないため、それをクリアできるよう

な規定のもとに数値をつくるべきなのではない

かと思うのですが。 

今回定める制限値は、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とすることを基本的

な考え方としています。そのため、建替え計画の

際には、建ぺい率等を工夫することにより、建替

え時には少しでも制限値に近づけるようお願いし

ていく予定です。しかし、新たな規制が、生活や

仕事の場を直ちに奪うことにつながるのは、適切

ではないと判断し、既存不適格の特例を設定しま

した。 

この他に、町丁単位や街区単位などの身近な地区

を単位として、住民の皆さんと区が話し合ってま

ちづくりのルールをつくり、地区の特性を活かし

たきめ細かいまちづくりを進めていく地区計画と

いう都市計画制度もあります。地区計画では、ま

ちづくりの目標や建築物の用途、形態などの規制

等に加え、高さについても定めることができます。

地区計画で定められた地区は、今回定める絶対高

さ制限の適用を除外されることになります。 

なお、既存不適格建築物となる可能性がある建築

物の所有者等への都市計画原案の個別送付は、436

棟について行いました。その後調査を継続し、現

段階では 503 棟がその可能性があると考えられま

す。 
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  地区 

計画 

特例 

地区計画というのは、その周辺住民での話し合い

ということになるのでしょうか。 

地区計画とは、町丁単位や街区単位などの身近な

地区を単位として、住民の皆さんと区が話し合っ

てまちづくりのルールをつくり、地区の特性を活

かしたきめ細かいまちづくりを進めていく制度で

す。地区計画では、その地区に適したふさわしい

まちの姿を定めるとともに、その実現のために、

建築物の用途・形態などの制限や、道路・公園な

ど公共施設の配置・規模について総合的一体的な

ルールを都市計画として定めます。 

地区計画で定められた地区は、今回定める絶対高

さ制限の適用を除外されることになります。 

5 規制 

方針 

もしかして地上げなどが始まるのではないです

か。高い建物が建てられないから周りの土地も使

って建てましょうということになれば、一種の地

上げになるのではないですか。 

行政が入ってくれば、地上げになるんじゃないで

すか。 

これまでは敷地を統合することにより、周辺市街地

から過度に高さが突出した建築物が出現し、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。 

今回の規制はこのようなケースを抑制することを

目的の１つとしており、敷地が大きい場合でも、特

例を活用しない限り制限値以下の建物しか建てる

ことができない絶対型の高度地区を定めるもので

す。 

6 既存 

不適格 

特例 

いま○○のすぐそばに住んでいるのですが、今回

17ｍなのですが、今○○の高さが多分 17ｍ以上

いっていると思うんですよね。高い建物だと十数

階建てだと思うのですが、それは建替えをしなけ

れば半永久的にそのままの高さだということで

すか。14ｍと 17ｍの、ちょうど目白通りと不忍

通りの交差する辺りに高い建物があるのですが、

それは建て替えなければ同じ高さのままという

ことになるということですね。 

その通りです。今回の制限は、現状の建物に対して

強制的に是正をお願いするものではありません。た

だし、都市計画の告示・施行日以降に建て替える場

合は、制限値内に建物高さを抑える必要がありま

す。 
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7 やむを 

得ない 

特例 

今回いくつか特例の中に、医療機関や教育機関に

対する特例が認められているかと思うのですが、

その特例の条件が７つか８つ程あったと思うの

ですが、これというのは、現存している敷地に対

して、全ての建物に対して規定していくものなの

か、新しく建てる建物、要は高さ制限が施行され

た後に新しく計画する建物に対して規定するも

のなのか。それによっては敷地内に高い建物が建

つ可能性もありますし、敷地全体であれば、制限

がかかってくる範囲が変わってくるかと思うの

ですが、その点いかがか、お伺いさせていただけ

ますでしょうか。 

敷地全体に対してかからないということは、いま

設定している高さの基準以上のものが建つ可能

性というのは、例えば既存の建物で外壁後退距離

がとれていないことが分かっていても、新たに建

てる建物については、きちんとその建物だけが後

退距離を取っていれば、高さ制限を超える建物を

建てることができるという解釈でいいというこ

とですね。 

教育施設・医療施設に対する特例については、基本

的には新たに建設する建築物に対して制限が掛か

ることになるため、敷地内にあるその他の既存建物

が、認定基準に適合している必要はありません。 

特例の認定に関する基準（案）等に関しては、パブ

リックコメントを 10月 17日（木）から 11月 18日

（月）の期間に行いました。基準（案）の具体的な

内容については文京区のホームページでもご覧い

ただくことができます。 

http://www.city.bunkyo.lg.jp/sosiki_busyo_kei

kakutyousei_takasa_tokureininteian_iken.html 

8 規制 

方針 

この白いところは幾つくらいの高さ制限なので

すか。 

要するに再開発をしている所ばかりだと思うの

ですが、これはどういうものが建つのですか。 

ご指摘のエリアは高度利用地区という都市計画が

定められている地区であり、今回の絶対高さ制限を

定める高度地区からは除外されることになります。

この地区内の高さ制限については、地区ごとに定め

られることになります。 

  規制 

方針 

ここ（高度利用地区）は 100ｍと永遠に保証され

るわけですよ。一方区役所の前のところで再開発

を計画していますが、高さが幾らか書いていませ

んが、100ｍとかまた建つんだと思います。とい

うことは、文京区が関わった所だと 100ｍや何百

ｍだとか好き勝手できて、他の所は美観だとか言

って、何ｍまでだと言うことは、すごく矛盾があ

ると思います。 

高度利用地区は都市計画で定められるものであり、

整備により市街地環境の改善に寄与する等の指定

基準に準じたものであることが求められます。例え

ば茗荷谷駅前地区では、地区内の道路を地区施設と

して都市計画に定められているため、所有権を持っ

ていても、建替え時にそこに建物を建てる等の行為

ができません。このような厳しい基準に沿った整備

を行うことにより容積率の緩和等を受けた事業と

なっています。 
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9 ｽｹｼﾞｭｰﾙ 都市計画の決定・施行・告示ということで、26

年の 1 月から 3 月ということで記載があります

が、具体的にこの施行というのはいつ頃を予定し

ていますでしょうか。 

告示・施行の予定日については、都市計画案の公

告・縦覧の時期に明記したいと考えています。公

告・縦覧は 12 月に予定していますが、日にち等は

現在調整中です。 

都市計画決定・告示・施行は、平成 26 年 1 月以降

に予定されている都市計画審議会での審議・答申を

受けて区長が行うものであり、平成 25 年度内を予

定しています。 

  適用 

範囲 

着工の定義なのですが、25 年８月の冊子では、

高い建物ですので杭があります。杭基礎の場合は

コンクリート打設とあるのですが、敷地に２棟あ

って、１棟は解体をもうすぐするのですが、もう

１棟は、入居している会社等あって中々告示に間

に合わないということがございまして、それでも

認めて、それは着工としてみなしていただけるの

でしょうか。敷地は１つですが、申請上は（建物

は）２つということです。 

建築確認申請が２つの場合、それぞれの建物の着工

が告示・施行日前にされているかどうかということ

になります。個別の案件については、ご相談いただ

ければと思います。 

  その他 入居者がいて、退去という話をしましたが、その

へんは、情状酌量の余地はあるのでしょうか。今

の話ですと告示が２月や３月と近々にあると、そ

こまでにいろんな方の入居者がいて、居住権等の

話で、なかなかオーナーとしても出てってくれと

いう話も出来ませんし、そうすると中々着工でき

ないということになると、これからの基準になる

ので、非常に思わしくないなというところがあり

ます。その辺の見直しというか、ご検討いただけ

ることということはありますでしょうか。 

今回の絶対高さ制限は、都市計画で定めるものにな

りますので、告示・施行日以降に着工する建物は制

限値内に高さを抑えるということが大原則となり

ます。個別の案件については、ご相談いただければ

と思います。 

  地区 

計画 

特例 

地区計画ということをおっしゃいましたが、地区

計画というものはおそらく個人ではできないと

思うんですよね。やはり、大企業が汐留や品川と

かでないとできないでしょう。そういうことを考

えると、個人で容積を出来ますよというのは、手

続き上は出来るかもしれないが、これから建替え

ということになるとできないという皆様のお気

持ちを分かりますよね。これから、進んで行くの

でしょうけれども、再検討していただきたいのが

山々でございます。 

地区計画とは、町丁単位や街区単位などの身近な地

区を単位として、住民の皆さんと区が話し合ってま

ちづくりのルールをつくり、地区の特性を活かした

きめ細かいまちづくりを進めていく制度です。地区

計画では、その地区に適したふさわしいまちの姿を

定めるとともに、その実現のために、建築物の用

途・形態などの制限や、道路・公園など公共施設の

配置・規模について総合的一体的なルールを都市計

画として定めます。 

地区計画で定められた地区は、今回定める絶対高さ

制限の適用を除外されることになります。 
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10 その他 今回始めて参加させていただいたので、初歩的な

質問となると思うのですが、２点程お伺いさせて

ください。１つは建築面積と高さの関係なのです

が、例えば、120㎡の土地に 46ｍの建物を建てる

ことは可能なのでしょうか。私の住んでいるとこ

ろが、制限値 46ｍの所なのですが、そこに新し

く建物が建つ予定になっていて、割りと狭い土地

なのです。そこに 46ｍキツキツの建物を建てよ

うという計画があって、非常にこれだけ地震が多

い昨今に安全上心配しています。その点で、建築

面積と高さの関係を知りたいのですが。 

制限値 46ｍの場合、11～13 階程度の高さまで建設

可能となりますが、建ぺい率や容積率等により実際

に建てられるかどうかは決まってきます。例えば、

建築面積を抑えることで高い建物を建てることは

可能ですが、絶対高さ制限以外の斜線制限等の制限

は順守する必要がありますので、その中で計画をし

なければいけません。 

 

 

 

 

 

  その他 私が住んでいる場所が、不忍通り沿いで計画道路

に引っかかっている地域ですので、不忍通りに面

した建物は 3・4ｍ後退して建物を作っているわ

けなのですが、その後退部分を建ぺい率に含めて

建物をつくっているため、不忍通りの反対側には

４ｍもないくらいの小さな道があって、その向か

いには 2･3階建ての家が多い地域なのですが、そ

この 3・4ｍの土地に面している方は、30cm くら

いしかない。30cm くらいしかないところから、

いきなり 44ｍの建物を建てようとしているんで

す。おそらく、建ぺい率は 80％以内なのですが、

計画道路の部分をカウントしての建ぺい率だと

思うのですが、どういうことでしょうか。 

不忍通りや春日通りなどは都市計画道路となって

おり、事業が完了している区域や事業中の区域、用

地買収中の区域等様々な段階があります。ご質問

は、都市計画道路の計画区域内における建築行為に

ついてと思います。敷地内に都市計画道路が入って

いる場合、その区域内では、２階建て以下かつ木

造・鉄骨造等とした上で許可が必要となります。敷

地のそれ以外の部分に建物を建てる場合、都市計画

道路に入っている部分も敷地面積に算入して建ぺ

い率、容積率等の計算を行うことになります。その

ため、将来的に都市計画道路が整備されると、そこ

は道路になりますので敷地面積は減少することに

なり、結果的にその建物は既存不適格建築物になる

可能性はあります。 

11 特例 

（全般） 

○○ですが。今日は５つ程あります。まず 1つ目

ですが、特例についても下げていただくというよ

うな話をしていましたが、特例についてもどんど

ん下げていただきたいので、下げてください。 

ご意見をいただいた特例は、既存不適格の建替え特

例に関する、（仮）既存不適格建築物特例協議会に

おける協議の内容かと思います。これは、区の高さ

制限の考えを伝えるとともに、建替え計画について

できる限り制限値に近づける工夫を検討してもら

うことを目的としています。したがって、具体的な

建替え計画に対する協議の場となります。 

  規制 

方針 

高さに関してですが、第１次素案のときからさん

ざん高さを抑えてくださいと、ほとんどの区民の

方が言っていたと思うのですが、もともと 45ｍ

のＢだったところが 46ｍになったり、50ｍのと

ころが 60ｍになったり、また第３次素案のとき

には、後楽１丁目あたりは南が 50ｍ、70ｍ、60

ｍだったのが、今度はいきなり揃えて 60ｍにな

って紫色になってしまったり。この文京区の絶対

本郷地域がある都心地域は、秋葉原や神田、大手町

と連続した、東京の中でも国際的な商業地域です。

また商業地域、近隣商業地域が面的に拡がる地域

で、文京区都市マスタープランにおいて都心型高層

市街地を目指す地域として位置づけられています。 

都心地域では、区画整理事業による基盤整備がなさ

れ、商業系用途地域が中心となっている実態を考慮

し、地域全体を捉えて制限値を設定することによ
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高さ制限は、東京都の意向がかなり反映されてい

るのではないかと、猪瀬都知事になってからです

ね。1つは、文京区は坂が多いので、例えば湯島

だと、60ｍにした場合において、○○はなかなか

地盤面が決まらなかったのですが、平均 GL なの

か TPなのか、坂の上から 60ｍなのか、坂の下か

ら 60ｍなのか、これは現状の地形を考えて、す

でに日影になっているところもあるし、現状日影

になっていないのに、緩やかな勾配のところに建

っている 2･3階建ての住戸もあるわけなので、そ

ういった、地形と高さと地盤面を考えないと、坂

の上の人がやたら 60ｍ目一杯建って、坂の下か

ら 60ｍとなると何ｍの差があるのかということ

で、私は景観的にも非常に問題だと思っていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

り、都心型高層市街地を中心とした市街地形成を目

指すことから、商業地域については、60ｍ、70ｍに

設定しました。容積率 400％の近隣商業地域の区域

については、制限値 45ｍの直近の 46ｍに設定する

ことで、制限値の整理を図りました。 

なお、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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  その他 7 月 18 日の文京区都市計画審議会があり、○○

さんからの通信が入っていて、「第１次から第３

次まで審議して、区民の声を反映して一定の規制

を厳しくした例もあったものの、予定にない第４

次素案として東京都の協議を経て、また制限値を

高くする等、これでは高い方に誘導するのでは、

という声が上がっていました。審議会委員の私

は、特に本郷湯島地域は国際的商業地域といっ

て、60ｍまで建てられることになった。その地域

にこれからも住み続けたい方々の願いはどうな

るのか、と質問したところ、学識経験者の副座長

さんが、商業地域はもともと日影の規制はない、

合法で高い建物が可能な地域に、低層で住み続け

たいというのはわがままである。土地を高く売

り、環境の良い地域に転居した方がいい。」こう

いう暴言を言ったそうなのです。この方は、「区

も同じ見解か」と質問したそうですが、「区はま

ともに答えなかった」と書いてあります。低層に

住み続けたいということはわがまま、高く売って

環境の良いところに転居したらいい、と言われた

ら、区民を侮辱したことになりますよ。そもそも、

この文京区の都市計画審議会そのものを冒涜し

ている発言です。また、それに対して区の見解を

聞かれた際、まともに返答しなかったというの

は、区民を侮辱しています。文京区の都市計画審

議会の学識の副座長にこういう人がいるという

こと自体が、次の特例協議会といった既存不適格

建築物の協議にも、そういった人には参加して欲

しくない。区民の税金を無駄に使って欲しくな

い。こういう暴言があったということに対して、

文京区はどういう考えなのか。 

ご意見のありました、都市計画審議会における発言

内容については、文京区ホームページにおいて議事

録を掲載しておりますので、ご覧ください。都心地

域の本郷・湯島地域は商業地域を中心としており、

この地域には建築基準法で定める日影規制もない

ため、現在すでに一定程度高いビルは建っていま

す。しかし今後絶対高さ制限が導入されると、敷地

が統合され大きくまとまった場合でも、特例を活用

しない限り90ｍや100ｍといった高さは建てられな

くなり、60ｍが限度になります。 
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  規制 

方針 

あれだけの区民の意見があって、また説明会に継

続的に参加されている区民の意見の中で、そりゃ

あ容積率を目一杯使って資産価値を上げるとい

う人もいるでしょうし、土地を持っている方であ

れば、土地を目一杯活用したいという人もいると

思いますが、医療機関や教育施設というのは、大

規模敷地の特例に位置づけられるとしますと、文

京区の総合設計だと 3,000㎡、東京都だと 10,000

㎡となります。総合設計を使ってしまえば、いま

○○だって、現状 99.72ｍ建っていますが、現実

的には景観を破壊していますし、神田川の眺望も

独占しています。簡単にいえば、70×1.5 で 105

ｍまで建てられます。そういう矢先に学識がこう

いう発言をされて、区の方がまともに答えられな

い、というのはどういうことだろうなと。そもそ

もこの絶対高さ制限の話は、第 3次素案で決まる

のかと納得いきませんでしたが思っていました。

原案になって、高く上げられて、自宅の後ろが 1

ｍ高くなって、さらに壱岐坂通りに低層で住まわ

れている方もいるのに、真ん中の壱岐坂通りは

60ｍ、その後ろが 46ｍ。日影のまちにするのか

と。資産価値を下げるようなことをするのをやめ

てくれと。北側の住民はどう思っているのかと。

それでも、低層階に住み続けたいというのは、わ

がままだと言われたんですよ。区民に対してこん

な侮辱はないです。こんな学識は、すぐに辞めて

もらいたい。 

そもそも第４次(原案)は東京都にどのように言

われてきたのか。なぜ第４次素案がでてきたの

か、きちんと説明していただきたい。そうでない

と、とてもじゃないけど、この発言を撤回するな

り、謝罪するなり、成澤区長とともに土下座して

いただきたい。 

東京都との協議については、第 3次素案において制

限値の案が確定したことから、都市計画法第 19 条

に基づいて事前協議を行いました。東京都との調整

は、広域的な視点と東京都が定めた都市計画との整

合性という 2 点から協議を行うことになっていま

す。そのため東京都が指定している指定容積率や指

定建ぺい率、用途地域等との整合性を図るため、制

限値の一部について修正を行いました。その結果を

第 4次素案としてとりまとめました。 

ご意見のありました、都市計画審議会における発言

内容については、文京区ホームページにおいて後日

議事録が掲載される予定となっていますので、そち

らをご確認いただければと思います。 
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12 規制値 この今回の資料を見ますと、「第４次素案におけ

る制限値の変更は行わないとする」と書いてあり

ますが、ということは、もうこれ以上何を言って

もしょうがないということになりますよね。今ま

で意見を出せというから、色々言っているけれど

も、一向に反映されない。○○さんも言ったよう

に、壱岐坂通りが 50ｍで、第４次で 60ｍ。これ

は一体どういうことなのか。 

都心地域というのは、秋葉原、神田、大手町と連

続した東京都の中でも国際的な商業地域だから、

制限値を高くするのだ、という回答になっていま

すが、私はそう思えない。現に、2･3階ばかりで

す。ところどころ高い建物もありますが、45ｍの

高さはないです。そういったところでなぜ 60ｍ

なのか。ぜひ考え直して欲しい。ただ、お上の言

うことは絶対だと、お前たち黙って聞けというこ

とが、この文章のいうところだろうと思うのです

が、どうでしょうか。変更しない、ということな

ら意見出してもしょうがないですよね。 

絶対高さ制限の原案については、第１次素案から第

４次素案まで区民の方々の意見を伺いながら規制

内容についての検討を進めてきました。今回の規制

は、都市計画に定める非常に厳しい規制となるた

め、慎重に検討に進める必要があります。そのため、

皆さまからいただいた意見を都市計画的な視点か

ら判断し、変更が可能なものは出来る限り反映をさ

せますが、出来ないものは区の考えとして出来ない

と明確にお伝えしているところです。 

本郷地域がある都心地域は、秋葉原や神田、大手町

と連続した、東京の中でも国際的な商業地域です。

また商業地域、近隣商業地域が面的に拡がる地域

で、文京区都市マスタープランにおいて都心型高層

市街地を目指す地域として位置づけられています。 

都心地域では、区画整理事業による基盤整備がなさ

れ、商業系用途地域が中心となっている実態を考慮

し、地域全体を捉えて制限値を設定することによ

り、都心型高層市街地を中心とした市街地形成を目

指すことから、商業地域については、60ｍ、70ｍに

設定しました。容積率 400％の近隣商業地域の区域

については、制限値 45ｍの直近の 46ｍに設定する

ことで、制限値の整理を図りました。 

  規制 

方針 

毎回最初に都市マスタープランに示されている

というのが出発点ですよね。都市マスタープラン

というのは、今から、おそらく 20 年前くらいに

作られて、バブルの最後くらいだろう。その時よ

り、今はだいぶ変化していますよね。それこそ、

デフレが続いて、デフレから抜けだそうともがい

ているわけです。その時の案で、それを原点にし

ているというのは、問題があるのではないです

か。見直しをする必要はないのですか。 

文京区では、周辺から突出建築物により近隣紛争が

多発している状況をうけ、平成 23 年に改定された

文京区都市マスタープランでは、建築物の高さを適

切に誘導し、秩序ある市街地形成を目指すための

「建築物の高さに関する方針」を定めました。今回

定める絶対高さを定める高度地区の指定は、その方

針に従い検討が進められてきたものです。この文京

区都市マスタープランは、概ね 20年後の平成 42年

度を目標年次としています。 

また、今回の指定は都市計画に定めるものであるた

め、平成 42 年度以降も変更等がない限り恒常的に

規制が掛けられることになります。 

  その他 東京都と調整したといま話にありましたが、東京

都のどのセクションで、どういう方が意見を出し

たのか、確認をしてみたい。 

都市計画関係の担当部署と調整、協議を行っていま

す。 
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  規制 

方針 

地上げの話もありましたが、だんだん地上げによ

って大きな敷地になって、大きな建物ができる、

それを心配しているのです。 

これまでは敷地を統合することにより、周辺市街地

から過度に高さが突出した建築物が出現し、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。今回

の規制はこのようなケースを抑制することを目的

の１つとしており、ご心配されているような、敷地

が大きい場合でも、特例を活用しない限り制限値以

下の建物しか建てることができない絶対型の高度

地区を定めるものです。 

今回の規制は、これまでの規制に新たに加えるもの

であり、これまでの規制を緩和するものではありま

せん。 

13 規制 

方針 

ワンルームマンションが建って、近隣紛争となっ

ていることは分かります。うちも近くにマンショ

ンが建ちました。それも、まとめて説明がなかっ

たんですよ。他のところでは不動産屋が近隣の人

を集めてやっていました。それが今度近くにでき

たところは、本当に不動産屋が一軒一軒潰してい

ったんですよ。それで日照権の問題で、お金を払

っていました。うちは２階建てで、２階に住んで

いますが、ちょうど西日があたって、冬場は暖か

かったんです。それが、西側に建ったからダメで。

それで、うちはちょうど商業地と住居地との境目

ですから、西側に結局５階建ての建物が、北側斜

線で高さを落としていったんですが、うちは真南

ではないんですよね、少し南西に向いている形な

ので、西側の環境が一気に変わりました。冬は洗

濯が乾かない。ですので、そういう近隣トラブル

のための規制だということは分かりますが、だけ

ども、高さ制限が出来てきたら、逆にもっと大き

い建物を建てたいからということで、うちのよう

に、商業地域に 20ｍくらいのところに住んでい

ますから何軒もお家があります。一人住まいの方

もいます。空家の家もあります。それが全部潰さ

れていったら、もっと高い建物が建つと思うんで

す。目白通りが 31ｍで、次が第二種住居地域で

14ｍなのですが、そうすると 31ｍのところに敷

地を持っている人がその 14ｍに入ってくると、

どんな建物が建つのか、それも心配なんです。で

すから、地上げになるのではないですか。１回目

は建替えは良かったかもしれませんが、２回目は

これまでは敷地を統合することにより、周辺市街地

から過度に高さが突出した建築物が出現し、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。今回

の規制はこのようなケースを抑制することを目的

の１つとしており、敷地が大きい場合でも、特例を

活用しない限り制限値以下の建物しか建てること

ができない絶対型の高度地区を定めるものです。 

具体的には、指定容積率が活用できる高さを満たす

ことを条件として、都市計画法で定められた容積率

や建ぺい率、用途地域等の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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ダメですとなったときに、その周りの人と話し合

って、要するに土地を買う話ですよね。それで、

土地を増やしていって、今までのマンションの足

らない部分を今度高くしてつくる。だから、皆さ

ん、そういうところで高さ制限に対して心配して

いる部分はあると思うんですよね。分からない訳

ではないです。近隣紛争等ありましたから、高さ

制限を設けてくださるのはいいのですが、地上げ

になってくるのかなという、その心配はあります

よね。１軒潰されて、２軒潰されてという感じで。

ですので、まち並み云々という話ではなくなって

くるのではないかと思うんです。 

14 規制 

方針 

毎日のように、○○から売らないかというチラシ

が入ってくるんです。ということは、次第に虫食

い状態にどんどんして、将来大きな敷地にして、

大きい建物を建てようとしているのだろうと。私

がいま住んでいるところは、親の代から、関東大

震災の前から住んでいます。関東大震災後に区画

整理があり、北側に持って行かれたんです。一切

日が当たりません。そういうところで、さらに

60ｍや 46ｍの建物が建てられるんです。 

まったく理解できないです。７ｍや 10ｍくらい

の建物に住んでいる人間からすれば、まったく理

解できない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これまでは敷地を統合することにより、周辺市街地

から過度に高さが突出した建築物が出現し、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。今回

の規制はこのようなケースを抑制することを目的

の１つとしており、敷地が大きい場合でも、特例を

活用しない限り制限値以下の建物しか建てること

ができない絶対型の高度地区を定めるものです。 

都心地域では、区画整理事業による基盤整備がなさ

れ、商業系用途地域が中心となっている実態を考慮

し、地域全体を捉えて制限値を設定することによ

り、都心型高層市街地を中心とした市街地形成を目

指すことから、容積率 500％の商業地域の区域を 50

ｍから 60ｍに変更しました。ただし、敷地条件等に

より必ず制限値まで建てられるということではな

く、条件が揃った場合の最大の高さが 60ｍというこ

とになります。 

今回の規制は、これまでの規制に新たに加えるもの

であり、これまでの規制を緩和するものではないと

いうことを重ねて説明させていただきます。 
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15 規制 

方針 

マンションが逆に少ないから、レアになって高く

なるんです。いま茗荷谷に○○が入ったのも、も

うマンションなんかを売ろうと思っているので、

○○が３階かどこかに入っているんです。だか

ら、逆なんです。必ずしも、いま言われていたこ

ととは違うと思います。 

現状では絶対高さ制限が導入されていないため、高

い建物が建った場合でも規制することができませ

ん。しかし、今回の制限が導入されると、制限値以

上の建物は、特例を活用しない限り建てることがで

きなくなります。それによりまち並みの揃った、良

好な住環境の保全を目指していくものです。 

16 規制 

方針 

この制限が、環境を悪化させる方向にどんどん進

んでいる。 

これまでは敷地を統合することにより、周辺市街地

から過度に高さが突出した建築物が出現し、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。今回

の規制はこのようなケースを抑制することを目的

の１つとしており、敷地が大きい場合でも、特例を

活用しない限り制限値以下の建物しか建てること

ができない絶対型の高度地区を定めるものです。 

今回の規制は、これまでの規制に新たに加えるもの

であり、これまでの規制を緩和するものではないと

いうことを重ねて説明させていただきます。 

17 規制 

方針 

何をもって、低くて同じ高さのものを環境がいい

というのか、そこら辺がわからない。違っている

よ。色々な高さがあっていい。 

これまでは敷地を統合することにより、周辺市街地

から過度に高さが突出した建築物が出現し、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。今回

の規制はこのようなケースを抑制することを目的

の１つとしており、敷地が大きい場合でも、特例を

活用しない限り制限値以下の建物しか建てること

ができない絶対型の高度地区を定めるものです。 

18 既存 

不適格 

特例 

震災が起こった際には、１回の建替えは使われて

しまうのですか。震災の特例というようなものは

あるのでしょうか。 

特に今回明記するというようなことはないとい

うことですか。 

地震によって倒壊した建物についての扱いについ

ては、その時の状況を見据えながら判断していくこ

とになりまので、現時点では、そのような想定はし

ていません。 

19 その他 ２つの高さ制限にまたがっている敷地の場合は、

その高い所と低い所のラインでもって、低い所は

低くしなければならないということになるので

しょうか。 

その通りです。複数の制限値の区域にまたがる場合

においては、区域の境界で制限が加えられるため、

絶対高さの制限ラインは段がつく形になります。 

具体的な内容については、個別にお問い合わせいた

だければお答えさせていただきます。 
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② 9 月 7 日（土）シビックセンター 

No. 分類 ご意見・ご質問 区の考え方 

20 規制 

方針 

本郷 2丁目の○○です。今日最初に挙手をさせて

いただいた理由はいろいろとありますが、まず昨

日宿題を与えていましたが、その回答はまたして

いただくことにして、今日はこれだけ皆さん集ま

っておりますから、非常に重要な発言をいたしま

すのでよく聞いておいてください。録音もきちん

としておいてください。まず最初に絶対高さ制限

を定める高度地区の指定（第 4次素案）の説明会

の意見・要望及び回答について、というのを私は

区のホームページのPDFを全部印刷してきました。

ご存知のように、この資料は文京区都市計画審議

会の資料となっております。文京区都市計画審議

会は、今年の７月１８日に開かれたことになって

おります。その資料を今私が持っております、区

民の皆さんからの説明会の意見・要望等及び回答

について、これは区議の方が審議会において、閲

覧されていると思います。私は随分意見を書きま

して、ほとんどそのことに対して回答はなされて

いるのですが、まず最初に、この絶対高さ制限を

定める高度地区の指定を第１次素案からずっと私

は継続して参加して参りました。ほとんど言いた

いことは言って参りましたけれども、問題はあな

た方の東京都との協議を経て、なぜこのような高

さを、低くしてくれという区民からの要望が多か

ったにも関わらず、10ｍも高さを上げ、さらに私

の自宅は本郷２丁目○○番地ですが、45ｂのとこ

ろが 46ｍになった。こういうような暴挙は断じて

許すことができません。なおかつ、区民の皆様か

ら説明会での意見、並びに書面で、あるいはハガ

キでいただいた意見に対する都市計画調整課のあ

なた方の回答は、非常に杓子定規というか、きめ

細かいとはいえません。なぜならば、例えば具体

的な例として、30ｐの意見と私が書いた長い文章

の１１２ｐの意見、これはすいません、高度地区

の指定の意見の資料なので今日は配られておりま

せんけれども、その１つの１文に、あなた方は私

の質問に対する回答で、「東京都との調整は、広

域的な視点と東京都が定めた都市計画との整合性

絶対高さ制限の原案については、第 1次素案から第

4次素案まで区民の方々の意見を伺いながら規制内

容についての検討を進めてきました。今回の規制

は、都市計画に定める非常に厳しい規制となるた

め、慎重に検討に進める必要があります。そのため、

皆さまからいただいた意見を都市計画的な視点か

ら判断し、変更が可能なものは出来る限り反映をさ

せますが、出来ないものは区の考えとして出来ない

と明確にお伝えしているところです。 

東京都との協議については、第 3次素案において制

限値の案が確定したことから、都市計画法第 19条

に基づいて事前協議を行いました。東京都との調整

は、広域的な視点と東京都が定めた都市計画との整

合性という 2点から協議を行うことになっていま

す。そのため東京都が指定している指定容積率や指

定建ぺい率、用途地域等との整合性を図るため、制

限値の一部について修正を行いました。その結果を

第 4次素案としてとりまとめました。 
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という２点から協議を行うことになっています。

そのため、東京都が指定している指定容積率や指

定建ぺい率、用途地域等との整合性を図り、制限

値の一部について修正を行いました。紛争の原因

については、様々な要因があると考えております。

この制限によって紛争が全くなくなるとは考えて

いませんが、高さに関係する紛争においては、一

定程度減少すると考えています。また、高さ（階

数）のみを争点とした協議ではなく、緑化やプラ

イバシーへの配慮等、周辺住民に配慮した計画と

する協議の場となることを期待しています。」こ

のような、欺瞞に満ちた東京都との協議がどのよ

うなものであったのか、ということすら区民には

知らさられることなく、あなた方は勝手に高さを

上げたのです。このような暴挙といえることは、

回答が、これは私ではありませんが、30ｐの貴重

な意見をいただいた方、規制方針、駒込地域活動

センターでなされた中で、近隣紛争の防止の観点

は、全く考えていないという認識でよろしいです

ね、という区民の方が質問したことに対して、先

ほど私が読み上げた、紛争の原因は様々な要因が

あると、そこからは割愛しますが、全く同じ回答

なのですよ。つまりきめ細かい回答なんてしてい

ないのですよ。あなた方は。それでですね、さら

に言えばですね、８４ｐ、これは皆さん区議の方

が都市計画審議会で見ていますからね、やっぱり

規制方針で、あなた方は「第３次素案のときにも

３箇所ほど具体的に高さを下げてほしいとまとま

ったご意見が出たところがありました。しかし、

都市計画的な視点から見直しを検討した結果、変

更しませんでした。意見が多いから下げるという

ことはできません。これとは逆に制限値を変える

ことが都市計画的にも妥当と判断された指定容積

率 200％の区域については、15ｍから 14ｍに見直

すなど、これまでもキャッチボールをしながら反

映されているものもあります。変更が可能なもの

はできる限り反映をさせますが、できないものは

区の考えとしてできないと明確にお伝えしている

ところです。」その他は割愛しますが、このよう

な区民の真摯な意見に対して、あなた方は全くき

め細かい回答どころか、同じ回答を繰り返してい
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るだけです。このようなあなた方の独善ともいえ

る東京都との癒着が、東京都とどのように協議さ

れたか分からないうちに上げられた、少なくとも

本郷２丁目ならびに湯島の人間は非常に憤慨して

おります。 

  その他 あなた方は住民感情を逆なでしているような都市

計画審議会の中で、読み上げますね、昨日も読み

上げましたので、今日は言い放しにしませんので。

高橋さんに事実かどうか、はぐらかさないで、○

○のような態度で言わないで、１問１答でいきま

すからね。これは○○さんの小石川２丁目なので

すが、私の家のポストに入っていました。「低層

のまま住み続けたいというのはわがまま。高く売

って環境の良いところに転居した方が良い、絶対

高さ制限の原案示される。説明会に参加を。学識

経験者からこんな暴言が。」読み続けるとですね、

「参議院選挙中の７月１８日文京区都市計画審議

会が開かれました。この日の議題は絶対高さ制限

の都市計画原案に対する審議でした。これまで第

１次から第３次まで審議し、区民の声を反映して

一定規制を厳しくした例もあったものの、予定に

ない第４次素案として、東京都との協議を経て、

また制限値を高くするなど、これでは高い方に誘

導するなどの声が上がっていました。審議会委員

の私は、これは○○さんですね、特に本郷湯島地

域は国際的商業地域といって、60ｍまで建てられ

ることになった。」壱岐坂通り 50ｍだったのです

けれどもね、それが 60ｍの紫色になってしまいま

したね。なぜ 10ｍも上がるのですか。60ｍまで建

てられることになり、その地域にこれからも住み

続けたい方の願いはどうなるのかと萬立さんが質

問しました。学識経験者の副座長さんが、商業地

域は元々日影の規制はない、合法で高い建物が可

能な地域に低層で住み続けたいというのはわがま

まだ。土地を高く売り、環境の良いところに転居

した方がよいと驚きの発言。私の区も同じ見解か

という質問には、まともに答えませんでした。こ

のように書いてあるのですね。これを最初読んだ

時は、私は７月１８日の文京区都市計画審議会に

は傍聴しませんでしたけれども、区民に公開され

ている文京区都市計画審議会においてこのような

ご意見のありました、都市計画審議会における発言

内容については、文京区ホームページにおいて議事

録を掲載しておりますので、ご覧ください。             

都心地域の本郷・湯島地域は商業地域を中心として

おり、この地域には建築基準法で定める日影規制も

ないため、現在すでに一定程度高いビルは建ってい

ます。しかし今後絶対高さ制限が導入されると、敷

地が統合され大きくまとまった場合でも、特例を活

用しない限り 90ｍや 100ｍといった高さは建てら

れなくなり、60ｍが限度になります。 
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発言をしたのは、まず高橋さん、事実なのですか。 

事実なのですね。事実であれば誰が言ったのです

か。調べれば分かります。それとあなた方は昨日

私の質問に対して、私に対して何て言ったのと思

いますか。それは議事録を見てくださいと、まだ

議事録上がってないじゃないですか。録音を聞か

せてくださいよ。録音は傍聴のときはいけないと

いうことになっているのですが、その録音を聞か

なければ、書いた議事録と実際に言った言葉が改

ざんされている可能性だってあるじゃないです

か。このような発言を都市計画調整課の方がした

わけではないと思いますが、許して、この学識経

験者は区民によって選ばれたというわけではなく

て、随分長い間この方はやって、例えば学識経験

者は市川宏雄さん、大方潤一郎さん、村木美貴さ

んの３名の方なのですね。 

周辺環境に配慮していると言っていますけれど

も、北西側に広範囲に日影を生み出している事実

に対してあなた方はどのように思うのですか。そ

ういう事だってあるのですよ。まず１問１答です

よ。このような発言を、文京区の絶対高さ制限で、

その前にあなた方は文京区の都市計画審議会を開

いているのでしょう。開いておきながらこういう

発言を許した学識経験者をですよ、○○さんから

入れられてですよ、他の区議もインターネットで

公開していると思いますけれども、こんな発言を

された学識経験者を私は許すことができません。

まずこの発言を撤回するなり土下座して謝るな

り、本郷湯島の人間を侮辱したのですよ。こうい

う発言したというのは。怒り骨髄ですよ。わがま

まはどっちなのですか。東京都のわがままを聞い

たのはあなた方ですよ。区議は皆様の尊い１票に

よって選ばれた方ですよ。たまたま私は共産党を

支持しているとか特定の政党を支持しているわけ

ではないですし、ネットに公開している区議もい

ますよ。「低層のまま住み続けたいというのはわ

がまま。高く売って環境の良いところに転居した

らいい。」。憲法第 22 条だと思いますが、移動の

自由をあなた方は分かっているのですか。移動の

自由を認めるのであれば、そこに留まる自由だっ

てあるのです。まだいっぱいありますよ。白山の
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住民の方がすばらしい質問をされているので意見

をピックアップしましたけれども。まず第１に私

が言っているのは、これは事実なのですか、それ

と議事録はいつ出るのですか、高橋さん。この２

点ですよ。そこからじゃないと、この絶対高さ制

限は私は随分第３次素案で決まるのかなと思って

いましたけれども、第４次素案で１ｍも上げられ

全体的に高くなっているじゃないですか。しかも

10ｍも上げられ、10ｍと言ったらマンションでい

うと３ｍの階高で、○○みたいに４ｍの階高では

なくてですよ、約 17、8階は建つのですよ。紛争

なんてなくなりませんよ絶対に。非常に怒り骨髄

です。まず私の言っている１つの質問に対して答

えてください。今日は１問１答でいきますよ。事

実なのですねこれは。 

21 既存 

不適格 

特例 

文京区千駄木４丁目の○○と申します。ここに書

いてある事を知ったことが３週間くらい前です

し、初めて参加するので分からないことだらけな

ので、今のレベルとは全く違うレベルでの質問を

させていただきたいのですが、25年度内に都市計

画決定・告示・施行となっていますが、もしも家

のある所だと 46ｍとなっているのですが、47ｍだ

った場合はどうなるのですか。建て直せという命

令はないのですね。 

その通りです。今回の制限は、現状の建物に対して

強制的に是正をお願いするものではありません。た

だし、都市計画の告示・施行日以降に建て替える場

合は、制限値内に建物高さを抑える必要がありま

す。 

  既存 

不適格 

特例 

１回だけというのは、未来永劫１回なのですか。 

例えば築 50年になったとき、今築 15年ぐらいな

のですが、35年後に建て替える時はもう一度同じ

高さで建替えて良いということなのですか。 

その通りです。既存不適格の建て替えの特例につい

ては、新たな規制が、生活や仕事の場を直ちに奪う

ことにつながるのは、適切ではないと判断し、設定

しました。将来的には良好なまち並み景観を形成し

たいと考えており、将来計画においては、絶対高さ

制限内の建築計画となることを誘導していくため、

大規模敷地の特例等の他の特例の適用が困難なこ

と、絶対高さ制限を超える部分の形状や規模が現建

物と同程度であることなどの条件が認められれば

現建物の高さを上回らない範囲内で一回の建替え

を認める特例としています。なお、「高さ制限」以

外の既存不適格がある場合には、その事項を是正し

た計画とする必要があります。 

22 規制値 春日２丁目の○○です。幾つかまず、テクニカル

な初歩的な質問をさせていただいた後、スライド

について分からないことがあるので順番にご質問

させていただきたいのですが、まずスライドの 10

建物高さは、建築基準法に定めれらている定義に従

い計測されます。建築基準法では、パラペットにつ

いても建物高さに算入することになっているため、

パラペットを含めた高さが建物高さということに
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ｐ、制限値の考え方の式なのですが、屋上パラペ

ットの 1.1ｍの取り扱いがちょっと分からなかっ

たのですが、この数式、左から計算していって、

プラス 1.1ｍ含めてそれぞれの制限値になってい

るのですか。 

ということは、制限値マイナス 1.1ｍというのが建

物の本当の高さということになるのですね。 

なります。 

  規制 

方針 

大事なところですが、スライドの５ｐの（２）に

いろいろな所に出ているのですが、容積率を活用

できる高さを指定する、これは基本的な考え方だ

と思うのですが、仮に建物というのは斜線規制が

あったり、日影規制があったりというのがあるの

ですが、もろもろの規制をクリアするためには、

今の容積率を確保しようとすると制限値の高さで

は容積率を確保できないことがあります。そうい

った場合、私が聞きたいのは、活用できる高さを

指定するということは、その容積率を担保するの

かどうか、ここなのです。これは精神論ではなく

て、たまたまデータで割り出したものに合わない

例外、それはちゃんとこの精神に基いて守ってく

れるのかどうか、ここがお伺いしたいことです。 

ここは簡単にひっくり返るものではないと思いま

すが、実際に今そういった建物がある場合は、そ

れは原則に則って、その一部分だけ制限値を超え

ても良いのかどうかという所なのです。そこはど

うなのでしょうか。つまり、現実に基本方針をク

リアしようと思ってやったところ、容積率を消化

しきれない、ということは原則の精神と違う結果

になるということです。そこがどうかという事で

す。 

今回定める制限値は、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とすることを基本的な

考え方としています。そのため、建替え計画の際に

は、建ぺい率等を工夫することにより、建替え時に

は少しでも制限値に近づけるようお願いしていく

予定です。しかし、新たな規制が、生活や仕事の場

を直ちに奪うことにつながるのは、適切ではないと

判断し、既存不適格の特例を設定しました。なお、

「高さ制限」以外の既存不適格がある場合には、そ

の事項を是正した計画とする必要があります。 

なお制限値を算出する際には、指定容積率・指定建

ぺい率と実際に建っている建物の容積率・建ぺい率

の差を是正するための倍率である、許容値を採用し

ています。この許容値は、区内で建てられた建物デ

ータを基に算出しているもので、ご指摘のような事

例が出ないよう配慮しているものです。 

  ﾊﾞｯﾌｧｰ 

ｿﾞｰﾝ 

バッファーゾーンのことをお伺いしたいです。先

ほど 46ｍとか 22ｍとか 17ｍとかの中間的な高さ

を設定したとおっしゃっていたじゃないですか。

それと 17ｐと１８ｐに、46ｍと 22ｍの間に 31ｍを

作られたのか、あるいは 22ｍと 14ｍの間に 17ｍを

作られたという考え方は非常に分かるのですね。

ところがあの地図を見ると、例えば 22ｍから 14ｍ

になっているところなど、滅多にないのですがち

らほらとあるのですよ。したがって、変な話です

が 46ｍと 22ｍに挟まれた 14ｍの土地であるとか、

非常に細いエリアで谷間になってしまうようなと

当初は幹線道路と後背地の制限値によりバッファ

ーゾーンの高さを設定していましたが、幹線道路沿

道のバッファーゾーンにおける制限値の統一を図

り、連続的なまち並みの形成を図ることとしまし

た。制限値は、バッファーゾーンを指定する路線の

長さの７割以上を占める、幹線道路の制限値 46ｍ

と後背地の制限値 22ｍの中間の高さである 31ｍを

制限値としました。 

そのため、バッファーゾーンについての例外規定

は、想定していません。 
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ころができてしまって、実はバッファーゾーンの

考え方からすると、逆行している形になってしま

います。そういう例外をどのように扱うのか、と

いうところがもう一つの質問です。 

  規制 

方針 

ということは、最初からそうじゃないかと思った

のですが、とにかく高さ制限の主目的は、幹線道

路沿いの非常に突出した建物を制限するというと

ころに大きな目的があると解釈できるのですが、

そういう認識ではいけないのでしょうか。 

幹線道路沿いも含めて、これまでは敷地を統合する

ことにより、周辺市街地から過度に高さが突出した

建築物が出現し、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。今回の規制はこのようなケース

を抑制することを目的の１つとしており、敷地が大

きい場合でも、特例を活用しない限り制限値以下の

建物しか建てることができない絶対型の高度地区

を定めるものです。 

  規制値 それはもちろん分かります。逆に言うとそれは高

さだけではなくて、広さですね、例えば２つ３つ

の敷地を合わせて開発するとかということになる

と、理論的には高い建物ができてしまうというこ

とで高さを制限されていると思うのですが、逆に

言うと建ぺい率の話がありましたが、横にも伸び

ることができない、あるいは日影規制があるとか

となると、高さが例えば 14ｍに制限されると今の

容積率すら消化しきれない、あるいは既存不適格

建築物になるということが少数かもしれませんが

あって、そこはやっぱり見捨てないで欲しいなと

いうのがひとつと、あの中で 10ｍの地域というの

はすでに高さ制限があるわけですよね。そうする

とその地区の次は 14ｍなんですよと、実は 14ｍの

所は非常に少なくて、かつ非常に狭い所でできて

います。今言ったバッファーゾーンの考え方もそ

うですが。それが本当に適当なのか、先ほど何人

かの方がおっしゃっていましたけれども、50ｍを

60ｍとか、30ｍ、40ｍの世界ではないのです。10

ｍ、14ｍ、17ｍという世界で、それがものすごい

決定的になるという住民の声も聞かないといけな

いと思うのですよね。どうしても高さを制限する

ということに興味と関心が集中するのは分かるの

ですが、文京区のテーゼとしては住みやすい、老

人と子ども、大体にして住宅地域の集合住宅に住

んでいらっしゃる方は高齢の方が多いので、建替

えが中々できないのですね。建替えが進まない、

老朽化してスラムになってしまう、となると高さ

今回定める制限値は、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とすることを基本的な

考え方としています。そのため、建替え計画の際に

は、建ぺい率等を工夫することにより、建替え時に

は少しでも制限値に近づけるようお願いしていく

予定です。しかし、新たな規制が、生活や仕事の場

を直ちに奪うことにつながるのは、適切ではないと

判断し、既存不適格の特例を設定しました。 

また、敷地が 3,000㎡以上ある場合は、大規模敷地

の特例を活用できる可能性があり、幾つかの条件を

満たせば制限値は一定の範囲内で緩和することが

できます。 

この他に、町丁単位や街区単位などの身近な地区を

単位として、住民の皆さんと区が話し合ってまちづ

くりのルールをつくり、地区の特性を活かしたきめ

細かいまちづくりを進めていく地区計画という都

市計画制度もあります。地区計画では、まちづくり

の目標や建築物の用途、形態などの規制等に加え、

高さについても定めることができます。地区計画で

定められた地区は、今回定める絶対高さ制限の適用

を除外されることになります。 
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を問題にするよりも悪い住環境に結局反対してい

らっしゃる方が見舞われることになる。隣の敷地

に建っているのがスラム化するとなると、高さの

制限を低くするという所が仇になったなというこ

とになるかもしれない。ただ、紛争を回避するた

めに高さを低くしないといけないというのは、も

ちろんそうなのですが、それとは思いもしなかっ

た余波が長期的に見たら出てくるのではないかな

という事が、区の方もそうですが、住民側も認識

しないといけないと思います。ポイントは全員が

どこに住んでいる人であろうと、今と変わらない

良好な住環境をキープしたいわけですから、そう

いう意味では今の高さにあまり逸脱しない形でこ

の制限を基本的考え方に基づく考え方で、もしデ

メリットが非常にあるところは是非救っていただ

きたい。それからいろいろな特例がありましたけ

れども、特例で非常に気になるのは、特例といい

ながら運用の世界では何も認めてくれないという

のが世の常なので、特例は特例なのです。ちゃん

と個別事情に応じて審議しますよということを確

認させていただきたいというのが最後の質問で

す。 

  規制値 そのレベル（大規模敷地の特例を適用できるよう

な規模）のことを言っているのではなくて、もっ

と小さい敷地でその影響を受けてしまう所なので

すね。そんな大きな敷地のところはそもそもそん

なにないと思うのですよ。それは制限をして当然

だと思うのですが、せいぜい 50坪とか 80坪とい

う敷地であっても規制によって思わぬデメリット

を受けてしまうという部分があったと思っていま

して、そういう所に住まわれている方はやっぱり

60代、70代あるいはもっと上ということなので、

やはり一緒なのかなと思っています。 

今回の制限値の中で、原則値によらない制限値とな

る 14ｍや 17ｍの区域を定める作業の中で、その制

限値によりどの程度影響を受ける建物があるのか

チェックをしながら数値の検討を進めてきました。

影響を受ける建物が多くなりすぎないよう配慮し

た結果の数値と考えています。 

23 規制値 簡単に言いますが、白山通りですけれども、白山

通りというのは白山下があって、白山上があって、

それからずっと巣鴨の方に行くのですが、ご承知

のように今から40年ほど前に白山通りというのは

新たに 17号線としてできた道路なのです。という

ことは、この道路は真ん中に複線がありまして広

いんですよ。それで今、２年半前の東日本大震災

の教訓から得て、沿道に対しての建物の制限とい

今回の規制は、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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う、私はそういう形での流れのひとつかなという

気がしたのですれども、これを見ますと、白山通

りは水道橋の方からずっときまして、それで白山

下から行きまして、巣鴨の道路に行くのに、前ま

ではこの白山通りは新しい道路だということで、

半年前までなかった建物が、今 45ｍの形に建って

います。今現在新しく建っているのが増えている

のですよ。ところがですね、私どもそういう形で

関連性がありますけれども、これが 31ｍという形

になっているのですが、ミスかなと思うのは、旧

白山通りというのがあるのですよ。これはご承知

のように、私はこっちが良くてこっちが悪いとい

う事ではないのですが、旧白山通りというのは、

これも 31ｍなのですよ。この 31ｍというものは、

そのうち道路が広くなったらいざ知らず、これも

31ｍになっています。ところが、大きく新しく作

った 17号線が 31ｍになっていますが、これはずっ

と他は千石の方からいくと 46ｍになっています

が、これは私はどうも納得がいきません。 

ご指摘の旧白山通り及び白山通りの一部は、いずれ

も指定容積率 400％であり、これらの部分以外は指

定容積率 600％となっています。このため、原則値

の算定式に従い計算した結果、31ｍと 46ｍという

数値になっています。 

  既存 

不適格 

特例 

今いろいろな形で耐震の問題がいつかは建てなお

さないとダメだという形でこの土地を購入し、今

現在建っているわけですよ。ところがいろいろな

形で、財政の問題で、これがすぐ解決できなくて

も何年後かに建て替える場合には、今までは 45ｍ

のつもりで建っていたものを、他の方たちは今建

ったばかりだから、これから 30年、40年は大丈夫

ですよね。でも今すでに建っている建物は 31ｍに

戻すと。これは今都市計画原案の作成に当たって

も、説明会だから言うのだけれども、そういう面

で白山の旧通りと新しく作った道路は既存の、今

から 40年前であっても、既存の形で一定にしない

と。今まで建った人たちは全部、デコボコになる

わけですよ。そういう形で、何年後かに建ったと

きに特例としていいのかと、ということにしてく

れないと直すにも直せなくなる。それでいて一番

心配になるのは耐震ですよね。耐震は皆さんにも

迷惑かかるし、一緒に住んでいる人たちにも迷惑

かかるわけですよ。そういう事でこの白山通りの

新と旧を今一度考えていただければと思います。 

既存不適格建築物については、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、特例を設定しました。将来的に

は良好なまち並み景観を形成したいと考えており、

将来計画においては、絶対高さ制限内の建築計画と

なることを誘導していくため、大規模敷地の特例等

の他の特例の適用が困難なこと、絶対高さ制限を超

える部分の形状や規模が現建物と同程度であるこ

となどの条件が認められれば現建物の高さを上回

らない範囲内で一回の建替えを認める特例として

います。 

なお、耐震改修等の補強工事は建替えにはなりませ

んので、今回の特例とは別の扱いになります。 

  既存 

不適格 

その１回という文面はどこに書いているのです

か。１かい、１かいというから１フロアのことだ

既存不適格建築物の特例は、「１階」ではなく、「１

回」という扱いになります。 
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特例 と思っていた。回数の１回なのですね。 

24 既存 

不適格 

特例 

文京区の水道の○○と申します。たまたま今の話

に関連するのですぐにお話できればと思いまし

て、簡単に言いますと、水道地区は高さの制限が

かかると現在７階建ての建物が５階になる、５／

７に縮小するわけです。これを分かりやすい数字

で考えますと、70㎡の部屋を持っている人は 50

㎡になる、資産価値の 7,000万円で売れるはずの

部屋は 5,000 万円になると。先ほど千駄木の方も

１ｍ削られてしまうと、絶対高さ制限でこういう

形で進めるのはいいのですが、既存不適格建築物

というのは建築当初は都心部ですから、合法的に

適格に建てていたわけです。ですから当然 70㎡の

部屋を合法的に手に入れて、区の方で非常にいい

考えで高さ制限の話が出て、削られるのはいいで

すけれども、通常の道路拡張でも大きな広い道路

で環境を良くしようとするとき、その敷地を公的

資金で買い取って広い道路を作りますね。そうす

ると今回は１回だけの特例ですから、２回目は公

的資金で高さを削る部分は資金で補って買い取ら

ないと一番最初に借りた方はそんな資産価値を持

っているのに一方的な高さの話で削られてしまう

のは、先ほど千駄木の方も建物が１ｍ減った話だ

って、都心ですからこれはかなりの資産価値の減

少になりますから、今回の話で進めるのはいいで

すけれども、そういう資金の面で法案を通すため

には公的資金で補うと、道路拡張もそうですけれ

ども、高さが削る分は買い取りの資金を用意した

上でこの法案の施行をしないと、あまりにも一方

的に住んでいる部屋を削られて、いざ文京区には、

この値段かということで誰も補填しないと。良い

話だけが進んでいると、文京区は非常に環境のよ

い住みやすいまちということなると、その影であ

ちこちの地域で資産が減少して泣き寝入りする方

がいらっしゃる。ちょっと片手落ちですよね。こ

の補填の税金を使うのか、補填の話を進めないと

むやみに削ればいいというものではないですか

ら。それで今言ったように、１回だけの特例、じ

ゃあ２回目は皆さんが損したお金はどこから補填

してもらうのか、あるいは泣き寝入りなのか、こ

れをちょっとセットで考えていただかないと。特

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

的には良好なまち並み景観を形成したいと考えて

おり、将来計画においては、絶対高さ制限内の建築

計画となることを誘導していくため、大規模敷地の

特例等の他の特例の適用が困難なこと、絶対高さ制

限を超える部分の形状や規模が現建物と同程度で

あることなどの条件が認められれば現建物の高さ

を上回らない範囲内で一回の建替えを認める特例

としています。 

今回定める制限値は、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とすることを基本的な

考え方としています。そのため、１回目の建替えか

ら建築計画等の工夫により少しでも制限値に近づ

けるようお願いしていく予定です。 

時間はかかるかもしれませんが、将来的に良好なま

ち並み景観を形成することにより、まちの新たな価

値を生み出すことを期待するものです。 

具体的な内容については、個別にお問い合わせいた

だければお答えさせていただきます。 
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例の話も１回だけというのは納得できません。 

25 規制 

方針 

質問が１点あります。この計画は、住んでいる方

の民意も変わるし、建築技術も進む、景観に対す

る感性も変わってくるでしょう。一体この計画は

今後何年、何十年を見据えたものなのかお聞きし

たい。定性的ではなくて定量的にお答えいただき

たい。 

文京区では、周辺から突出建築物により近隣紛争が

多発している状況をうけ、平成 23年に改定された

文京区都市マスタープランでは、建築物の高さを適

切に誘導し、秩序ある市街地形成を目指すための

「建築物の高さに関する方針」を定めました。今回

定める絶対高さを定める高度地区の指定は、その方

針に従い検討が進められてきたものです。この文京

区都市マスタープランは、概ね 20年後の平成 42年

度を目標年次としています。 

また、今回の指定は都市計画に定めるものであるた

め、平成 42年度以降も変更等がない限り恒常的に

規制が掛けられることになります。 

26 その他 春日の○○と申します。３点ご質問させていただ

きたいと思います。今回初めて出ましたので基本

的な事で申し訳ありませんが、１点目は線引の境

界に当たるようなケースで、個別の建物ですとか

が、どの高さ制限区域に当たるかという照会に応

じていただけるのかが１点目です。 

複数の制限値の区域にまたがる場合においては、区

域の境界で制限が加えられるため、絶対高さの制限

ラインは段がつく形になります。 

具体的な内容については、個別にお問い合わせいた

だければお答えさせていただきます。 

  大規模 

特例 

２点目ですが、特例の活用のお話で、先ほど別の

方からもお話がありましたが、大規模敷地の特例

がございまして、広報によりますと、最低敷地面

積3,000㎡からの適用ということでございますが、

これは 3,000 ㎡とした理由、考え方についてご説

明をいただきたいというのが２点目です。 

大規模敷地の特例は 3,000 ㎡以上の敷地の場合に

限定しています。この 3,000㎡は、文京区における

大規模建築物等に関する事前協議を必要とする最

小の敷地面積です。また、3,000㎡以上の敷地にお

いて、開発行為を伴う場合には、敷地の 3％を公園

として整備する必要があるなど、一定の余裕がある

敷地規模を 3,000㎡としていることも参考として

います。 

  やむを 

得ない 

特例 

３点目はスライド 20ｐの説明にありましたが、１

から５までの特例のご紹介がありました。５番目

の特例について、私が聞き漏らしたのかもしれま

せんが、この土地利用上やむを得ない場合の特例、

これは実際にどういう場合を想定しておられるの

か、特殊な建物のみを対象としているのか、一般

の建物も場合によってはこの考慮の対象になり得

るのか。例えば、先ほど申し上げた最低敷地面積

3,000㎡にちょっと足りない、しかも敷地の形状上

建ぺい率をまるまる建てられないという事情も考

慮の対象となるのか、それに関連して５のやむを

得ない場合の特例のケースの認定の手続きについ

て、例えば最初にそもそも入口に審査基準があっ

て、特定のケースしかこの５番が適用されないよ

土地利用上やむを得ない場合の特例の対象となる

建築物は、公益・公共施設、教育施設または医療施

設の用に供する建築物で、良好な市街地環境の形成

に資する建築物とします。  

ただし、教育施設または医療施設の用に供する建築

物については、基準を設け、良好な市街地環境の形

成に資する建築物とします。一般の住居系の建物は

想定していません。 



30 

 

うになっているのか、それと実際にどのような手

続きでこの特例の認定をしていただけるのかとい

う事についてご説明をお願いしたいと思います。 

一般の住居系の建物は現時点で想定されていない

ということですか。 

27 規制 

方針 

本郷の○○と申します。ご説明ありがとうござい

ました。基本的な質問なのですが、この規制とい

うものは新たに作られる、既存の規制の上に作ら

れるものであって、つまり今の段階の概ねのまち

並みの高さというのはほぼほぼ維持するというこ

とで理解しておりますが、その中で今の敷地面積

であれば、ほぼほぼ同じ高さのものが建つと。も

し敷地の統合が起きた場合に、道路などの条件が

整った場合に、より高い建物が建ってしまって景

観が壊される可能性があるから高さ制限をすると

いうことなので、敷地がこのままの場合は、特に

高いものが、今よりもはるかに高いものが建って

しまうことがないという理解でよろしいですかと

いうことが１点目です。 

ご指摘の通りです。 

これまでは敷地を統合することにより、周辺市街地

から過度に高さが突出した建築物が出現し、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。今回

の規制はこのようなケースを抑制することを目的

の１つとしており、敷地が大きい場合でも、特例を

活用しない限り制限値以下の建物しか建てること

ができない絶対型の高度地区を定めるものです。今

回の規制は、これまでの規制に新たに加えるもので

あり、これまでの規制を緩和するものではないとい

うことを重ねて説明させていただきます。 

  規制値 ２点目は少しそれとは別の質問なのですが、文京

区が考えられている春日の再開発されると思うの

ですが、そこからちょっと行ったところが 60ｍに

なっていて、またその次が都市核になっていて、

この分け方はなぜなのでしょうか。 

60と書いている、挟まれている細長い部分も将来

的に再開発地域ということになれば、またそうい

うことが何十年後か分からないということです

ね。 

高度利用地区は都市計画で定められるものであり、

整備により市街地環境の改善に寄与する等の指定

基準に準じたものであることが求められます。例え

ば茗荷谷駅前地区では、地区内の道路を地区施設と

して都市計画に定められているため、所有権を持っ

ていても、建替え時にそこに建物を建てる等の行為

ができません。このような厳しい基準に沿った整備

を行うことにより容積率の緩和等を受けた事業と

なっています。 

ご質問の 60ｍのエリアについても、一定の基準を

満たし、都市計画的にも問題がないと認められれば

将来的に都市計画で定められる可能性もあります。 

28 規制 

方針 

本郷４丁目の○○と申します。この話は公開する

そうですが、個人名は出さないということですが、

私の名前を出すのは了承します。出してください。

もし出さないとすると何かの方法を考えないとな

らないと思います。場合によっては印鑑証明を付

けた承諾書、私の名前を出しても良いよという承

諾書を付けても構いません。それでお話です。高

橋さんは、１次素案から３次素案、そして４次素

案まで、要するに３回も４回も出していると、一

生懸命やっているということを強調しております

絶対高さ制限の原案については、第 1次素案から第

4次素案まで区民の方々の意見を伺いながら、規制

内容についての検討を進めてきました。今回の規制

は、都市計画に定める非常に厳しい規制となるた

め、慎重に検討に進める必要があります。そのため、

皆さまからいただいた意見を都市計画的な視点か

ら判断し、変更が可能なものは出来る限り反映をさ

せますが、出来ないものは区の考えとして出来ない

と明確にお伝えしているところです。 

なお、ご意見のありました、都市計画審議会におけ
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が、しかしどうなのでしょうか。区民の意見はち

ゃんと取り入れられているのでしょうか。私はち

っとも取り入れていないように思います。私の立

場を明らかにしますと、第１から第４まで、全て

反対です。反対の立場でお話をします。その反対

の理由を今から話します。学識経験者を会長とす

る都市計画審議会があります。一番最初の方が質

問されたものです。反対の理由ですから、皆さん

が興味があるかどうか分かりませんが、私は大変

重要だと思っていますからお話します。関係ない

から話を止めてくれなんて言わないでください。

平成25年第１回文京区都市計画審議会７月１８日

に開かれております。１８時から 20時 30分まで。

その中に大方潤一郎さんという方がいます。東大

の教授です。この方は、それ以前は横浜大の教授

をやっておりました。この方の長文の文章を何冊

も読ませていただきましたが、やっぱり結果的に

は文京区の都市計画審議会で発言した中身に集約

されるのかなと思っています。今度の都市計画は

文京区で多くの再開発建築計画でトラブっており

ます。それを防ぐ手法だという言い方を高橋さん

はしておりますが、それは本当なのでしょうか。

そのようにはならないのではないかと思っていま

す。学識経験者の大方潤一郎さんは、都市計画審

議会の学識経験者３名いるのですが、全部大学教

授ですが、大方潤一郎さんは会長代理になってい

る重要な立場におります。その大方潤一郎さんが

商業地域は元々日照権もないと言い切っておりま

す。商業地域に日照権がないと言っています。さ

らに、素案では 70ｍが建つ地域に低層で住みたい

というわがままは、保護できないと言い切ってお

ります。文京区民でこのような日影では困ると言

っている人はわがままだと言っているわけです。

我慢しろとは言わない。土地を高く売り、環境が

良い場所に転居したらよいと言っているわけです

ね。よくよく考えてみてください。土地を高く売

ろうとしてもですね、今は日影の土地は高く売れ

ません。何％かマイナスされます。これは常識で

す。それを高く売ってと言っているわけです。学

識経験者とは思えない発言でたいがい困るわけで

す。要するに私が言いたいのは、こういう学識経

る発言内容については、文京区ホームページにおい

て後日議事録が掲載される予定となっていますの

で、そちらをご確認いただければと思います。 
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験者がこのような事を断定的に話をして、審議会

を牛耳って、審議会の中の世論を作って結論を出

したのが第４次素案なのですよ。だから私は反対

だと言っているわけです。こういう非常識な学識

経験者がいる以上、そういう審議会そのものが、

話の中身が本当に文京区民を大切にしたような審

議をされているのだろうかと心配しているわけで

す。要するに、大方潤一郎さんが言うような、商

業地域は元々日照権はないんだ、合法で 70ｍが建

つ地域に低層で住み続けようというわがままは保

護できない、我慢しろとは言わないが土地を高く

売って別の土地に移れと言っているわけです。そ

んなことを言う審議会の会長代理の言うようにや

ったら、彼らの言うことが正しいとすれば、文京

区内における再開発計画などの建築計画のトラブ

ルは発生しません。発生しようがないですよ。分

かりますか、私の言っていることが。発生しない

のですよ。こういうことがまかり通るとすれば、

ここに私が来る事すらなかったかもしれません。

だから高橋課長さん、あなたが一番最初の方の質

問に答えないといことは、否定はしませんでした。

否定をしないということは、そういうことがあっ

たということで肯定をしたのだろうと思っていま

すが、間違いありませんね。以上です。 

  その他 土地を高く売って、環境の良いところに移ったら

よいという話はどうですか。 

ご意見のありました、都市計画審議会における発言

内容については、文京区ホームページにおいて議事

録を掲載しておりますので、ご覧ください。             

都心地域の本郷・湯島地域は商業地域を中心として

おり、この地域には建築基準法で定める日影規制も

ないため、現在すでに一定程度高いビルは建ってい

ます。しかし今後絶対高さ制限が導入されると、敷

地が統合され大きくまとまった場合でも、特例を活

用しない限り 90ｍや 100ｍといった高さは建てら

れなくなり、60ｍが限度になります。 

  その他 特例だって都市計画審議会が審議するんでしょ

う。彼らがやるんですよ。住民側に立った審議を

してもらわないと困りますよ。だからこういう重

要な話をしているのですよ。 

私は愚弄されていると認識しました。だいたい高

橋課長だっていい加減な言い方をしている所があ

りますよ。区役所側の委員だって不適切じゃない

学識経験者は、都市計画に関して広い見識を持つ専

門家であり、都市計画審議会では公平な審議をして

いただく場です。特例の審議等についても、公平な

審議をいただけるものと考えています。 
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ですか。おかしいと思いませんか。そういう審議

会が作ったこういうペーパーを見せられても、は

いそうですかといかないのですよ。 

29 既存 

不適格 

特例 

水道の○○と申します。３点だけなのですが、先

ほど既存不適格建築物の建替え特例は１回だけと

いうで、その後の補償についてはモヤモヤっと終

わってしまったのですが、それは考えていないと

認識してよろしいですか。 

それ（補償等は考えていないという区の見解）は

つまり、私は区分所有者なのですが、仮にあと 10

年で建替えるとして、次は 70年後なので知らんと

いうことで考えてよろしいですね。 

つまりそれ（補償等は考えていないという区の見

解）は、財産が縮小したりとか、そういう事に対

する補填はないということで理解してよろしいで

すね。 

今回の規制に関する補償等は考えていません。 

今回定める制限値は、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とすることを基本的な

考え方としていますので、特例を活用しない限り制

限値内に建物高さを抑えていただく必要がありま

す。 

具体的な内容については、個別にお問い合わせいた

だければお答えさせていただきます。 

  ｽｹｼﾞｭｰﾙ 分かりました。それと同じような事案で、絶対高

さ制限を求める高度地区の指定ということで、隣

の隣の港区ではこれが確か頓挫してしまって、平

成２６年度には指定できないという形になってい

ます。これはスケジュール的には平成 25年度内に

都市計画の決定・告示・施行までとなっています

が、こういうスケジュールで本当に進むと思われ

ますか。 

絶対高さ制限は、平成 22年度に指定方針を定め、

その後第 1次素案から第 4次素案まで、区としては

皆さんの意見を聞きながら丁寧に進めてきたと考

えています。今後も平成 25年度中の都市計画決

定・告示・施行に向けて準備を進めていきたいと考

ええています。 

  その他 こういうことに対して、訴訟その他ですね、そう

いうような事案というはこれまでに起こったこと

はあるのでしょうか。全国の事例で構いません。

もしご存知でしたらお教えいただきたいと思いま

す。 

区内全域を対象とした絶対高さ制限は、新宿区や目

黒区、渋谷区等が先行して規制を行っていますが、

それらの区で、絶対高さ制限に対する訴訟等があっ

たという話は聞いておりません。 

30 規制値 本郷の○○と申します。文京区報の特集号の見開

きのところに、「制限値については第４次素案か

らの変更はありません。」と書いてあるので、多

分これで決めてしまうぞということなのだろうと

思いますが、先ほど最初の方の質問に対して、高

橋さんは更に申し出た所を14ｍや17ｍにしている

という話でしたが、私の住んでいる本郷５丁目は、

５丁目町会をはじめ、６町会の人たちがみんなで

まとまって、ここは住宅地だから 14ｍにして欲し

いという要望を再三出しているのですね。それに

も係わらず、22ｍのままということです。14ｍに

するにはどうしたら良いのかということをお聞き

ご指摘のエリアは本郷の 22ｍのエリアと思います

が、ここは指定容積率 300％となっています。 

第２次素案時に、指定容積率 200％あるいは第一種

低層住居専用地域に接している指定容積率 300％の

一部区域については、22ｍから 17ｍに下げること

としました。本郷地域の 22ｍについては、これら

の条件には合致せず、現在の制限値が妥当であると

判断しました。 

制限値よりも低い高さにしたい場合、地域の皆さん

の合意が条件となりますが、地区計画という制度を

利用すれば特例が適用され地区計画において定め

られた高さが優先されることになります。この地区
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したい 計画は一定の区域内のまちづくりに関する都市計

画のルールであるため、高さだけではなく、建物の

用途や壁面の位置、建築物の形態又は意匠の制限等

も合わせて、このまちの将来像を指定することが求

められます。 

現在千石２丁目では具体的な地区計画の計画づく

りに向けた検討が始められており、文京区も支援し

ているところです。 

  規制 

方針 

さらに申し出た地域に当てはまっているパターン

ですね、それと私の住んでいるところは、この中

の 31ｍのバッファーゾーンがあるのですが、こう

いう高い所は 22ｍにしろ、31ｍにしろ、ここらへ

んに住んでいる人たちは、こういった言い方は

100％は当てはまらないと思うのですが、30坪から

50坪のところに住んでいるのですね。そういう所

で 31ｍというのは、個人で建てるのは確かに建ち

ません。エレベーターをとったり、外階段をとっ

たりということになると、本当に建てられません。

第３次の時に高橋さんは、そういう建築の制限の

他にこの高さを制限しているのだから、高めに指

導しているわけではないということを回答なさい

ましたが、第３次の説明会のときに、壱岐坂通り

に住んでいる本郷２丁目の方が、なぜ壱岐坂通り

は国道より高い、国道が 46ｍなのに、壱岐坂通り

は 60ｍというのはおかしいじゃないか、また、こ

んな所にこういう高いものが建てられることは困

るというようなお話をしましたら、高橋さんは、

高く建てられるということは、それだけ値打ちが

あるという回答をなさいましたが、確かに私の所

の 31ｍのバッファーゾーンにしろ、この壱岐坂通

りの 60ｍ，46ｍというのは、30坪・50坪では建て

るのは難しいですけれども、お隣さんと共同で建

てたりすると建ってしまう高さなのですね。つま

り、文京区はデベロッパーの再開発というのをし

やすいようにしているのではないか、我々住民が

永く住み続けたいと思っているまちづくりではな

い、そういうものに指導しているのではないかと

私は考えております。 

これまでは敷地を統合することにより、周辺市街地

から過度に高さが突出した建築物が出現し、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。今回

の規制はこのようなケースを抑制することを目的

の１つとしており、敷地が大きい場合でも、特例を

活用しない限り制限値以下の建物しか建てること

ができない絶対型の高度地区を定めるものです。 

具体的には、指定容積率が活用できる高さを満たす

ことを条件として、都市計画法で定められた容積率

や建ぺい率、用途地域等の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。 

今回の規制は、これまでの規制に新たに加えるもの

であり、これまでの規制を緩和するものではないと

いうことを重ねて説明させていただきます。 

  規制値 この制限値については、第４次素案からの変更は

ありませんということですが、これではやはり困

ります。本郷４丁目・５丁目辺りは現在３階建て

ご指摘のエリアは本郷の 22ｍのエリアと思います

が、ここは指定容積率 300％となっています。 

第２次素案時に、指定容積率 200％あるいは第一種
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しか建てられません。制限として。そうすると 10

ｍぐらいなのですね。それが 22ｍまで建つよとい

うことであれば、７階ぐらいまでは建てられると

いうことになってしまいます。お隣さんと共同し

て建てるかということになると、階段とかエレベ

ーターを共同にしてということになると建ってし

まうのですね。ですから、これは本当に我々住民

が住み続けたいというものではないという事で、

都の指導によるものだということを高橋さんは、

３次素案の説明会の時にもおっしゃいましたけれ

ども、なぜ都の指導に沿わなければいけないので

しょうか。台東区などはその時も私は申しました

けれども、寺町がある谷中の方などは、４２条２

項道路をそのまま認めているのですね。そういう

ような特例地区というのが、文京区には全然ない。

そういうような都市開発に任せていいのかなとい

うのが私はずっとしております。それで、ここの

本郷５丁目・４丁目の住民のほとんどが 14ｍにし

て欲しいということなのに、制限値については４

次素案から変えないということでは困るのです

ね。これを変えるにはどうしたら良いのですか。

そのことも指導してください。 

低層住居専用地域に接している指定容積率 300％の

一部区域については、22ｍから 17ｍに下げること

としました。本郷地域の 22ｍについては、これら

の条件には合致せず、現在の制限値が妥当であると

判断しました。 

制限値よりも低い高さにしたい場合、地域の皆さん

の合意が条件となりますが、地区計画という制度を

利用すれば特例が適用され地区計画において定め

られた高さが優先されることになります。この地区

計画は一定の区域内のまちづくりに関する都市計

画のルールであるため、高さだけではなく、建物の

用途や壁面の位置、建築物の形態又は意匠の制限等

も合わせて、このまちの将来像を指定することが求

められます。 

現在千石２丁目では具体的な地区計画の計画づく

りに向けた検討が始められており、文京区も支援し

ているところです。 

  その他 今のお話の中の、３４ｐ地区計画の資料というの

は、誰にも渡っていないのですね。地区計画をや

られては困るから渡さないという穿った見方をし

てよろしいでしょうか。 

説明会において、地区計画の概要を説明するために

説明用のスライドとして用意していた資料は、東京

都のホームページにおいて公開されているものを

要約したものです。 

http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku

/chiku/ 

具体的な内容については、個別にお問い合わせいた

だければお答えさせていただきます。 

  その他 他の課でもそうなのですが、伺うとホームページ

を見てくれと言われるのですね。ところが私は後

期高齢者もいいところで、ホームページでサーフ

してそこにたどり着くのが偉い大変なのです。７

７歳の人間ができるような、簡単なホームページ

にして欲しいですね。もうサーフしてくたびれて

嫌になっちゃうのですよ。ですから、３４ｐのそ

れを見てくれとおっしゃいますが、やっぱりそう

いうことが出るということでは、資料としてプリ

ントアウトして欲しいですね。何か隠されている

ようで嫌だなと思います。 

区民の皆さまに分かりやく説明できるよう、今後も

努力を続けていきたいと思います。 

なお、地区計画の内容にいては、個別にお問い合わ

せいただければお答えさせていただきます。 
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31 規制 

方針 

○○と申します。２点質問なのですが、１点は基

本的な内容ですが、絶対高さというその定義です

が、塔屋だとか工作物だとかが絶対高さに含まれ

るかというのが１点です。 

今回の場合における高さの定義は、建築基準法にお

ける高さとなります。そのため、階段室、昇降機塔、

物見塔等のもので、これらの屋上部分の水平投影面

積が建築面積の 1/8以内の場合においては、その部

分の高さは 12ｍまでは高さに算入されないことに

なります。 

なお、パラペットといわれる屋上の立ち上がりにつ

いては高さに算出されます。 

  適用 

範囲 

もう１点は、計画中の建物、現在計画中の建物の

場合、来年４月１日に例えば施行された場合に、

いわゆる既存不適格建築物のことなのですが、建

物が完成していないと既存不適格建築物の前提条

件になるのか、あるいは着工していれば良いのか、

確認がとれていれば良いのか、今計画中のものだ

と時間がそんなにないのですが、その辺の前提条

件を教えていただきたいといです。 

告示・施行日は今年度内を目標としていますので、

最も遅い場合でも平成 26年 3月 31日となります

が、その前日までに着工したもので、制限値を超え

る建築物が既存不適格建築物となります。 

着工の定義は、杭基礎の建物の場合で、既成杭の場

合は、既成杭を打ち込んだ時、現場造成杭の場合は、

鉄筋を配筋した時となります。直接基礎の場合は、

根切りをして耐圧盤の配筋が完了した時というこ

とになります。なお、この定義は、文京区の考えで

あり、他自治体も全て同じ定義というものではあり

ません。 

32 特例 

（全般） 

先ほど白山の方が非常に良い意見があって、第４

次素案の意見でもなかなか良い意見が書かれてい

て、昨日私が質問したことに合致しているので、

質問します。高さ制限を五木田さんも高橋さんも

随分説明していますけれども、高さ制限の高さを

割り出すのは、先ほどの数値で出しているという

お話ですが、その土地ごとの土地の自体の高さ、

白山なんて白山下と白山上では高さが違うのです

よと、その辺りは考慮なさっているのですかとい

うのが湯島にしても本郷にしてもですね、私の家

は海抜が約２３ｍなのですが、そのような土地の

起伏を考慮していかないと、高い所の例えば 60ｍ

ぎりぎりまで建てた人と、坂の下に 60ｍ建てた人

と、中間の人とで同じ高さの建物を建ててもまち

はいびつになってしまったり、予算に応じて例え

ば基礎を作ったり地下室マンションを作ったりで

すね、崖地を利用したマンションを建てるという、

文京区は坂が多いので、そういった土地の起伏を

考慮しないと、この絶対高さ制限というものによ

って、いびつな汚いまちになると思います。その

辺の見解をお願いします。２点目は、今○○は９

９．７２ｍの建物を、最高高さかどうか分からな

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。 

また、５つの特例の中で、総合設計の特例と大規模

敷地の特例、土地利用上やむを得ない特例では、そ

れぞれ緩和倍率が異なります。絶対高さ制限の施行

後、総合設計制度を活用した場合は 1.5倍が上限値

となります。 

1.7倍という倍率は、敷地規模 10,000㎡以上 30,000

㎡未満における、大規模敷地の特例あるいは商業系

用途地域内の教育施設・医療施設の場合に設定して

いる数値です。この数値は、特例における最小倍率

1.5倍と最大倍率 2.0倍を按分して算出した数値と

なります。 
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いのですが、建てていますが、東京都の総合設計

制度を使って１万㎡以上になっています。以前東

京都に照会したら 70ｍの絶対高さ制限の所を１．

５倍の高さに建てられると、だから最高高さ 105

ｍまで高さを建てられるというような説明を東京

都の飯泉洋さんから受けております。そこで質問

です。この第４次素案の紫色の敷地規模に応じた

２及び３の特例の緩和倍率で、教育施設・医療機

関（商業系）、○○も商業系ですね、１万㎡を超

えると１．７倍になるのですね。そうすると、70

ｍ☓１．７倍で１１９ｍになるのですよ。私が言

っているのは、こういった１１９ｍの高さまで建

てられるかどうかというのは総合設計制度を使っ

てしまえば、あなた方がよく常套文句で言うよう

な周辺地域環境に配慮した結果、総合的に考えて

とおっしゃるのですね、非常にそれは美辞麗句で

す。実際にそのようなことをやって、周辺環境に

配慮した結果、北西広範囲に日影を生み出してい

る事実に対してあなた方はどのように思うのかと

言ったら、それははっきり明確なご回答はいただ

いておりません。従いまして、なぜ１．７倍にし

たのか、ここを答えてください。 

  規制 

方針 

簡単にいうけれども、40ｐにある建物の高さ、建

築敷地の地盤面というのは平均地盤面という形

で、なだらかな崖地や坂になっている所はそのよ

うに書き改める必要があると思いますよ。地盤面

といっても、あなたが言っている説明だと平均地

盤面ということになりますよ。そのような書き改

める必要があるのだと思いますよ。 

ご意見にあるように、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。 

ご指摘の内容は意見として承ります。 

  特例 

（全般） 

これ（１．７倍）は東京都はオーソライズという

か、承認したのですか。今まで１．５倍だった。 

東京都のいう１万㎡以上の総合設計制度の場合で

も、この１．７倍というのはないのですか。ここ

に書いてあるのは、どういう意味で１．７倍とい

うことなのですか。 

そうしたら○○も医療機関になるのではないの。 

1.7倍という倍率は、敷地規模 10,000㎡以上 30,000

㎡未満における、大規模敷地の特例あるいは商業系

用途地域内の教育施設・医療施設の場合に設定して

いる数値です。 

総合設計の特例におけ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

ということを参考にしています。この数値ついて

は、これまでの素案から変更ありません。 

33 規制 

方針 

ちょっと外れた質問だったら申し訳ないのです

が、先ほど土地がまたがっている場合に、例えば

建築基準法には様々な規定があり、ご指摘のような

防火地域と準防火地域にまたがる場合、建物が防火
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22ｍと 17ｍにまたがっている場合は、その土地で

17ｍだったら 17ｍというように、ボコボコの家が

建つかもしれないという話でしたが、実際現実に

難しいかなと思うのですね。それで個別の相談に

乗っていただけるというお話でしたけれども、家

を建てるというのはすごく高いお話で、私がそこ

を納得できなかったのと、防火地域とか準防火地

域がありますが、あれは例えば１筆の土地の中に

準防火地域が半分以上でもほんの少しでも防火地

域が入っていると防火地域として考えられるとな

っていますよね。それなのに、こちらの方の建物

は例えば１２ｍと 22ｍで両方またがったら半分ず

つしか建てられないというのは、何となくおかし

いかなという感じがするのですが。 

地域のラインに接している建物は、防火地域の規定

で建物を作る必要があるなど、制限により取り扱い

が異なります。 

絶対高さ制限では、１つの敷地に複数の制限値区域

がまたがっている場合は、区域ごとの制限値以下に

建物を抑えることになります。 

34 その他 本郷５丁目に住む○○と言います。ときどき名前

が出てくる菊坂通りという通りに住んでおります

が、そこに今回大阪の○○という会社と、足立の

○○という企画をした会社と港区の方の○○とい

う会社が本郷４丁目計画と称して、1,210㎡、地上

げ屋が買い集めた土地を集めてこういう計画を去

年から実行していますが、その中の足立区の○○

という会社の説明役という立場なのですが、これ

が我々説明会でいろいろ質問をして、目一杯建て

るのは危険だからもっと高さを下げろとか、道路

境界一杯に建てるのは危険なことだから３ｍ、５

ｍ下げて中で作業をするようにという要望を出し

ても、この説明役が一切法律に違反していません

からということで、のらりくらりとまともな説明

会にならないわけです。ですから、この説明役と

いうのはだいたい責任者ではないわけで、なぜこ

の○○がこういう人物に頼んだのかということで

すが、これからこういうのが横行すると、住民が

いくらまともに質問をしても、こういう説明役と

いうのは住民の要望をシャットアウトする役目で

すよね、どう考えても。ですから要望が○○の方

には伝わらないわけです。ですから、こういう責

任のない者を説明役と称して説明会で、まずこの

人物が説明するわけですが、法律には違反してい

ません、その１点ばりで切り抜けるわけです。あ

るいは天空率を使っていますので、つまり、ここ

に８階建て、６１室という目一杯道路境界から建

マンションなどの大きな建物に対する近隣紛争に

ついては、文京では「中高層建築物の建築に係る紛

争の予防と調整及び開発事業の周知に関する条例」

を定めており、紛争の予防を図るとともに、紛争に

なった際の調整を行っています。ご意見のあった案

件については、担当に申し伝えておきますので、何

かあれば担当課である、指導課の指導課建築紛争担

当まで来ていただければと思います。 
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てるわけで、我々近隣住民はやむなく近隣住民の

会というものを作って、景観のまちであるという

文京区で、ここで景観が大いに乱れる、このまま

放置できないということで、近隣住民は少ないの

ですが、何とか説明会はまだ終わっていませんの

で、まだ解体が終わったばかりで工事そのものは

始まっていませんが重要なところにきています。

ですから、こういう業者に対して区の方ではもう

少し住民側の要望に応じて、少し指導していただ

くということはできないかということ、飽きるほ

ど建築課の方には足を運びましたが指導するとい

う権利はないというお答えなのですね。ですけれ

ども私たちは長い間文京区に税金を払って文京区

に住んでいる者が、ここにいきなりこういう異様

な建物になります。近隣の方は遠慮して２４ｍま

で建てられても５・６階以上は建っていないので

す。そこに８階建てを道路境界からいきなり建て

るというような、我々からいわせると暴挙ですか

ら、そういうことを平気でやる業者に何か指導し

ていただかないと、このまま建つと歴史と景観の

まちである代表的なこの菊坂通りの景観が台無し

になるのです。ですから我々は今、出来る限りい

ろいろ説明会で要求して争っている最中ですが、

この業者も非常に厚かましい横着な業者と我々は

感じていますが、区の方に言われたら必ず私は、

近隣住民に配慮する方向に動くと話をしてみて分

かります。つまり、近隣住民の方に向かないのは、

区の方が両方平等な立場というか、どちらにもく

みしないから安心して法律に違反していないから

それは変えることはできません、もう少し後ろに

下がって子どもの通学路でもある場所ですし、非

常にこのような建て方をする道路上に生コン車や

圧送車など膨大な車両が、８階建てですからね。

６１室もあるところに、道路上に許可をとって工

事をやると明言しているわけです。こういうこと

をやらすと、子どもの事故が起きた場合に誰が責

任を取るのか、我々は非常に怒りを持っているの

です。業者の方でも内密の会合に出るわけです。

区の方に言われたら、印象を悪くすると今後の仕

事を取るときに困るから、区の方の言うことは聞

くし、区の方にいろいろ我々の方から言えないと
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か弱気なことを言っているし、ですから、区の方

で指導をしていただければ、必ず近隣住民の方に

ある程度、我々は日照の被害も、冬季には日照ゼ

ロになります。いくら日影規制がないとはいえ、

あまりに近隣の配慮に欠いた建物だと考えていま

す。少なくとも道路境界から５ｍといっています

が半分の２．５ｍでも下げなければ、生コン車や

圧送車が道路上に長時間止まって何ヶ月もやるこ

とになり、非常に危険なので、しかも子どもは本

郷小学校に通いますから、私の向かいの南が現場

側を通って小学校に通うことになり、非常に危険

なことが起こると思いますので、業者の方に少し、

道路境界から下げるとか、その程度のことはだだ

っ広い敷地のなかで、後ろが３ｍも４ｍも空いて

いるわけです。新たに後ろに擁壁を作れと言われ

てもできないとか言っていますが、計算すると擁

壁を作っても後ろにも十分２ｍとか３ｍとか下が

るのです。計算すると、それはまだこれからも話

し合いを続けていきますが、業者に少し近隣住民

のいうことに少しは配慮して、道路境界から下が

るぐらいの協力はしたらどうかと強く指導をして

いただきたいです。それでここにお願いする次第

であります。以上です。 

35 特例 

（全般） 

確認させてください。先ほどの大規模敷地と総合

設計ですが、これは４（総合設計による特例）よ

り３（大規模敷地の特例）が厳しいとおっしゃっ

たのですか。総合設計より大規模敷地が厳しいと

おっしゃったのですか。 

敷地規模や条件によって、総合設計と大規模敷地の

特例基準のどちらが厳しいのかは一概に判断する

ことは難しいと思います。しかし、例えば大規模敷

地の特例基準として設定する予定の外壁後退距離

は、建物高さに応じて 4ｍ～10ｍという厳しい数値

を設定する予定としています。その他にも公共施設

並みの緑化を求める緑化基準や追加の斜線制限な

ど、厳しい条件を設けることで、周辺環境に配慮し

た良好な開発を誘導していければと思います。 

  その他 もう１つは、都市計画審議会は、必ずやむを得な

い場合などの特例では通すというのは良いのです

が、建築審査会というのがあるのですが、これは

中高層などの予防などの方の審査請求だけではな

くて、これまでも多分ですが、住居地域に小学校

が建てられるときにも建築審査会を通していたか

と思うのですが、今回大規模敷地でやる場合も小

学校がどのくらいの面積があるのか分かりません

が、建築審査会で扱うのか、それとも大きい場合

建築審査会では、現在すでに掛けられている斜線型

高度地区について審査を行っています。今回の絶対

高さ制限については、都市計画審議会が特例の審議

等を行うことになります。 
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は特例ということで都市計画審議会になるのか、

それが２点目です。 

  ﾊﾞｯﾌｧｰ 

ｿﾞｰﾝ 

バッファーゾーンの、先ほどの女性が聞かれてい

たことなのですが、最初第２次素案まではバッフ

ァーゾーンで、確かまたがる場合で、途中からは

前は 31ｍで後ろが２４ｍだとそのようにしますと

いうことをおっしゃっていて、バッファーゾーン

を作らない場所もあるということで、その場合は

お寺さんとか、必要がない場合は作らないという

説明を受けたと思うのですが、これについて確か

大方先生はバッファーゾーンは必要ないとおっし

ゃったり、バッファーゾーンを作ることによって

逆に低層の面積が減るからない方が良いという意

見もあったかと思うのですが、その辺、今バッフ

ァーゾーンは 31ｍに統一されたとはいえ、先ほど

のような問題はこれでクリアできるかというこ

と、それが３つめです。これを確認させてくださ

い。 

バッファーゾーンは、路線式の商業地域とその裏側

の住居系の用途地域にまたがって大きな敷地があ

る場合に、制限値に大きな差が出ることから、より

適切な建築計画が可能となるよう設定しています。 

当初は幹線道路と後背地の制限値によりバッファ

ーゾーンの高さを設定していましたが、幹線道路沿

道のバッファーゾーンにおける制限値の統一を図

り、連続的なまち並みの形成を図ることとしまし

た。制限値は、バッファーゾーンを指定する路線の

長さの７割以上を占める、幹線道路の制限値 46ｍ

と後背地の制限値 22ｍの中間の高さである 31ｍを

制限値としました。 

  特例 

（全般） 

さっきの○○の場合はどうなるのですか。 

すでに総合設計で建てているから関係ないという

ことですね。 

その通りです。ご質問の案件については、現在すで

に建設されているため、今回の絶対高さ制限の特例

とは関係ありません。 

  特例 

（全般） 

第２次素案までは、特例の基準も出ていましたが、

それはまた別にやるのですね。第２次素案でパブ

リックコメントをとったものとまた変わったもの

になるということですか。 

こっち（特例基準）は新たに都市計画法の中のパ

ブリックコメントとしてやるわけですか。 

特例の認定に関する基準（案）等に関するパブリッ

クコメントは、10月 17日（木）から 11月 18日（月）

の期間に行いました。 

  特例 

（全般） 

前のときに、この高度地区の方は、今までは都市

計画法ではないから厳密な意味ではパブリックコ

メントではなく、基準の方は都市計画法で定めら

れているからパブリックコメントだと高橋課長お

っしゃっていましたよね。 

高度地区は都市計画法に基づくものとなり、特例の

認定に関する基準（案）等に関するものは、文京区

のパブリックコメント手続要綱に基づくものとな

ります。 

また、今回の区民説明会は、都市計画法第 16条に

基づく公聴会として行ったものとなります。 
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③ 9 月 9 日（月）不忍通りふれあい館 

No. 分類 ご意見・ご質問 
区の考え方 

36 規制 

方針 

○○です。私は、文京区の区民の方の不動産相

談員と住み替え相談員をやらせていただいて

おります。まず、はじめに高さ制限自体につい

てですが、前回まで素案だったのですが、かな

り説明にあたかも区民の皆さまのためだとい

う説明ですが、以前から指摘しているのです

が、行政の勘違いが多すぎる。これは、○○で

も指摘しているのですが、無視されている。そ

もそも、都市計画審議会に関しても、これは日

本全国的にも懸念されているのですが、行政の

組長がメンバーを指定するので、行政側の意向

が計画審議会では通りやすい。区民の応援する

意見だけを聞きながら進めていく。これを懸念

いたします。私は文京区生まれで文京区育ちで

すので、文京区の発展を願っていますが、色々

な立場の方がいるので、高さ制限すべてを批判

するものではありません。しかし、文京区の実

態を分かっていない行政の人達が、文京区全体

に高さ制限を設定することに反対しています。

それは、昨日東京オリンピックが 2020年に東

京で開催することが決定したように、安倍内閣

も３本の矢で成長戦略ということで、東京が世

界で一番の首都機能を持つ、シンガポールや中

国に負けない新たな都市づくりを始めるとい

うことで、規制緩和をどんどんしていくという

ふうに示しています。規制緩和というのは、全

て、文京区でいう西片や小日向など、私も大好

きな低層な住宅街、ああいうものを犯してしま

うというものではないです。例えば、分かりや

すく言うと、港区の白金、近くには六本木ヒル

ズがあります。白金自体は大使館もあって低層

の立派な住宅街で採光を守りながらも都心的

な高層ビルも建っています。それが、うまく両

立しているのが都心型だと思っています。本来

の文京区の高さ制限というのは、まるで行政の

人達が、ディベロッパーと近隣の住民の方との

間の紛争に巻き込まれるのが嫌だから、網掛け

してしまえば仕事が減ると。そのように思えて

しまいます。それは、以前からお話させていた

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。現在のまち並みを見ると制限値が高すぎるという意

見がある一方で、自分たちのマンションが既存不適格に

なる、あるいは自分たちの資産を活用して建物を建てた

いのでもっと高くして欲しいという意見があります。 

その中で皆さんにご理解していただくための制限値を平

成 22年度から検討してきました。その結果の１つとし

て、幹線道路沿いについては指定容積率が活用できる高

さを基本とした制限値とし、逆に住居系用途地域の一部

では、少し厳しい 17ｍという制限値を設定しています。 

区報特別号や説明会等で使用している図版については、

多くの方にご理解をいただけるよう、できる限り分かり

やすい表現に努めております。そのため、今回の絶対高

さ制限以外の建築基準法上の規制については表現を割愛

している部分があります。規制内容等についてご不明点

等があればお問い合わせください。 
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だいております。私も以前から何回もこの会合

に出て、色々な方の意見があって、皆さまこの

文京区で生きていく上で必死な意見ですので、

文京区の行政が話を聞き、私も区民として協力

していくところは協力してやっていくのが本

来の姿だと思っています。その中で、先ほど住

宅街に高層マンションができないように説明

で道路斜線の図がありましたが、あれもあたか

もひどく突出したものを建てるような説明の

仕方になっていますが、皆さんはそれほど、建

築や不動産業に接していないと思うので、あの

図で、あたかもでかい建物ができるように思え

ますが、そもそもそういうものができない、用

途地域ごとの規制がございます。それは、先程

図にありましたが、ＢＣＤの図は、北側に住ん

でいる方たちに日が当たるように、段階的に下

りるようになっているはずなんです。あたか

も、左から上に斜めに上がって、バスっと縦に

図が落ちているもの使って説明すると、あたか

もそういうものだと勘違いされますので、両方

から制限がかかることをしっかりと説明して

いただきたい。そうすると、大規模な敷地では、

住宅街でも、突出したものは、例えば、西片に

ある誠之小学校が閉鎖されて、低層マンション

が建つとしてもせいぜい６階とか、そんなもん

ですよ。それに対してあの図は当てはまらな

い。北側に住んでいる人達は、全部６階でバス

ンと壁ができるのではなく、緩やかに６階・５

階・４階となっていって、日当たりが確保でき

るはずなんですよ。そもそも、そういうものを

見てしまうと、行政の言うとおりだ、やれやれ

高さを規制しろというような間違った認識を

区民がされると思います。それと、もう一つ、

これから文京区が注目されて文京区は誇りを

持てる都心の場所であるのに、資産価値を計上

すると高さ制限をやたらめったら網掛けする

と、資産価値は確実に減少します。なぜかとい

うと、例えば、100坪の建物が建てられるとこ

ろに、文京区の行政がどんどん進めてしまうこ

の規制で、70坪しか建てられないようになって

しまったら。一坪あたり、新築 300万近くで売
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れるんです。30坪違ったら、1億円違いますよ

ね。ディベロッパーがその土地を開発して、等

価交換とかで貴重な財産を建物に変えるとき

に、1億円の資産価値が建物で下がるのであれ

ば、皆さんの等価交換の資産も落ちます。ディ

ベロッパーだって、文京区にはあんな規制があ

るから投資しにくいとか、そもそも話を持って

行っても、あそこの土地は 1億円で買えません

よと、高さ制限があるからせいぜい 7000万円

ですよと。そういうところになってしまうと、

後で親の代から引き継いで自分で一生懸命働

いて土地を買った皆さんの資産価値を殺すこ

とになってしまいます。その辺も踏まえてしっ

かり考えていただきたい。 

  既存 

不適格 

特例 

既存不適格ですが、これは特例といって建替え

を１回といって配慮していただくのは分かり

ますが、いま実際にマンションに住んでいる

方、何千世帯の方が今回の高さ制限によって、

自分の区分所有のマンションを売るときに、既

存不適格というレッテルを貼られるわけです。

僕は不動産屋ですから、重要事項説明の時に

は、既存不適格は必ず書きます。説明義務があ

るので書かなければいけないんです。その時に

マンションをローンを組んで 5,000万円で書い

ました。それが既に既存不適格だということが

原因で、本来なら 3,500万円で売れるというも

のが、3,000万円でしか売れなかった。500万

円の差額が出るわけですよ。それが何万軒ある

わけですよ。例えばそれが財産権の侵害だとい

うことで、裁判を起こされた場合、その財源を

税金から負担しなければいけないんです。そう

いうものまで、しっかり考えて既存不適格に対

して考慮をいただきたい。 

既存不適格の建て替えの特例については、新たな規制が、

生活や仕事の場を直ちに奪うことにつながるのは、適切

ではないと判断し、設定しました。将来的には良好なま

ち並み景観を形成したいと考えており、将来計画におい

ては、絶対高さ制限内の建築計画となることを誘導して

いくため、大規模敷地の特例等の他の特例の適用が困難

なこと、絶対高さ制限を超える部分の形状や規模が現建

物と同程度であることなどの条件が認められれば現建物

の高さを上回らない範囲内で一回の建替えを認める特例

としています。 

今回定める制限値は、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とすることを基本的な考え方とし

ています。そのため、１回目の建替えから建築計画等の

工夫により少しでも制限値に近づけるようお願いしてい

く予定です。 

時間はかかるかもしれませんが、将来的に良好なまち並

み景観を形成することにより、まちの新たな価値を生み

出すことを期待するものです。 

具体的な内容については、個別にお問い合わせいただけ

ればお答えさせていただきます。 

  意見集

約 

周知 

以前から公聴々々といいますが、25年度中にち

ゃんと制定されればですよ。既存不適格になる

マンションの一世帯一世帯に区報をポストに

入れたとかではなく、対話をすべきだと思いま

す。これやっていませんよね。せめて、管理組

合の理事長や理事会で話すという根まわしを

していればいいですが、していないのであれば

絶対高さ制限の高度地区の指定にともない「既存不適格

建築物」となる可能性がある建物の所有者に対しては、

第 4次素案時と同様に、事前に郵送等にて建物所有者に

対して、①「既存不適格建築物」になる可能性があるこ

と、② 既存不適格建築物の建替えの特例の説明、③ 都

市計画原案の説明会の開催について、の３点について周

知の徹底を図ることとしました。 
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是非して下さい。 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計

画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。 

  特例 

（全

般） 

今回あまり触れていませんが、大規模敷地と総

合設計について、一定の範囲内で緩和しますと

いっていますが、一定というのが分からないの

で、いま東京オリンピックが決まって、これか

ら若い人間、もしくは日本経済を担う人間は、

一大のチャンスですよと、これから経済を良く

して日本を背負っていきますよと頑張ってい

こうというのに、こういう規制緩和ではなく、

規制が入ってしまうと、財産権の侵害ですと

か、資産価値を落として逆に魅力のないまちに

してしまう、ということが懸念されます。いま、

安倍政権が規制を緩和して、どんどん良い意味

での開発をしていこうというようになってい

ますが、文京区は逆行しているのではないかと

考えております。 

特例の敷地規模に応じた緩和倍率は、大規模敷地の特例

は上限 2.0倍、総合設計の特例は 1.5倍、教育施設・医

療施設は、商業系用途地域内では 2.0倍、住居系用途地

域内では 2.8倍としています。これらの制限は開発を阻

止しようというものではなく、緑化や外壁後退距離の確

保等により、良好な開発に誘導しようというものです。 

今回の絶対高さ制限が区内全域に掛けられることによ

り、建替えが進めばまち並みが整い、それを超えるもの

については良好な開発しかできないということになりま

す。それが文京区のまちの魅力となっていくと認識して

います。 

  総合 

設計 

特例 

六本木ヒルズを例えた大きな設計については、

あれは環境に良い影響を与えるので、規制はし

ないというようにおっしゃいましたが、今回の

原案ではちょっとしか触れていませんが、総合

設計制度で高さ制限の 1.5倍までという規制が

あったはずなんです。これが私達の公聴によっ

てそういうのをやめましたか。総合設計につい

ては、一切規制しませんというのなら別ですけ

れども、確か 1.5倍のままのはずなんです。そ

れは、中には近隣住人の方で、逆に困るんだと

いう方もいらっしゃると思いますので、それに

ついて私はそれ以上言うつもりはありません

が、そもそも総合設計制度が 1.5倍という規制

をしてしまうと、多くの土地を開発して、例え

ば 40ｍの 1.5倍というのは 60ｍですよね。せ

いぜい 17・18階程度ですので、そういった総

合設計制度でいい開発は出来ないと思うんで

す。ですから、その辺をしっかり確認していた

だいて、できれば総合設計制度については当然

近隣の方との話し合いや地域説明会をやり、妥

協案だとか、地域の人の保証をどうするのかを

総合設計の特例における緩和の倍率については、1.5倍

までという内容に変更はありません。この数値は、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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話しあったうえで、行政にも間に入っていただ

いて、これからの日本を見据えて規制なしとい

うことで、これはどこでもそうですので、文京

区だけ 1.5倍ということはやらずに、開発でき

るような環境をつくっていただきたいと思い

ます。 

37 その他 ○○と申します。この郵便物が届いたというこ

とは、手前どものマンションも引っかかるのだ

なと思います。これから私が一番区分所有者に

説明しなければならない立場にありますので、

はっきりとさせていただきたいのですが、31ｍ

と 17ｍの中間におそらく建っているんだと思

うんです。この 31ｍというのは道路の中心線か

ら測るのですか。それとも縁石から。多分引っ

かかるということは、手前どもの財産権が侵害

されることになります。何世帯かは住めなくな

るかもしれないんです。そういう配慮はいかよ

うにお考えなのでしょうか。１回だけ建て替え

るというのは、私は姑息な手段だと思うんです

よね。少なくとも、よほどの強制施行があった

場合でも、何かの保証がありますよね。これは

全体として景観を美しく、住み良いまちにする

ということには賛成です。誰も反対する者はい

ないと思います。でも、住めなくなる人間が出

てくる可能性がある。例えば広いお部屋を持っ

ている人は、少し狭くなるだけですが、ワンル

ームの住まいの方はもう住めませんよ。何割資

産がなくなるのか分かりませんが、これは具体

的にどの辺までかかるのだとか、その 31ｍが道

路の中心からかかるということは、どこで分か

るのですか。20ｍというこの意味が分からない

んです。ここある地積図を見ても、たぶんマン

ションの半分くらいで 20ｍは終わってしまう

と思うんです。そうすると半分のものは住めな

くなってしまいます。 

ご質問の敷地は団子坂通りかと思います。この通りは都

市計画道路となっており、将来拡幅される予定になって

います。制限値 31ｍの区域は、将来拡幅される予定にな

っている計画道路の境界から 20ｍ以内となります。それ

以降の区域が制限値 17ｍとなります。 

  既存 

不適格 

特例 

現に、建替えの件で相談に伺ったことがあるの

ですが、今もギリギリだと言うんです。正直言

って 398．○％だと言うんです。 

手前どもはなんとかしのぐことができるかも

しれませんが、あの通りに面しているマンショ

ンで奥に深い建物は随分ありますよね。そうい

既存不適格の建て替えの特例については、新たな規制が、

生活や仕事の場を直ちに奪うことにつながるのは、適切

ではないと判断し、設定しました。将来的には良好なま

ち並み景観を形成したいと考えており、将来計画におい

ては、絶対高さ制限内の建築計画となることを誘導して

いくため、大規模敷地の特例等の他の特例の適用が困難
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うところはどうなるんでしょうか。 なこと、絶対高さ制限を超える部分の形状や規模が現建

物と同程度であることなどの条件が認められれば現建物

の高さを上回らない範囲内で一回の建替えを認める特例

としています。 

具体的な内容については、個別にお問い合わせいただけ

ればお答えさせていただきます。 

38 大規模 

特例 

○○と申します。いま病院のところに留学生の

寮ができるという話があるのですが、こちらが

大規模敷地になって、ここは約 2万 2000㎡あ

るんです。一応高さ制限では 17ｍとなっていま

すが、この大規模敷地ということなので、1.7

倍の 28.9ｍの高さの建物を建てるという話が

出ているのですが、周りが今 17ｍ、５階建てく

らいの家、あとは 2･3階建てくらいの家ばかり

なのに、そこに約 30ｍ近い高い建物がドンとで

てくる。この特例というものを住宅地において

は考えてもらえないかと思うのですが、いかが

でしょうか。 

28.9ｍ使って、その周りなんかは、2･3階建て

の建物がある、その中に一部５階建てのマンシ

ョンなんかもありますが、そこに突出して、ど

のような建物が、何棟建つのかも分かりません

が、とりあえずは、１つは 28.9ｍを使うという

ことで、突出した建物が出るということは、今

回の良好な住環境を保全するということとは

変わってくるのではないかと思うんです。 

現時点では絶対高さ制限は掛けられていませんので、ご

意見をいただいた敷地の事業者が、自主的に大規模敷地

の特例を想定した規模で建設をするということになると

思います。 

大規模敷地の特例では、厳しい基準を設定しており、建

物高さが 28.9の場合、外壁は敷地境界から 4ｍ以上離れ

た位置にしなければらないため、一定程度の環境は確保

できるものと考えます。このように、緑化や外壁後退距

離の確保等により、良好な開発に誘導しようというもの

です。 

  適用 

範囲 

目白通りと不忍通りの交差するところに建築

中のマンションがあるのですが、敷地面積は

552㎡、それで高さが 34ｍです。そうするとこ

こは商業地の角地で、当たり前ですが、31ｍま

で大丈夫ですが、その後ろは 17ｍしかならない

のです。ここなんかは、最終的に既存不適格建

築物になってしまうのでしょうが、これをその

前に規制か何かできないのか。 

告示・施行日の前日までに着工したもので、制限値を超

える建築物が既存不適格建築物となります。ご質問の案

件の場合は、すでに着工していますので、将来的には既

存不適格建築物になると考えられます。 

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。 

  その他 不忍通りですが、都市計画で道路が通るという

話も聞いていますが、住民には話がなく一部の

人しか知らないのですが、この不忍通りが目白

通りにぶつかるところは、このまま開発されて

しまうのかどうか。 

道を一部拡張していますが、そうするとここも

不忍通りは環状 4号線となっており、目白通りから先の

新宿区に抜けるよう事業決定がされています。しかし事

業者は東京都であるため、事業スケジュール等をお知り

になりたい場合は、東京都の第 6建設事務所にお問い合

わせいただければと思います。 

また、この事業は都市計画道路を整備するものであり、
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文京区として市街地再開発のように開発がさ

れる可能性が出てくるのでしょうか。 

それに付随して再開発事業等を行う予定はありません。 

39 既存 

不適格 

特例 

○○と申します。既存不適格建築物の建替え特

例についてのご質問ですが、かなり古い時代の

建物になりますと、斜線制限ができる以前の建

物で、現行で 2･3階の建物しか建たないような

場所でも、5･6階ですとか建っている建物があ

ると思うのですが、そういった建物の建替えを

考えるときには、まず今ある斜線制限を守ると

いうところで考えないとならないのか、それと

もこの特例を優先させてその斜線制限を飛び

越えて現在の建物を建て替えるとこができる

のか 

既存不適格の建て替えの特例については、新たな規制が、

生活や仕事の場を直ちに奪うことにつながるのは、適切

ではないと判断し、設定しました。将来的には良好なま

ち並み景観を形成したいと考えており、将来計画におい

ては、絶対高さ制限内の建築計画となることを誘導して

いくため、大規模敷地の特例等の他の特例の適用が困難

なこと、絶対高さ制限を超える部分の形状や規模が現建

物と同程度であることなどの条件が認められれば現建物

の高さを上回らない範囲内で一回の建替えを認める特例

としています。なお、「高さ制限」以外の既存不適格が

ある場合には、その事項を是正した計画とする必要があ

ります。 

具体的な内容については、個別にお問い合わせいただけ

ればお答えさせていただきます。 

  既存 

不適格 

特例 

建替えが出来ない場合に、その今のボリューム

を維持するという観点から、先程の耐震補強を

して建物をもたせていくような考え方をした

時に、特に技術的な問題はいつか出てくるかと

思いますが、階数的にはその補強工事でその高

さを維持することができるのか 

既存不適格建築物については、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、特例を設定しました。将来的には良好なまち

並み景観を形成したいと考えており、将来計画において

は、絶対高さ制限内の建築計画となることを誘導してい

くため、大規模敷地の特例等の他の特例の適用が困難な

こと、絶対高さ制限を超える部分の形状や規模が現建物

と同程度であることなどの条件が認められれば現建物の

高さを上回らない範囲内で一回の建替えを認める特例と

しています。 

なお、耐震改修等の補強工事は建替えにはなりませんの

で、今回の特例とは別の扱いになります。 

40 ｽｹｼﾞｭｰ

ﾙ 

○○です。スケジュールの点ですが、都市計画

決定告示・施行が 25年度内と、その予定告示

の周知というのが、今年の 12月にされると記

載されていますが、例えば、これは 12月末く

らいに施行日を周知して、1月から 3月のあい

だに答申云々とありますが、1月に告示・施行

される可能性ということもあるのか 

告示・施行の予定日については、都市計画案の公告・縦

覧の時期に明記したいと考えています。公告・縦覧は 12

月に予定していますが、日にち等は現在調整中です。 

都市計画決定・告示・施行は、平成 26年 1月以降に予定

されている都市計画審議会での審議・答申を受けて区長

が行うものであり、平成 25年度内を予定しています。 

 

  適用 

範囲 

告示日以降に工事に着工するものについては、

という記載がありますが、この着工というの

は、具体的にどのようなものを想定されている

のか、例えば、既存の建物の解体とか、土を掘

着工の定義は、杭基礎の建物の場合で、既成杭の場合は、

既成杭を打ち込んだ時、現場造成杭の場合は、鉄筋を配

筋した時となります。直接基礎の場合は、根切りをして

耐圧盤の配筋が完了した時ということになります。なお、
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る掘削、それらも着工とみなしていただけるの

か、ということを確認させていただきたいと思

います。 

この定義は、文京区の考えであり、他自治体も全て同じ

定義というものではありません。 

  やむを 

得ない 

特例 

教育施設・医療関係の施設に対する特例がある

とのことですが、こちらは今日説明いただいた

中の、土地利用上やむを得ない場合の特例の中

に入ると考えておけば宜しいか 

その通りです。土地利用上やむを得ない場合の特例の対

象となる建築物は、公益・公共施設、教育施設または医

療施設の用に供する建築物で、良好な市街地環境の形成

に資する建築物とします。  

ただし、教育施設または医療施設の用に供する建築物に

ついては、基準を設け、良好な市街地環境の形成に資す

る建築物とします。 

41 やむを 

得ない 

特例 

今のに付随した質問ですが、特例の中に建物の

後退距離が示されております。特例を受けよう

とした時に、その申請をしようとする建物は充

分な外壁後退距離をもっているのですが、敷地

が大きいために、一部敷地の離隔４ｍない建物

が既にある場合は、その特例を受けられないこ

とになるのでしょうか。 

教育施設・医療施設に対する特例については、基本的に

は新たに建設する建築物に対して制限が掛かることにな

るため、敷地内にあるその他の既存建物が、認定基準に

適合している必要はありません。 

特例の認定に関する基準（案）等に関しては、パブリッ

クコメントを 10月 17日（木）から 11月 18日（月）の

期間に行いました。基準（案）の具体的な内容について

は文京区のホームページでもご覧いただくことができま

す。 

http://www.city.bunkyo.lg.jp/sosiki_busyo_keikakut

yousei_takasa_tokureininteian_iken.html 

42 やむを 

得ない 

特例 

見た目として何棟か建っているように見えて

も、確認申請上一棟になってしまっている場合

があるかと思いますが、その場合、他の建物が

後退距離をとれていなくて、新しく建てる建物

が後退距離をとれていれば、それは特例を受け

ることは可能なのでしょうか。 

１つの敷地の中に、一見何棟か建っているよう

に見えるのですが、渡り廊下等でつながってい

て、確認申請上１棟とみなされている場合で

す。そこの一部を解体して、新しい建物を建て、

それを再度渡り廊下等でつないで、一棟とみな

された場合です。 

対象となる建物が、増築ではなく新築扱いということで

あれば、残されている部分は、特例の基準の適用除外と

なります。増築の場合は、１つの建築物ということにな

るので、既存の部分も含めて特例の基準を満たす必要が

あります。そのため、ご質問のケースの場合、確認申請

上１棟とみなされている部分全てが特例の基準を満たす

必要があります。 

43 やむを 

得ない 

特例 

○○でございます。第４次素案の要望と回答に

ついて、今年４月 22日にここで行われた区民

説明会で私がした質問に対する回答がよく分

からない。私は本郷 2丁目に住んでいまして、

45ｍだったのですが、いきなり 46ｍになったん

です。東京都との協議があったということです

が、その協議がよくわからない。○○のところ

土地利用上やむを得ない場合の特例の対象となる建築物

は、公益・公共施設、教育施設または医療施設の用に供

する建築物で、良好な市街地環境の形成に資する建築物

とします。  

特例の認定に関する基準（案）等に関しては、パブリッ

クコメントを 10月 17日（木）から 11月 18日（月）の

期間に行いました。基準（案）の具体的な内容について
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は 70ｍで変わらないんです。総合設計制度だと

1.5倍と言っていましたが、東京都の総合設計

制度だと 10,000 ㎡を超える建物ですが、文京

区だと 3,000㎡未満ですが、70ｍだと 1.5倍の

105ｍまで建てられますというように東京都の

方で言っているんです。第３次素案のときか

ら、○○や医科歯科の辺りは既存不適格だらけ

ですが、学校や病院ということで、大規模敷地

の中に位置づけられたり、病院や学校等の文言

が削除されたりといろいろ変遷がありました

が、要するに第４次素案では、区長の許可とな

っているんですね。「第４次素案では、区長の

許可による特例に定めることとしました、これ

は大規模敷地の特例では、一定の基準を満たし

ていれば事務的に設定されていたものを、区長

の許可とすることで都市計画審議会の同意を

必要としたものです」これをスラっと読んでハ

イそうですかとは言えないんです。高橋課長

は、できるだけ次回の建替えの時には、真ん中

に寄せて周辺環境に配慮して、とおっしゃいま

す。よく分かります。そうしていただければ本

当にうれしいです。しかし、いまの○○は広大

な敷地の中に、南側に建てればいいものを、北

側に高い建物を建て、南側に低層をつくってい

ます。これは順番が逆です。六本木ヒルズの話

が出ましたが、敷地の中に緑がたくさんあっ

て、周辺環境が例え 4･5階建てがあって、その

後ろに低層階があったとしても、距離が離れて

いたり、あるいは斜線制限が復活したりして、

真ん中に出来るだけ寄せて、ということで周辺

環境に出来るだけ配慮してくれれば、全部とは

言わないまでも、ある程度理解できると思うの

ですが、順番が逆です。そこで質問ですが、こ

の区長の許可とすることで都市計画審議会の

同意を必要としたものです、となると、この区

長の裁量権のことだと思いますが、どこでどの

ようにいつ発議され、何を基準に区長の許可と

するのかが分かりません。 

は文京区のホームページでもご覧いただくことができま

す。 

http://www.city.bunkyo.lg.jp/sosiki_busyo_keikakut

yousei_takasa_tokureininteian_iken.html 

ただし、土地利用上やむを得ない場合の特例を活用する

ためには、これらの基準を満たすだけでなく、都市計画

審議会の同意が必要となります。それらの条件を満たし

た上で、区長が認めた場合に限り本特例が活用できるこ

とになります。 

ただし、教育施設または医療施設の用に供する建築物に

ついては、基準を設け、良好な市街地環境の形成に資す

る建築物とします。 

  規制値 「これまで検討してきた主旨は変わらず、制限

値の目的もより明確になったと考えておりま

す。」とありますが、50ｍだった壱岐坂通りが

ご意見をいただいた都心地域は、すでに大きな建物が建

っているエリアもあることから、第３次素案で原則値よ

りも大きな数値を設定していました。そこを東京都との
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60ｍになったり、45ｍのところが 46ｍになった

りとか、これが、都心型高度地区を目指すとい

っても、制限値の整理を図りましたと言われて

も、じゃあなんで第３次素案の時から１ｍ「え

いや」と上げてしまったのか、この「えいや」

が１ｍではなく 10ｍも上がっているんです。こ

の根拠が私には理解できません。 

協議の結果、面的に捉え、60ｍ・46ｍという考え方とし

ました。ただし、この数値は、この高さまで誘導すると

いうことではなく、敷地条件が整った場合においても、

この高さが上限ということであり、現状と同様の敷地条

件であれば、今のまち並みが大きく変わることはありま

せん。 

  その他 都市計画審議会というものが文京区にあり、あ

る区議からのメモがあるのですが、この都市計

画審議会というのが今年の７月 18日に開かれ

ました。そして絶対高さ制限の原案に対する審

議でしたが、「これまで第１次から第３次まで

素案を審議し、区民の声を反映して一定規制を

厳しくした例もあったものの、予定にない第４

次素案として東京都と協議をしてまた制限値

を高くするなど、これでは高い方に誘導するこ

とになるなどの声が上がっておりました。審議

会委員の私は、特に本郷湯島地域は国際的商業

地域といって、60ｍまで建てられることにな

る。その地域にこれからも住み続けたい方の願

いはどうなるのだ、という質問に、学識経験者

の副座長さんが商業地域はもともと日影の規

制はない。合法で高い建物が可能な地域に低層

で住み続けたいというのはわがままだ。土地を

高く売り環境の良いところに転居したほうが

よい。」と、こういう暴言を吐いたんです。「区

も同じ見解か、と問うてもまともに答えません

でした」というメモが公開されて私のポストに

入ってきた時には、もう唖然として、今まで何

のために区民の皆さんとの意見を聞いてきた

のかと。こういう方が学識にいるということ

が、区長の許可の前提で、同意を得る都市計画

審議会の副座長さんということになると、そも

そもこういう副座長さんがいる事自体が問題

であるし、あまりにも暴言であると思っており

ます。 

ご意見のありました、都市計画審議会における発言内容

については、文京区ホームページにおいて議事録を掲載

しておりますので、ご覧ください。               

都心地域の本郷・湯島地域は商業地域を中心としており、

この地域には建築基準法で定める日影規制もないため、

現在すでに一定程度高いビルは建っています。しかし今

後絶対高さ制限が導入されると、敷地が統合され大きく

まとまった場合でも、特例を活用しない限り 90ｍや 100

ｍといった高さは建てられなくなり、60ｍが限度になり

ます。 

  特例 

（全

般） 

周辺環境に配慮してとか、いろいろ特例のこと

も皆さんの意見を聞きますと説明しています

が、区長の特例や東京都総合設計制度を使って

逆に環境が悪くなった、こういった事例がはっ

きり言ってあります。○○がそうです。一部の

総合設計制度については、良好な環境の形成や防災性能

の向上などに関する基準を導入するなど、より周辺への

影響に配慮するような取り組みが続けられています。ま

た文京区では、総合設計制度を活用した場合においても、

建物高さは制限値の 1.5倍を上限とする予定です。 
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建物ために角度をずらして 30分程度の日照を

与えたと言いますが、○○ははっきりと言って

いるんです。「この建築計画については、必ず

しも日影に対する環境の改善にはなりませ

ん。」とはっきり言っているんです。ですから、

難しいんです。区長の許可とか、特例とか。や

むを得ずこういう規制を認めなくてはならな

いといった場合には、ある程度の犠牲が出るの

はやむを得ないです。しかし、今後この絶対高

さ制限が近隣との良好な関係を維持保全して

いくだとか、住みやすい文京区をつくっていく

ということを前提とするならば、紛争はなくな

らないし、ましてや土地をどんどん広げていけ

ば、いろいろな理由で目一杯資産価値を増すた

めにですね。私が言っているのは、特に公益性

のある学校・病院なんです。先程目白台の方が

言っていましたが、あれが 1.7倍というのは暴

挙だと思います。 

教育施設・医療施設については、土地利用上やむを得な

い場合の特例として、総合設計よりも外壁後退を大きく

確保する等の厳しい基準を別途設定する予定としていま

す。 

  規制値 50ｍから 60ｍと面的にと言っていますが、で

は、今まで東京都と協議するまでは面的に捉え

ていなかったという話ですか。第３次素案まで

は 50ｍだったのが、これは面的に捉えていなか

ったので、東京都に言われたから「えいや」と

上げたのか。これはさっぱり理解できません。

それと、例えば具体的にそこまで建てられます

よという高さに揃える必要はないし、例えば、

壱岐坂通りの北側、南側に 20坪程度の土地を

持っているオーナーさんが昔からいて、そこを

売る気はないんですね。だけど、そこで資産価

値を出すために 60ｍまでのペンシルを建てる

ことができるだろうか、という判断ですよね。

それを４階建てにしようが５階建てにしよう

が、その人の財産権ですから、近隣の人に迷惑

を掛けなきゃいいだけの話ですけどね。ただ、

その人が昔から住んでいる人か、新たに入って

きたディベロッパーの人によって、まちの印象

や心象は全然変わってくると思うんです。です

から、こういうような土地の広さと高さに対し

て、本当にあなた方は 50ｍから 60ｍに高さを

上げた場所にどのような住居が点在している

のか、歩いたと言っていましたが、まだまだそ

第３次素案までは面的に捉えるという考え方ではなく、

地域ごとの特性を制限値に反映していました。第３次素

案において制限値の案が確定したことから、都市計画法

第 19条に基づいて事前協議を行いました。東京都との調

整は、広域的な視点と東京都が定めた都市計画との整合

性という 2点から協議を行うことになっています。その

ため東京都が指定している指定容積率や指定建ぺい率、

用途地域等との整合性を図るため、制限値の一部につい

て修正を行いました。 

ご意見をいただいた都心地域は、すでに大きな建物が建

っているエリアもあることから、第３次素案で原則値よ

りも大きな数値を設定していました。そこを東京都との

協議の結果、面的に捉え、60ｍ・46ｍという考え方とし

ました。ただし、この数値は、この高さまで誘導すると

いうことではなく、敷地条件が整った場合においても、

この高さが上限ということであり、現状と同様の敷地条

件であれば、今のまち並みが大きく変わることはありま

せん。 
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ういう所がたくさんあるんです。ですから、何

らかの住環境への影響をできるだけ少なくす

る高さにしていただきたい。何でもかんでも精

一杯に建てれば良いという、そういうのはあま

りにもおかしいのではないかと。ですから、私

は 10ｍいきなり上げられた根拠というのが未

だに理解できないし、面的とおっしゃっていま

したが、今まで面的に考えていなかったのかと

いう話になっちゃいます。だから、まだ私はそ

こ１点納得いきません。 

44 ﾊﾞｯﾌｧｰ 

ｿﾞｰﾝ 

○○です。２つ質問があり、１つはバッファー

ゾーンについてで、バッファーゾーンの正確な

部分がよく分からないのですが、先程 20ｍとい

うお話がありましたが、どこからどこまでがバ

ッファーゾーンなのかよく分からないのです

が、例えば、春日通り自体は高さ 46ｍで、住居

地域の部分が 22ｍでその間にあるものが、31

ｍのバッファーゾーンだということですよね。

そこの詳細がよく分からないのでもう一度ご

説明いただきたいです。 

バッファーゾーンは、路線式の商業地域とその裏側の住

居系の用途地域にまたがって大きな敷地がある場合に、

制限値に大きな差が出ることから、より適切な建築計画

が可能となるよう設定しています。 

バッファーゾーンは、路線の商業地域の境界から 20ｍま

でのエリアとなります。例えば、その路線が都市計画道

路の場合、道路境界から 20ｍあるいは 30ｍまでが商業地

域となり、そこから 20ｍ以内のエリアがバッファーゾー

ンとなります。 

  ﾊﾞｯﾌｧｰ 

ｿﾞｰﾝ 

前の方が壱岐坂通りの 60ｍと北側のところは

46ｍと言っていましたが、こういう坂のところ

にはどうしてバッファーゾーンがないのか。そ

の考え方が分からない 

バッファーゾーンは、路線式の商業地域とその裏側の住

居系の用途地域にまたがって大きな敷地がある場合に、

制限値に大きな差が出ることから、より適切な建築計画

が可能となるよう設定しています。路線式の商業地域は、

主要幹線道路に指定されているものであるため、壱岐坂

通りは対象外としています。 

壱岐坂通り周辺は、現在すでに大きな建物が建っている

ことから、指定容積率や指定建ぺい率等から算出される

計算値より大きな数値を設定しています。その意味でも、

バッファーゾーンを設定する地域ではないと考えていま

す。 

  その他 湯島 4丁目のところですが、春日通り沿いに高

層ビルが何軒も建っていますが、その１軒１軒

は建築基準法を満足して建っているわけなの

ですが、そこから数十メートル離れたところで

は、屏風がずらっと並んだような形になってい

て、10時頃から 16時頃まで基本的には日が当

たらなくなっている訳です。１軒１軒は日影の

基準はクリアしている訳ですが、こういう行政

について非常に不満を持っているところなの

建物を建てる際には、１棟ずつ建築基準法に適合してい

るか審査を受けることになりますので、複合的に日影を

考える制度ではありません。そのため、ご意見にありま

すように、それらが集合したときに結果的に面的に日影

になる地域が発生する懸念はありますが、それらは別途

検討すべき課題と考えています。 
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ですが、そういうことが今後解消されるのか、

従来通りの考え方で致し方ないという考え方

なのか。その辺についてもお伺いしたい。 

  規制 

方針 

私自身がすでに 60数年住んでいますし、祖父

の代であれば、110年くらいになるのですが、

ますます住みにくい区になってきたなという

のが実感です。以前は良かったのだけれど、そ

ういうところもね。主旨はすごく良いと思うの

ですが、総論賛成各論反対といった話もありま

したが、総論的には問題ないと思いますが、

中々すっと納得出来ない部分もあるかなとい

うふうに思います。いまのご説明で良く分かり

ました。 

これまでは敷地を統合することにより、周辺市街地から

過度に高さが突出した建築物が出現し、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。今回の規制はこのよう

なケースを抑制することを目的の１つとしており、敷地

が大きい場合でも、特例を活用しない限り制限値以下の

建物しか建てることができない絶対型の高度地区を定め

るものです。 

具体的には、指定容積率が活用できる高さを満たすこと

を条件として、都市計画法で定められた容積率や建ぺい

率、用途地域等の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。 

今回の規制は、これまでの規制に新たに加えるものであ

り、これまでの規制を緩和するものではないということ

を重ねて説明させていただきます。 

45 その他 もともと湯島に大きな建物があったというの

はどこですか。もともと大きな建物なんて○○

くらいしかなかったですよ。あとはみんな後か

ら出来たやつですよ。 

本郷湯島地域は、現在すでに大きな建物が建っているこ

とから、指定容積率や指定建ぺい率等から算出される計

算値より大きな数値を設定しています。 

46 既存 

不適格 

特例 

私個人の質問はもう終わりなのですが、先程○

○のマンションの方の発言で、容積は高さがな

くても守られると言っていましたが、一般の区

民の方は、そうなんだ、としか思わないんです

よ。そこで懸念されることがあるので、やっぱ

り行政の方が文京区を愛し、区民の方を愛して

いるのであれば、懸念されていることもあれば

それは言わないといけないと思うんです。やっ

ぱり、財産権というのは、例えば、マンション

の 10階に住んでいる方にとって、景色が良け

ればそれも十分な財産なんですよ。日当たりも

財産なんですね。高さがあって、日当たりがい

いものを、横幅が広くなって太った建物にして

高さを低くすると、正直言って皆さんの日当た

りが悪くなりますよね。それで採光が確保でき

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。将来的には良好なま

ち並み景観を形成したいと考えており、将来計画におい

ては、絶対高さ制限内の建築計画となることを誘導して

いくため、大規模敷地の特例等の他の特例の適用が困難

なこと、絶対高さ制限を超える部分の形状や規模が現建

物と同程度であることなどの条件が認められれば現建物

の高さを上回らない範囲内で一回の建替えを認める特例

としています。 

今回定める制限値は、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とすることを基本的な考え方とし

ています。そのため、１回目の建替えから建築計画等の

工夫により少しでも制限値に近づけるようお願いしてい

く予定です。 
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なくなります。区分所有者の方が、建て直しの

際話をして、同じような理想の間取りとして、

例えば３LDKで３部屋日が当たります。リビン

グも日が当たります。ところが、再建築すると

きに、太った建物にしなければならない、高さ

も抑えなければならないと、計画も変わってき

て、それで２LDK＋Sに再建すると日照を守れな

いという可能性があるとか、無いとかではな

く、高さがなくなるとそういった建物になって

しまうということを行政が責任をもって説明

をしないと。高さがダメだったら、横にいけば

床面積が守られる。ただ、そうとしか皆さん思

わないかもしれない。それも大事な問題だとい

うことは、第３次素案、第４次素案でも私は言

っていますので、そういう説明をしっかりとし

た方がいいと思います。 

時間はかかるかもしれませんが、将来的に良好なまち並

み景観を形成することにより、まちの新たな価値を生み

出すことを期待するものです。 

具体的な内容については、個別にお問い合わせいただけ

ればお答えさせていただきます。 
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④ 9 月 10 日（火）駒込地域活動センター 

No. 分類 ご意見・ご質問 区の考え方 

47 その他 基本的な考え方をご質問しますが、制限値の考え

方 10ページのところの用途地域というのが、建

物目的とは関係ないのですよね。用途地域の商業

のところにマンションを建てることは別に構わ

ないということですよね。 

その通りです。制限値を算出するために使用する

数値は用途地域等により設定しているため、個別

の建物用途は関係ありません。用途地域上可能な

用途であれば、建築することができます。 

  その他 まだ地図がないということですが、具体的に建替

えの計画をやろうと思っていて、建物が面してい

るのですが、建物が今建っている建物とバッファ

ーゾーンの境界のところが分からないのですが、

条件が違うわけですよね。46ｍと 31ｍになるわけ

ですよね。そこの地図というのはいつ頃になった

ら分かりますか。 

その境の地図というのは私の方では分からない

のですが、それは役所にいけば見せてもらえるの

ですか。 

今回定める絶対高さ制限の区域を反映した地図

は議定図という正式なものになりますが、現在作

成中です。具体的な内容については、個別にお問

い合わせいただければお答えさせていただきま

す。 

バッファーゾーンは、路線の商業地域の境界から

20ｍまでのエリアとなります。例えば、その路線

が都市計画道路の場合、道路境界から 20ｍある

いは 30ｍまでが商業地域となり、そこから 20ｍ

以内のエリアがバッファーゾーンとなります。 

48 その他 小日向の場合ですが、私道の場合に、もし３軒の

お家が今度広くなれば 14ｍの高さが可能になる、

ということですよね。その場合に私道の場合で消

防車が入ってこられないような狭い道路の場合

でも３軒のお家が建てれば高い建物が建つとい

うことにはなりませんか。 

小日向 3丁目等は、制限値 14ｍの区域となりま

す。この 14ｍは、敷地が大きく、前面道路等の

敷地条件が整った場合であっても、建物の高さは

14ｍ以下にしなければいけないというものです。

また、絶対高さ以外の建築基準法等の制限は順守

する必要があるため、ご質問のように前面道路が

狭い場合は、指定容積率は 200％以下になる可能

性もあります。 

具体的な内容については、個別にお問い合わせい

ただければお答えさせていただきます。 

49 特例 

（全般） 

○○と申します。最初の指定方針のところで聞き

漏らしてしまったのですが、３番目の 16ｍに指定

した絶対高さ制限を定める高度地区で、本駒込６

丁目地区と音羽１丁目地区とあります。特例の適

用はないとおっしゃっていましたが、そこら辺を

詳しく聞かせていただきたい。 

すでに絶対高さ制限を導入している 35ｍ・45ｍ

の地区については、区民の皆さんと文京区が話し

合いを行い決めた数値と考えていますので、これ

までの規制内容を継続するという考え方が基本

となります。ただし、地区計画は、絶対高さ制限

と同じ都市計画として定める制度であるため、地

域の方々がまちづくりの一環として地区計画を

定めるという考えがあれば、地区計画の特例を活

用できる可能性はあります。 

また、既存不適格建築物の特例については、別途

協議の上、取り扱うものとします。 
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  規制 

方針 

高さ制限の地図のなかで、ブルーで囲ったところ

の高度利用地区、具体的には音羽の 46ｍの制限の

ところに、２ヶ所くらい高度利用地区があるので

すが、実際にはこの高さ制限はどこまで許容出来

るのでしょうか。 

ご指摘のエリアは高度利用地区という都市計画

が定められている地区であり、今回の絶対高さ制

限を定める高度地区からは除外されることにな

ります。この地区内の高さ制限については、地区

ごとに定められることになります。 

  その他 この高度利用地区というのはどういう経緯で指

定されるのでしょうか。 

高度利用地区は都市計画で定められるものであ

り、整備により市街地環境の改善に寄与する等の

指定基準に準じたものであることが求められま

す。高度利用地区を定めるに当っては、今回の絶

対高さ制限と同様、都市計画審議会での審議・答

申の上区長が決定します。 

  地区 

計画 

特例 

赤い線で囲った地区計画ですが、これの設定の仕

方は、誰でも、この地域をまとめれば地区計画と

して成立するものなのか、それとそこに対する高

さ制限というものは、どこまで効力を発揮できる

のか、を教えて下さい。 

地区計画とは、町丁単位や街区単位などの身近な

地区を単位として、住民の皆さんと区が話し合っ

てまちづくりのルールをつくり、地区の特性を活

かしたきめ細かいまちづくりを進めていく制度

です。地区計画では、その地区に適したふさわし

いまちの姿を定めるとともに、その実現のため

に、建築物の用途・形態などの制限や、道路・公

園など公共施設の配置・規模について総合的一体

的なルールを都市計画として定めます。 

地区計画で定められた地区は、今回定める絶対高

さ制限の適用を除外されることになります。 

  規制 

方針 

ちょっとまだ良く分からないのは、音羽地区の高

度地区がありますよね、先ほどのお話で、再開発

で現在進行しているところということですが、具

体的には高さは幾らぐらいなんでしょうか。 

いわゆる既存不適格建築物にはならないのです

か。 

未来永劫ずっとこの高さということですね。ここ

が建て替える場合はどうなのですか。 

ご指摘のエリアは、音羽一丁目及び音羽二丁目地

区、音羽二丁目第二地区の再開発事業が行われた

地区になり、すでに事業完了しています。音羽一

丁目地区の建物は高さ約 42ｍ、音羽二丁目地区

の建物は高さは約 36ｍ、音羽二丁目第二地区の

建物は高さは約 42ｍとなっています。 

高度利用地区は都市計画で定められるものであ

り、整備により市街地環境の改善に寄与する等の

指定基準に準じたものであることが求められま

す。例えば茗荷谷駅前地区では、地区内の道路を

地区施設として都市計画に定められているため、

所有権を持っていても、建替え時にそこに建物を

建てる等の行為ができません。このような厳しい

基準に沿った整備を行うことにより容積率の緩

和等を受けた事業となっています。 

50 その他 ○○ですが、３つありまして、まず、１点が本駒 今回の高さ制限の目的は、①良好なまち並みを形
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込に○○を事業主で、そこに 13階建ての 42.61

ｍ、面積が 2,573 ㎡。この現地を見てきましたが、

13階の賃貸らしいですが、建設反対と周囲の区道

にでていました。何で紛争が起きているのかとび

っくりしましたが、原因は 2011年当時知人宅に

仕事があってこの辺をウロウロしていたのです

が、○○の横に確か民家があったように記憶して

いるんですよね。すでに 17号線の沿線にはマン

ションがたくさん建っていました。絶対高さ制限

が決まろうとしている中で、このような紛争が起

きるということにびっくりしました。 

成する、②近隣紛争の防止を図る、③良好な住環

境を保全することとしていますが、②の効果が出

ていないのではないかというご意見として承り

ます。 

紛争の原因は様々な要因があると考えておりま

す。この制限によって紛争が全くなくなるとは考

えていませんが、高さに関係する紛争においては

一定、減少すると考えています。また、高さ（階

数）のみを争点とした協議ではなく、緑化やプラ

イバシーへの配慮等、周辺住民に配慮した計画と

する協議の場となることを期待しています。 

  規制値 今年の４月の第４次素案の時に、私はここで長い

ことグジグジ言っているのですが、昨日壱岐坂通

りの 50ｍの件について言及していて、50ｍだった

ところが第３次素案で、第４次素案で 10ｍ上がっ

て 60ｍになっています。その根拠は何ですかと聞

いたら、容積率の差もご説明されていましたが、

はっきり 50ｍのときには面的には考えていなか

ったと言っていました。この第４次素案では、細

かく設定するのではなく、将来敷地が統合される

と 100ｍといった高い建物を建てることが出来

る。それを抑えるために 60ｍにした、あるいは

46ｍにしたと言ったんですね。そもそも第３次素

案の時に 50ｍと 45ｍだったところが、いきなり

10ｍも上げてきたということは、私にとっては暴

挙としか言えないので、面的に捉えていなかっ

た、すでに高い建物が建っているという回答に対

しては、第１次素案の時からまちを歩いてきたと

思うのですが、どれが高い建物なのかということ

ですよね。ですから、私が今後要望したいのは、

今までの議事録には、そういう面的なというもの

はありません。第３次の時の意見に対するあなた

方の回答は、「本郷がある都心地域は、秋葉原、

神田、大手町と連続した東京の中でも国際的な商

業地域です。」確かにここで、近隣商業地域は面

的に広がる地域だと、ここで面的だと言っていま

すが、ただそれが商業地域を 60ｍとした根拠が具

体的・直接的に入っていないんですよ。ですから、

このままでいくと、狭い敷地で 10坪から 20坪の

敷地のお家の所有者の方が、色々な諸事情で敷地

が広くなった時に、高さ制限目一杯建てても構わ

第３次素案までは面的に捉えるという考え方で

はなく、地域ごとの特性を制限値に反映していま

した。第３次素案において制限値の案が確定した

ことから、都市計画法第 19条に基づいて事前協

議を行いました。東京都との調整は、広域的な視

点と東京都が定めた都市計画との整合性という 2

点から協議を行うことになっています。そのため

東京都が指定している指定容積率や指定建ぺい

率、用途地域等との整合性を図るため、制限値の

一部について修正を行いました。 

ご意見をいただいた都心地域は、すでに大きな建

物が建っているエリアもあることから、第３次素

案で原則値よりも大きな数値を設定していまし

た。そこを東京都との協議の結果、面的に捉え、

60ｍ・46ｍという考え方としました。ただし、こ

の数値は、この高さまで誘導するということでは

なく、敷地条件が整った場合においても、この高

さが上限ということであり、現状と同様の敷地条

件であれば、今のまち並みが大きく変わることは

ありません。 
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ないんだと。それは分からないですが、ある程度

抑え気味になるのかどうか分かりませんが、私と

しては嫌だなと、毎日のように○○や○○がどい

てくれどいてくれというチラシを見るたびにこ

の通りの高さになるのかどうか、非常に危惧して

おります。 

  その他 この第４次素案の決まる前の７月 18日の文京区

の都市計画審議会で、○○さんの記事ですが、「第

４次素案として東京都との協議を経て、また制限

値を高くするなど、これでは高い方に誘導するこ

とになるなどの声が上がっていました。審議委員

の私は特に本郷湯島地域といって、国際的な商業

地域といって 60ｍまで建てられることになる。そ

の地域にこれからも住み続けたい方々の願いは

どうなるのかと質問。学識経験者の副座長さん

が、商業地域はもともと日影の規制がない。合法

で高い建物が可能な地域に低層で住み続けたい

というのはわがまま。土地を高く売り、環境の良

いところに転居したほうがいい。と、驚きの発言。

区も同じ見解かとの問にはまともに答えません

でした。」と。低層の言葉の前に第一種住居専用

地域のような、という言葉を言っているようです

が、はっきり言えばこれは暴言ですし、あまりに

も本郷湯島地域の住民に対して今まで維持保全

をしてきた良好な関係を築こうとしていた努力

が、一学識経験者の副座長さんの発言によって、

愚弄されたわけです。こういう、学識経験者の発

言は言語道断ですし、今後文京区の高さ制限もさ

ることながら、都市マスタープランや、これから

も文京区に住み続けたい、住みたい、というよう

な文京区の定理とも相反します。こういう方がい

るということ自体言語道断ですので、然るべき釈

明するなり、謝罪するなりしていただかないと、

この本郷湯島地域の住民にとっては、一生の禍根

を残すと思います。 

ご意見のありました、都市計画審議会における発

言内容については、文京区ホームページにおいて

議事録を掲載しておりますので、ご覧ください。

都心地域の本郷・湯島地域は商業地域を中心とし

ており、この地域には建築基準法で定める日影規

制もないため、現在すでに一定程度高いビルは建

っています。しかし今後絶対高さ制限が導入され

ると、敷地が統合され大きくまとまった場合で

も、特例を活用しない限り 90ｍや 100ｍといった

高さは建てられなくなり、60ｍが限度になりま

す。 

  規制 

方針 

日影規制がないというのは分かるのですが、直接

日照が当たらなくても、空視率、空が見えること

により、自然光を取り入れる重要性というものを

私は考えています。というのは、近隣商業地域で

は一日の日照時間が３時間くらいしかないとこ

ろがたくさんあります。私の本郷２丁目でも、も

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。現在のまち並みを見ると制限値

が高すぎるという意見がある一方で、自分たちの

マンションが既存不適格になる、あるいは自分た

ちの資産を活用して建物を建てたいのでもっと
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とから叔父の時から日が当たらなかったり、妻恋

坂の下のところなんかは、坂になっていますの

で、もともと坂の斜面に住んでいる方と、坂の上

に高い建物を建てている方とでは、高低差により

日影になってしまっているんですね。ですが、直

接日射が当たらなくても、建物と建物の間に隙間

が開いていたりすると、曇りの日であろうが、空

が多少見えると光が入ってきます。蛍光灯を点け

ないとか、生活に支障がない、というような判断

は別として、空がまったく見えないというのは、

光がまったく差し込まないということなんです。

ですから、全部否定しているわけではないのです

が、例えば、総合設計制度で言えば、できるだけ

真ん中に建てるとか、今の位置を変えずに、とか。

もともとの位置が日影を生む原因ともなれば別

ですが、そういったことからすると、本当にこの

高さ制限のまま文京区がきれいなまちになるの

か、紛争がなくなるのかどうか、そこをよく考え

た上であまりにも私の住んでいる本郷２丁目な

らびに外堀通り、先程男性の方が言っていました

が、音羽１丁目の中に、青い印で高度利用地区に

なっているとか、都市核のところだとか、小石川

１丁目のところとか、こういったところに近隣の

配慮だとか、公園をつくるという名目はいいので

すが、それによって生まれる実害というのは、私

は減らないと思います。ですので、この原案で決

まるのでしょうけれども、私としては、絶対高さ

制限の導入の更なる周知について説明がありま

したが、もう一度、原案からスケージュール通り

にいって、決まる前に、説明会なりしていただき

たいなと思っています。またいろいろな意見が出

ると思いますので、そこをお願いしたいと思って

います。 

本郷地域がある都心地域は国際的な商業地域と

いってもですね、私は 4階建ての事務所兼住宅な

のですが、斜線制限があっても、ほとんどセット

バックするか、本当は垂直に建てたかったんです

が、南と北側は斜線で斜めになっています。それ

で、国際的な商業地域と言っていますが、私にと

ってはふざけんなと思っています。理由は 3.11

以降たくさんのマンションが建ち、ワンルームも

高くして欲しいという意見があります。 

その中で皆さんにご理解していただくための制

限値を平成 22年度から検討してきました。その

結果の１つとして、幹線道路沿いについては指定

容積率が活用できる高さを基本とした制限値と

し、逆に住居系用途地域の一部では、少し厳しい

17ｍという制限値を設定しています。 

なお、今後のスケジュールとしては、12月頃に

都市計画案の縦覧を行う予定ですので、そちらで

計画案を確認いただければと思います。 
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建ち、商業テナントビルも建ちました。ほとんど

3年・4年、空き室が多くて、全然まちが活性し

ていないんじゃないかと。人が入らないんです

ね。私も 3.11 以降苦労したんですけれどもね、

他の立派なビルをお持ちの方がいて話をすると、

諦めていると、会議室にでもしようかと。そのぐ

らい、空き室が多いし、新築のビルや新築のワン

ルームもたくさん増えてきたので、ワンルームマ

ンションといっても、新築だと埋まるのですが、

もう 4･5年建っているようなところですと、かな

り安くしないと埋まらないような状態なんです

ね。まちが決して活性化しているとは思えない

し、もう一つは人口が増えることはまちの活性化

ともなるとは思うのですが、衣食住の生活の基盤

となるスーパーや食べ物屋さんだとかがなくな

ってきているんです。そういう方が後継者不足だ

とか、高齢化によって売られて、その地権者だっ

たらもう少し考えた使い方をするのではないか

と思うのですが、見知らぬディベロッパーで転売

が目的でバンと建てられると、そうなると住民感

情を逆なでして紛争になると。もちろん高さの話

とかそういう話し合いをしないと分からないの

ですが、私はできるだけ、そういった状況にはし

ていただきたくない、ということです。説明は分

かります。ただ、50ｍにしろ 60ｍにしろ、10ｍも

上がって、ディベロッパーにとっては敷地の面積

と容積率を消化して 59.8ｍでも構わないという

話になってしまいます。それによって、北側の道

路の幅によっては、それこそ日影が増えてしまっ

ているような、3・4階建ての方が日影になってし

まう。あともう一点は、マンションの 7・8階の

住民の方の目の前に高いマンションが建ってし

まうと、その方たちの資産価値も減ってしまうん

ですね。だから、○○や○○はもう売りに出して

いますし、かなりワンルームでも埋まらないお部

屋があります。そういう現状を考えて、マンショ

ン活性化ということも含めて、あまり高い建物が

建つとそういう功罪があるということだけは釘

を刺しておきます。 

51 その他 ○○と申します。お恥ずかしながらこのような話

を最近知りまして、逆に皆さんは長くこのような

絶対高さ制限は、都市計画法に基づく都市計画と

して定めるものです。 
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お話をご存知のようで、とても基本的な質問で申

し訳ございません。大きく２つあります。１つは、

これは条例なんですか。そもそもあまり行政の話

は良く分からないのですが、どなたが決めて、ど

のように進んで行くのか、すみません、事前の予

習も何もしなかった私がいけないのですが、条例

なのかどうか、ということと、都市計画審議会と

いうところが決める権限があるのか、それともい

まご説明されている文京区の都市計画課が決め

る権限があるのかお伺いしたいのですが。 

都市計画は都市の将来の姿を決定するものであ

り、区民の生活に大きな影響を及ぼします。この

ため、都市計画を定めるときは、行政機関だけで

判断するのではなく、学識経験者や議会の議員、

関係する機関、区民委員等の調査審議を経て区長

が決定することとなっています。 

そのため、都市計画を決める権限は区長が持って

います。 

  その他 都市計画審議会のメンバーの方はどのようにし

て選ばれているのでしょうか。 

具体的に（人数等）教えて戴けますか。 

半分くらいは区役所の方なのですね。審議会の幹

事、都市計画審議会幹事名簿、企画政策部長さん

というのは、 

議員７名以内ということで、警察署長さんや消防

署長さんとかが入られて、実際に住んでいらっし

ゃらない方も議論に入って、そういう方々がこれ

を決めていかれている、ということなんですね。 

質問が長くて申し訳ないのですが、学識経験者の

方が、失礼なお答えもあるということでしたが、

これらの方々を選ばれたのは誰なのでしょう。 

色々な組織で、学識経験者というのは、非常に体

のいい使い方かもしれませんが、区の方が探し

て、もしかすると区に都合のいい方がメンバーに

なられているということなのでしょうか。 

つまりオープンにはなるのですが、この方々が決

める決定権を持っているという訳ですよね。 

投票権ということで投票で決まるのか、全員が賛

成するまで話が続くのかというはあると思いま

すが。 

都市計画審議会については、設置要綱において人

数や構成等が定められています。現在は、学識経

験者が 3名、区議会議員が 6名、関係行政機関（警

察・消防・東京都）3名、区民 3名の構成となっ

ています。 

都市計画は都市の将来の姿を決定するものであ

り、区民の生活に大きな影響を及ぼします。この

ため、都市計画を定めるときは、行政機関だけで

判断するのではなく、学識経験者や議会の議員、

関係する機関等の調査審議を経て決定すること

となっています。 

学識経験者は、区からお願いをして協力していた

だくことになっていますが、文京区の考えに対し

て公平に審議することを目的としています。都市

計画審議会は決定機関ではなく、審議をする場で

あり、都市計画の決定は区長が行います。そのた

め、審議会では投票等は行いません。 

  既存 

不適格 

特例 

このことが施行された場合、既存不適格建築物と

いうのはこの地図のなかに現状何割ぐらいある

のでしょうか。 

文京区内には建物が約 4万棟あり、今回の制限に

より既存不適格建築物になると考えられる建物

は約 500棟、約 1.2％と想定しています。ただし、

調査後に建替えをしている建物もあるため、棟数

については変動する可能性があります。 

  既存 

不適格 

特例 

その（既存不適格となる）500棟の方々はみなさ

んこの主旨に賛同されて、いいですよと賛成意見

を述べていらっしゃるのですかね。 

絶対高さ制限の高度地区の指定にともない「既存

不適格建築物」となる可能性がある建物の所有者

に対しては、第 4次素案時と同様に、事前に郵送
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等にて建物所有者に対して、①「既存不適格建築

物」になる可能性があること、② 既存不適格建

築物の建替えの特例の説明、③ 都市計画原案の

説明会の開催について、の３点について周知の徹

底を図ることとしました。 

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計画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。賛否については、確認していません。 

  意見集約 

周知 

第４次で（既存不適格になる可能性がある旨の通

知を）出されたというのは、それ以前には出され

ていなくて、第４次になってそれを郵送された、

決まる直前になってというのは何か意図はある

のでしょうか。 

「既存不適格建築物」となる可能性がある建物の

所有者に対する周知については、第 3次素案にお

いて制限値が確定しつつあると判断し、第 4次素

案時から行いました。それまでは素案ごとに制限

値の変更を続けており、その状況で「既存不適格

建築物」となる可能性を周知することは適切では

ないと判断しました。 

52 規制値 小日向の１丁目、２丁目、３丁目というのは、同

じではないかと思っていたのですが、どうして３

丁目だけが緑になっているのか。３丁目の方も今

地震が多いので、火が出たら大変ということもあ

りますし、なんでここ小日向３丁目のところが緑

になっているのか。ということと、住宅地域にな

る前に建てたマンションが有りますけれども、や

はり高い方にならすのではなく、小日向３丁目も

10ｍでいいのではないかなと思っていたのです

が。どうして３丁目だけが 14ｍになっているので

しょうか。 

小日向１丁目、２丁目の 10ｍとなっている区域

は、第一種低層住居専用地域となっており、現在

すでに 10ｍの高さ制限が掛けられている地域と

なります。それに対して 14ｍとなっている小日

向３丁目は、第一種中高層住居専用地域（指定容

積率 200％）の区域となっており、10ｍの区域と

は異なる用途地域なっていることから、制限値も

異なるものとなっています。 

小日向地区の 14ｍの区域は、原則値の算出方式

に当てはめると 15ｍとなりますが、区域のまち

並みの実状は高くても 4階建てまでであること

や、10ｍの区域と地域的・地形的に連続している

などの理由から 14ｍとしています。制限値は指

定容積率が活用できることを前提としているた

め 14ｍの制限が妥当と考えています。 

  規制 

方針 

先程質問した○○ですが、先程の質問の中で１つ

お応えいただいていないのが、ブルーの高度地区

の制定について、再開発が行われると言っていま

したが、どういう形でやれば制定されるのか、こ

のいわゆる再開発の行為のなかで、都市計画審議

高度利用地区は都市計画で定められるものであ

り、整備により市街地環境の改善に寄与する等の

指定基準に準じたものであることが求められま

す。例えば音羽地区では、音羽通りの拡幅整備と

あわせ、木造密集市街地の解消という地域課題の
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会がどういう関わり方をしているのか。この地区

だけがずっと残るというは、どうも私は都市計画

的に合点がいかなくて、結局ここで得られたメリ

ットが捨てられないと。ということは、長い将来

を考えるとこの部分が老朽化して建て替える以

前ではなくなる気がしているんですよね。それは

やはり長い目で都市計画を考える。再開発という

ことですからかなり大きな建物だと思うんです

ね。これはぜひ 20年 30年、もっと 50年を踏ま

えて、こういう建物が新しく活性化するような都

市計画の誘導というものを考えて戴いたほうが

いいと思います。 

再開発をしていけば、どういう形で高さ制限を免

れるという言い方はおかしいですが、先ほどのイ

ンセンティブを与える、担保するものがあるとい

うことは、都市計画の中で全体的な良さを出して

いかなきゃいけない。やはり公平性というものも

１つの要素だと思いますので、今回決める高さ制

限と再開発の中で決めていく高さというのは、連

動していかなければならないのではないかとい

う気がしています。 

改善及び地域住民の方々の生活再建を目的とし

て進められた事業でした。後楽 2丁目についても

同様に木造密集市街地を改善しながら、道路等の

基盤整備を伴いながら整備を進めたものです。そ

の中で公開空地や通路は地区施設として都市計

画に位置づけられることで、所有権を持っていて

も、建替え時にそこに建物を建てる等の行為がで

きません。このような厳しい基準に沿った整備を

行うことにより容積率の緩和等を受けた事業と

なっています。 

  その他 今現在、新しく再開発事業をするという計画はこ

の文京区の中にはないのですか。 

都市計画決定されていて現在事業中のものは、春

日・後楽園駅前地区があります。その他の地区は

全て完了しています。 

  規制 

方針 

今後新しく再開発事業にされるときには、施行さ

れる高さ制限の中に建つ場合でも、再開発事業の

中で高さを決めるという理解でいいのですか。 

その時には都市計画審議会は介入するのですか。 

再開発事業により高度利用地区を定める場合は、

都市計画で定めるため、今回の絶対高さ制限の適

用除外となります。ただし、整備により市街地環

境の改善に寄与する等の指定基準に準じたもの

であることが求められます。 

また、高度利用地区を定めるためには都市計画審

議会の審議及び答申をいただいたうえで区長が

決定することになります。 

53 規制 

方針 

○○と申します。前回都合で参加できなかったの

ですが、１回目から３回目まで参加させていただ

いて、今日はあまりおいでになっていないようで

すが、その３回ではお出しになったこの案につい

て、高さ制限という名前はついていますが、制限

ではなくて不制限とはいいませんが、高さを奨励

しているのではないかという意見が多かったと

思うんですね。それで、特に高さが緩和されたと

これまでは敷地を統合することにより、周辺市街

地から過度に高さが突出した建築物が出現し、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。今回の規制はこのようなケースを抑制する

ことを目的の１つとしており、敷地が大きい場合

でも、特例を活用しない限り制限値以下の建物し

か建てることができない絶対型の高度地区を定
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ころに住んでいる方は、今の状態よりも緩めない

でほしいという意見が多かったと思うんです。今

日はそういう方たちはもう諦めて参加されてい

ないんだと思うんですね。そういうことについて

は、今日の説明ではまったく反映されていなかっ

たと思う。それと、３回目まで出た時には、東京

都と協議されて、その前にみなさんが出してい

た、もっと低く抑えてほしいという、ほんの一部

低くなったところもあったと思うのですが、そう

いうものもまた高く、というかそういう方向で決

められた案が確か出されたと思うのですが、その

時多くの方が東京都の方に合わせるのではなく

て、私達の意見を聞いてほしい、住み続けていき

たいんだということで、多くの方が発言したと思

うのですが、その事はいったいどうなったのでし

ょうか。 

めるものです。 

具体的には、指定容積率が活用できる高さを満た

すことを条件として、都市計画法で定められた容

積率や建ぺい率、用途地域等の客観的なデータを

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。 

今回の規制は、これまでの規制に新たに加えるも

のであり、これまでの規制を緩和するものではな

いということを重ねて説明させていただきます。 

  規制 

方針 

今年６月から７月にかけて風が強く吹いた時も

多かったと思うんですね。マンションが多く建っ

たということもあって、このところビル風が以前

に比べてすごく強かったです。傘もさせないとい

うか、雨がちょっと吹けば、巻き込まれたような

降り方。それから、夏になると、非常に暑かった

という事もあり、照り返しも強くなりましたし、

熱がこもる。以前より強く感じるということで、

やっぱり高い建物が建ったせいでしかないんじ

ゃないかと。以前と違うことはそういうことなん

でしょうね。それと、この近所の 10から 15階建

てのマンションも増えましたけれども、マンショ

ンは増えたけれども、個人商店がコンビニ以外は

何もなくなってしまった。ということで、はじめ

に語られていた良好な住宅環境とおっしゃいま

したっけ、それが生活していく上で必要なものが

手に入らないところが良好な住宅なのでしょう

か。すごく疑問に思います。商店がない、モノを

買おうと思えば、通販で買うしかない。足腰も弱

くなってきますからね。それから、文京区全体と

してお風呂屋さんが減っていますよね。この近く

にもお風呂屋さんがあったのですが、なくなって

マンションが建った。ということで、昔の住宅は

お風呂屋が近いからお風呂をつくらなかったと

いうところも多いわけで、バスに乗ってお風呂屋

良好な住環境、まちづくりのためには様々な視点

から進めていく必要があるものと考えています。

今回は建物高さに関する規制であり、ビル風や空

き家対策等についての規制は別途検討すべきも

のと考えます。 
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さんにいって、冬になれば、帰ってくるまでに覚

めちゃって風をひきますよね。良好な住宅という

のは何なのでしょうかね。それから、国の統計か

らいくと、人口が減少している。それなのに、高

い建物ばかり建ててどうなのでしょう。先程もお

話があったように、ワンルームマンションも空き

室が増えていると。どのビルでも埋まらないとこ

ろがある。ですから、今の住宅を良好なストック

にしていく。それから、個人的な要望ですが、で

きれば空いているような住宅を区が区営住宅と

して買い上げて、リフォームして適正な家賃で、

お家のない人もたくさんいるわけですから、そう

いう方向でやっていただけないのでしょうか。私

は是非そうしてほしいと思います。 

  その他 容積率や建ぺい率を決めた大元は建築基準法で

すよね。その２つについては、法律が出来てから

一度も変えられていない、というふうに伺ってい

るのですが、文京区が発信して、そういうものを

変えていいのではないかと思いますよ。今の法

律、それから今日の説明が非常にいいものだとは

とても思えません。 

容積率や建ぺい率は都市計画法に基づき都市計

画として定められているものです。以前は定期的

に都市計画の内容について見直しを行ったいま

したが、現在は、変える場合は地域のまちづくり

の中で、地区計画を活用しながら変えていくとい

う方針になっています。 

  その他 東京都の高度地区の協議は、我々近隣商業地域の

ところは一方的に決められているじゃないです

か。地区計画の話なんかないですよ。その説明は

一般的なものであって、私はその説明はあなた方

から受けると時には地区計画地区計画といって、

一方的に東京都の方から決められているではな

いですか。高度地区高度地区といって。そういう

ところに住民は参加できなかったんですよ。町会

からもそのような話はなかったですし、○○から

もそのような話はなかったですし。その説明は分

かります。だけど、私はそれには納得しません。

100年前から住んでいますから、もっと穏やかな

良いまちだったのが、だんだん破壊されてきて、

住みづらくなっていますよ。 

この高さ制限は第 1次素案から第 4次素案まで区

民の皆さんと話し合って決めてきたものです。説

明会等において出された意見に対して、地域特性

を考慮して厳しい制限値にすることが適当と判

断したものは皆さんの意見を反映しながら第 3

次素案まで作成してきました。 

低くして欲しいという意見がある一方で、逆の意

見を持たれる方もいるので、その辺りを丁寧に説

明を行いながら進めてきたものです。 

東京都との協議については、第 3次素案において

制限値の案が確定したことから、都市計画法第

19条に基づいて事前協議を行いました。東京都

との調整は、広域的な視点と東京都が定めた都市

計画との整合性という 2点から協議を行うこと

になっています。そのため東京都が指定している

指定容積率や指定建ぺい率、用途地域等との整合

性を図るため、制限値の一部について修正を行い

ました。その結果を第 4次素案としてとりまと

め、今回都市計画原案としたものです。 
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54 規制値 ○○です。３点ほど伺いたいのですが、まず、白

山通りのちょうど白山５丁目と白山４丁目の間

で 31ｍという規制になっておりますが、制限値の

考え方というのを照らし合わせると、28.5ｍにな

るんじゃないかと思うんですね。それと、商業的

なビルも建てられるようにと、それで 31ｍにした

と聞こえたのですが、28.5ｍだと、四捨五入して

も 29ｍ、29ｍと 31ｍだと差は２ｍありますから、

その根拠を教えてください。 

ご指摘のエリアは、商業地域・指定容積率 400％・

指定建ぺい率 80％ですので、以下の算出に従い

制限値を設定しています。 

（400÷80）☓1.5☓4.0＋1.1＝31.1ｍ→31ｍ 

  その他 ２つ目ですが、審議会の方で、非常に失礼な発言

があったということをお聞きしましたが、その発

言をした有識者というのはどこの大学の何学部

の先生なのですか。教えていただきたいのです

が。 

ご質問の都市計画審議会における発言内容につ

いては、文京区ホームページにおいて後日議事録

が掲載される予定となっていますので、そちらを

ご確認いただければと思います。 

  既存 

不適格 

特例 

既存不適格建築物で２回目は高さ制限内で建て

直さなければなりませんが、その建て直しの時

に、建ぺい率などを多少緩和していただかない

と、いま住んでいる住民がそのまま住むというこ

とは難しくなると思うのですが、そのような緩和

をする予定はありますか。緩和しないのであれ

ば、既存不適格に住んでいる 4･5階の人達は、出

ていかなければならないということになります。

その辺りの緩和等についてはどうお考えなので

しょうか。 

既存不適格の建て替えの特例については、新たな

規制が、生活や仕事の場を直ちに奪うことにつな

がるのは、適切ではないと判断し、設定しました。

将来的には良好なまち並み景観を形成したいと

考えており、将来計画においては、絶対高さ制限

内の建築計画となることを誘導していくため、大

規模敷地の特例等の他の特例の適用が困難なこ

と、絶対高さ制限を超える部分の形状や規模が現

建物と同程度であることなどの条件が認められ

れば現建物の高さを上回らない範囲内で１回の

建替えを認める特例としています。 

２回目の建替え時における緩和等は考えていま

せん。今回定める制限値は、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とすること

を基本的な考え方としていますので、制限値内に

建物高さを抑えていただく必要があります。 

  既存 

不適格 

特例 

私は、今マンションに住んでいて、ちょうど 31

ｍと 22ｍの境になりますから、そうすると一番上

の８階部分だけが、既存不適格のものになりま

す。にも関わらず、私はこれまでずっとこの説明

会とか、全部出させていただいて、日照権を奪わ

れるのはやはり間違いだからということで、マン

ションに住んでいる人間としては珍しいと思う

のですが、もっと規制を低くした方がいいという

ような一貫した意見を述べてきたのですが、しか

し、第４次素案と今回と変更がないということ

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。

将来的には良好なまち並み景観を形成したいと

考えており、将来計画においては、絶対高さ制限

内の建築計画となることを誘導していくため、大

規模敷地の特例等の他の特例の適用が困難なこ

と、絶対高さ制限を超える部分の形状や規模が現

建物と同程度であることなどの条件が認められ

れば現建物の高さを上回らない範囲内で一回の
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で、区の方はたぶん強硬にこの数値は変えないと

いうような気持ちでいらっしゃると思います。そ

うした場合に、今度私の不適格の場合は、1･2軒

で済むのですが、これが 10軒以上あるような既

存不適格のマンションに住んでいる人は出て行

けと言われているように解釈されていても、それ

は仕方がないことだと思いますが、そのことに関

して、区の方で何かアイデアとか、そういうもの

はありませんか。 

建替えを認める特例としています。 

今回定める制限値は、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とすることを基本

的な考え方としています。そのため、１回目の建

替えから建築計画等の工夫により少しでも制限

値に近づけるようお願いしていく予定です。 

時間はかかるかもしれませんが、将来的に良好な

まち並み景観を形成することにより、まちの新た

な価値を生み出すことを期待するものです。 

具体的な内容については、個別にお問い合わせい

ただければお答えさせていただきます。 

  規制 

方針 

私は自分の経験から、両方の気持ちが分かるんで

すね。東京都の再開発計画で、地区全部東京都に

買い取られて、もともと住んでいた家の分も、金

は出すから、だから自分の引越し先は自分で見つ

けろというような形で、自分の故郷を追い出され

ています。今こちらに住んで、マンションに住ん

でいますが、不運にもこうなってしまいました。

だから、私は両方の意見、気持ちが分かるんです

ね。その両方をうまく、両方の意見を取り入るよ

うな制度を作るのはやはり非常に難しいとは思

いますが、ただやはり、一番すべての人が心配を

しているところ、一番重要なところが解消されて

いないというのが、私の今の感想です。なので、

そこのところを、低ければ戸建ての方々が住みや

すくなりますし、今現在不適格のところになって

しまう方々も、また不適格のマンションになるよ

うなところに住んでいる人達は、ここでもって逆

に声を上げれば良かったのかもしれませんが、１

回建て直しが可能となると、じゃあ 1･2年のうち

に建ったものに関しては、100年くらいはそのま

ま住めるじゃないかと。100年経てば自分たちは

死んじゃうから、そんなの関係ないや、と思って

しまって自分たちの事として身近に考えていな

い人が多いんですね。それはその人達の責任であ

るから、その人達が後でどういう嫌な思いをして

も、それはもう自業自得だと思います。でも、や

はりそういう意味では、先程ダイレクトメールを

送ったと言っていましたが、うちにはダイレクト

メールが来ていませんし、ちょっと周知徹底が曖

昧なのではないかと思いますし、高さに関しては

絶対高さ制限については、不必要から厳しい制限

まで、幅広い意見が出される内容を含んでいると

考えております。現在のまち並みを見ると制限値

が高すぎるという意見がある一方で、自分たちの

マンションが既存不適格になる、あるいは自分た

ちの資産を活用して建物を建てたいのでもっと

高くして欲しいという意見があります。 

その中で皆さんにご理解していただくための制

限値を平成 22年度から検討してきました。その

結果の１つとして、幹線道路沿いについては指定

容積率が活用できる高さを基本とした制限値と

し、逆に住居系用途地域の一部では、少し厳しい

17ｍという制限値を設定しています。 

既存不適格の建て替えの特例については、新たな

規制が、生活や仕事の場を直ちに奪うことにつな

がるのは、適切ではないと判断し、設定しました。

将来的には良好なまち並み景観を形成したいと

考えており、将来計画においては、絶対高さ制限

内の建築計画となることを誘導していくため、大

規模敷地の特例等の他の特例の適用が困難なこ

と、絶対高さ制限を超える部分の形状や規模が現

建物と同程度であることなどの条件が認められ

れば現建物の高さを上回らない範囲内で一回の

建替えを認める特例としています。 

また、紛争の原因は様々な要因があると考えてお

ります。この制限によって紛争が全くなくなると

は考えていませんが、高さに関係する紛争におい

ては一定、減少すると考えています。また、高さ

（階数）のみを争点とした協議ではなく、緑化や

プライバシーへの配慮等、周辺住民に配慮した計
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あと 20年のマスタープランを目指してこういう

ものを考えてという事なのかもしれませんが、実

際に今計画しているまち並みになるのは 100年く

らい先になると思うんです。100年くらい先のこ

とをどれくらい将来を見通して区の方々がやっ

ているのか、ということがこちらには伝わってこ

ないので、これが決まったとしても色々な問題だ

とか、マンションがまた建つといったときには、

それなりに周りの方々との争いなどはあると思

います。マンションが建つとそのマンションは上

から部屋の中を見られるから嫌だと言うような

住民のことを思って、マンション側のベランダに

何か目隠しのようなものを取り付けるというよ

うなことはしません。もともと長く住んでいる住

民の方の窓を曇りガラスにしてくれとか、新しい

カーテンを買うようなお金を与えるからカーテ

ンを閉めればいいじゃないかとか、そういう非常

識なことを平気で言ってきて、結局はその通りに

なってしまっているところが多いんです。なの

で、こういう規制を新しく掛けるのであれば、新

しく建つマンションには必ず住民の方に迷惑を

かけたりしないように、自分のところで目隠しを

付けるだとか、そういうようなことを条例みたい

なかたちでやってもらえないと、住民とのいざこ

ざは無くならないと思います。そういう制度とい

うか条例というか、建てる側に何か工夫を施さな

くてはならないようなことを決めていただけた

ら有難いと思いますが、そのことは検討していた

だけるのでしょうか。 

画とする協議の場となることを期待しています。 

  規制 

方針 

その斡旋でうまくいかなくて、もともと住んでい

る住民の方に負担がかかっているんです。いくら

斡旋の方が一生懸命にやってもディベロッパー

というのは、建築基準法等を盾にして絶対お金の

掛かることはしませんから。そこのところをちゃ

んと区の力でもって住民も方に負担がいかない

ように条例だとかを作れるようにしてください、

というお願いです。だって、100年後ここにいる

人達全員生きていませんもの。本当に区の方が自

体が 100年後生きていらっしゃらないので、いま

一生懸命にやっているお仕事を、その後の方が引

き継いでそれを実現してくれるとは限らないと

これまでは敷地を統合することにより、周辺市街

地から過度に高さが突出した建築物が出現し、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。今回の規制はこのようなケースを抑制する

ことを目的の１つとしており、敷地が大きい場合

でも、特例を活用しない限り制限値以下の建物し

か建てることができない絶対型の高度地区を定

めるものです。 

今回の指定は都市計画に定めるものであるため、

変更等がない限り恒常的に規制が掛けられるこ

とになります。時間を掛けて区民の皆さまと共に
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いうか、そもそも見届けられませんから。 

制度の方をちゃんと整備したりして、ともかく新

しいマンションが建ったときにその元々住んで

いる住民が損をしたりその住民に負担がかかる

ということがないような、条例・制度を含めてち

ゃんと考えて下さい。 

良いまちづくりが進められるよう、今後とも努力

を続けていきたいと思います。 

55 規制 

方針 

○○ですが、そこに出ている制限値の考え方です

が、説明の時に指定容積率については駐車場とか

何かが生まれ変わっても、大きめにでると、それ

で建ぺい率については低めにでると解説しまし

たが、ということは、容積率を建ぺい率で割ると

いうことだから、大きく出るということですよ

ね。それは当然ですよね。それだったら、許容値

というものがありますが、1.3や 1.5とあります

が、１以下にしないといけないんじゃないです

か。むしろ高くするための制限値というか。その

ような計算じゃないですかそれは。 

制限値の算出に使用している「許容値」は、指定

容積率・指定建ぺい率から計算上得られる建物ボ

リュームと、実際に建っている建物ボリュームの

格差を是正する目的で設定しています。 

区内で建てられた直近５年間分の建物データを

基に算出したところ、住居系では、指定容積率よ

り約 1.19倍実際に建っている建物は大きいこと

が分かりました。同様に建ぺい率については、指

定建ぺい率の 0.97倍小さくなっていました。こ

れらの数値から計算して 1.3倍という数値を算

出しています。 

指定容積率÷指定建ぺい率で算出した数値より

も、実際の建物における容積率÷建ぺい率の数値

が大きいため、住居系では 1.3倍という数値を許

容値としています。 

  規制値 何回も参加しているわけではないので何ですが、

前回の時に説明したのがほとんど切り上げだっ

たということで、だいぶ多くの人からこれは何だ

という意見が出たと思うんですが、今日の説明会

というのは、それに対する前回からこういう点で

変わりましたという説明をするために、設けられ

ているのではないのですか。なんか、それについ

ては答えていなくて、蒸し返しのようなことが起

きている。初めて参加する人に対する説明のよう

な感じがしたんです。 

絶対高さ制限の素案は、第１次素案から第４次素

案、今回の都市計画原案と計５回の説明会を行っ

ており、各素案についての変更内容を説明会で説

明しているところです。説明会では、初めて参加

する方もいらっしゃるので、分かりやすい説明に

配慮しているところです。 

  規制値 前回、50ｍから 60ｍになったということで、それ

に対して意見が出たと思うのですが、それに対す

る努力した結果というか、都に要望してほしいと

いう意見もありましたが、その結果こうなりまし

たという今日の説明会なのではないのですか。 

本郷地域がある都心地域は、秋葉原や神田、大手

町と連続した、東京の中でも国際的な商業地域で

す。また商業地域、近隣商業地域が面的に拡がる

地域で、文京区都市マスタープランにおいて都心

型高層市街地を目指す地域として位置づけられ

ています。 

都心地域では、区画整理事業による基盤整備がな

され、商業系用途地域が中心となっている実態を

考慮し、地域全体を捉えて制限値を設定すること



71 

 

により、都心型高層市街地を中心とした市街地形

成を目指すことから、商業地域については、60

ｍ、70ｍに設定しました。容積率 400％の近隣商

業地域の区域については、制限値 45ｍの直近の

46ｍに設定することで、制限値の整理を図りまし

た。 

ただし、この数値は、この高さまで誘導するとい

うことではなく、敷地条件が整った場合において

も、この高さが上限ということであり、現状と同

様の敷地条件であれば、今のまち並みが大きく変

わることはありません。今回の規制は、これまで

の規制に新たに加えるものであり、これまでの規

制を緩和するものではありません。 

  規制値 （前回の意見を反映しなかったということは）区

民の意見を無視したということですね。 

この高さ制限は第 1次素案から第 4次素案、都市

計画原案まで区民の皆さんと話し合って決めて

きたものです。説明会等において出された意見に

対して、地域特性を考慮して厳しい制限値にする

ことが適当と判断したものは、皆さんの意見を反

映しながら都市計画原案まで作成してきました。 

低くして欲しいという意見がある一方で、逆の意

見を持たれる方もいるので、その辺りを丁寧に説

明を行いながら進めてきたものです。 

その中で意見がありながらも反映できないもの

については理由をしっかりと説明させていただ

いています。 

第 3次素案の時にも、３箇所ほど具体的に高さを

下げて欲しいとまとまったご意見が出たところ

がありました。しかし、都市計画的な視点から見

直しを検討した結果、変更しませんでした。意見

が多いから下げるということはできません。これ

とは逆に制限値を変えることが都市計画的にも

妥当と判断された指定容積率 200%の区域につい

ては、15ｍから 14ｍに見直しするなどして、こ

れまでもキャッチボールをしながら反映させて

いるものもあります。変更が可能なものは出来る

限り反映をさせますが、出来ないものは区の考え

として出来ないと明確にお伝えしているところ

です。 

56 規制 

方針 

先程○○さんがおっしゃっていたことで、答えた

のか答えていないのかよく耳に響かなかったの

これまでは敷地を統合することにより、周辺市街

地から過度に高さが突出した建築物が出現し、そ
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ですが、前回ここで出た皆さんのご意見を見てい

るのですが、「白山５丁目に住んでいる○○と申

します。お聞きしたいことが３点ばかりあるので

すが、１つずつお聞きしますので、お答えいただ

ければと思います。まず１つは先程から良好な住

環境を区民の皆さんへ、というようにおっしゃっ

ていますが、皆さんが考えている良好な住環境と

いうのは、具体的にどういうものを指しているの

でしょうか。」という質問をされたんです。そう

したら、その時に言っていたかどうかは分かりま

せんが、ここに区が公開したあなた方の答えは、

私は詭弁に近いなと思っているのですが、もうち

ょっと強く言って欲しかったなというのもある

し、非常に弱いんですね。あなた方の回答は「良

好な住環境の具体的な条件は主観的な判断も入

ることから場所等によって異なります。しかし、

これまで文京区で培ってきた歴史や文化、豊かな

緑などを総じて住環境と定義するとすれば、それ

は良好な住環境と言えると考えます。」と、言っ

ているのですが、これをパーっと読んで、ハイそ

うですかとはいかないんです。現実に自分達が住

んでいて、先程から何度もおっしゃっているよう

な周辺環境への配慮だとか、植樹したりして緑を

増やすという、その主旨は結構でございます。し

かし、私は良好な住環境とは何なのかということ

に対するあなた方の回答を考えて考察すれば、例

えば総合設計制度だとか区長の特例を使ったり

だとか、東京都との協議を経たとか、そういった

ことによって真ん中に建てればいいのに、敷地の

北側に高い建物を建て、南側に低い建物が建って

いるような○○のようなものが建つと、植樹や公

開空地は結構ですが、しかしそれによって日影が

広がるという事実を見たら、これが本当に良好な

住環境をつくった公益の学校法人だと言うこと

はできないです。 

都市計画部計画調整課で私の文京区に対する陳

情に対して、回答が来たんですが、読み上げます

と「○○の敷地は商業地域、指定容積率 600％の

地域であり、本件敷地を含む外堀通り沿道の商業

地域 600％、外堀通り、神田川と JR中央線に並行

している地域であり、高幅員の道路に面し、神田

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。今回の規制はこのようなケースを抑制する

ことを目的の１つとしており、敷地が大きい場合

でも、特例を活用しない限り制限値以下の建物し

か建てることができない絶対型の高度地区を定

めるものです。 

具体的には、指定容積率が活用できる高さを満た

すことを条件として、都市計画法で定められた容

積率や建ぺい率、用途地域等の客観的なデータを

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。 

今回の規制は、これまでの規制に新たに加えるも

のであり、これまでの規制を緩和するものではな

いということを重ねて説明させていただきます。 
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川や東京ドームシティのオープンスペースや緑、

高層の建物が建ち並んでいることから、地区の特

性等に応じて制限値を原則値よりも大きくする

区域としております。」と書いてあるんですね。

こういうふうにサラっと書かれても、少なくとも

50年近く住んでいる私にとっては、高層の建物が

自分が子供の頃から建っていたというわけでは

ないので、いきなり突出した建物ができたな、っ

て言ったらそうでもないんですね。じゃあ、高層

の建物というのは、他の区民の方もおっしゃって

いましたし、マンションに住んでいる方もいらっ

しゃいましたが、自分のところのマンションが既

存不適格建築物に位置づけられたり、その高層の

建物が既に建ち並んでいるから地区の特性がで

きたのか。私は、ハイそうですかとは言えないん

ですよ。もうちょっと色々な現場を見てくれとい

う話ですよね。確かに高幅員の道路に面すれば、

それだけ高い建物が建ちやすくなりますが、それ

が区道に挟まれるのと区道に挟まれていないの

とでは全然違うんですよ。そこで、こういったあ

なた方の説明のとおりに考えるとするならば、文

京区の都市マスタープランと今現在このように

絶対高さ制限を定める高度地区の第３次素案か

ら第４次素案になったと、東京都の協議の結果高

くなっていったというふうにしか私は考えられ

ないんです。それを、ある程度そういった説明も

やむを得ないなというのは分かりますが、私はも

ともと都市マスタープランの時から参加してい

ますとね。本当に住みやすい、住み続けたい文京

区になるのかなということで色々な意見を書い

たり、色々な話を聞いたりして、納得したところ

もあれば、これはまだずっと考えていかなければ

ならないな、という疑問を持って、問題意識を持

って毎回仕事の後に来ているのですが、大変この

第３次素案から第４次素案の方にご理解くださ

いと言われても、住んでいる生活者の観点からい

うと、本当に住みやすいまちにはならないんじゃ

ないかと思っております。あとは、個々の皆さま

が、この通り絶対高さ制限を定めることによって

近隣紛争を少しでもなくす、良好な住環境を保て

るのかどうかをやはり区民の観点から見ていか
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なければならないと思っております。少なくとも

私は、結論としては、第４次素案のままで決まっ

ていることに対して大変失望しておりますし、今

後も異議を唱えていきたいと思っております。 
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⑤ 9 月 11 日（水）アカデミー茗谷 

No. 分類 ご意見・ご質問 区の考え方 

57 その他 湯島の○○です。説明が長かったので、頭に入っ

ていないかもしれませんが、客観的に話をしま

す。この計画の段階で決まったものもあると思う

ので、あくまで参加なのですが、文京に 50年住

んでいます。家にも本郷２丁目に娘が住んでいる

とか、何をお願いしたいかというと、道路計画の

中で、固定資産税の、例えば正面に高い建物が建

つと、そのすぐ角から２軒目はセットバックした

とか、あまり高くならないとか、そういう固定資

産税との兼ね合いというか、そういう事を考えて

計画しているのか、高くなる人が良いけど、影に

なる人、住宅兼商業とかあるわけだけど、そうい

う関係の計画はどうなっているのかが１点。固定

資産税を超えることで裏の人は安くするよとか、

例えば、日照権の問題とか、セットバックになっ

ても、私も参考にハワイとか見ていますと、ハワ

イは綺麗ですよね。綺麗でこれに関係ないかもし

れないけど、ビルの色もホワイトとかアイボリー

とか、高いけど高くない感じがするというか、違

和感がないというか、自然界、環境とか入れて計

画したのか。実際工場がきたとしても住宅に住ん

でいるわけですから、その辺の、逆に言えば裏の

ほうを高くして、表を例えば 10階なら 10階で統

一して、どこから見ても綺麗な、そうすると真ん

中は見通しをきくとか、全部はそうはならないで

すけど、こういう道路ですから。・・・・・そう

いう話も客観的なのですが、計画の中に入ってい

るのかなとか、そうすれば、先ほど言った同じ土

地でも税金が取られるなど、そうふうになると不

服の問題、確かにあなたたちが計画しているのは

分かるのですけれども、やはり文京としてこうい

う考えだと、東京としてこういう考えというもの

がラップするところがあると良いんだよね。例え

ば先ほど言った色を何色にしますとか、上の方は

セットバックすれば確かに日は当たるかもしれ

ない。でもどっちにいっても下の方は当たらない

ですよ。でしたら、経済的にも国の税金の面でも、

要するにこういう住宅と工場みたいなものをセ

ットバックをやめてしまって、それよりも平らに

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。現在のまち並みを見ると制限値

が高すぎるという意見がある一方で、自分たちの

マンションが既存不適格になる、あるいは自分た

ちの資産を活用して建物を建てたいのでもっと

高くして欲しいという意見があります。その中で

皆さんにご理解していただくための制限値を平

成 22年度から検討してきました。 

今回の高さ制限の目的は、①良好なまち並みを形

成する、②近隣紛争の防止を図る、③良好な住環

境を保全することとしており、税制措置や景観に

ついては別途検討すべき課題と考えています。 
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して面積を広くして住みやすいようにした方が

良いんじゃないか。どうも綺麗じゃないというよ

うな事を１点。 

  その他 例えば、道路は要するにここに春日通りがありま

すよね、それで春日通りの場合、文京に私は半世

紀にわたり住んでいるのですけれども、あまりに

も道路が車道というか、何年までにやるとか、こ

ういうふうにやるとかという目標が、これは東京

都の問題かもしれないけれど、そういう綺麗なま

ちを計画して、今度オリンピックも来ることだか

ら、やはりお願いしたいなと思います。 

それぞれの都市計画道路の事業は、目標を定めて

着実に進めているところです。例えば不忍通りの

電線類地中化や目白周辺のトンネル工事等、少し

ずつではありますが整備を進めています。 

  その他 この道路を拡張すると計画している、湯島にいる

のだけど、第１・第３とか、お金の問題とかある

わけだから、大きな交差点だけね、例えば 100ｍ

とか、ちょっとやってみてこうだよとか、地域の

人は・・・とか、そういう問題を早く知らせても

らった方がいいという人がいるんだよね。そうす

るとそういう 30年間、韓国なんか 20年くらいで

ある程度こういう事をしている。もう一つは不忍

池の問題なんだけれども、私は 70何歳なのです

が、根津小に行っているのですよ。シルバー人材

で。そういう人が、不忍池の道路の、東京都の道

路に車がぶつからないように歩道がありますよ

ね、20ｃｍぐらいの高さの。そこに植木があるの

ですが、その植木にすごく高いのと低いのがあ

る。子どもが歩いて危ないというか、子どもが帰

らなくて見えないのですね、そうすると、あれは

植木もそれに合わせて花とかにするとか、管理を

地域の人にやらすとか、町会とか、１日１度管理

するとか、もちろん簡単に切れない場合は警察を

通して危ないと言うとか、信号もあまりにも汚い

よね。汚いって失礼なんだけれども、そういうの

を統一して、せっかく計画して、区の問題じゃな

いかもしれないけど、何かありましたらそういう

意見としてよろしくお願いします。 

今回の高さ制限の目的は、①良好なまち並みを形

成する、②近隣紛争の防止を図る、③良好な住環

境を保全することとしており、道路整備や維持管

理等については別途検討すべき課題と考えてい

ます。 

58 その他 本郷４丁目の○○でございます。この度高さを設

定するに当たって、３つの目的があるということ

で説明されています。私もこの３つを噛み砕いて

色々と検討してみました。しかしまだ１つ欠けて

いるのではないかという感じがするんですね。や

っぱり文京区として非常に、他の区あるいは郊外

文京区は、ご意見をいただいた、散歩していて歩

きやすいような、文京区の魅力をより高めるよう

なまちづくりを進めるべきと考えています。まち

づくりは１つの施策のみで実現できるものでは

なく、建物の高さや景観、道路整備等が総合的に

組み合わせることにより実現していくものと考
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から住みたいという人が多いのではないかと思

います。人口増を図るがために、こういう方法を

とったのではないかということが隠れているん

じゃないかと思っています。道路だとかインフラ

関係は全然整理しないで、それで建物の高さだけ

云々言っていても環境保全にならないのですよ。

この最後の所に少し書いていますよね。壁面後退

だとか、あと植栽のことは全然触れていませんけ

れども、これは世界のどこをとっても、パリだと

かアメリカにしても必ず高い建物を建てるとき

には、壁面後退を考えて、その後退をした所に植

栽をするという、日本でも随分実施されています

よ。代々木だとか新宿区辺りでは随分やっていま

す。文京区は遅れているんじゃないかと私は思っ

ています。それの１つの理由が、地区計画ってい

うのが３箇所ありますね。茗荷谷にしても、あれ

だけの開発をして大きい高層マンションの車寄

せの１つもないのですよ。道路からのアプローチ

が取れないのです。そんなの敷地の中でとれば良

いのですよ。それを全然無視して権利関係の調整

でおそらくやったのではないかと思うのです。そ

れから植栽が非常に少ないですよね、あれだけの

建物が建って。環境保全なんて言葉で言っている

けど実際はやっていないのですよ。後楽園の方も

そうです。これからシビックセンターの前の開発

をやるようになっているようですけれども、これ

が反対運動が起こってテレビにまで出ていまし

たけれども、それがどうなっているのか全然説明

がないですね。白山通りに面して幅約 80ｍ、高さ

150ｍ、そんな共同住宅、１・２階は店舗になる

のでしょうけれども、そういう歩道から 80ｃｍく

らいバックして 150ｍの建物を建てようとしてい

たらしいですね。それを反対者の方から私の方に

来たんですよ。それが今どうなっているのかなと

いう感じです。全然公表されていませんよ。これ

は今の都市計画審議会の会長をやっている市川

さんという明治大学の都市計画の関係をやって

います。この人は 20代の頃我々の友人がカナダ

のトロント大学で一緒だったんですよ。それでこ

れから日本をこう作ろうと言ってみんなで別れ

て、それが文京区の都市計画審議会の会長をやっ

えます。 

これまでは敷地を統合することにより、周辺市街

地から過度に高さが突出した建築物が出現し、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。今回の規制はこのようなケースを抑制する

ことを目的の１つとしており、敷地が大きい場合

でも、特例を活用しない限り制限値以下の建物し

か建てることができない絶対型の高度地区を定

めるものです。 

具体的には、指定容積率が活用できる高さを満た

すことを条件として、都市計画法で定められた容

積率や建ぺい率、用途地域等の客観的なデータを

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。 

今回の規制は、これまでの規制に新たに加えるも

のであり、これまでの規制を緩和するものではあ

りません。 

また、植栽については、特例における基準では設

けていますが、一般の制限には入れていません。

植栽ついては、みどり公園課において緑化計画の

基準を設けており、一定規模以上の開発の場合は

必要な緑量を確保しなければいけないことにな

っています。なお、絶対高さ制限の特例において

設定している緑化基準は、このみどり公園課の基

準を参考としており、公共施設並みの緑化を求め

るものになっています。 

春日・後楽園駅前再開発事業については、現在計

画の調整中ですので、計画がまとまれば区報等で

周知されると思います。 
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ているのですよ。文京区の区長はそこに行って勉

強しているというのですよね。そういう中で、こ

れだけ貧弱な計画をしていること自体が、特にこ

れからあそこの地域を、絶対発表してもらいたい

のですよ、どういう内容になるのか。聞く所によ

ると何か税金から 70億を導入しようとしている

と、これはちょっと私よく分かりませんで話で聞

いただけです。こういう事を私は非常に不満を持

っている一人です。これは良い機会だから、高さ

の事にあまり関係ない事もありますけれども、ぜ

ひここで話をさせてもらおうということで今日

望んだわけです。日本は、土地の個人所有という

のは本当にいろいろ形状がバラバラで、ここでス

カイラインを揃えようと言ったってできっこな

いのですよ。さっき課長が言っていましたけれど

も、住居系用途のところを３軒くらい一緒にして

箱状にしたら綺麗になるでしょなんて、これはマ

ンションを想定して言っているのではないかと

思うのですね。その辺が根本的に住み方が違うの

ではないかと思うのですね。個人所有の土地、

各々の建物に高さを決めてやる必要がない地域

が随分あるのではないかと思っているのですよ。

マンション奨励の地域にしようとしているので

はないかと感じました。それから、この 60ｍ・70

ｍの地域、この辺りも道路事情が非常に良くない

のですよ。だから壁面後退して歩道を歩いている

人が非常に良い都市だなと思って歩けるように、

最近は散歩している人も多いし、あるいは走って

いる人も多いわけですよ、まちの中を。そういう

人にね、もっと快適さを与えて欲しいの。それが

非常に表に出ていないのですよ。ただ人口増を図

るためにこういうことをやっているのではない

かなという。区長が来ていたらここで説明しても

らいたいなと思ったのですが。そのような事を非

常に感じています。目的をみた場合に。そういう

ことがいろいろありまして、これから私の意見が

どこまで通るか分かりませんけれども、これは市

川さんは私の後輩なので彼氏と会って色々話そ

うと思っても会わないんですよね。非常に私も 40

年からこの文京区に住んでいますけれどもね、会

わないなら会わないで良いんですけれどもね。と
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にかくそういうような人を審議会の会長にして、

区長はそこに行って勉強しているというんです

から。その結果がこれなんですよ。それだけは今

日言おうと思ってきましたから、区長まで通じる

ようにしておいてください。区議員にもちょっと

聞いてみますけれども。そこまで確認しようと思

っています。今度３カ所目の開発のこと、これは

みんな非常に反対をして、いろいろな問題があっ

たのですよ。税金をどんなに導入しているかとい

うことをみんな知らないと思うですよね。以上で

すけれども、高さのこと以外も入っていますけれ

ども、よろしくお願いします。 

  その他 あそこ（シビックセンター前の再開発地区）は最

後に残されたところですからね。私も非常に大事

にしているのですよ。文京区がかわいいしね。や

っぱり自分が 40年住んでいるわけですから。 

担当課にしっかり情報提供するよう申し伝えて

おきます。 

59 適用 

範囲 

設計事務所の者なのですが、質問があります。都

市計画審議会での審議・答申が１月から３月、現

在計画している、確認申請が出されていないもの

に対しては、どのような指導を行うのか、これを

見ますと告示日以降の工事着工云々については

絶対高さの制限を超えないということを書いて

いますが、それ以前の説明会の時に駆け込みの建

築確認申請については指導を行なうとありまし

たので、どのような指導を行うのか、あと時期的

なものも明確にしていただきたいと思います。 

区報特集号等に書かれている、平成 26年 1月以

降に予定されている都市計画審議会での審議・答

申の日程については、その前に行われる、都市計

画案の公告・縦覧の日程が前後する可能性があ

り、現段階では未定です。ただし、事業者の方・

設計事務所の方などの都合もありますので、告

示・施行の予定日については、都市計画案の公

告・縦覧の時期に明記したいと考えています。 

計画案の事前周知については、窓口等に来られる

方には、基本的にはこの制限値内で計画をしてい

ただくよう周知しているところです。現段階では

規制は始まっていませんので強制力はありませ

んが、制限値を超えた建物を建設する場合、その

建物は新築ですが既存不適格建築物になってし

まう旨をご案内しています。 

  適用 

範囲 

着工というのはどの時点をさしているのでしょ

うか。 

着工の定義は、杭基礎の建物の場合で、既成杭の

場合は、既成杭を打ち込んだ時、現場造成杭の場

合は、鉄筋を配筋した時となります。直接基礎の

場合は、根切りをして耐圧盤の配筋が完了した時

ということになります。なお、この定義は、文京

区の考えであり、他自治体も全て同じ定義という

ものではありません。 

60 規制 

方針 

これは都の方針とシンクロナイズしてこういう

高さ制限を、文京区だけではなくて他の区いくつ

文京区では、周辺から突出建築物により近隣紛争

が多発している状況をうけ、平成 23年に改定さ
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か一緒にこの方向性として出ていると思うので

すが、国等では、高さということよりは全体の老

朽化したマンションの建替えを促進するような

動きが今日も日経新聞に載っていましたが、そう

いった国がやろうとしている方向とちょっとそ

ぐわないものを感じるのですが、そこは例えば行

政として国と地方公共団体との考え方というの

はどのように説明ができているのか、その辺を教

えていただけますか。 

れた文京区都市マスタープランでは、建築物の高

さを適切に誘導し、秩序ある市街地形成を目指す

ための「建築物の高さに関する方針」を定めまし

た。今回定める絶対高さを定める高度地区の指定

は、その方針に従い検討が進められてきたもので

す。 

国の政策等については、これらの文京区全体の考

え方の中で反映等されていくものと考えます。 

 

  既存 

不適格 

特例 

○○です。私は、今まで話された方々と違って、

今年の６月に新しく文京区民になりました。今マ

ンションに住んでいるのですが、どうやらこの法

律が施行されると既存不適格建築物に一部なる

と聞いております。将来的な建替えのイメージで

拝見していると、同等程度とか現状以下とか、非

常に曖昧というか、分かりづらいのですが、これ

は例えば、今よりも必ず小さくしなければならな

いのか、あるいは同等程度というのは、今度 50

年後とかに建替えをする時に、今の建物が必ず小

さくなってしまうのか、そうだとすれば資産価値

の減少になりますし、先程の戸建ての敷地が幾つ

か合体してマンションになる可能性を抑えると

いう主旨があったと思うのですが、現実的にはそ

れはあり得ると思うんですね、それを抑えてしま

うことに寄って、ディベロッパーさんも容積率の

有効利用を制限されてしまう。ひいては、文京区

の土地自体の資産価値の減少になるのではない

か、というご意見は途中段階で出ていないのか、

というところをお聞きしたいですし、それと同等

程度についてお願いします。 

既存不適格の建て替えの特例については、新たな

規制が、生活や仕事の場を直ちに奪うことにつな

がるのは、適切ではないと判断し、設定しました。

将来的には良好なまち並み景観を形成したいと

考えており、将来計画においては、絶対高さ制限

内の建築計画となることを誘導していくため、大

規模敷地の特例等の他の特例の適用が困難なこ

と、絶対高さ制限を超える部分の形状や規模が現

建物と同程度であることなどの条件が認められ

れば現建物の高さを上回らない範囲内で一回の

建替えを認める特例としています。 

今回定める制限値は、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とすることを基本

的な考え方としています。そのため、１回目の建

替えから建築計画等の工夫により少しでも制限

値に近づけるようお願いしていく予定です。 

時間はかかるかもしれませんが、将来的に良好な

まち並み景観を形成することにより、まちの新た

な価値を生み出すことを期待するものです。 

具体的な内容については、個別にお問い合わせい

ただければお答えさせていただきます。 

  既存 

不適格 

特例 

例えば高さ制限がもうそれ以上古いマンション

で、例えば 10世帯だったとして、予算の関係で

古くなったから建替えをするから、ということで

15階建てにしてその５階を売って、少ない予算に

当てようとした場合の限界はどこだか今わかり

ませんが、そういう場合もありますよね。 

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。

将来的には良好なまち並み景観を形成したいと

考えており、将来計画においては、絶対高さ制限

内の建築計画となることを誘導していくため、大

規模敷地の特例等の他の特例の適用が困難なこ

と、絶対高さ制限を超える部分の形状や規模が現

建物と同程度であることなどの条件が認められ

れば現建物の高さを上回らない範囲内で一回の
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建替えを認める特例としています。 

今回定める制限値は、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とすることを基本

的な考え方としています。そのため、１回目の建

替えから建築計画等の工夫により少しでも制限

値に近づけるようお願いしていく予定です。 

時間はかかるかもしれませんが、将来的に良好な

まち並み景観を形成することにより、まちの新た

な価値を生み出すことを期待するものです。 

具体的な内容については、個別にお問い合わせい

ただければお答えさせていただきます。 

  その他 今度、２ＤＫを３ＤＫにして、文京区の住民の割

合が区長の話だと、２万か３万増えたよと、一時

はバブルでね、そういう住民の安定性をみて、例

えば１ＤＫをなるべくなくしていく、そういうよ

うな話を聞いたのですが、それは嘘なのですか。 

今回の高さ制限の目的は、①良好なまち並みを形

成する、②近隣紛争の防止を図る、③良好な住環

境を保全することとしております。 

61 規制 

方針 

具体的な例でちょっと知りたいのですが、例えば

住宅地に４階建てくらいの古いマンションが３

つ並んで建っていた場合、それぞれの建物はこの

制限がかかると既存不適格になって、１回は建て

替えられますが、２回目はダメだと、そうなると、

その３つのマンションを一緒にすると敷地面積

が広く取れますので、普通で言えば容積率がたく

さんとれて上に伸びることが出来る訳ですよね。

それが、高さ制限で引っかかってしまうとなる

と、容積率自体が本来とれるものを満たせないこ

とになる、というふうに考える事ができるんです

ね。そうなると、そもそもこのルールを作った時

の容積率を確保するという考え方とちょっと矛

盾する結果になるのかなという懸念があるので

すが、こういう考え方でよろしいのでしょうか。 

今回定める制限値は、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とすることを基本

的な考え方としています。そのため、建替え計画

の際には、建ぺい率等を工夫することにより、建

替え時には少しでも制限値に近づけるようお願

いしていく予定です。しかし、新たな規制が、生

活や仕事の場を直ちに奪うことにつながるのは、

適切ではないと判断し、既存不適格の特例を設定

しました。 

また、敷地が 3,000㎡以上ある場合は、大規模敷

地の特例を活用できる可能性があり、幾つかの条

件を満たせば制限値は一定の範囲内で緩和する

ことができます。 

 

  規制 

方針 

今建ったところの建てた時の余裕というか、バッ

ファの許容値というのでしょうか、これがまさし

くこれを可能にしている考えだと思うのですが、

これでも容積を確保出来ないケースというのは、

本来無いはずなのですが、仮にあった場合、それ

は個別相談の余地があるのかどうか。つまり、こ

れはたくさんのデータを集めて、ここだったら

90％救えるでしょうというかたちの数字をとっ

ていると思うのですが、残りの 10％はどう扱われ

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。

将来的には良好なまち並み景観を形成したいと

考えており、将来計画においては、絶対高さ制限

内の建築計画となることを誘導していくため、大

規模敷地の特例等の他の特例の適用が困難なこ

と、絶対高さ制限を超える部分の形状や規模が現

建物と同程度であることなどの条件が認められ
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るのかという事なんですね。それは、条例の考え

方によって、数値を上げるのか、それとも主旨に

鑑みて多少ご相談の余地があるのかどうか。そこ

の特例の運用の方が一番気にかかっていまして、

これが出来てしまってから、実は特例の相談も受

けられなくてビシっと杓子面で運用されると、お

困りになる住民がたくさんでてくるのかなと。結

果的に老朽化したマンションがそこら中にボコ

ボコ並ぶことになると、元も子もないと思うので

すが、その辺いかがでしょうか。 

れば現建物の高さを上回らない範囲内で一回の

建替えを認める特例としています。なお、「高さ

制限」以外の既存不適格がある場合には、その事

項を是正した計画とする必要があります。 

今回の規制は原則として区内全域に掛けるもの

であるため、都市計画原案でお示しした５つの特

例以外の個別の特例等は考えていません。 

62 規制 

方針 

春日の○○と申しますが、制限値の考え方を伺い

たいのですが、指定容積率と建ぺい率で、単純に

建ぺい率が 60％で容積率が 300％の指定容積率だ

と５層になるのですが、通常は高度斜線と日影で

このボリュームはほぼ成立することはないと思

うのですが、これを絶対的な根拠としてスタート

している制限値の考え方というのがちょっと違

うのかなと、もう少し許容値というところが大き

くなってもいいのかなと思ったりもしたのです

が、その辺の単純に５層建つというところの根拠

についてお伺いしたいのですが。 

今回定める制限値は、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とすることを基本

的な考え方としています。制限値を算出する際に

は、指定容積率・指定建ぺい率と実際に建ってい

る建物の容積率・建ぺい率の差を是正するための

倍率である、許容値を採用しています。この許容

値は、区内で建てられた直近５年間分の建物デー

タを基に算出しているものです。 

63 規制 

方針 

もともとの出発点としては、指定容積率を活用で

きる高さというところだと思うのですが、お話を

伺っていると、もともと 15ｍだったところを現在

の状況によって 14ｍにしたり、22ｍを 17ｍにし

たり、あるいはもう少し高いところは高く設定し

たりということをされているので、どちらかと言

うと容積率を利用するということを基本としな

がらも現状の高さを基準にまち並みを維持した

いという気持ちが見え隠れするのですが、その場

合、仮に容積率を使い切っていないポテンシャル

のある土地で建替えをしたいと思った時に、それ

が使い切れない、ということが発生していて、敷

地が大きくなって大きなマンションが建つこと

を防ぎたいというお気持ちは分かるのですが、既

存のマンションがこれから老朽化を迎えて、建て

替えていくときにそれが足かせになるのではな

いかな、ということが非常に懸念されるのです

が、その辺りはいかがでしょうか。 

絶対高さ制限については、不必要から厳しい制限

まで、幅広い意見が出される内容を含んでいると

考えております。現在のまち並みを見ると制限値

が高すぎるという意見がある一方で、自分たちの

マンションが既存不適格になる、あるいは自分た

ちの資産を活用して建物を建てたいのでもっと

高くして欲しいという意見があります。 

その中で皆さんにご理解していただくための制

限値を平成 22年度から検討してきました。その

結果の１つとして、幹線道路沿いについては指定

容積率が活用できる高さを基本とした制限値と

し、逆に住居系用途地域の一部では、少し厳しい

17ｍという制限値を設定しています。 

今回定める制限値は、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とすることを基本

的な考え方としています。そのため、建替え計画

の際には、建ぺい率等を工夫することにより、建

替え時には少しでも制限値に近づけるようお願

いしていく予定です。しかし、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、



83 

 

適切ではないと判断し、既存不適格の特例を設定

しました。 

  その他 ちょっと具体的なお話で言うと、現在我々が住ん

でいるマンションは高さは守っているんですが、

要は日影や高度斜線に関しては、既存不適格状態

になっていまして、そうすると単純に建て替える

と、高さだけが抑えられてしまって、容積が活用

しきれないということは分かっているんですね。

で、いまここでこの制限を掛けられちゃうと単純

に容積が減少するというのが目に見えていて、今

日参加しているという次第なのですが。 

今回定める制限値は、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とすることを基本

的な考え方としています。そのため、建替え計画

の際には、建ぺい率等を工夫することにより、建

替え時には少しでも制限値に近づけるようお願

いしていく予定です。しかし、新たな規制が、生

活や仕事の場を直ちに奪うことにつながるのは、

適切ではないと判断し、既存不適格の特例を設定

しました。なお、「高さ制限」以外の既存不適格

がある場合には、その事項を是正した計画とする

必要があります。 

また、敷地が 3,000㎡以上ある場合は、大規模敷

地の特例を活用できる可能性があり、幾つかの条

件を満たせば制限値は一定の範囲内で緩和する

ことができます。 

 

64 既存 

不適格 

特例 

○○と申します。既存不適格建築物ですね。１度

だけ建替えを認めるということなのですが、今こ

れから建て替えるものはだいたい 50年以上経っ

ているわけですよね。１回建替えを認めるという

ことは、100年ももつということですよね。これ

はどうなのでしょうか。 

既存不適格の建て替えの特例については、新たな

規制が、生活や仕事の場を直ちに奪うことにつな

がるのは、適切ではないと判断し、設定しました。

将来的には良好なまち並み景観を形成したいと

考えており、将来計画においては、絶対高さ制限

内の建築計画となることを誘導していくため、大

規模敷地の特例等の他の特例の適用が困難なこ

と、絶対高さ制限を超える部分の形状や規模が現

建物と同程度であることなどの条件が認められ

れば現建物の高さを上回らない範囲内で一回の

建替えを認める特例としています。 

今回定める制限値は、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とすることを基本

的な考え方としています。そのため、１回目の建

替えから建築計画等の工夫により少しでも制限

値に近づけるようお願いしていく予定です。 

時間はかかるかもしれませんが、将来的に良好な

まち並み景観を形成することにより、まちの新た

な価値を生み出すことを期待するものです。 

65 規制 

方針 

17ページのスライドで先程写していただいてい

た、地域ごとの高さ制限を見ていて、ふと気づい

今回の制限値の中で、原則値によらない制限値と

なる 14ｍや 17ｍの区域を定める作業の中で、そ
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たのですが、例えば都心地域、60ｍとか 70ｍとか

の高さ制限、これは大規模なマンションとかオフ

ィスビルだとか、そういう建物を想定しているん

だと思うのですが、ここであまり高くならないよ

うに、となるとここで問題になってくるのが、都

心地域のエリアに住んでいる戸建ての住民の方、

周りにこれだけ高さが伸びても構わないと言わ

れているように、どうしてもゼネコンとかディベ

ロッパーは考えるので、そうなっては困るという

立場の意見も多いように思うんですね。逆に、住

宅中心の地域、これは戸建てを想定していると思

うんです。特に 14ｍの制限値のところは戸建てを

想定していると思うのですが、実は文京区には結

構小規模な低層のマンションもあって、14ｍの高

さが制限されると、いきなり既存不適格になる

と。つまり、何が言いたいかというと、住宅中心

の地域で少数派である集合住宅に住んでいる人、

こういった各レベルにおいて少数派がわりとな

いがしろになってはいなかという疑問が湧いて

きていまして、私土曜日に参加させていただい

て、色々な意見を伺ったのですが、図柄でみてみ

ると皆さんの意見が結局そこに原因があるよう

な気がするんですが、それはどうお考えなのでし

ょうか。ちょっとその辺りをお聞かせいただける

とありがたいです。 

この 3つのカタマリがあるじゃないですか。1つ

はすごく分かりやすいですよね。一番下の都心地

域は大規模な建物を想定して高さ制限をしてい

らっしゃいますが、実はここのエリアに昔から戸

建てで住んでいる方もいて、この高さはとんでも

ないという声も当然予想されるし、実際にそうな

っていると思うんです。で、かたや、一番上のブ

ロックに住んでいる方というのは、かなり住居系

ですから、戸建てが多いと思うのですが、そこに

建っている集合住宅というのはひょっとしたら

お考えの中心のモデルケースではない。例外的な

ケースになるのかなというふうに思って質問さ

せていただいているのですが。 

の制限値によりどの程度影響を受ける建物があ

るのかチェックをしながら数値の検討を進めて

きました。影響を受ける建物が多くなりすぎない

よう配慮した結果の数値と考えています。 
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(2) はがき・要望書等による意見意見 

①はがき 

No. 分類 ご意見・ご質問 区の考え方 

66 その他 区の見解③文京区は教育の区であることが魅力

の区であります。良好な住環境を保全する為、第

一種低層住宅地の高さ制限は絶対必要であると

考えます。区の方針は賛成です。 

第一種低層住居専用地域では 10ｍ、12ｍの高さ

制限がすでに掛けられており、今後も継続してい

きます。 

67 その他 別にありません 今回の高さ制限の目的は、①良好なまち並みを形

成する、②近隣紛争の防止を図る、③良好な住環

境を保全することとしております。今後も文京区

を魅力あるまちにしていくよう努力していきた

いと考えています。 

68 規制 

方針 

まち並み・住環境保全のため、厳格な高さ制限を

実行してください。建設会社やファンドなどの金

儲けのためにまち並みが破壊されています。私の

住む千石４丁目の隣、豊島区巣鴨では、細長い高

層ワンルームマンション 10階建てがまちの景観

秩序を壊滅させています。このような建て逃げマ

ンションの建設ができないように厳しい規制を

求めます。また、応援しますので異議を唱える自

己利益者に怯むことなくよろしくお願いします。 

これまでは敷地を統合することにより、周辺市街

地から過度に高さが突出した建築物が出現し、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。今回の規制はこのようなケースを抑制する

ことを目的の１つとしており、敷地が大きい場合

でも、特例を活用しない限り制限値以下の建物し

か建てることができない絶対型の高度地区を定

めるものです。 

今回の高さ制限の目的は、①良好なまち並みを形

成する、②近隣紛争の防止を図る、③良好な住環

境を保全することとしております。今後も文京区

を魅力あるまちにしていくよう努力していきた

いと考えています。 

69 その他 文京区内は制限を定めていても現状谷中（３）荒

川区文京区と交わる地区の現状は近隣説明も不

十分で、現在○○の工事は文京区として問題では

ないか。文京区からの説明は何もなく工事が進行

している。文京区としての受け止め方を教えて下

さい。 

具体的な内容については、個別にお問い合わせい

ただければお答えさせていただきます。 

70 その他 近頃本郷通り等では、14階・15階等の建物が出

来ていますが、近頃は地震が多く、震度５や６の

地震が来たら、どうなるのでしょうか。とても不

安です。大丈夫でしょうか。教えてください。巣

鴨の方ではもっと高いのが幾らもありますが、こ

れらはどうでしょうか。 

建物を建てる際には建築基準法に定められた構

造規定を満足する必要があり、法で定められた構

造耐力を満たしているかどうかについては、建築

確認申請の手続きの中で、区、都又は指定確認検

査機関により審査されています。高い建物は耐震

性が低いということではありません。 
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71 ｽｹｼﾞｭｰﾙ 早急に高さ制限の施行をしてください。将来も良

好な住環境を望めて、安心して区内の住宅を購入

できるようにして下さい。 

区民の皆さまが安心して住み続けられる文京区

となるよう、今年度中の都市計画決定・告示・施

行に向けて今後も準備を進めていきたいと考え

ています。 

72 規制 

方針 

絶対高さ緩和には反対です。中止希望。ヨーロッ

パの古い都市など、高いコンクリートの建物を規

制する計画を早急に考えるべきです。 

第１種、第２種高度地区をもっと広げて、住みや

すい環境の地区を目指して下さい。 

少なくとも、１種住宅地区の高度 14ｍは、とても

許されません。すぐに変更して、もとに戻してく

ださい。２種も同様です。元通りとして規制して

下さい。10数年前の不忍通りに比べ、現状は大震

災時とても危険な状態です。このような高度規制

緩和は、住民のためのものではありません。大通

り沿いも 10ｍくらいの規制を希望します。（開発

は反対です） 

これまでは敷地を統合することにより、周辺市街

地から過度に高さが突出した建築物が出現し、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。今回の規制はこのようなケースを抑制する

ことを目的の１つとしており、敷地が大きい場合

でも、特例を活用しない限り制限値以下の建物し

か建てることができない絶対型の高度地区を定

めるものです。 

具体的には、指定容積率が活用できる高さを満た

すことを条件として、都市計画法で定められた容

積率や建ぺい率、用途地域等の客観的なデータを

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。 

今回の規制は、これまでの規制に新たに加えるも

のであり、これまでの規制を緩和するものではな

いということを重ねて説明させていただきます。 

73 既存 

不適格 

特例 

「絶対高さ制限の特例についての基準｝ 

疑問、次の条件を満たした場合に１回に限り可能

とします。という記述がありますが、次回の建築

物の耐用年数と現在構築されている建築物との

残耐久年数を考えれば、数十年ないしは 100年に

及ぶ。「絶対高さ制限」の効力がなくなる。なぜ、

特例を設けたのか、明確な説明がされていないよ

うに思う。規制が直ちに生活や仕事の場を奪うと

言うなら、他の規制にも同様なことが言えるので

はないか。 

既存不適格の建て替えの特例については、新たな

規制が、生活や仕事の場を直ちに奪うことにつな

がるのは、適切ではないと判断し、設定しました。

将来的には良好なまち並み景観を形成したいと

考えており、将来計画においては、絶対高さ制限

内の建築計画となることを誘導していくため、大

規模敷地の特例等の他の特例の適用が困難なこ

と、絶対高さ制限を超える部分の形状や規模が現

建物と同程度であることなどの条件が認められ

れば現建物の高さを上回らない範囲内で一回の

建替えを認める特例としています。 

また、今回の指定は都市計画に定めるものである

ため、変更等がない限り恒常的に規制が掛けられ

ることになります。 

74 規制 今年の異常な暑さ、去年より今年、さらに来年は 今回の高さ制限の目的は、①良好なまち並みを形
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方針 もっと暑くなると言われている。それは温暖化の

影響だけでなく、ビルがどんどん増え、高さがど

んどん高くなり、東京はますますヒートアイラン

ド現象、それが地方に波及していく。自分達の世

代より後世にこの素晴らしい日本を残すには、何

が大事か、この夏の現象でおのずとわかるはず。

それはもっと高さを低くし、道路の幅を広げ、緑

を増やすこと。住みやすい文京区の町をつくって

他の区の模範となべきである。これからの建築に

は大胆な高さ制限をし、空の見えるまちにすべき

である。公共事業、建築業界の一部の利益だけに

まどわされ国民は我慢だけ強いられる。 

成する、②近隣紛争の防止を図る、③良好な住環

境を保全することとしており、ヒートアイランド

現象や緑化の問題などについては、別途対応すべ

きものと考えております。 

75 規制値 再三にわたり、要望をしているが、本当に検討し

ていただけているのでしょうか。 

本駒 3,4,5丁目は、幹線道路沿いは別として、隣

接する千駄木 4,5丁目、本駒込 1,2丁目とほぼ同

じ、17ｍ以下が妥当と考えられる。第１種、第２

種の住居地域であり、隣接する上記の２地区と大

きな差はない。この地区を 22ｍとするということ

は、商業地が多い白山５丁目、本郷 4,5,7丁目と

同等と考えているのであれば、それは誤った認識

であろう。特別な意図があるのだろうか。再々度、

本駒込 3,4,5 丁目の高度を 17ｍないし 14ｍ以下

にすべきである。いかがか。 

制限値は、基本的には指定容積率が活用できる高

さを満たすことを条件として、都市計画法で定め

られた容積率や建ぺい率、用途地域等のデータを

基にして数値を算出しています。道路等の基盤状

況や周辺区域との連続的な土地利用等を勘案し、

制限値よりも下げている区域もありますが、制限

値より下げるという事は土地の持っているポテ

ンシャルを規制する可能性があるという事でも

あるため、どの区域でも制限値よりも下げられる

という事ではなく、慎重に検討を進めた上で設定

をしています。 

22ｍとしている本駒込 3・4・5丁目は、都市計画

的な視点から見直しを検討しましたが、 

・第一種低層住居専用地域や容積率 200％の区域

と地域的、地形的な連続性がみられない。 

・木造住宅密集地域整備促進事業の区域ではな

い。 

以上の二点から変更しないものとしました。 

ただし、この数値は、この高さまで誘導するとい

うことではなく、敷地条件が整った場合において

も、この高さが上限ということであり、現状と同

様の敷地条件であれば、今のまち並みが大きく変

わることはありません。今回の規制は、これまで

の規制に新たに加えるものであり、これまでの規

制を緩和するものではありません。 

76 その他 湯島地区、特に 2丁目は住宅地区として、ビジネ

スビルやワンルームマンションを規制すべきで

ある。 

今回の高さ制限の目的は、①良好なまち並みを形

成する、②近隣紛争の防止を図る、③良好な住環

境を保全することとしております。 
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  その他 Ｂグルを湯島、本郷地区にも走らせて、地域格差、

差別を解消せよ。 

今回の高さ制限の目的は、①良好なまち並みを形

成する、②近隣紛争の防止を図る、③良好な住環

境を保全することとしており、公共交通政策につ

いては別途検討すべきものと考えます。 

77 既存 

不適格 

特例 

既存不適格物件に対して、あまりに一方的な仕打

ちです。財産権の侵害です。土地収用と同様、明

確に財産がき損されていると考えます。合理的に

算出された正当な補償を求めます。回答が無いよ

うであれば、不本意ながら訴訟も検討せざるを得

ないと考えております。 

既存不適格の建て替えの特例については、新たな

規制が、生活や仕事の場を直ちに奪うことにつな

がるのは、適切ではないと判断し、設定しました。

将来的には良好なまち並み景観を形成したいと

考えており、将来計画においては、絶対高さ制限

内の建築計画となることを誘導していくため、大

規模敷地の特例等の他の特例の適用が困難なこ

と、絶対高さ制限を超える部分の形状や規模が現

建物と同程度であることなどの条件が認められ

れば現建物の高さを上回らない範囲内で一回の

建替えを認める特例としています。 

今回定める制限値は、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とすることを基本

的な考え方としています。そのため、１回目の建

替えから建築計画等の工夫により少しでも制限

値に近づけるようお願いしていく予定です。 

時間はかかるかもしれませんが、将来的に良好な

まち並み景観を形成することにより、まちの新た

な価値を生み出すことを期待するものです。 

具体的な内容については、個別にお問い合わせい

ただければお答えさせていただきます。 

78 規制値 白山通りは 40年前新たにつくられた道路であり、

東京都の確認を得て本会館を建築した。よって、

高さは従来通りにするのが望ましいと思う。避難

道路として十分確保されている。旧白山道路と同

一とはおかしい。評価額も違ってくるので、考慮

されたし。 

今回の規制は、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。 

ご指摘の旧白山通り及び白山通りの一部は、いず

れも指定容積率 400％であり、これらの部分以外

は指定容積率 600％となっています。このため、

原則値の算定式に従い計算した結果、31ｍと 46

ｍという数値になっています。 

79 規制値 第４次素案に対する意見と区の見解を読みまし 制限値よりも低い高さにしたい場合、地域の皆さ
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た。高さ制限の目的：特に③ですが、良好な住環

境を保全、ということであれば、何故千石２丁目

の一部を 24ｍにするのか。周辺市街地から過度に

突出する建物を未然に防ぐとは。周りは３階建て

が多い地域にどうして 24ｍが良好な住環境とな

るのでしょうか。どんどん土が消え、コンクリー

トになっていくまちはどう見ても良好な住環境

とは言えません。住宅街と記す千石 2丁目を 10

ｍとしてください。 

んの合意が条件となりますが、地区計画という制

度を利用すれば特例が適用され地区計画におい

て定められた高さが優先されることになります。

この地区計画は一定の区域内のまちづくりに関

する都市計画のルールであるため、高さだけでは

なく、建物の用途や壁面の位置、建築物の形態又

は意匠の制限等も合わせて、このまちの将来像を

指定することが求められます。 

現在千石２丁目では具体的な地区計画の計画づ

くりに向けた検討が始められており、文京区も支

援しているところです。 

80 その他 通称菊坂通に住んでいます。向こう側の南側には

本郷小学校があります。この本郷４丁目に本郷４

丁目開発と称して延べ 1,216㎡（370坪）の広大

な土地を買い集めた地上げ屋から買った○○と

いうグループが８階で 61室というマンション計

画を始めています。近隣住民は一方通行で道幅が

6.8ｍという狭い所に道路境界よりすぐに８階

（24ｍ）を建てるという計画です。それに対して

住民はセットバック３ｍの７階以下にすべきと

要求をしています。理由はここが本郷小学校への

通学路で歩道になっています。危険なところです

が、業者は使用許可をとって生コン車、圧送車を

一日中歩道上でコンクリート家をやると言って

います。何ヶ月にも長期にかかります。このよう

な暴挙に対して、我々は敷地内でやれと主張して

います。歩道上で事故が起きてからでは遅いので

す。こういう業者は文京区で強く指導して改めさ

せて下さい。また、○○の説明役と称して住民の

要望を一切断るというやり方は平成 19年の赤門

騒動から問題になっているこの区の建築課がチ

ェックして排除するべきだと思います。 

マンションなどの大きな建物に対する近隣紛争

については、文京では「中高層建築物の建築に係

る紛争の予防と調整及び開発事業の周知に関す

る条例」を定めており、紛争の予防を図るととも

に、紛争になった際の調整を行っています。ご意

見のあった案件については、担当に申し伝えてお

きますので、何かあれば担当課である、指導課の

指導課建築紛争担当まで来ていただければと思

います。 

81 規制値 お世話になります。ご尽力なされご苦労様です。

まず要望です。絶対高さ型高度地区 46ｍ（本郷１

丁目、２丁目）について、60ｍ（壱岐坂通り、本

郷３丁目）と同様に 60ｍに変更して下さい。さも

なければ従来の制限値 45ｍを僅か１ｍの 46ｍで

はなく、55ｍに変更して下さい。次に理由です。

この地域は都市型構想市街地を目指す地域とし

て位置づけられています。即ち、秋葉原、神田、

大手町と連続し、かつ面的な広がりを有し、国際

本郷地域がある都心地域は、秋葉原や神田、大手

町と連続した、東京の中でも国際的な商業地域で

す。また商業地域、近隣商業地域が面的に拡がる

地域で、文京区都市マスタープランにおいて都心

型高層市街地を目指す地域として位置づけられ

ています。                 

ご意見をいただいた都心地域は、すでに大きな建

物が建っているエリアもあることから、第３次素

案で原則値よりも大きな数値を設定していまし
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的な商業地域、近隣商業地域です。加えて、都心

の中心として交通の利便性に優れています。更

に、現今最大の関心事である首都直下地震来襲に

備え、マンション建替えが切迫し苦渋していま

す。現在のマンション高さが 45ｍです。僅か制限

値 46ｍの 1ｍアップでは建替えの計画がたちませ

ん。ぜひ、壱岐坂通りの 10ｍアップに倣って 10

ｍアップの 55ｍに変更してください。以上。行政

によるご指導と誘導は絶対的な力を発揮します。

文京区の今後の発展に禍根を残すことが無い様

にお願い申し上げます。 

た。そこを東京都との協議の結果、面的に捉え、

60ｍ・46ｍという考え方としました。ただし、こ

の数値は、この高さまで誘導するということでは

なく、敷地条件が整った場合においても、この高

さが上限ということであり、現状と同様の敷地条

件であれば、今のまち並みが大きく変わることは

ありません。 

82 その他 現在文京区向丘に 14階建てのマンションを建築

する予定で、9月には本設計に入ります。この高

度指定が施行される前に工事着工しようと思い

ますが、予定地に私の土地の借地人が３人いま

す。10月より立退き交渉を始める予定ですが、年

度内に解体、更地で着工が極めて難しく思いま

す。 

本設計に入る前に設計者が打合せに伺います。 

銀行融資も決まり、計画を進行して確認申請が出

るまでに立退き交渉が終わるよう努力してまい

ります。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

今回の絶対高さ制限は、都市計画で定めるものに

なりますので、告示・施行日以降に着工する建物

は制限値内に高さを抑えるということが大原則

となります。 

具体的な内容については、個別にお問い合わせい

ただければお答えさせていただきます。 

83 特例 

（全般） 

高さ制限は景観的なものや「●●（判読不能）」

という意味がある。しかし、父のマンションが同

じ文京区にあるが、古いゆえお金がかかり、一向

に工事も売買も進まない。なぜか。「高さ規制」

のせいである。今後のことを考えれば、少子高齢

化により住宅数は減ると考えられる。しかし、未

だに木造と旧震度のままで工事ができないこと。

今後、高齢者用への建替えとマンションの緑地化

などの条件を付けた特例許可をしないと、耐震強

度を出すことは出来ない建物がある。全体を考え

て、特例を設けるのは、（緑地化条件と入れて、）

大切かと思う。特に、消費税が上がるため、一層

工事には必要と考えられる（オリンピックによる

需要も有り）。用途に応じて特例は必要である。

空家が増えることになると思う。 

今回定める制限値は、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。 

この制限値より高い建物を建てる場合の特例と

して５つ設定していますが、例えば大規模敷地の

特例では、厳しい基準を設定していまうが、これ

らの制限は開発を阻止しようというものではな

く、緑化や外壁後退距離の確保等により、良好な

開発に誘導しようというものです。 

今回の絶対高さ制限が区内全域に掛けられるこ

とにより、建替えが進めばまち並みが整い、それ

を超えるものについては良好な開発しかできな

いということになります。それが文京区のまちの

魅力となっていくと認識しています。 
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84 規制 

方針 

私権を制限する可能性がある都市計画原案は「土

地所有者に配慮すること」と「美しいまち並みを

築き上げること」とのバランスが重要です。この

区報では、今回の提案が「現状を追認する計画な

のか」それとも「長期的に現状を変更しようとし

ている計画なのか」が分かりません。非常に不親

切な資料だと言わざるを得ません。つまり、この

計画原案が実現されたときに文京区がどのよう

な姿になるのか（あるいは現在のままなのか）分

からせないまま決定しようとしているとしか思

えません。区民が知りたいことを知らせようとし

ていないのです。都市計画原案の決定をこのよう

な「煙に巻く」方法で進めようとすることに大き

な違和感を抱かざるを得ません。何か理由がある

のでしょうか。 

文京区では、周辺から突出建築物により近隣紛争

が多発している状況をうけ、平成 23年に改定さ

れた文京区都市マスタープランでは、建築物の高

さを適切に誘導し、秩序ある市街地形成を目指す

ための「建築物の高さに関する方針」を定めまし

た。今回定める絶対高さを定める高度地区の指定

は、その方針に従い検討が進められてきたもので

す。この文京区都市マスタープランは、概ね 20

年後の平成 42年度を目標年次としています。 

また、今回の指定は都市計画に定めるものである

ため、平成 42年度以降も変更等がない限り恒常

的に規制が掛けられることになります。 

なお、これまでの検討を進めてきた都市計画審議

会資料等については、文京区ホームページにおい

ても公開しています。 

http://www.city.bunkyo.lg.jp/sosiki_busyo_k

eikakutyousei_toshimachi_tetsuzukichu.html 

85 規制 

方針 

国から払い下げを受けた敷地に建つマンション

に居住しております。今回の高度制限は、土地の

価値を下げる詐欺行為であり、法治国家としては

許されない行為である。きちんと損害賠償をして

いただかないと住民は納得しないことは覚悟さ

れたし。大体、区役所のシビックセンターだけ適

用除外にする行為は悪徳で不公平である。国民を

馬鹿にしすぎ。突出した高さの建物を建てた本人

がこんな悪法を提案するのはおかしい。（熊本城

のような高さ制限なら分かるが、今は時代が違う

→城より高い建物は禁止）いずれにせよ、周辺の

区に比べあまりにも低層すぎると文京区だけを

皆が使用しなくなります。是非、再考ください。 

絶対高さ制限については、不必要から厳しい制限

まで、幅広い意見が出される内容を含んでいると

考えております。現在のまち並みを見ると制限値

が高すぎるという意見がある一方で、自分たちの

マンションが既存不適格になる、あるいは自分た

ちの資産を活用して建物を建てたいのでもっと

高くして欲しいという意見があります。その中で

皆さんにご理解していただくための制限値を平

成 22年度から検討してきました。 

今回定める制限値は、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とすることを基本

的な考え方としています。そのため、建替え計画

の際には、建ぺい率等を工夫することにより、建

替え時には少しでも制限値に近づけるようお願

いしていく予定です。しかし、新たな規制が、生

活や仕事の場を直ちに奪うことにつながるのは、

適切ではないと判断し、既存不適格の特例を設定

しました。 

なお都市核については、高次の都市機能が集積さ

れた、本区のまちをリードする、中心的な役割を

果たす地区として位置付けていることから、一律

的な絶対高さの基準によるのではなく、総合的な

方法によって、秩序ある市街地の形成を進めてい

く必要があり、対象区域から除いているもので
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す。 

86 規制 

方針 

すでに住宅を購入している人にとっては資産価

値が大きく下落してしまうことにもつながるた

め、建っている物については色や植栽等で調和す

るような指導にしてほしい。←特例に幅を持たせ

る。住むことができなくなる人が出てきてしまっ

ては、建替えが進まないように思います。これか

ら新しく建てるものについての規制は、高さだけ

でなくヨーロッパのように色みや材質を揃えた

方がまちづくりに生かされる。また、まち中で歴

史ある風景にそぐわない色や字体の看板がある

ので、そちらの方を整備するべき。 

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。現在のまち並みを見ると制限値

が高すぎるという意見がある一方で、自分たちの

マンションが既存不適格になる、あるいは自分た

ちの資産を活用して建物を建てたいのでもっと

高くして欲しいという意見があります。その中で

皆さんにご理解していただくための制限値を平

成 22年度から検討してきました。 

今回定める制限値は、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とすることを基本

的な考え方としています。そのため、建替え計画

の際には、建ぺい率等を工夫することにより、建

替え時には少しでも制限値に近づけるようお願

いしていく予定です。しかし、新たな規制が、生

活や仕事の場を直ちに奪うことにつながるのは、

適切ではないと判断し、既存不適格の特例を設定

しました。 

また今回の高さ制限の目的は、①良好なまち並み

を形成する、②近隣紛争の防止を図る、③良好な

住環境を保全することとしております。 

景観については、文京区景観計画の中で、一定規

模以上の建築物を建築等する際には、色や形態等

について指導していく予定にしています。 

87 規制 

方針 

今回の絶対高さ制限を定める高度地区の指定に

ついては賛成です。これ以上区内の景観・住環境

を悪化させないためにもむしろ遅すぎた思いで

す。そして実施させる以上、地形や指定場所の条

件を十分配慮した都市計画案を切に要望します。

文京区は緑にも恵まれ、坂と高低差に富んだ地形

の区です。これは魅力的でもある一方、今回の都

市計画案では、住環境も著しく阻害される不公平

な地域が一部存在することも考慮いただきたい。 

東京大学本郷キャンパス（一団地の敷地面積約１

２万坪）。当キャンパスは近隣住民側の南東側で

平均高低差 7～8ｍの高台。一団地の平均地盤面は

約３ｍです。 

上記の大学側に何らかの条件を課さない限り、景

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。 

また、敷地が 3,000㎡以上ある場合に限り大規模

敷地の特例を設定しており、認定基準の１つとし

て公共施設並みの緑化を課すこととしています。 
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観・住環境の保全は期待薄です。大学側の倫理に

委ねるだけでよいのでしょうか。例えば、絶対高

さの測点は単独建物の GLから（平均地盤面は認

めない。）や大学と近隣境界にグリーンベルト等

の干渉エリアを義務づける。 

88 既存 

不適格 

特例 

全体的にはとてもよく考えた案だと思います。も

っと早く決定してほしかったです。しかし特例が

ありすぎると感じています。建替えが何年経って

も認められることには反対です。生活等の場を直

ちに奪うことにつながるということについては、

数年間は認めてよいと思います。数十年経っても

認められるのは目的から考えても反対です。 

既存不適格の建て替えの特例については、新たな

規制が、生活や仕事の場を直ちに奪うことにつな

がるのは、適切ではないと判断し、設定しました。

将来的には良好なまち並み景観を形成したいと

考えており、将来計画においては、絶対高さ制限

内の建築計画となることを誘導していくため、大

規模敷地の特例等の他の特例の適用が困難なこ

と、絶対高さ制限を超える部分の形状や規模が現

建物と同程度であることなどの条件が認められ

れば現建物の高さを上回らない範囲内で一回の

建替えを認める特例としています。 

今回定める制限値は、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とすることを基本

的な考え方としています。そのため、１回目の建

替えから建築計画等の工夫により少しでも制限

値に近づけるようお願いしていく予定です。 

時間はかかるかもしれませんが、将来的に良好な

まち並み景観を形成することにより、まちの新た

な価値を生み出すことを期待するものです。 

  大規模 

特例 

大規模敷地における特例は公共のものだけにす

べきと考えます。これがあると小さい家屋の集合

地は低いので、眺めを売りにした大手不動産が地

上げで面積を広げてのマンションの巨大化がお

きると思われます。 

制限値より高い建物を建てる場合の特例として

５つ設定していますが、例えば大規模敷地の特例

では、厳しい基準を設定していますが、これらの

制限は開発を阻止しようというものではなく、緑

化や外壁後退距離の確保等により、良好な開発に

誘導しようというものです。         

今回の絶対高さ制限が区内全域に掛けられるこ

とにより、建替えが進めばまち並みが整い、それ

を超えるものについては良好な開発しかできな

いということになります。それが文京区のまちの

魅力となっていくと認識しています。 

  規制値 特例の基準の条件に「建物内に福祉施設を設ける

こと」を加えてほしい。文京区内には、施設不足

なので、その緩和にもなるため、これからの高齢

化にも対応しやすくなる。介護施設等が最も良い

とも考えられます。 

教育施設・医療施設以外の建物用途についての基

準を設ける予定はありません。 
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②要望書 

No. 分類 ご意見・ご質問 区の考え方 

89 ｽｹｼﾞｭｰﾙ 関口 1丁目等では、今度の高さ制限の制限値を上

回った高層マンションの建築ラッシュが進行し

ています。「告示・施行」を急いで下さい。決し

て 26年度にずれ込むことの内容に全力を挙げて

ください。 

区民の皆さまが安心して住み続けられる文京区

となるよう、今年度中の都市計画決定・告示・施

行に向けて今後も準備を進めていきたいと考え

ています。 

また、区としてはできる限りの周知に努めてまい

ります。 

90 既存 

不適格 

特例 

質問にもさせていただいた通り、既存不適格建築

物の２回目以降の建替えに於いて、各住戸の現状

面積の維持をしつつ建替えを行なうことは不可

能に思われます。こういった住戸に関しては、特

例の適応だけでなく、住居住民が将来困らないよ

うな（資産価値の減少を招いたりしないような）

更なる対応策の検討をお願いしたい。実際問題と

なってくるのは、何世代か先のことであり、特例

をつくることで問題を先送りとならないように

お願いしたい。また、建替え不能な建築物の増加

による安全性の減少などは絶対に招かないよう

にしていただきたい。 

既存不適格の建て替えの特例については、新たな

規制が、生活や仕事の場を直ちに奪うことにつな

がるのは、適切ではないと判断し、設定しました。

将来的には良好なまち並み景観を形成したいと

考えており、将来計画においては、絶対高さ制限

内の建築計画となることを誘導していくため、大

規模敷地の特例等の他の特例の適用が困難なこ

と、絶対高さ制限を超える部分の形状や規模が現

建物と同程度であることなどの条件が認められ

れば現建物の高さを上回らない範囲内で一回の

建替えを認める特例としています。 

今回定める制限値は、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とすることを基本

的な考え方としています。そのため、１回目の建

替えから建築計画等の工夫により少しでも制限

値に近づけるようお願いしていく予定です。 

時間はかかるかもしれませんが、将来的に良好な

まち並み景観を形成することにより、まちの新た

な価値を生み出すことを期待するものです。 

具体的な内容については、個別にお問い合わせい

ただければお答えさせていただきます。 

91 その他 斜面緑地の保全、維持について 

建築基準法では、斜面緑地の地形を変えることは

出来ません。地形を変えるのは都市計画法に基づ

いて許可が必要であります。文京区は関東ローム

層の土地の東端です。大切な地形（緑地）を維持

してもらいたい。 

今回の高さ制限の目的は、①良好なまち並みを形

成する、②近隣紛争の防止を図る、③良好な住環

境を保全することとしており、斜面緑地の保全等

についての規制は別途検討すべきものと考えま

す。 

92 規制値 大塚４丁目ですが、一部 22ｍがあるのですが、大

塚 4丁目を 22ｍにしてください。大塚 4丁目春日

通りより、31ｍと 22ｍの線にすること。 

原案では、区域内の基盤整備状況や建物の建物階

数の状況から指定容積率率 200％の区域について

は、全域 14ｍとしています。 
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93 既存 

不適格 

特例 

既存不適格に対してのフォローが少ないと感じ

ます。１回の建替えのみでは、まったく納得でき

ません。税制面での優遇等検討すべきです。 

既存不適格の建て替えの特例については、新たな

規制が、生活や仕事の場を直ちに奪うことにつな

がるのは、適切ではないと判断し、設定しました。

将来的には良好なまち並み景観を形成したいと

考えており、将来計画においては、絶対高さ制限

内の建築計画となることを誘導していくため、大

規模敷地の特例等の他の特例の適用が困難なこ

と、絶対高さ制限を超える部分の形状や規模が現

建物と同程度であることなどの条件が認められ

れば現建物の高さを上回らない範囲内で一回の

建替えを認める特例としています。 

今回定める制限値は、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とすることを基本

的な考え方としています。そのため、１回目の建

替えから建築計画等の工夫により少しでも制限

値に近づけるようお願いしていく予定です。 

時間はかかるかもしれませんが、将来的に良好な

まち並み景観を形成することにより、まちの新た

な価値を生み出すことを期待するものです。 

なお、税制面等についての補償は考えておりませ

ん。 

具体的な内容については、個別にお問い合わせい

ただければお答えさせていただきます。 

94 規制値 この度、ご報告のあった「絶対高さ制限を定める

高度地区の指定（第４次素案）」では、容積率 400％

の近隣商業地域の区域は、「制限値の 45ｍの間近

の 46ｍに設定する事で制限値の整理を図りまし

た」となっています。この項を次のように修正を

お願い致します。 

「制限値の 45ｍを 55ｍに設定することで、制限

値の整理を図りました。」と見直してください。

この数字の根拠は隣接の商業地域である「通り」

は 50ｍから 60ｍへと 10ｍアップです。従って、

近隣商業地域においても 45ｍから 55ｍへと 10ｍ

アップを希望します。理由は次の通りです。 

首都直下地震の来襲に備えてマンションの建替

えが急務です。即ち、今から 2年前に建立され新

耐震基準を満たしていない昭和 56年以前に建て

られたマンションは建替えを余儀なくされてい

ます。私の住んでいる○○マンション（134世帯）

はまさに該当しています。しかし、過去から都市

本郷地域がある都心地域は、秋葉原や神田、大手

町と連続した、東京の中でも国際的な商業地域で

す。また商業地域、近隣商業地域が面的に拡がる

地域で、文京区都市マスタープランにおいて都心

型高層市街地を目指す地域として位置づけられ

ています。                 

ご意見をいただいた都心地域は、すでに大きな建

物が建っているエリアもあることから、第３次素

案で原則値よりも大きな数値を設定していまし

た。そこを東京都との協議の結果、面的に捉え、

60ｍ・46ｍという考え方としました。ただし、こ

の数値は、この高さまで誘導するということでは

なく、敷地条件が整った場合においても、この高

さが上限ということであり、現状と同様の敷地条

件であれば、今のまち並みが大きく変わることは

ありません。 
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計画によって従来の高さ制限は 45ｍでした。この

度 46ｍに設定されたものの僅か１ｍでは従来と

変わりなく進歩が感じられません。建替えの際は

自己資金の持ち出しを極力抑制するために建替

え後の住戸数を現在の住戸数の２倍近くまで増

やしたいとの願望は世間の常識です。この地域は

東京における国際的な商業地域として都心型高

層市街地を目指しております。この考え方を生か

さなければ、「絵に描いた餅」となります。是非、

実現に向けて促進を図って下さい。なお、この地

域の高さ制限を「壱岐坂通りに隣接した本郷１丁

目・２丁目地域」について 60ｍとしていただけれ

ば妨害の喜びです。行政の一層の指導力をご期待

いたしております 

95 規制 

方針 

商業地域と隣接した住居地区の日影に問題がな

い様な対応をお願いしたい。 

今回の高さ制限の目的は、①良好なまち並みを形

成する、②近隣紛争の防止を図る、③良好な住環

境を保全することとしており、日影規制等の他の

規制内容に変更はありません。 

96 規制値 この度の「絶対高さ制限を定める高度地区の指定

（都市計画原案）説明」をお聞かせいただき有難

うございました。区民の一人として、ご意見とご

要望を記述させてください。昨日 2020年に東京

オリンピックの開催が決定し感激しました。文京

区においても東京都と共にオリンピックの成功

と社会の発展に貢献すべきと感じました。今回の

オリンピック招致を契機として国際化は一層前

進します。時代は経済と生活の向上に向かって変

転しています。従って、まちの発展は欠かせませ

ん。都市型高層市街地形成を目指して、この度絶

対高さ制限を 50ｍから 60ｍへ、また 45ｍから 46

ｍへと変更しましたことは英断であったと感謝

しています。しかし、50年先 100年先を考えた時、

本郷 1丁目、2丁目は春日通り、壱岐坂通り、外

堀通りに囲まれ、また地下鉄は丸ノ内線、三田線、

大江戸線、南北線、更に JRと利便性が優れてお

り、この観点から本郷 3丁目と同様に 60ｍ高度地

区とすべきです。行政による誘導はまちの発展に

不可欠です。ぜひ、ご指導をお願い致します。 

つぎに、東京直下型地震の近々の襲来が切迫して

おります。旧耐震基準で建立された分譲マンショ

ンは新耐震基準での建替えについてご指導を受

本郷地域がある都心地域は、秋葉原や神田、大手

町と連続した、東京の中でも国際的な商業地域で

す。また商業地域、近隣商業地域が面的に拡がる

地域で、文京区都市マスタープランにおいて都心

型高層市街地を目指す地域として位置づけられ

ています。                 

ご意見をいただいた都心地域は、すでに大きな建

物が建っているエリアもあることから、第３次素

案で原則値よりも大きな数値を設定していまし

た。そこを東京都との協議の結果、面的に捉え、

60ｍ・46ｍという考え方としました。ただし、こ

の数値は、この高さまで誘導するということでは

なく、敷地条件が整った場合においても、この高

さが上限ということであり、現状と同様の敷地条

件であれば、今のまち並みが大きく変わることは

ありません。 
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けています。とりあえず、耐震診断の実施を東京

都都市整備局及び文京区都市計画部から働きか

けられています。結局建て替える場合、先立つも

のが必要であり、その判断の基準は損得であり、

利益有無は絶対高さ制限に行き着きます。絶対高

さ制限を 55ｍないし 60ｍに高めることが必須条

件です。即ち、容積率 400％の近隣商業地域の区

域は、「制限値の 45ｍの直近の 46ｍではなく、

少なくとも 55ｍ設定とすることで制限値の整理

を図って下さい。その理由は隣接の商業地域であ

る「通り」は 50ｍから 60ｍへと 10ｍアップした

からです。 

97 既存 

不適格 

特例 

既存不適格建築物（マンション）が「既存不適格

建築物の建替えの特例」を適用された後にまた建

替え時期を迎えた際には、既存不適格部分に関し

て住民がもめるのは目に見えている。そうなれ

ば、マンションの中には、全住民が合意できるま

では建替え時期を延ばす組合も出てくるであろ

う。これは、住民のみならず近隣にも危険なこと

になる（地震の発生など）。そうならないために

も、建物の上部を削る分、横に広げられるよう、

既存不適格建物に限り、緑地条例や建ぺい率など

を緩和するなどの特例をつくるなどして建替え

がスムースにできるようにしていただきたい。 

既存不適格の建て替えの特例については、新たな

規制が、生活や仕事の場を直ちに奪うことにつな

がるのは、適切ではないと判断し、設定しました。

将来的には良好なまち並み景観を形成したいと

考えており、将来計画においては、絶対高さ制限

内の建築計画となることを誘導していくため、大

規模敷地の特例等の他の特例の適用が困難なこ

と、絶対高さ制限を超える部分の形状や規模が現

建物と同程度であることなどの条件が認められ

れば現建物の高さを上回らない範囲内で一回の

建替えを認める特例としています。 

今回定める制限値は、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とすることを基本

的な考え方としています。そのため、１回目の建

替えから建築計画等の工夫により少しでも制限

値に近づけるようお願いしていく予定です。 

時間はかかるかもしれませんが、将来的に良好な

まち並み景観を形成することにより、まちの新た

な価値を生み出すことを期待するものです。 

なお、２回目の建替えに関して緑化や建ぺい率等

についての緩和は考えておりません。 

具体的な内容については、個別にお問い合わせい

ただければお答えさせていただきます。 

98 その他 絶対高さ制限の制定には、マンションを建築する

側と近隣住民との間の紛争を減らすという目的

もあると説明会で聞いたが、高さ制限だけは近隣

紛争はもちろんゼロにはならない。今後紛争の中

心となるであろう近隣のプライベート問題を減

らすためにも、近隣の先住権を守り、マンション

今回の高さ制限の目的は、①良好なまち並みを形

成する、②近隣紛争の防止を図る、③良好な住環

境を保全することとしています。 

紛争の原因は様々な要因があると考えておりま

す。この制限によって紛争が全くなくなるとは考

えていませんが、高さに関係する紛争においては
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に限らず、後から建てる側に、「北側にバルコニ

ーや腰窓より大きな窓は設けない。やむを得ず設

ける場合には、後築の建物に目隠しをする。たと

え建物が離れていても土地が隣接している場合

は、窓同士が 50ｍ離れていても人影がわかれば見

られていると感じるため、必ず目隠しをする。」

などの条例等を制定していただきたい。以上のこ

と、よろしくお願い致します。 

一定、減少すると考えています。また、高さ（階

数）のみを争点とした協議ではなく、緑化やプラ

イバシーへの配慮等、周辺住民に配慮した計画と

する協議の場となることを期待しています。 

99 規制値 私は都心地域に住居がありますが制限値 45ｍ→

46ｍ、50ｍ→60ｍに変更するという案はとても受

け入れることができません（前にも意見として提

出いたしましたが）。 

今回の説明会で第４次素案における制限値等の

変更を行わない」（都市計画原案 16ページ）と

ありますがこれで意見、要望を出せとは何を考え

ているのでしょうか？公表されている区民の皆

様の意見は全くと言ってよいほど無視されてお

ります。「都市計画的な視点」とは何か具体的に

説明してください。 

ご意見にもあるように、本郷地域がある都心地域

は、秋葉原や神田、大手町と連続した、東京の中

でも国際的な商業地域です。また商業地域、近隣

商業地域が面的に拡がる地域で、文京区都市マス

タープランにおいて都心型高層市街地を目指す

地域として位置づけられています。 

都心地域では、区画整理事業による基盤整備がな

され、商業系用途地域が中心となっている実態を

考慮し、地域全体を捉えて制限値を設定すること

により都心型高層市街地を中心とした市街地形

成を目指すことから、商業地域については、60

ｍ、70ｍに設定しました。容積率 400％の近隣商

業地域の区域については、制限値 45ｍの直近の

46ｍに設定することで、制限値の整理を図りまし

た。 

また、第 3次素案において制限値の案が確定した

ことから、都市計画法第 19条に基づいて東京都

と事前協議を行いました。 

東京都との調整は、広域的な視点と東京都が定め

た都市計画との整合性という２点から協議を行

うことになっています。そのため東京都が指定し

ている指定容積率や指定建ぺい率、用途地域等と

の整合性を図るため、制限値の一部について修正

を行いました。ご質問にある「都市計画的な視点」

とは、これらの内容のことを指します。 

  その他 都市計画審議会の席で学識経験者の発言として 

 ｢商業地域はもともと日影の規制はない。合法

で高い建物が可能な地域に低層で住み続けたい

というのはわがまま、環境の良いところに転居し

た方が良い｣との話を聞き全く驚いております。

このような意見があるのであれば区役所として 

環境の良い転居先を準備して我々を転居させて

下さい(この地域は戦前から住んでいる方、戦後、

ご意見のありました、都市計画審議会における発

言内容については、文京区ホームページにおいて

議事録を掲載しておりますので、ご覧ください。

都心地域の本郷・湯島地域は商業地域を中心とし

ており、この地域には建築基準法で定める日影規

制もないため、現在すでに一定程度高いビルは建

っています。しかし今後絶対高さ制限が導入され

ると、敷地が統合され大きくまとまった場合で
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焼野原になって住むところが無くなり住まわれ

た方、１軒の家に３所帯ぐらい住んでいたのは当

たり前でした。４畳半、６畳一部屋に一所帯、雑

魚寝状態で頑張ってきた人も多くおります。秋葉

原等と地域特性が違うのです)。 

区民の意見を無視しこの案を進めるのであれば

学識経験者３名の即刻の解任を要求します。文京

区の区民の子供、孫の将来を左右する重要な案件

にこのような学識経験者に委ねるわけにはゆき

ません。この３名を除外して区民から選ばれた区

会議員と区民の代表者だけで、住民の意見を再確

認してもらい都市マスタープランと都市計画原

案を速やかに見直しを強く希望します。良好な住

環境を保全することの指定の目的をもう一度見

てください(指定方針５)  

も、特例を活用しない限り 90ｍや 100ｍといった

高さは建てられなくなり、60ｍが限度になりま

す。 

100 規制 

方針 

今回の「絶対高さ制限を定める高度地区の指定」

については、賛成です。建築物の高さ規制で文京

区の景観や住環境をこれ以上悪化させないため

にも、むしろ、遅すぎたくらいです。導入に際し

ましては、指定場所の地形や条件を十分配慮さ

れ、秩序ある良好なまち並み景観の形成が確実に

実施されることを切に要望いたします。文京区は

緑にも恵まれ、坂と高低差に富んだ地形の多い場

所です。これは魅力的でもあるー方、今回の「都

市計画原案」では、住環境を著しく阻害される恐

れのある住居地域が存在することも考慮してい

ただきたい。そして、本「都市計画案」実施では、

近隣紛争を未然に防ぐ何らかの対策（特例の制

定）または､新たな規制案の導入も視野に、ご検

討のほど是非ともお願い申し上げます。 

下記の具体例にて、意見・要望を述べさせていた

だきます。 

本郷７丁目（東京大学本郷キャンパス）と弥生２

丁目（近隣住居地域）は、今回の高さの制限値で

は双方とも同じ 22ｍでありますが、指定場所の条

件、内容では双方とも全く異なります。①東京大

学本郷キャンパスは、敷地全体（約 12万坪）を

１団地とし、構内の道路（私道）からの斜線の制

約をほとんど受けず建築が可能であること。②東

京大学本郷キャンパスの方位は近隣住居地域の

南西側に位置し、日影的には、近隣住居地域が常

今回の制限は原則として区内全域を対象するも

のであるため、特殊なケースの場合は想定してお

らず、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。 



100 

 

に被害者であること。③○○キャンパスは高台

で、近隣側より平均約８ｍ高く位置し、近隣住居

地域からの相対的な規制高さでは 22ｍ以上とな

り、近隣住居地域に近い東大側の建物程、より近

隣住環境を阻害する恐れがあること。④東京大学

本郷キャンパスの敷地面は南から北へ急傾斜し、

広大な１団地である（平均地盤面では数ｍの値に

もなる）こと。文京区の特殊なケースとして取扱

うぺきと考えますが如何でしょうか。例えば、建

物毎に GL（地盤面）を設定して、それぞれの地盤

面から 22ｍを絶対高さとする。 

101 規制値 再度意見を提出いたします。私の住所は本郷２丁

目、家の前の道路は３ｍ幅です。(改築の際 50cm

ずつ宅地が削られ４ｍ幅に将来なります)○番地

の南側の家は２階建て４軒、３階建て３軒、４階

建て１軒です。23番地の南側は２階建て２軒、３

階建て７軒です。○番地の北側は２階建て１軒、

３階建て２軒、マンション１棟です。○番地の北

側は２階建て４軒、３階建て３軒、マンション１

棟、事務所ビル１棟です。 

このような地域に高さ制限値 45ｍ→46ｍ、50ｍ→

60ｍに誘導する案（制限）はとても受け入れるこ

とができません。現実離れしております。これ以

上の住居環境の悪化は我慢が出来ません。（過去

に建てられた建築物にはとやかく言いません）計

画の再度見直しを強く要求いたします。 

ご意見をいただいた都心地域は、すでに大きな建

物が建っているエリアもあることから、第３次素

案で原則値よりも大きな数値を設定していまし

た。そこを東京都との協議の結果、面的に捉え、

60ｍ・46ｍという考え方としました。 

ただし、この数値は、この高さまで誘導するとい

うことではなく、敷地条件が整った場合において

も、この高さが上限ということであり、現状と同

様の敷地条件であれば、今のまち並みが大きく変

わることはありません。今回の規制は、これまで

の規制に新たに加えるものであり、これまでの規

制を緩和するものではありません。 

 102 既存 

不適格 

特例 

都市計画原案への要望 

既存不適格建築物の建替えの特例について回数

の制限をなくすよう要望します。港区では、文京

区と同様の絶対高さ制限について平成 26年度運

用開始を目指して本年２月に説明会等を実施し

ましたが、マンション代表者をはじめ、さまざま

な人から意見や相談を受けた結果、計画が、（１）

老朽化マンションの建て替えを抑制することに

なりかねない。（２）総合設計制度を活用した建

物への緩和特例が必要。（３）既存不適格となる

建物の資産価値に影響がある等の点で区民生活

に大きな影響を及ぼすという意見を、「ルールの

方針に大きく関わるもの」として真摯に受け止

め、方針案の見直しのため開始スケジュールを一

旦取り下げることを発表しています。（広報みな

既存不適格の建て替えの特例については、新たな

規制が、生活や仕事の場を直ちに奪うことにつな

がるのは、適切ではないと判断し、設定しました。

将来的には良好なまち並み景観を形成したいと

考えており、将来計画においては、絶対高さ制限

内の建築計画となることを誘導していくため、大

規模敷地の特例等の他の特例の適用が困難なこ

と、絶対高さ制限を超える部分の形状や規模が現

建物と同程度であることなどの条件が認められ

れば現建物の高さを上回らない範囲内で一回の

建替えを認める特例としています。 

今回定める制限値は、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とすることを基本

的な考え方としています。そのため、１回目の建

替えから建築計画等の工夫により少しでも制限
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と６月１１日号） 

文京区においては、中低層住宅地域における突出

した建築物による近隣紛争の防止、文京区の歴史

や文化財にふさわしいまち並みの保護等、地域の

実情に即して高さ制限の導入が必要な地区があ

ろうことは理解できます。一方で、今回の計画案

はこうした地域ごとのまちのたたずまいとは直

接関係しない建ぺい率、容積率をもとにモデル化

された高さ制限を区内全域に適用しています。こ

のため、約 500棟あるとされる既存不適格建築物

について、そこに暮らすおそらく数万戸に上る区

民生活への影響や財産権の制限を正当化できる

だけの具体的な公共の目的・利益が説明できるの

かという点については、個々のケースでは疑問と

なるものも多数存在するのではないかと考えま

す。港区が方針案見直しの理由として挙げた上記

の三つの意見は、これまでの当区の意見募集結果

にもまさに現れており、原因は建替えの特例回数

を１回に制限していることにあります。 

今回の計画案の説明会では、既存不適格マンショ

ンに住む区民からの質問に対して、「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制

限値を設定しているので、２回目の建替えの際に

建物の階数は減っても建物の床面積を広げるこ

とにより各住戸の床面積を減らさずに済む余地

があり、居住者への影響は必ずしも大きくない」

という趣旨の回答がされています。 

しかしながら、通常マンションは主たる開口部と

なる建物面については既に地の条件いっぱいに

広がっていて左右に拡大の余地はなく、減った階

数分の住戸を残りの階の住戸数を増やして吸収

しようとすると、開口部が狭まった細長くいびつ

な住戸となり居住環境と資産価値を著しく損な

います。またこうした無理なフロアプラン変更の

影響度合いは建物の設計次第でどの住戸にしわ

寄せが行くかが大幅に異なり、マンション内の合

意も到底得られません。さらに建物の床面積を増

加させることは敷地内の駐車場その他の施設に

影響を与えることも考えられます。階数減少への

他の対処法として、住戸の床面積を全体に縮小し

て全戸を再配置する方法、およびに単純に減った

値に近づけるようお願いしていく予定です。 

時間はかかるかもしれませんが、将来的に良好な

まち並み景観を形成することにより、まちの新た

な価値を生み出すことを期待するものです。 

具体的な内容については、個別にお問い合わせい

ただければお答えさせていただきます。 
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階数分の住戸を減らす方法が考えられます。しか

しながら、前者は上記と同じ無理なフロアプラン

変更のしわ寄せをどの住戸が受けるか、後者は同

じ区分所有者の中でどの住戸が立ち退くべきか、

といった点について住民間の深刻な紛争の種を

今回の計画案がまくことになります。前述の説明

会における回答からは、既存不適格となるマンシ

ョンに暮らす区民の生活への影響にきちんと向

き合って理解しないまま計画案が進められてい

るのではないかという危惧を感じます。以上の点

から、既存不適格建築物の建替えの特例について

回数の制限をなくすか、港区のように計画案全体

を見直すよう要望します。 

103 規制値 後楽二丁目地区は、JR、地下鉄５路線乗り入れる

交通の結束点である飯田橋駅に面しながら、千代

田区、新宿区に遅れをとっている気がします。同

じ飯田橋でも千代田区は、飯田橋駅前に区政会

館、○○の再開発ビル、○○の再開発ビル（現在

建築中）があり、新宿区は、神楽坂を中心に街の

活性化が図られていると思います。それに比べ同

じ飯田橋でも文京区後楽二丁目地区は、中途半端

なため全く魅力のない街になっております。本来

は、後楽二丁目地区は、文京区の中でオフィスビ

ル街であり稼ぎどころとして期待出来るナンバ

ーワンの立地だと思いますが、活かしきれていな

いのが実状です。文京区の高さ制限について、私

はシビックセンターと同様に都市核と位置付け、

高さ制限の規制から除外して頂きたいと思いま

す。また、既に西の再開発ビル（150m）が建てら

れているのに同じ地区に絶対高さ制限を掛ける

ことは納得がいきません。是非、参考下さいます

様お願いします。 

後楽 2丁目地区については、現在定められている

地区計画の区域を含む放射２５号線の北側の地

区において、まちづくりを検討し、取り組んでい

きたいと考えております。              

都市核は、高次の都市機能が集積された、本区の

まちをリードする、中心的な役割を果たす地区と

して位置付けていることから、一律的な絶対高さ

の基準によるのではなく、総合的な方法によっ

て、秩序ある市街地の形成を進めていく必要があ

り、対象区域から除いているものです。 

104 規制値 文京区に生まれ育ち、現在の住居に移り 35年に

なります。都会の中心に位置する文京区後楽地

区。つい最近まで木造建ての古い家が密集し、八

百屋、魚屋、肉屋などの個人商店があり住民が笑

顔で挨拶を交わし、立ち話をする…ごく普通の生

活風景がありました。しかし、後楽二丁目東地区

と新地区の再開発により街の景観、人の流れ、住

民同士のコミュニケーションそして後楽に対す

る住民の意識が大きく変わりました。時代の流れ

後楽 2丁目地区については、現在定められている

地区計画の区域を含む放射２５号線の北側の地

区において、まちづくりを検討し、取り組んでい

きたいと考えております。 
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と共に都会は大きく変貌します。住む者と働く者

の共存。より便利に安心安全な街づくり、再開発

はその一翼を担う大事な事業です。後楽地区は文

京区の表玄関として飯田橋駅を中心にＪＲをは

じめ地下鉄有楽町線、東西線、南北線、大江戸線

と首都高５号線や外堀通り、目白通りに面して文

京区では他に類を見ないアクセスの良さで、大規

模な再開発が進む隣接の千代田区と共に今後魅

力のある街として大いに期待されています。以

前、後楽二丁目南地区の再開発を望む住民の集会

に文京区の職員の方たちに出席いただき、再開発

に対する住民の情熱を理解していただけたもの

と思っていました。しかし、文京区が進めている

都市計画案の絶対高さ制限を定める高度地区案

において、既に西地区では 150mの高層建築が完

成しているにも関わらず後楽二丁目南地区を 60m

までの高さ制限を設けるのは納得いきません。既

存の東地区・西地区と統一した融合性、高齢者や

盲学校の生徒など弱者を無視した歩道橋を含め

た人の動線、目白通り沿いの車道と歩道の段差解

消など、飯田橋駅周辺の将来性を見据えて、文京

区の表玄関である後楽二丁目南地区を都市核と

位置づけて高さ制限の規制から除外していただ

かない限り、人間重視の快適で優しい街の発展は

望めません。文京区をふるさとにし文京区を愛す

る住民の意見として何卒再考くださるようお願

いいたします。 

105 規制値 都市計画の基本方針である文京区『都市マスター

プラン』では、関口三丁目地域を低中層市街地と

位置付けており、良好な住環境の保全や近隣紛争

の防止のため、建物の高さを適切に制限、抑制し、

更に具体的な方針として「建物の高さが大きく異

なる市街地が隣接する場合は高さの低い方の市

街地に配慮する」としている。然るに、絶対高さ

を定める高度地区の指定では、第１次素案段階か

ら目白通り沿いの一部を 29ｍとし、区民から反対

意見が寄せられているのにもかかわらず、第４次

素案では逆に 31ｍに引き上げている。当地域は、

方位と地盤の高低差から目白通りを挟んだ関口

二丁目地域との間に日影の格差が生じており、本

来であれば高度地区の指定に伴いその改善を図

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。現在のまち並みを見ると制限値

が高すぎるという意見がある一方で、自分たちの

マンションが既存不適格になる、あるいは自分た

ちの資産を活用して建物を建てたいのでもっと

高くして欲しいという意見があります。 

その中で皆さんにご理解していただくための制

限値を平成 22年度から検討してきました。その

結果の１つとして、幹線道路沿いについては指定

容積率が活用できる高さを基本とした制限値と

し、逆に住居系用途地域の一部では、少し厳しい

17ｍという制限値を設定しています。 

ご意見をいただいた関口の目白通り沿道は、都市
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るのが妥当と考えられるところ、住民の要望とは

逆に格差を容認する内容となっているのは誠に

遺憾である。目白通り沿いの関口二～三丁目地域

は、隣接する第一種住宅専用地域である関口三丁

目との建物高さの差を考慮し、都市計画原案で示

された 31ｍを撤回、関口二丁目後背地の絶対高さ

である 22ｍ以下とすべきである。 

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、第二種住居地域（指定容

積率 400％）に指定されています。この地域は、

用途規制上、店舗や事務所の立地が可能であり、

特に指定容積率 400％地域については、今後、そ

れらの立地も想定されるため、住宅や店舗、事務

所の共存を許容できるよう、商業系用途地域と同

等の制限値 31ｍとし、中高層の市街地を目指す

ものです。 

106 規制値 目白通りに沿った関口三丁目区域は、日影規制の

もっとも厳しい第一種低層住居専用地域に指定

されているが、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、目白通り南側の地盤

が道路面より 15ｍほど高い地形を成しているこ

とから、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。文京区『都市マスタープラン』

では、建築物の高さの最高限度の誘導方針の中

で、当区域を低中層市街地（主として３階以下の

低居建築物が広がる中に、4～7階の中居建築物の

立地が見られる市街地）と位置付けており、更に、

①良好なまち並みの形成、②良好な住環境の保

全、③近隣紛争の防止のため、建築物の高さを適

切に制限、抑制することとし、その具体的な方針

として「建築物の高さが大きく異なる市街地が隣

接する場合は、高さの低い方の市街地に配慮す

る」ことを明記している。『都市マスタープラン』

の趣旨にしたがえば、当区域は建築物の高さを低

中層市街地として定義された高さ以下に抑え、更

に「高さの低い市街地に配慮」して、建物の絶対

高さを厳しく規制すべきと考えられる。しかし、

『絶対高さ制限を定める高度地区の指定』第１次

～第３次素案では、現状の都市計画に定める容積

率をそのまま活用するため、建物高さを 29ｍに指

定、更に、第４次素案では高さを 31ｍまで引き上

げたのは『都市マスタープラン』の方針と大きく

乖離した内容と云わざるを得ない。目白通りに沿

った関口二・三丁目区域の絶対高さは、都市計画

法第 19条の２に定められた「市町村の都市計画

に対する基本方針」である文京区『都市マスター

プラン』を遵守し、「都市計画原案」で示された

31ｍを撤回して、関口二丁目後背地の絶対高さで

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。現在のまち並みを見ると制限値

が高すぎるという意見がある一方で、自分たちの

マンションが既存不適格になる、あるいは自分た

ちの資産を活用して建物を建てたいのでもっと

高くして欲しいという意見があります。 

その中で皆さんにご理解していただくための制

限値を平成 22年度から検討してきました。その

結果の１つとして、幹線道路沿いについては指定

容積率が活用できる高さを基本とした制限値と

し、逆に住居系用途地域の一部では、少し厳しい

17ｍという制限値を設定しています。 

ご意見をいただいた関口の目白通り沿道は、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、第二種住居地域（指定容

積率 400％）に指定されています。この地域は、

用途規制上、店舗や事務所の立地が可能であり、

特に指定容積率 400％地域については、今後、そ

れらの立地も想定されるため、住宅や店舗、事務

所の共存を許容できるよう、商業系用途地域と同

等の制限値 31ｍとし、中高層の市街地を目指す

ものです。 
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ある 22ｍ以下に制限することを強く要望する。 

107 規制値 絶対高さ制限を定める高度地区の指定の目的は、

文京区『都市マスタープラン』に示された①建築

物の高さを適切に誘導し秩序あるまち並みを形

成、②突出した高さの建築を抑制し近隣紛争を防

止、③建築物の高さを制限することで良好な住環

境を保全するためと記されている。また、『都市

マスタープラン』では、具体的な方針のひとつと

して「建築物の高さが大きく異なる市街地が隣接

する場合は、高さの低い方の市街地に配慮する」

ことを明記している。目白通り（北側）に沿った

関口三丁目は日影規制が最も厳しい第一種低層

住宅専用地域（高さ規定 10ｍ）であるのに対し、

目白通り南側の関口二丁目地域は目白通りに沿

いの区域が日影規制のない第二種住居地域であ

るうえ、地盤が道路面より 15ｍほど高い地形を為

していることから、北側の関口三丁目地域に対

し、地図上では計り知れない甚大な日影の影響を

生じさせている。『都市マスタープラン』の主旨

に沿えば、当地域は「高さの低い地域に配慮」し、

良好な住環境を保全して近隣紛争の防止を図る

うえからも、建物の絶対高さを厳しく規制すべき

ところであるが、文京区は現状の都市計画に定め

る指定容積率が活用できる高さとして 31ｍを主

張している。これは、建物高さが 10ｍに規定され

ている第一種低層住宅専用地域の関口三丁目地

域からは、まさに突出した高さそのものであり、

「都市マスタープラン」の主旨とまったく異なる

高度地区の指定（都市計画原案）は容認できるも

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、都市計画原案で示された 31ｍで

はなく、関口二丁目後背地の絶対高さである 22

ｍ以下とすべきである。また、第４次素案で不忍

通りと目白通りの接点における制限値を統一す

ることを理由に、第３次素案での高さ 29ｍを 31

ｍに引き上げたことは、当地域の現状を知らない

机上での愚策であり、到底理解できるものではな

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。現在のまち並みを見ると制限値

が高すぎるという意見がある一方で、自分たちの

マンションが既存不適格になる、あるいは自分た

ちの資産を活用して建物を建てたいのでもっと

高くして欲しいという意見があります。 

その中で皆さんにご理解していただくための制

限値を平成 22年度から検討してきました。その

結果の１つとして、幹線道路沿いについては指定

容積率が活用できる高さを基本とした制限値と

し、逆に住居系用途地域の一部では、少し厳しい

17ｍという制限値を設定しています。 

ご意見をいただいた関口の目白通り沿道は、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、第二種住居地域（指定容

積率 400％）に指定されています。この地域は、

用途規制上、店舗や事務所の立地が可能であり、

特に指定容積率 400％地域については、今後、そ

れらの立地も想定されるため、住宅や店舗、事務

所の共存を許容できるよう、商業系用途地域と同

等の制限値 31ｍとし、中高層の市街地を目指す

ものです。 

108 規制値 関口三丁目は日影規制の最も厳しい第一種低層

住宅専用地域であるが、隣接する目白通り沿いの

区域が日影規制のない第二種住宅地域とされ、更

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。現在のまち並みを見ると制限値
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に道路反対側の関ロニ丁目地域が道路面より 15

ｍほど高い地形であることから、多大な日影の影

響を受けている。文京区の「都市マス」では、“建

物の高さを制限、抑制することで近隣紛争を未然

に防止し、良好な住環境を保全する”と明記して

おり、更に“建築物の高さが大きく異なる市街地

が隣接する場合は、高さの低い方の市街地に配慮

する”ことも記されている。その趣旨に従えば、

当地域は高さの低い地域に配慮し、良好な住環境

を保全して近隣紛争の防止を図る”うえから、建

物の絶対高さを厳しく規制すべきところである

が、文京区は現状の都市計画に定める指定容積率

が活用できる高さとして 31ｍ（当初の素案では

29ｍ）を計画している。これは文京区の「都市マ

ス」に示された都市計画を骨抜きにし、今回の「高

度地区の指定」の趣旨“市街地に突出した高さの

建築物の出現を未然に防ぐ”こととも大きく乖離

した計画といわざるを得ない。そもそも、現在の

ような突出した高さの建物によって近隣紛争が

起きているのは、間違った都市計画とそれを放置

してきた行政の不作為であり、「高度地区の指定」

は現状を是正する絶好の機会である。秩序あるま

ち並みの形成、近隣紛争の未然防止、良好な住環

境の保全の実現するために、目白通りに沿った関

口二・三丁目地域の絶対高さは、都市計画原案で

示された 31ｍではなく、関ロニ丁目後背地の絶対

高さである 22ｍ以下とすべきである。 

が高すぎるという意見がある一方で、自分たちの

マンションが既存不適格になる、あるいは自分た

ちの資産を活用して建物を建てたいのでもっと

高くして欲しいという意見があります。 

その中で皆さんにご理解していただくための制

限値を平成 22年度から検討してきました。その

結果の１つとして、幹線道路沿いについては指定

容積率が活用できる高さを基本とした制限値と

し、逆に住居系用途地域の一部では、少し厳しい

17ｍという制限値を設定しています。 

ご意見をいただいた関口の目白通り沿道は、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、第二種住居地域（指定容

積率 400％）に指定されています。この地域は、

用途規制上、店舗や事務所の立地が可能であり、

特に指定容積率 400％地域については、今後、そ

れらの立地も想定されるため、住宅や店舗、事務

所の共存を許容できるよう、商業系用途地域と同

等の制限値 31ｍとし、中高層の市街地を目指す

ものです。 

109 規制値 第一種住宅専用地域に隣接する区域の絶対高さ

を 31ｍに引き上げる計画案には、住環境の保全を

無視した文京区の姿勢しか見えてきません。関口

三丁目に住んでいますが、高さが 10ｍに規制され

ている住宅地域に隣接する区域の許容高さが、３

倍以上もある地域は区内のどこにもありません。

少なくとも、椿山荘周辺の高さである 22ｍ以下に

抑制するよう、絶対高さの見直しを強く求めま

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。現在のまち並みを見ると制限値

が高すぎるという意見がある一方で、自分たちの

マンションが既存不適格になる、あるいは自分た

ちの資産を活用して建物を建てたいのでもっと

高くして欲しいという意見があります。 

その中で皆さんにご理解していただくための制

限値を平成 22年度から検討してきました。その

結果の１つとして、幹線道路沿いについては指定

容積率が活用できる高さを基本とした制限値と

し、逆に住居系用途地域の一部では、少し厳しい

17ｍという制限値を設定しています。 

ご意見をいただいた関口の目白通り沿道は、都市
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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、第二種住居地域（指定容

積率 400％）に指定されています。この地域は、

用途規制上、店舗や事務所の立地が可能であり、

特に指定容積率 400％地域については、今後、そ

れらの立地も想定されるため、住宅や店舗、事務

所の共存を許容できるよう、商業系用途地域と同

等の制限値 31ｍとし、中高層の市街地を目指す

ものです。 

110 規制値 後楽二丁目地区のまちづくり活動にご支援いた

だき、大変ありがとうございます。さて、平成 23

年７月の第１次素案のご提示から始まった本都

市計画の決定に関し、後楽二丁目で再開発事業の

実現を目標に活動している私共は、これまで説明

会への出席や意見書等により繰り返し要望を行

ってきました。今般都市計画原案として纏められ

ましたが、私共といたしましては、以下の通り要

望します。 

平成 23年３月、文京区都市計画部地域整備課に

「後楽二丁目南エリアのコンセプト」を策定いた

だきました。その過程で地域の方々に説明会やア

ンケートを実施いただき、地元の要望が正しく反

映されたまちづくりの指針が出来上がり、いよい

よ文京区と事業化に向けた協議が開始できるも

のと期待しておりましたが、その窓口となる計画

調整課とは未だに協議が開始されておりません。

私共は永年にわたり後楽二丁目のまちづくりと

いう観点から活動を進めて参りましたし、権利者

の合意形成も高まってきています。そういった

中、本都市計画の施行は事業化を遅延させる大き

な要因となるものと危惧しております。大規模敷

地を統合する場合に特例措置が設けられている

ことは理解しておりますが、その措置を受けるた

めの協議期間が必要となって参ります。本都市計

画が施行されたとしても、私共のまちづくり活動

は今後も継続して参りますので、前述のコンセプ

トで謳われているまちの実現のためにも、是非と

も私共と協議を行っていただきますようお願い

いたします。 

後楽 2丁目地区については、現在定められている

地区計画の区域を含む放射２５号線の北側の地

区において、まちづくりを検討し、取り組んでい

きたいと考えております。 

 

111 規制値 後楽 2丁目は飯田橋駅からの顔となる場所です。

高さ制限の指定外の都市核となるべき地域じゃ

後楽 2丁目地区については、現在定められている

地区計画の区域を含む放射２５号線の北側の地
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ないでしょうか。オリンピックも決まり、早めの

開発を希望します。千代田区、新宿区、文京区接

点の所に後楽 2丁目があります。よろしくお願い

いたします。 

区において、まちづくりを検討し、取り組んでい

きたいと考えております。 

 

112 その他 敬称は略します。私は､４つの会場にて出席した

が､いずれも区民からの異議を唱え不信感をもつ

区民の意見に対し、高橋は前回同様同じ答弁に終

始した。第３素案を経て、第４次素案時に、区民

にはいっさい周知されていない、猪瀬を頂点とす

る東京都とどのような協議をしていたのか説明

はなかった。またどのような経緯および根拠で､

区民の意見を元に文京区の高さ制限を決められ

なかったかの答弁がない。東京都に追随し、一方

的に高さを上げたことに対する説明は、区側にと

って都合の良い弁明であり、区民の生活現湯を無

視し、東京都や開発事業者にすり寄った。ここま

での高さは建築できますよ！という事業者へ有

利な誘導の制限値である。権力ごときで都民区民

の意見を踏みにじる東京都に隷属したことが判

明した。区民の意見は取り入れないことは、今回

の説明会で、「第４次素案における制限値等の変

更を行わない」で判明した。 

１）区民の意見を踏みにじった、平成 25年７月

18目都市計画審議会における学識経験者副座長

の暴言について 

高畑久子区議は、「とくに本郷･湯島地域は国際

的商業地域といって 60ｍなので建てられること

になる。その地域にこれからも住み続けたい方の

願はどうなるのか？」という趣旨の質問をした。

これに対し、大方は下記枠内のように答弁した。 

大方暴言。 

｢商業地域はもともと日影規制はない。合法で高

い建物が可能な地域に低層で住み続けたいとい

うのはわがまま。土地を高く売り環境の良いとこ

ろに転居したほうがよい｣ 

平成 25年９月６日（金）の文京福祉センターで、

受付担当の外部事務委託係員は、閉会後、私の抗

議を正確に聞いており、上記の発言は市川ではな

く大方であると言辞。大方潤一郎は、本日平成 25

年９月 30日をもって任期満丁となる。このよう

な暴言を置き土産にしたまま､記録は残るのであ

ご意見のありました、都市計画審議会における発

言内容については、文京区ホームページにおいて

議事録を掲載しておりますので、ご覧ください。

都心地域の本郷・湯島地域は商業地域を中心とし

ており、この地域には建築基準法で定める日影規

制もないため、現在すでに一定程度高いビルは建

っています。しかし今後絶対高さ制限が導入され

ると、敷地が統合され大きくまとまった場合で

も、特例を活用しない限り 90ｍや 100ｍといった

高さは建てられなくなり、60ｍが限度になりま

す。 
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る｡都市計画審議会における現場での録音と照合

はできないので、区のＨＰで公開される議事録な

るものは、都合の良いように改ざんされる懸念が

ないとまでは言えない。 

前回の意見書で記述したが、大方の思慮のない、

軽率にも程がある発言は、 

１）大方発言 

大方の暴論といえる審議会での発言は、全体の前

で私が発言したが、「エイヤァって わかりやす

い数字」 

45Bを 46ｍにした。区民に説明しにくいから 50

ｍを 60ｍ。15ｍを 17ｍに「区民にわかりやすい｡

カテゴリーが多様であり、東京都は通してくれる

かな？統一した方が、まち並みの連続性になる、

規制はシンプルであると理解はしている｡」とい

う発言である。 

 

およそ、学識とは思えない発言をした上に、さら

に本郷湯島地域区民に対し、事実上、大半は低層

で住まざるを得ない、住んでいる区民に対し、低

層で住むのはおまえらのわがままだから、土地を

売り、出ていけと言っているのである。このよう

な独善的な暴言をした大方は自らの発言に対し、

一切省みないどころか、環境が悪い文京区を大方

が作る発言をしたのである。自ら東京都に隷従し

たために、それまで居住していた区民を一方的に

排除した暴言である。大方は高橋同様、マンショ

ン開発会社つまり事業者寄りではないのか？環

境が悪くなった。日影になっているので、価値が

減った。陽当たり良好な共同住宅の 10階の住民

ですが、南側に○○の 21階などが出来てしまい、

売るにも売れない。まだローンも残っており、簡

単に売れば良いというが、○○、○○などの査定

では、大方の言うような高いどころか、想定外の

安値で叩かれた。このままお持ちになっていた方

が良いというアドバイスもあります。本郷２丁目

は○○の為にあるのではない。 

実際に家のローンを組んで建てた経験があるの

ならば、建て替える際に、階高および建物をどの

ような高さまでにするかは、建て主の予算に依拠

する。事業者とて同じである。何も制限値 46ｍ、
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60ｍまでにする必要はない。ある程度の土地を地

上げし、容積率目いっぱい建築するのは、共同住

宅開発会社である。開発会社の利益追求のためで

ある。周辺環境配慮は独善的なものであり、反故

にされる。 

絶対高さ制限で、低層階のそれまで長年住んでい

た区民は、また高層に（必ずしも制限値まで建て

られるとは限らない｡）しようにもできない区民

は、老朽化、環境の悪化を要因に、転居を余儀な

くされることがある。大方が低層階で住むのは独

善だと言った。土地を持たない、区分所有の共同

住宅の低層階の居住者には、部屋を売れというこ

とか？大方発言に対し、質疑の際に、高橋の答弁

では、○○の質問から逃げた。公開されるであろ

う本件審議会の議事録に記載があり、区議に対し

て区側の答弁があるなどと、この発言は、大方が

したものかどうかを明確にしていない。高橋は、

都市計画審議会は区民に公開されていますと当

然のことを述べているが、公開されているのであ

れば、○○の質疑に対し、大方の発言が事実かど

うか、回答をはぐらかさず、明確にそうであると

答えるべきであった。言えない理由はわかってい

る。一地方公務員の組織の人間が、上級庁の指示

には逆らえず、できるだけ区の考え方で弁明を押

し切り、区民からの反対意見や異議が出されて

も、質問者が納得しようがしまいが関与しない。

説明した既成事実、意見を聞いてやった既成事実

を積み上げただけである。区民の意見どおりにす

るなど毛頭頭に元からないのだ。このような区の

姿勢、説明の極めて不可解さは、自動返信かとも

思える区民からのパブコメに対する区の考え方

にも表れている。 

代表的なものを挙げる。他地域の区民からの質問

に対する回答も全く同様な区の考え方の回答が

記載されている。録音と照合すれば、高橋らの各

会場の口頭どおりの答弁ではないものが回答集

にある。つまり近隣対策屋の事前用意した自動返

信である。 

  規制値 第４次素案意見集の 43ページ、45ページ 区の

考え方 

本郷地域がある都心地域は、秋葉原や神田、大手

第３次素案までは面的に捉えるという考え方で

はなく、地域ごとの特性を制限値に反映していま

した。第３次素案において制限値の案が確定した
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町と連続した、東京の中でも国際的な商業地域で

す。また商業地域、近隣商業地域が面的に拡がる

地域で、文京区都市マスタープランにいて都心型

高層地域を目指す地域として位置づけられてい

ます。都心地域では、区画整理事業による基盤整

備がなされ、商業系用途地域が中心になっている

こと実態を考慮し、地域全体を捉えて制限値を設

定することにより、都心型高層市街地を中心とし

た市街地形成を目指すことから、ここまで転記す

るだけでも実態と大きく乖離している。 

疑問点 

本郷地域が、国際的な商業地域なのかどうかとい

うことである。本郷は六本木や銀座ではない。面

的とは第４次素案の説明会では、高橋は弁明しな

かった面的に拡がった部分と、そうでない部分が

あるのは、壱岐坂通りの○○氏も抗議している。 

不忍通りふれあい館にて、20：08高橋は下記弁明

した。 

「50ｍと設定している際には、面的には考えてい

なかった。原案では、細かく設定するのではなく、

面的に捉えた｡」 

地域全体を捉えて、だの都心型高層市街地を目指

すことから、だのの理由を一方的に誇示し、強弁

に持ち込んでいる。 

具体的根拠や実態を示していない。またそのよう

な都市を目指すと紛争を含む、どのような問題点

が出てくるのか？一切思慮していない。実際に 46

ｍ、60ｍの建物が現在建築されると、どのような

影響か出てくるのか？ 

商業地域については、60ｍ、70ｍに設定しました。

容積率 400％の近隣商業地域の区域については、

制限値の 45ｍの直近の 46ｍに設定することで、

制限値の整理を図りました。ここにも疑義があ

る。区民の意見を無視した上に、区側の考え方は、

支離滅裂である。 

直近の？？？直近の数値に上げてくれなどと誰

が要望したのか？制限値の整理とは何か？上げ

た上の弁解で、意味不明な詭弁に過ぎない。区民

は制限値の整理をして、さらに区民の要望に対

し、１ｍまたは、10ｍもあげてくれなどと一切要

求していない。猪瀬、大方、成澤（審議会欠席常

ことから、都市計画法第 19条に基づいて事前協

議を行いました。東京都との調整は、広域的な視

点と東京都が定めた都市計画との整合性という 2

点から協議を行うことになっています。そのため

東京都が指定している指定容積率や指定建ぺい

率、用途地域等との整合性を図るため、制限値の

一部について修正を行いました。 

ご意見をいただいた都心地域は、すでに大きな建

物が建っているエリアもあることから、第３次素

案で原則値よりも大きな数値を設定していまし

た。そこを東京都との協議の結果、面的に捉え、

60ｍ・46ｍという考え方としました。 

ただし、この数値は、この高さまで誘導するとい

うことではなく、敷地条件が整った場合において

も、この高さが上限ということであり、現状と同

様の敷地条件であれば、今のまち並みが大きく変

わることはありません。今回の規制は、これまで

の規制に新たに加えるものであり、これまでの規

制を緩和するものではありません。 
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習者）の３人が、猪瀬の指示に応じただけの暴挙

である。 

高橋は、20：09に「敷地が統合されると 100ｍで

も建てられるが、それを抑えるために」などとも

っともらしい、高さ制限の必要性を発言している

が、70ｍの地域においてや、壱岐坂通りや本郷湯

島に制限値限界の 60ｍが、建てられることによっ

て、ドミノ倒しの連鎖型、つまり、南側を独占し

た共同住宅群が、その前面南にもさらに高い共同

住宅が建つこと、周辺環境が激変することを思慮

していない。実際に共同住宅でもなんでも良いの

で、実際に生活して、最低 10年以上住んでみて

くださいと言いたい。○○は、環境悪化は避けら

れないから、売れば良いと軽々しく公言したが、

空き屋は増える、区民ではない所有者の転売目的

財産が増加する。まちとしてのコミュニュティー

は崩壊する。 

前回またはその前回の説明会などで、高橋は、数

度下記のような趣旨の発言をした。 

｢みなさんが反対運動し、変更を求めても、せい

ぜい１階かそこら、やっと高さが下がるだけでは

ないですか。このような労力？を減らすために高

さ制限を決めるのです｡｣冗談ではない、わずかだ

が、高さだけでも下げさせるためにどれだけ地域

住民は苦労したのか？とてつもないエネルギー

と時間がかかる交渉であることは明白である。高

橋の言辞通り、高さ制限によっても､紛争の要因

は様々にあり､紛争を減らすことはできようが、

絶対になくなりはしないのである。これまで述べ

てきたことを総合的に考察すると、 

１）大方は、区民に文言でなぜこのようなわがま

まな発言をしたのか？現在も考えが変わらない

のならば、区も容認しているのであるから、その

理由を公開すること。 

２）大方を任命した文京区都市計画部計画課は、

大方発言を放置、黙認していると解する。大方は

即刻解任されるべきである。 

３）学識経験者がこのような発言を撤回するよう

に求められなかった計画課は、第４次素案が、東

京都に隷従せざるを得なかったことを釈明する

こと。 
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４）都市計画原案を見直し、都市計画的な視点と

は、何か？ 

５）大方の暴言を容認している以上、計画課は、

この暴言を区民が抗議している事実を公開する

こと。 

謝罪の代償として、区民らの意見を採用し、高さ

を下げること。である。 

  規制 

方針 

２）原案について、 

現在○○が 21階高級病棟で日影を与え、やり放

題に土地建物ごと買いあさっている事実からも

当地では、インフラエ事も含め、○○事業の中長

期計画のために、迷惑をこうむり、かつ唐突な工

事が毎日、起きている事実を踏まえ、再度ここに

前回提出した意見を下記に付する。 

紛争はなくならない。今のままの高さでは、規制

逃れのアベノミクス妄想により、駆け込み建設増

殖をけん引し、高度地区では 100年後の絶対高さ

制限であり、紛争は絶対になくならない。平成 25

年３月５目に開催された文京区都市計画審議会

にて、より下げてくださいという区民の声を無視

愚弄した事実が発覚した。高度地区の高さが、当

地では、45ｍが、46ｍに、50ｍは、60ｍに高さが

より高くなった。○○や東京医科歯科など外堀通

りの 70ｍはそのままであるが、既存不適格建物を

一度の同位置同じ高さの建て替えは認めるが、２

度目の高さの 70ｍを遵守できるだろうか？200年

後ではないか？総合設計制度におけるできるだ

け中央に寄せてはいない、現在の 21階建築は、

○○敷地内北側に区道 832号との公開空地がわず

か約 5.8ｍのまま、南側に低層階を作り、神田川

の景観を独占し、北側住民側には、99.72ｍなる

高さ（最高高さかどうかも不明）建物が建築中で

ある。総合設計制度の趣旨に合致せず、建てる位

置が逆である。環境に何ら寄与貢献しないどころ

か、２度目の 20年後までに、土地を拡大し、で

きるだけ同じように、違憲状態のまま、違憲国会

議員の最下層に存在する区長の裁量により密室

で決定するのである。学校、病院を特例の対象か

ら具体的に削除はされたが、それらは教育施設、

医療機関という表現にすりかえられた。 

これを成澤などが許可する特例対象であるから、

本郷地域がある都心地域は、秋葉原や神田、大手

町と連続した、東京の中でも国際的な商業地域で

す。また商業地域、近隣商業地域が面的に拡がる

地域で、文京区都市マスタープランにおいて都心

型高層市街地を目指す地域として位置づけられ

ています。 

都心地域では、区画整理事業による基盤整備がな

され、商業系用途地域が中心となっている実態を

考慮し、地域全体を捉えて制限値を設定すること

により、都心型高層市街地を中心とした市街地形

成を目指すことから、商業地域については、60

ｍ、70ｍに設定しました。容積率 400％の近隣商

業地域の区域については、制限値 45ｍの直近の

46ｍに設定することで、制限値の整理を図りまし

た。 
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都市計画審議会の同意などあろうがなかろうが、

違憲区議どもの反対の有無など鼻から無視され

るであろう。○○はウソをついた。 

一部の住民にだけ、わずかなはした金をバラマ

キ、○○、○○らに金を握らせ、懐柔したようで

ある。この事実。我々には、○○と○○による捏

造された地域の皆さまへの配慮（案）のみが○○

の名前で渡されているだけで、何か配慮かどうか

もいまだ具体的実効性がないまま、強行建築し、

成澤が○○に､特別に区民？？に誇れる病院にな

ることを祈念するなる祝辞を受けているようだ｡

区民を見下し、最近では暴言を○○学生から受け

ている近隣が○○側に抗議しているらしい｡｡。大

変残念だが｡｡｡。 

  その他 １）大方発言 

大方潤一郎の暴論といえる審議会での発言は、全

体の前で私が発言したが、再度ここに記す。 

「エイヤァって わかりやすい数字」 

45Ｂを 46ｍにした。区民に説明しにくいから 50

ｍを 60ｍ。15ｍを 17ｍに「区民にわかりやすい。

カテゴリーが多様であり、東京都は通してくれる

かな？統一した方が、まち並みの連続性になる、

規制はシンプルであると理解はしている｡」 

２）高橋発言 

都市計画部計画調整課高橋課長は、同日の審議会

にて、18時 49分に「町会連合９か所に」、ご意

見を伺ったなるニュアンスの発言があり、18時

51分に「適正と判断した｡」と高橋言辞している。

さらに 19時 01分には、「東京都と原案を作成し、

数字を変更した｡」 

問題点 

何の意図で、何のために、感情的なエイヤアと発

言したのか？区民は理解すらも納得もできない。

不可解千万な大方発言である。どの町会の いつ

どこで誰と誰が、町会会員に周知したかどうかも

不明、どのような目的でご意見を伺ったのか？適

正と判断する高橋自身の発言根拠（高橋は公務員

である）がない。町会連合などは、町会員に何も

知らせないことを是とし、あたかも町の最高権力

者ごとくふるまうお祭り集団のところもある。区

民課との連携を謳うが、町会は行政の末端組織で

ご意見のありました、都市計画審議会における発

言内容については、文京区ホームページにおいて

議事録を掲載しておりますので、ご覧ください。

都心地域の本郷・湯島地域は商業地域を中心とし

ており、この地域には建築基準法で定める日影規

制もないため、現在すでに一定程度高いビルは建

っています。しかし今後絶対高さ制限が導入され

ると、敷地が統合され大きくまとまった場合で

も、特例を活用しない限り 90ｍや 100ｍといった

高さは建てられなくなり、60ｍが限度になりま

す。 
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はない。勘違いしては困る。 

市川は、19時 54分に「これを見ると、きれいな

まちにはならないですねえ」と発言。きれいか、

きれいでないかは、醜か美しいかは、主観も入る。

成澤の先生である、市川宏雄先生が、明治大学公

共政策大学教授が、きれいなまちにはならないと

言いながら、高橋は適正と判断する？？ 

相反した二律背反ごとしである。片方は、まち並

みがぞろい？それ以上の高い建物は建築できな

い規制されている。高橋は、文京区らしい？？（こ

れも主観的要素が占めるが、私は文京区らしい景

観とは、高さが区長の特例により住民住環境を悪

化させても意味不明な事業者が一方的に押し付

けたわずかな配慮という美辞麗句の元に、東京都

に責任役割を丸投げする○○のいいとこどりの

無法地帯に住んでいるため、～らしいを信用しな

い｡）高橋は、今の町なみが守られると数度、景

観説明会でも発言かおる。この文京区都市計画審

議会は、何を審議し、何の同意案件を審査してき

ているのか？ 

市川の言うように、「きれいなまち並みにはなら

ない｡」のである。ましてや区長特例が、審議会

なるものは、通過儀礼であり、審議会などの既成

事実があろうがなかろうが、旧元町小学校を国民

に無断で、○○と笑顔と緊張の趣で握手され賃貸

されている事実から、成澤と○○との癒着によ

り、独善医院が地域環境を破壊するべく、既存不

適格病棟などは、もとから、高さ制限は関係ない

のである。区で規制されれば、比較差別の親玉猪

瀬に頼めば良いだけだ。公益性の美辞麗句のもと

に、事業者側に有利な東京都の底上げ高さ制限で

ある。第２素案でもある区民が発言したが、コン

サルタントは何の役務か不審であるから、同席は

不必要と思われる。と私は前回述べたが、今回も

同様である。 

よって、○○元区議が意見したように、東京都と

の協議がどのようなものであったのかどうかを

区民全員に周知（町会連合にではない）されたい。

この視点が欠落している。 

  既存 

不適格 

３）既存不適格建築物の建替えの特例 

私が質問したように、○○21階約 100ｍの建築物

絶対高さ制限の都市計画決定・告示・施行日時点

に着工している建物で、制限値より高いものは既
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特例 は、既存不適格になるのか？という質問に対し、

五木田氏は、既存不適格となると明言された。70

ｍの高度地区における東京都総合設計制度での

認可によって建築された○○の超高層建物が、文

京区での絶対高さ制限の制定後、１回は特例を認

めるが、２回目の 100年以上後に、今現在の敷地

や建物の位置で？最高高さが 70ｍの高さに誘導

できるかどうかの説明がよくわからない。次回の

建替えや空中権で結べば、一号館や外堀通りの敷

地を連結し、容積率を超えて、東京都の総合設計

制度を使えば 100ｍ以上の新規既存不適格が林立

するのではないかと危惧する。今回、学校や病院

は、区長の許可による特例の例示から削除された

と聞いているが、大規模敷地になれば、本来なら

ば、文京区の絶対高さ制限どおりに 70ｍにされる

べきではある。誘導に違反した建物建築主に対

し、法的強制力がどこにどのような形で法規的に

設けられるのかどうか疑問である。これについて

は、坂本氏の説明を再度是非伺いたい。私が発言

したが、罰則規定として、都市計画議会（東京都）

で審議され、建築基準法の罰則規定を言辞され

た。是正対象になるという返答を前回坂本氏はさ

れた。絶対高さ制限の第３次素案のままでの高さ

では納得しないが、絶対高さ制限の誘導に従わな

い容積率目一杯の高さで建てる事業者に対する

罰則規定を掲載するように強く求める。と私は前

回意見した。五木田氏は、私に 25文都計第 29号

（平成 25年４月８目）を手渡してくれたが、こ

の文京区絶対高さ制限を定める高度地区の指定

（第４次素案）についてが、○○が認識している

かどうかが肝要である。おそらく、唾棄に等しい

と破棄しているのであろう。○○に届いたかどう

かも不明である。 

存不適格建築物となります。 

既存不適格の建て替えの特例については、新たな

規制が、生活や仕事の場を直ちに奪うことにつな

がるのは、適切ではないと判断し、設定しました。

将来的には良好なまち並み景観を形成したいと

考えており、将来計画においては、絶対高さ制限

内の建築計画となることを誘導していくため、大

規模敷地の特例等の他の特例の適用が困難なこ

と、絶対高さ制限を超える部分の形状や規模が現

建物と同程度であることなどの条件が認められ

れば現建物の高さを上回らない範囲内で一回の

建替えを認める特例としています。 

今回定める制限値は、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とすることを基本

的な考え方としています。そのため、１回目の建

替えから建築計画等の工夫により少しでも制限

値に近づけるようお願いしていく予定です。 

建替えについては、空中権の活用等の基準はあり

ません。今回定める絶対高さ制限の基準に従い建

替えを行っていただくことになります。 

  やむを 

得ない 

特例 

４）第４次素案説明について 

１）第３次素案時では、学校と病院を区長の許可

による特例から削除された点がある。例示の中か

ら削除されたことは当然である。しかしながら、

大規模敷地の中に位置づけられており、今後も表

現の修正も懸念されることから、○○建設計画の

ごとく土地建物を買収した後に、９階どころの診

療所ではなく、病棟を都道、区道上を空中権で連

土地利用上やむを得ない場合の特例の対象とな

る建築物は、公益・公共施設、教育施設または医

療施設の用に供する建築物で、良好な市街地環境

の形成に資する建築物とします。  

特例の認定に関する基準（案）等に関しては、パ

ブリックコメントを 10月 17日（木）から 11月

18日（月）の期間に行いました。基準（案）の

具体的な内容については文京区のホームページ
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結し、大規模敷地に拡大した後、総合設計制度を

認め、今のままの位置で、できるだけ真ん中

に？？（現況は、21階建築中は、外堀通り側南側

が低く北側が 100ｍと順序が逆の独善行為）でき

るのか？これに対し、教育施設、医療機関につい

ては、大規模敷地の特例の一部から、区長の許可

による特例とし、などと記載がある。前述の理由

により、この区長の特例は一切認めない。区長の

裁量権の乱用拡大が必至だからである。もっとも

違憲国会議員の下に現在の区長も存在している、

日々国家権力は、違憲状態のまま、国家権力が行

使されている異常な事態であることを猪瀬、成

澤、○○らは認識されているだろうか？ 

でもご覧いただくことができます。 

http://www.city.bunkyo.lg.jp/sosiki_busyo_k

eikakutyousei_takasa_tokureininteian_iken.h

tml 

ただし、土地利用上やむを得ない場合の特例を活

用するためには、これらの基準を満たすだけでな

く、都市計画審議会の同意が必要となります。そ

れらの条件を満たした上で、区長が認めた場合に

限り本特例が活用できることになります。 

  既存 

不適格 

特例 

２）既存不適格の建替えの特例について 

特例の認定条件どおりに○○のような学校法人

ができるのか？100年後以上に 70ｍの高さに２回

目の建て替え時に、この高さに誘導できるかどう

かは、既存不適格 100ｍ、126ｍ（東京医科歯科大

学）などの外堀通り不適格物件を、区民不在のま

ま、仮既存不適格建築物特例協議会の区民不在の

まま、特段に公益性のために、100ｍ以上を認め

ることになりはしないのか？敷地面積からして、

または建築延床面積からして、○○は東京都に追

随し、成澤は猪瀬の忠犬ごとしに、○○理事長に

すりよるだけで、既存不適格が適格になるから、

70ｍの高さ制限など、無意味である。どんな高さ

でも、周囲に迷惑かけようが、猪瀬、区長に言え

がごとし、知らぬ存ぜぬの○○であることは、区

民の受けている被害迷惑からも山のような証拠

がある。 

 

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。

将来的には良好なまち並み景観を形成したいと

考えており、将来計画においては、絶対高さ制限

内の建築計画となることを誘導していくため、大

規模敷地の特例等の他の特例の適用が困難なこ

と、絶対高さ制限を超える部分の形状や規模が現

建物と同程度であることなどの条件が認められ

れば現建物の高さを上回らない範囲内で一回の

建替えを認める特例としています。 

そのため、既存不適格建築物の特例を活用するこ

とで、制限値より高い建物を建てることはできま

せん。 

既存不適格の特例の対象となる建築物は、大規模

の特例等の適用が困難な場合等やむを得ないと

きに適用されるものです。そのため既存不適格建

築物の建替えの特例が適当かどうかについても

含め、（仮）既存不適格建築物特例協議会の意見

を得ながら審査していくことになります。 

  規制値 ３）本郷２丁目の高さについて、 

○○自宅は 46ｍと１ｍもかさ上げした根拠およ

び理由を明示されたい。断固反対であり、都道沿

い 17号線は 60ｍ、壱岐坂通りが 50ｍであったの

に、今回第４次素案では 60ｍと著しく高さ設定が

10ｍも一方的に高くなっている。外堀通りは 70

ｍであり、その北側に位置する住民には 46ｍであ

る。第１次素案時からこの高さと色分けは不変で

第 3次素案において制限値の案が確定したこと

から、都市計画法第 19条に基づいて東京都と事

前協議を行いました。 

東京都との調整は、広域的な視点と東京都が定め

た都市計画との整合性という 2点から協議を行

うことになっています。そのため東京都が指定し

ている指定容積率や指定建ぺい率、用途地域等と

の整合性を図るため、制限値の一部について修正
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ある。壱岐阪通りは、既に９階、11階、13階（塔

屋含まず）が建築されているから、これらの高さ

にしたというようなコンサルタントらの発言が

前回あったが、今回も本郷２丁目の○○氏が抗議

したように、この高さは暴挙であり、22ｍ以下の

高さが北側に密集している事実を高橋らは知ら

ない。○○自宅背後は 60ｍとは不整合である。 

建主の事業予算や土地の面積により、これらの高

さにまで予算的に建てられるかどうかはまた別

の問題ではないか？幹線道路の背後には商業地

区といえども、比較的低層な建物や 15階のマン

ションなども乱立しており、日影は複合的に起き

ている事実を知らないまま勝手に決められたと

しか解しようがない。本郷２丁目住民の○○氏か

ら、高橋氏は、ゼネコンの人ですか？と問われて

いるのをここに再度、思い出してほしい。大関横

丁（大横町）南側、つまり壱岐坂通り北側の住居

には、木造や低層の商業ビルが多い。○○氏は､

現場を見てくださいと懇願している。実際にこの

絶対高さの最高高さの建物が誘導されれば､業

者、マンション開発会社による、現在でも地上げ

屋が徘徊する目的は、狭い土地を買収し土地を拡

大すれば、現在の建築基準法で建築できる。北側

住民が日影になり、交通通行問題、狭い細街路も

あることすら思慮していないままの業者に癒着

した高さではないかと糾弾されて当然である。○

○自宅の南側が 70ｍで、自宅裏が 50ｍから変更

され 60ｍで、○○は 46ｍである。１ｍ上がり、

またいきなり 10ｍの高さが何の根拠か意味不明

である。北側 60ｍからすれば、南側は 46ｍで低

く、北側のほうが 60ｍで高い。○○の南側は 70

ｍの高さで北側に住む○○の 46ｍは日影になる。

まるで日影に挟まれ谷間の○○の 46ｍである。配

置順序が日影の谷間を意図的に区は作っている

のではないか？むちゃくちゃだから、市川の言う

のが正しく、きれいなまちにはなりません。 

この論点からすると、南側の幹線道路側の建築物

を高くすることにより、背後の北側が日影にな

り、第４次素案のままの高さ色分けでは、様々な

被害が出る。住価値は下がる。建築紛争はなくな

らない。高橋の言辞していた、皆様の財産のポテ

を行いました。 

本郷地域がある都心地域は、秋葉原や神田、大手

町と連続した、東京の中でも国際的な商業地域で

す。また商業地域、近隣商業地域が面的に拡がる

地域で、文京区都市マスタープランにおいて都心

型高層市街地を目指す地域として位置づけられ

ています。 

都心地域では、区画整理事業による基盤整備がな

され、商業系用途地域が中心となっている実態を

考慮し、地域全体を捉えて制限値を設定すること

により、都心型高層市街地を中心とした市街地形

成を目指すことから、商業地域については、60

ｍ、70ｍに設定しました。容積率 400％の近隣商

業地域の区域については、制限値 45ｍの直近の

46ｍに設定することで、制限値の整理を図りまし

た。 
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ンシャルは、陽当たり良好が、奪われていくこと

により、逸失していく。上がる根拠はまったくな

い。 

  規制 

方針 

４）結論 

絶対高さ制限は必要である、しかし、東京都には

追随できない。断固反対である。つまり、70ｍ→

50ｍ、46ｍ→28ｍ、60ｍ→30ｍ。さらに、学校、

病院、医療機関は永久に特例や区長許可対象と認

めないこと。拡大解釈や裁量権の乱用が背景にあ

り、むやみやたらに、公益性、医院、病院、学校

はすべて許可される。本郷だけではない。全地区

である。区長の許可などではなく、高さ制限で第

４次素案で変更がないまま、次回の建て替えから

○○だけは、強制的に 70ｍに確約させるべきであ

る。これ以上の建築紛争の具体的直接的事例にな

らないように、70ｍと制定するだけでなく、罰則

規定を設けて、今週中に○○に確約書を区民に提

出されたい。 

 

忘却できない発言 

14時 44分「日影を減らすことを目的とはしてい

ない｡」高橋は、日影による建築紛争を知らない｡

文京区における建築紛争を学習しておらず､教訓

を無視している。日影を減らすことを目的とされ

たい。残念ですがこれは問題発言である。 

今回定める制限値は、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とすることを基本

的な考え方としています。具体的には、指定容積

率が活用できる高さを満たすことを条件として、

都市計画法で定められた容積率や建ぺい率、用途

地域等の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。 

今回の規制は、これまでの規制に新たに加えるも

のであり、これまでの規制を緩和するものではあ

りません。 

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。 

  意見集約 

周知 

周知広報活動にまったく問題なかったとはいえ

まい。新聞を定期購読せず、町会に入っていない

方に、どのように広報をしていくのか？インター

ネット接続環境がない方に、ＰＣを使いたくても

閲覧さえできない方にも、幅広く意見を求めるべ

きである。声なき、声をあえて聴くべきであり、

ワークショップなどに寄生する外部委託コンサ

ルタントなどを囲い、区の実情を把握させたよう

に見せかけ、高度地区に反映させているなどとい

う説明は唾棄に等しい。参加区民数名は、いつも

毎回出席している方が見受けられる。 

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 8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。 

  規制 

方針 

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

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
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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、立ち退きを迫り、区は

大型高層建物を都市核なる珍奇な高層建物群を

誘導する魂胆ではないか？ 住民投票さえない

ままの、高齢者が安心して暮らせるまちづくりと

は逆行し、第３次素案のままの絶対高さではマン

ションの乱立化を更に増進させている。ゼネコン

との癒着を想起させ、古き良きまち並みや雑多な

魅力を破壊し、区内の総合設計制度につきものの

わずかな公開空地なる見返りの言い訳は総合的

に考慮して、逆に市街地の悪質な環境を生み出

し、日影、風害などの弊害の方が大きい。超高層

建物の乱発推奨、業者よりの現在の高度地区指定

（第４次素案）の高度地区素案には断固異議を唱

える。 

考えております。現在のまち並みを見ると制限値

が高すぎるという意見がある一方で、自分たちの

マンションが既存不適格になる、あるいは自分た

ちの資産を活用して建物を建てたいのでもっと

高くして欲しいという意見があります。 

その中で皆さんにご理解していただくための制

限値を平成 22年度から検討してきました。その

結果の１つとして、幹線道路沿いについては指定

容積率が活用できる高さを基本とした制限値と

し、逆に住居系用途地域の一部では、少し厳しい

17ｍという制限値を設定しています。今回の規制

は、これまでの規制に新たに加えるものであり、

これまでの規制を緩和するものではありません。

今回の規制は、これまでの規制に新たに加えるも

のであり、これまでの規制を緩和するものではあ

りません。 

 

  特例 

（全般） 

下記の質問に区は弁明をしていない。 

１）総合設計制度による特例（４特例の適用につ

いて） 

特例の適用に関して、１から５までを見ると、特

例を適用しますとあるが、許可の理由と根拠を明

示して頂きたい。現存する既存不適格なる建築物

の相関関係や一定の基準とは何かが極めて不明

瞭である。 

特例の認定に関する基準（案）等に関しては、パ

ブリックコメントを 10月 17日（木）から 11月

18日（月）の期間に行いました。基準（案）の

具体的な内容については文京区のホームページ

でもご覧いただくことができます。 

http://www.city.bunkyo.lg.jp/sosiki_busyo_k

eikakutyousei_takasa_tokureininteian_iken.h

tml 

  やむを 

得ない 

特例 

これに回答せず、いきなり区長の許可となった根

拠を明示されたい。概要には、なお、現行の 35

ｍおよび 45ｍ高度地区では、商業地域とその後背

地に容積率の較差を是正する観点から、この特例

を適用しません。とあるが、総合設計制度による

特例では、建築基準法第 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○○工事なる超

高層建物計画地では、高度地区の色分けで青色の

70ｍの絶対高さ制限であるにも関わらず、10,000

㎡を超えるから、東京都の管轄と言いながら、文

京区は下記の問題点を一切考慮していない。 

Ａ］Ｂ棟建築計画では南側に公開空地を設け、植

土地利用上やむを得ない場合の特例の対象とな

る建築物は、公益・公共施設、教育施設または医

療施設の用に供する建築物で、良好な市街地環境

の形成に資する建築物とします。  

特例の認定に関する基準（案）等に関しては、パ

ブリックコメントを 10月 17日（木）から 11月

18日（月）の期間に行いました。基準（案）の

具体的な内容については文京区のホームページ

でもご覧いただくことができます。 

http://www.city.bunkyo.lg.jp/sosiki_busyo_k

eikakutyousei_takasa_tokureininteian_iken.h

tml 

ただし、土地利用上やむを得ない場合の特例を活

用するためには、これらの基準を満たすだけでな
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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？ 

Ｂ］環境性能の評価として太陽光エネルギー利用

が提案されている。21階建築により北側および北

西側住民の日照が阻害され太陽光発電ができな

くなるとともに、21階の風害により窓を閉め節電

もできなくなる。これが総合設計制度で評価され

るのか？ 

Ｃ］２号棟の機能を維持しながら建築したいのが

理由で１期工事が 21階となっている。しかしそ

の 19階と 20階には VIP用の特別病室がもうけら

れている。これは２期工事に回せば少しは低層に

することができる。特別室を容認し北側住民の日

影を奪っている。総合設計制度は住民のためでは

なく、ほんの１握りの富裕層のためにつくられた

ものなのか？容積緩和の根拠が不明であり、総合

的に市街地環境の整備改善を図るというが、共存

してきたそれまでの住環境を著しく損ねるもの

であり、事業者よりの制度ではないか？まして

や､北西に位置する公共の水道公苑に大規模な日

影を毎時永遠に生み出すのに、緑に回まれたエコ

キヤンパスを謳うのは、事業者の思い上がりであ

る。○○の改築では、当時は絵合設計制度ではな

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､平成 23年 12月頃の第２次素

案報告までに検討とするとあるが、根拠に乏し

く、都市計画審議会の同意が必要となります。そ

れらの条件を満たした上で、区長が認めた場合に

限り本特例が活用できることになります。 
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く、区民の合意形成を取らないまま、区長権限と

するのは、区民意を反映しているとは思えない。

学校と病院を絶対高さ制限の特例扱いとすれば、

高さ制限は絵に描いた餅になり、緑に囲まれた歴

史と文化の薫るまちどころか、特例扱いの超高層

建物乱立により、日影の暗い町、風害、交通事故、

歩行困難、住環境悪化による紛争惹起が必至であ

る。 

Ｄ］防災備置倉庫を整備し公開空地を避難所とし

て使用できるようにするとの主張について 

公開空地の東側に歩道橋かおる｡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斉せる。○○の前を

通った群衆は、横断歩道がないから、屋根付き区

道である本郷２．３丁目歩道橋を渡り公開空地に

向う。陸橋が混雑すると様々な事故が発生してい

ることは周知の事項である。 2001年７月 21日の

明石市主催の花火大会で起きた将棋倒し事故は

全国的に報道され、記憶に残っている。加重で歩

道橋の底が抜けることだってあり得る。また、橋

そのものが災害で倒れる可能性もあり得る。避難

所の近くに歩道橋があるのは、二次災害が起こる

可能性もあり、○○前の公開空地は避難所として

適当ではないと考えられる。このような立地条件

の中で、総合設計制度の評価を得るために防災の

拠点地とするのは問題である｡○○が災害拠点病

院であるならば､災害時には救急車などの出入り

も多く、とてもあの狭い公開空地を避難所にあて

ることには無理がある｡超高層病棟の真下の限定

的な公開空地に、避難施設を可変的に設けること

は、妥当なのか？長周期地震動で、高層階から看

板、タイル、ガラス、構造付帯設備、配管などの

崩落などが絶対にないというデータはない。安全

性は確約できるのか？患者が入院し治療する医

院が､避難所としてどのように運営できるのか？

衛生面で問題はないのか？敷地内で井戸を設け

る予定と言うが、解体前の土壌調査で、水銀、鉛、

枇素、シアン、フッ崇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。 
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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。 

Ｆ）Ｄ棟なる国道 17号線に沿う、本郷 3-3番地

は、９階建が○○により建設中である。ここは、

60ｍの高さであるのに､なぜ近隣より低層階の９

階程度で満足しているのか？高橋らは確認され

たい。 

  その他 ２）道路と公開空地について 

区道に挟まれ、区道である歩道橋をまたぎ、その

狭隘な敷地に 100ｍを超え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、そこが特定有害科学物質

（水銀、鉛、砥素、シアン、フッ素）で、汚染さ

れた場所であることを事業者は広報しない。学校

法人にも関わらず、地域との連携を図るなどと宣

伝しているが、総合設計制度で、公開空地に避難

所施設を設置するなどということは、表面的な○

○の地域への貢献であり、常設か、臨時かも明確

でなく、いいかげんな○○の独善的な解釈ではな

いか？避難施設は公開空地以外の○○敷地に設

置すべきである。 

今回の高さ制限の目的は、①良好なまち並みを形

成する、②近隣紛争の防止を図る、③良好な住環

境を保全することとしており、土壌汚染等につい

ての規制は別途検討すべきものと考えます。 

なお、絶対高さ制限は敷地ごとに掛けられる制限

であるため、公道等で区切られた２つの敷地を１

つの敷地とみなすことはありません。 

  規制 

方針 

３）高度地区の指定について 

建てる側の財産権、住民の住環境との軋蝉を生

み、住みにくさ、住み続けられなくなる、住みた

くない、これからも住めない文京区を目指すの

か？あなたがたは？日影になります、税金は払い

続けます、地域との連携でなく、医療機関や学校

法人が土地建物を取得し、区長が高いものを建て

ることを推進し、特例を煽る背景があるのではな

いか？受忍を押し付ける文京区行政には区民が

これまでは敷地を統合することにより、周辺市街

地から過度に高さが突出した建築物が出現し、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。今回の規制はこのようなケースを抑制する

ことを目的の１つとしており、敷地が大きい場合

でも、特例を活用しない限り制限値以下の建物し

か建てることができない絶対型の高度地区を定

めるものです。 
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住みやすくはならない、隔絶孤立空き室だらけの

マンション建設が増長する｡近隣商業地区におい

てこのような高さは納得できない｡断固抗義す

る。根本的な主張は不変であり、固持しているの

でこのまま削除することなく掲載されたい。以上 

具体的には、指定容積率が活用できる高さを満た

すことを条件として、都市計画法で定められた容

積率や建ぺい率、用途地域等の客観的なデータを

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。 

今回の規制は、これまでの規制に新たに加えるも

のであり、これまでの規制を緩和するものではあ

りません。 

113 その他 学識の暴言に憤りを強く覚えます。許せない暴言

です。新聞にも区議のレポートなるものが折り込

まれ、この学識に対する見解が記載されていまし

た。区議はこの発言をどのように対処反論してい

るのか？確かめようにも、区のＨＰさえも見たこ

とかありません。高齢者にわかるように、なんで

もかんでもＨＰを見てくださいではなく、大きな

字で町会員全員に区民課は配布するよう強制し

てください。 

ご意見のありました、都市計画審議会における発

言内容については、文京区ホームページにおいて

議事録を掲載しておりますので、ご覧ください。 

都心地域の本郷・湯島地域は商業地域を中心とし

ており、この地域には建築基準法で定める日影規

制もないため、現在すでに一定程度高いビルは建

っています。しかし今後絶対高さ制限が導入され

ると、敷地が統合され大きくまとまった場合で

も、特例を活用しない限り 90ｍや 100ｍといった

高さは建てられなくなり、60ｍが限度になりま

す。 

  規制値 文京区らしい、区民の意見を聞いており、などと

言っていましたが、都市計画原案なるものでは、

区民が下げてくださいと懇願している意見は無

視されました。東京都と協議したあげく、自宅裏

は 10ｍも高くなり、自宅は 46ｍと１ｍも高くな

っています。これは何故ですか？東京都とどのよ

うな協議をしているのですか？過日、高層公営住

宅 26階なるものの最上階に住む高齢者の部屋が

火災という報道がありました。火災の際にエレベ

ータで逃げろとも消防庁は指示しているようで

すが、地震の時は、非常階段です。介護が必要な、

足腰の悪い、目の不自由な高齢者が今の文京区の

先住民の大部分を占めている現状です。低層階に

おいてもたとえば２階、３階の住民に対し、この

階に住むことがわがままなのですか？学識は、低

層階で住むことが悪いのだ。環境が悪くなれば、

高く売り出ていけなどという暴言は、実際にこの

ような暴言が、都市マスタープランのどこに記載

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。現在のまち並みを見ると制限値

が高すぎるという意見がある一方で、自分たちの

マンションが既存不適格になる、あるいは自分た

ちの資産を活用して建物を建てたいのでもっと

高くして欲しいという意見があります。 

その中で皆さんにご理解していただくための制

限値を平成 22年度から検討してきました。その

結果の１つとして、幹線道路沿いについては指定

容積率が活用できる高さを基本とした制限値と

し、逆に住居系用途地域の一部では、少し厳しい

17ｍという制限値を設定しています。このよう

に、これまでもキャッチボールをしながら反映さ

せているものもあります。変更が可能なものは出

来る限り反映をさせますが、出来ないものは区の

考えとして出来ないと明確にお伝えしていると

ころです。 
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してあるのでしょうか？伺います。学識がもし自

分に言われたらば、はいそうですれと肯定するの

ですか？区民をバカにした発言です。区の都市計

画は破綻しています。東京都の都合の良いように

作り変えられ、区民の意見は抹殺されています。 

60ｍやら 46ｍやらの高さ制限値をさらに高くし

ていますが、これはすべて東京五輪の為の開発目

的につながっていますよ。森鴎外記念事業を区は

打ち出して、成澤区長は猪瀬を応援しているので

はありませんか？森鴎外と猪瀬五輪はどのよう

な関連があるのかわかりません。この町は、もう

本郷２丁目ではなく、○○の蹂躙している配慮の

かけらもない暗澹たる町です。環境が悪くなった

からといって、売りに出す気はさらさらありませ

ん。買いたたかれます。売却税さえかかりま 

す。このままの高さで、容積率一杯に建設されれ

ば、建て替えできる資産がある区民とそうでない

区民の２極化か進み、土地がだんだんと地上げさ

れて、結果それらが○○やマンション建築業者に

行きわたります。それらの土地は、医療機関や学

校などが取得し、またもや区長の特例許可です

か？ 

ご意見をいただいた都心地域は、すでに大きな建

物が建っているエリアもあることから、第３次素

案で原則値よりも大きな数値を設定していまし

た。そこを東京都との協議の結果、面的に捉え、

60ｍ・46ｍという考え方としました。 

ただし、この数値は、この高さまで誘導するとい

うことではなく、敷地条件が整った場合において

も、この高さが上限ということであり、現状と同

様の敷地条件であれば、今のまち並みが大きく変

わることはありません。今回の規制は、これまで

の規制に新たに加えるものであり、これまでの規

制を緩和するものではありません。 

  規制 

方針 

歩きにくい、湯島切通し坂の２ｍにも満たない、

歩道の前後に、いびつに賃貸マンションやら、居

丈高なビルが事務所居宅のある低層階の町に、小

さな総合設計制度で、突出した○○などがありま

す。商店街はなくなり、コンビニだらけの、起伏

のある地形では、生活者の視点からも、決して生

活しやすい町には、以前と比較して、ますますそ

うではなくなりました。これで地域のまちおこし

といっても、隣に誰が住んでいるかもわからな

い、マンションだらけでは、連携も自助共助も絵

に描いた餅です。町の調和は無視した高さ制限で

あると何度も抗議してまいりました。 

成澤区長は、自分さえよければの自己中心的な区

長ではありませんか？受益者負担を増やしてい

ます。現在の高度地区が、近隣商業地区、日影規

制なしのまま、原案の高さでは、つぎつぎに突出

した建築物を抑制するどころか、先にこの高さま

で建てたもの勝ちです。抑制の大義名分で、土地

の広さにより、いびつできたない町になります。

絶対高さ制限については、不必要から厳しい制限

まで、幅広い意見が出される内容を含んでいると

考えております。現在のまち並みを見ると制限値

が高すぎるという意見がある一方で、自分たちの

マンションが既存不適格になる、あるいは自分た

ちの資産を活用して建物を建てたいのでもっと

高くして欲しいという意見があります。 

これまでは敷地を統合することにより、周辺市街

地から過度に高さが突出した建築物が出現し、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。今回の規制はこのようなケースを抑制する

ことを目的の１つとしており、敷地が大きい場合

でも、特例を活用しない限り制限値以下の建物し

か建てることができない絶対型の高度地区を定

めるものです。 

具体的には、指定容積率が活用できる高さを満た

すことを条件として、都市計画法で定められた容

積率や建ぺい率、用途地域等の客観的なデータを
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高齢者が安心して生活できる、低層階を誘導する

高さにしましょう。居丈高な医院のせいで、空は

奪われ、自然な光はなくなり、圧迫感や倒壊の恐

怖や、白衣の先生の群居、闊歩により、著しい違

和感を覚えます。 

高橋課長の説明は、納得いきません。高齢者にも

当然やさしく、住みやすい町を維持保全するの

が、区の仕事です。原案の高さでは、まちは破壊

されます。この高さでも紛争が増えます。区民の

視点から離れています。都に傾倒せずに、文京区

民の声を１件１件自分で聞いてみてください。意

見書を無駄にしないでください。あなたがたは、

東京都に向いて仕事しています。文京区は文京区

民に、住み続けるのは、わがままだだから出てい

けと容認しているのですか？以上 

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。 

今回の規制は、これまでの規制に新たに加えるも

のであり、これまでの規制を緩和するものではあ

りません。 
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③メール 

No. 分類 ご意見・ご質問 区の考え方 

114 その他 六義園の周りの高層建築撤去してください。六義

園の中からビルが見えて景観を破壊している。六

義園には外国からの観光客も来る。国際的な恥で

す。外国の観光地であんなデタラメな風景はあり

ません。文京区の観光振興のために六義園の景観

を良くしてください。 

六義園周辺についても、今回の高さ制限により制

限が掛けられることになり、施行後は制限値内の

高さに抑える必要があります。 

しかし、どうしても六義園内から見えてしまう場

合もあるため、11月以降は景観計画の中で色や

形態等について指導していく予定にしています。 

なお、六義園周辺は東京都の定める文化財庭園等

景観形成特別地区の１つとして指定されており、

一定規模以上の建築物を建築等をする際には、建

物の配置や高さ等について配慮することが求め

られます。 

115 規制値 当マンションは築 43年ですので近々3次耐震診

断を実施し改修か建替えかの選択に迫られてい

ます。 

従来の高さ制限は 45mですが今回、第３次素案で

46mになり 1mアップしただけです。これに対し壱

岐坂通りは 50mから 60mへと 10mもアップしまし

た。隣接地でありながらアップ程度が不公平で

す。この場合、当マンションは新耐震基準に基き

建替えても高さ制限に抑えられ、従来と同一高さ

となり、工事費を掛けただけのメリットが出て来

ません。 

いつも交差点から眺めて「通り」だけが高層建築

物であり、隣接した奥の建物は低く抑えられてい

ます。このように「通り」の表と裏の高さ制限の

差は極端です。本来、地域一体は同一高さである

べきです。 

従って、今回の 1mアップに関して好意的配慮の

下で修正を加え「通り」並みに 10mアップを決定

し、従来の 45m制限(今回 46mに修正)を 55m制限

とするようにご考慮戴きたくお願い申し上げま

す。 

本郷地域がある都心地域は、秋葉原や神田、大手

町と連続した、東京の中でも国際的な商業地域で

す。また商業地域、近隣商業地域が面的に拡がる

地域で、文京区都市マスタープランにおいて都心

型高層市街地を目指す地域として位置づけられ

ています。                 

ご意見をいただいた都心地域は、すでに大きな建

物が建っているエリアもあることから、第３次素

案で原則値よりも大きな数値を設定していまし

た。そこを東京都との協議の結果、面的に捉え、

60ｍ・46ｍという考え方としました。ただし、こ

の数値は、この高さまで誘導するということでは

なく、敷地条件が整った場合においても、この高

さが上限ということであり、現状と同様の敷地条

件であれば、今のまち並みが大きく変わることは

ありません。 

116 既存 

不適格 

特例 

このままでは既存不適格建築物になると考えら

れるマンションに在住しているものです。 

 これから建築する予定の建物についてはもち

ろん考える余地があると思いますが、建築許可を

得て既に建築されていている建物の高さを改め

て削るということは、不可能だと思います。 

既存不適格の建て替えの特例については、新たな

規制が、生活や仕事の場を直ちに奪うことにつな

がるのは、適切ではないと判断し、設定しました。

将来的には良好なまち並み景観を形成したいと

考えており、将来計画においては、絶対高さ制限

内の建築計画となることを誘導していくため、大
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 その場合には、住民は家を失いますし、建物の

資産価値も下がります。また、保障問題にもつな

がってくると考えられます。 

 「新たな規制が生活や仕事の場を直ちに奪うの

は適切ではないと判断した」ということで特例を

もうけたと記載してありましたが、将来的に建物

が維持できないということがはっきりわかって

しまった時点で、一回の特例では意味のないこと

だと思います。 

 どうか、現在既にある建物についてはこのまま

現状維持ができるようにお願いいたします。 

規模敷地の特例等の他の特例の適用が困難なこ

と、絶対高さ制限を超える部分の形状や規模が現

建物と同程度であることなどの条件が認められ

れば現建物の高さを上回らない範囲内で一回の

建替えを認める特例としています。 

今回定める制限値は、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とすることを基本

的な考え方としています。そのため、１回目の建

替えから建築計画等の工夫により少しでも制限

値に近づけるようお願いしていく予定です。 

時間はかかるかもしれませんが、将来的に良好な

まち並み景観を形成することにより、まちの新た

な価値を生み出すことを期待するものです。 

具体的な内容については、個別にお問い合わせい

ただければお答えさせていただきます。 

117 既存 

不適格 

特例 

10年前に竣工した５階建の分譲マンションに住

んでいます。建物高さが約 15Mです。本案では 14M

高さに指定されており既存不適格になってしま

います。１回改築できる免罪符があるようです

が、数十年後に建て直す時までその免罪符を行使

できる法体系にあるとは思えません。また許認可

手続きで近隣反対が起きた時に行政が味方につ

いてくれるとは到底信じられません。 

いま建っている建物がただし書きナシで「既存不

適格」にならないよう都市計画決定をお願いしま

す。 

敷地が狭いので、あの手この手で回避できないと

思います。 

何卒撤回のほどお願いします。 

既存不適格の建て替えの特例については、新たな

規制が、生活や仕事の場を直ちに奪うことにつな

がるのは、適切ではないと判断し、設定しました。

将来的には良好なまち並み景観を形成したいと

考えており、将来計画においては、絶対高さ制限

内の建築計画となることを誘導していくため、大

規模敷地の特例等の他の特例の適用が困難なこ

と、絶対高さ制限を超える部分の形状や規模が現

建物と同程度であることなどの条件が認められ

れば現建物の高さを上回らない範囲内で一回の

建替えを認める特例としています。なお、「高さ

制限」以外の既存不適格がある場合には、その事

項を是正した計画とする必要があります。 

今回定める制限値は、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とすることを基本

的な考え方としています。そのため、１回目の建

替えから建築計画等の工夫により少しでも制限

値に近づけるようお願いしていく予定です。 

時間はかかるかもしれませんが、将来的に良好な

まち並み景観を形成することにより、まちの新た

な価値を生み出すことを期待するものです。 

具体的な内容については、個別にお問い合わせい

ただければお答えさせていただきます。 

118 既存 

不適格 

下記マンションの管理組合理事長をさせていた

だいている者ですが、標記の件について次のとお

既存不適格の建て替えの特例については、新たな

規制が、生活や仕事の場を直ちに奪うことにつな
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特例 り意見を提出させていただきます。当マンション

は地下 2F、地上 11F、総戸数 70戸と水道通りに

面して建てられているマンションとしては比較

的規模の大きいものです.このたび、文京区でご

確認いただいたところ、絶対高さ制限を定める高

度地区の指定原案において、当マンションは 22

ｍ高度地区に建築されていることがわかりまし

た。 

仮に原案どおりとなりますと、少なくとも次の次

の回の建替えの際、当マンションは現状（高さ 36

ｍ）のおよそ３分の２の高さとしなければなりま

せん。他方、当マンションの敷地は非線形上の極

めて変形のもので、既存の容積を確保するために

建築面積を現状より増大することも困難と考え

られ、その場合、容積も同様に 3分の２まで縮小

せざるを得なくなります。 

これは極めて大きな現状の変更であり、高度地区

の指定方針中「都市計画に定める用途地域をふま

えた標準的な建築計画において指定容積率が活

用できる高さを指定します」（9月 6日説明会配

布資料より）という考え方からしても、容積率に

比して、極端な財産権の制限になりかねません。 

前述のように、当マンションは、水道通り側では

比較的規模の大きい、高さもある建物であり、当

マンション（の住民）のみが、結果的に厳しい制

限に服すこととなるのは、著しい不公平感も免れ

ません。 

どうかこのような事情をお汲みいただき、以下の

点につき再考又はご考慮をいただきたいと思い

ます。 

１．当マンションの建物の属する高度地区を、水

道通り向かい側と同様、31m地区とする。 

２．大規模敷地における特例の対象となる最低敷

地面積を原案の 3,000㎡から、2,500㎡程度とす

る。 

３．「土地利用上やむを得ない場合の特例」につ

いて、教育施設や医療機関のみならず、一般の住

居系建物も、一定の条件（敷地の形状等）の下に、

特例を認め得るように規定を整備する。 

 何卒宜しくご検討いただき、計画の変更等に反

映されるよう善処方お願い申し上げます。 

がるのは、適切ではないと判断し、設定しました。

将来的には良好なまち並み景観を形成したいと

考えており、将来計画においては、絶対高さ制限

内の建築計画となることを誘導していくため、大

規模敷地の特例等の他の特例の適用が困難なこ

と、絶対高さ制限を超える部分の形状や規模が現

建物と同程度であることなどの条件が認められ

れば現建物の高さを上回らない範囲内で一回の

建替えを認める特例としています。 

時間はかかるかもしれませんが、将来的に良好な

まち並み景観を形成することにより、まちの新た

な価値を生み出すことを期待するものです。 

今回の絶対高さ制限については、制限値や特例等

について様々な意見をいただいております。絶対

高さ制限の指定は、一部を除いて、原則として区

内全域に指定することになっておりますので、ご

理解をお願いいたします。 

大規模敷地の特例は 3,000 ㎡以上の敷地の場合

に限定しています。この 3,000㎡は、文京区にお

ける大規模建築物等に関する事前協議を必要と

する最小の敷地面積です。また、3,000㎡以上の

敷地において、開発行為を伴う場合には、敷地の

3％を公園として整備する必要があるなど、一定

の余裕がある敷地規模を 3,000㎡としているこ

とも参考としています。 

土地利用上やむを得ない場合の特例は、例外的に

認める特例として設定しているため、教育施設・

医療施設以外の建物用途を明確に位置づける予

定はありません。 

具体的な内容については、個別にお問い合わせい

ただければお答えさせていただきます。 
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119 意見集約 

周知 

１．周知方法について 

 まず、このような重要な問題について、これま

で既存不適格となる集合住宅居住者（区分所有

者）に対する周知が不十分ではないかと考えま

す。文京区都市計画部からの個別周知は、マンシ

ョン管理組合（建物所有者・建物管理者）宛の文

書投函のみとなっており、実際にそこから先、

個々の区分所有者まで周知がされているか、個別

に確認されていないようです。 

 区報「ぶんきょう」は新聞に折込みの形で配布

されておりますが、新聞のオンライン購読者が増

大している昨今、その有効性について若干疑問で

あると言わざるを得ません。区報「ぶんきょう」

掲載の高度地区（都市計画原案）についても、予

備知識のない一般区民には専門的すぎて分かり

にくいのではないでしょうか。 

 また、区民説明会の開催日程も平日夜が中心

（土日は 1回のみ）であり、2，3週間前の周知で

は勤労世帯の参加は難しいのではないでしょう

か。 

 結果的にこれまで区に寄せられた意見は、将来

を担う若い世代の意見が十分反映されていない

ものとなっているおそれがあり、今後都市計画決

定までの間、民主主義的な意見集約を徹底し、民

意を十分反映していただくようお願いいたしま

す。 

絶対高さ制限の高度地区の指定にともない「既存

不適格建築物」となる可能性がある建物の所有者

に対しては、第 4次素案時と同様に、事前に郵送

等にて建物所有者に対して、①「既存不適格建築

物」になる可能性があること、② 既存不適格建

築物の建替えの特例の説明、③ 都市計画原案の

説明会の開催について、の３点について周知の徹

底を図ることとしました。 

「既存不適格建築物」となる可能性がある建物の

所有者に対する周知については、第 3次素案にお

いて制限値が確定しつつあると判断し、第 4次素

案時から行いました。それまでは素案ごとに制限

値の変更を続けており、その状況で「既存不適格

建築物」となる可能性を周知することは適切では

ないと判断しました。 

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計画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。 

  既存 

不適格 

特例 

２．既存不適格となる集合住宅の建替え問題  

 既存不適格となる集合住宅については、今後現

状の高さで 1回のみ建替えが可能とのことであ

り、実際に問題が発生するのは遠い先にはなりま

すが、建替えの際起こりうる諸問題を想定し、柔

軟な対応を再考願いたいと思います。今般の高さ

制限導入により、2回目の建替え以降、同等規模

での建替えが困難になる集合住宅では、建替えの

ための合意形成が今以上に困難となり、結果的に

転出する余裕のある者から先に転出していって

しまうことが予想されます。これは、以後さらに

建替えの合意形成が難しくなり、スラム化のおそ

れ（資産価値の下落）が危惧され、良好な市街地

維持の観点から非常に問題があると考えますが、

区としてどのようにお考えでしょうか。 

既存不適格の建て替えの特例については、新たな

規制が、生活や仕事の場を直ちに奪うことにつな

がるのは、適切ではないと判断し、設定しました。

将来的には良好なまち並み景観を形成したいと

考えており、将来計画においては、絶対高さ制限

内の建築計画となることを誘導していくため、大

規模敷地の特例等の他の特例の適用が困難なこ

と、絶対高さ制限を超える部分の形状や規模が現

建物と同程度であることなどの条件が認められ

れば現建物の高さを上回らない範囲内で一回の

建替えを認める特例としています。なお、「高さ

制限」以外の既存不適格がある場合には、その事

項を是正した計画とする必要があります。 

今回定める制限値は、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とすることを基本
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 また、集合住宅の場合、仮に今般指定の高さ制

限内で指定容積率を完全消化しようとすると、採

光等の面で居室として問題があるプランしか採

用できなくなってしまう可能性があります。容積

率 300%指定の地域は高さを一律に 22mに指定さ

れているようですが、現況の用途地域はもちろ

ん、建物用途も加味し、きめ細やかな対応をすべ

きではないでしょうか。 

 敷地規模についても、敷地面積 1000㎡を超え

る土地に対しては、ゆるやかな緩和倍率を付与す

ることは可能かと思われます（原案では 3,000㎡

以上 5,000㎡未満からはじまる区分から、いきな

り緩和倍率が 1.5倍となっており、区分が急激す

ぎると考えられます）。 

 このように、既存不適格建物の建替えについて

は、一律な高さ制限ではなく、地域や用途、地形

等を十分考慮し、場合によっては天空率を採用す

る等、現実的な対応を例外措置として検討願いた

いと考えます。 

的な考え方としています。そのため、１回目の建

替えから建築計画等の工夫により少しでも制限

値に近づけるようお願いしていく予定です。 

時間はかかるかもしれませんが、将来的に良好な

まち並み景観を形成することにより、まちの新た

な価値を生み出すことを期待するものです。 

具体的な内容については、個別にお問い合わせい

ただければお答えさせていただきます。 

  規制 

方針 

３． 区内一律の制限に対する疑問 

 区内には、高さ制限すべき地域と、高層化を図

るべき地域があり、一律に制限をするのではな

く、実情をきめ細やかに調査し判断すべきである

と考えます。特に、シビックセンターを含む都市

核周辺エリアについては、地下鉄 4路線が集中す

る東京都心でも有数の利便性を備えていること

から、国際都市東京の持続的・安定的成長を図り、

災害（震災、火災等）に対する問題を最小化する

とともに、安定的固定資産税収を確保する観点か

ら、中高層建物の建設を促進すべきエリアであ

り、高さ制限を低く抑えすぎるのは将来に向け禍

根を残すものと考えます。よって、都市核周辺の

バッファーゾーンについては、現案のような 20m

幅ではなく、地形も勘案して設定することを要望

します。例えば、小石川 1丁目、2丁目のうち、

高台の下に存し、すでに都市核に存する建物によ

り日照の影響を受けている地域では、いたずらに

建物高さを抑制するのではなく、ある程度の高さ

を認めていくべきと考えます。 

 

 以上、メリハリの効いた都市景観を実現すると

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。現在のまち並みを見ると制限値

が高すぎるという意見がある一方で、自分たちの

マンションが既存不適格になる、あるいは自分た

ちの資産を活用して建物を建てたいのでもっと

高くして欲しいという意見があります。 

その中で皆さんにご理解していただくための制

限値を平成 22年度から検討してきました。その

結果の１つとして、幹線道路沿いについては指定

容積率が活用できる高さを基本とした制限値と

し、逆に住居系用途地域の一部では、少し厳しい

17ｍという制限値を設定しています。 

バッファーゾーンとは、商業地域等の境界から基

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。               

なお、都市核については、高次の都市機能が集積

された、本区のまちをリードする、中心的な役割

を果たす地区として位置付けていることから、一
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ともに、コンパクトシティ化促進の観点からも望

ましい都市が実現されるよう、現実と将来をよく

見据え、真に民意を反映した総合的なご判断をさ

れるよう願ってやみません。 

律的な絶対高さの基準によるのではなく、総合的

な方法によって、秩序ある市街地の形成を進めて

いく必要があり、対象区域から除いているもので

す。 

120 ｽｹｼﾞｭｰﾙ ◎都市計画決定を急いでください 

都市計画決定の日付を明確にしていただきたい

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。 

脱法的な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。 

区民の皆さまが安心して住み続けられる文京区

となるよう、今年度中の都市計画決定・告示・施

行に向けて今後も準備を進めていきたいと考え

ています。 

また、区としてはできる限りの周知に努めてまい

ります。 

  その他 ◎景観法との連動について 

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。 

絶対高さ制限の緩和を受けようとする建築計画

は規模にかかわらず景観法による届出の対象に

してください。 

今回の高さ制限の目的は、①良好なまち並みを形

成する、②近隣紛争の防止を図る、③良好な住環

境を保全することとしております。 

景観については、文京区景観計画の中で、一定規

模以上の建築物を建築等をする際には、色や形態

等について指導していく予定にしています。 

  特例 

（全般） 

◎紛争予防について 

絶対高さ制限の緩和を受けようとする建築計画

はその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の改正をしていただきたい

です。 

さらに、大規模敷地等の面積基準が 3,000平米以

上となっているのは 3,000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、この文京区要綱を条例に格上げす

ることをお願いいたします。 

今回の絶対高さ制限は都市計画法に基づき、都市

計画として定めるものであり、その他の条例等の

変更の予定はありません。 

特例を受ける場合の説明会の実施義務等は、ご意

見として承ります。 

121 その他 ◎住環境を守るための条例の制定について 

文京区各部署で横断的に連携して住環境を守る

ための条例を制定していただきたいです。 

高さが制限され、つぶれた餡パンのように餡子が

横にはみ出てきて敷地境界線からの離隔距離が

なくなることが懸念されます。 

世田谷区の住環境の整備に関する条例 

http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/102/

119/337/338/d00012154.html 

のように敷地境界線から建物の壁面（からぼりが

ある場合にはからぼりの周壁）までの離隔距離を

拡げるような規定が必要です。 

今回の絶対高さ制限に関する条例を制定する予

定はありません。 

区では、平成２３年に改定された文京区都市マス

タープランに基づき、まちづくりを推進しており

ます。                   

また、敷地境界からの外壁交代距離については、

大規模敷地の特例や、教育施設・医療施設の特例

を適用する場合の基準の１つとして設定するこ

とで、良好な開発に誘導していきたいと考えてい

ます。 
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よろしくお願いいたします。 

122 規制 

方針 

現在住んでいるところは、再開発の話も進みつつ

あり、交通の便も非常に良い。 

ところが、高さ制限だと、西地区の再開発のビル

より、3分の１位の物しか建てられなくなる。数

年の違いで、街並みがそろわなくなるのはいかが

なものか。また、再三質問しているが、なぜ区役

所周辺のみが都市核として、高さ制限の特例とな

っているのか？ 

交通の便の良い後楽から、小石川運動場、小石川

後楽園周辺、ドームホテルから、区役所一帯に都

市核を広げれば、人の流れも多くなるし、より活

性化することは必須かと思われるが。 

今のままの文京区は、都心の割に、集客能力がな

いと思う。 

たとえば、ドームに野球を見に来た人も、思わず

周回して、遊んでしまうような、魅力的な街にし

てはいかがだろうか？ 

高度利用地区は都市計画で定められるものであ

り、整備により市街地環境の改善に寄与する等の

指定基準に準じたものであることが求められま

す。例えば茗荷谷駅前地区では、地区内の道路を

地区施設として都市計画に定められているため、

所有権を持っていても、建替え時にそこに建物を

建てる等の行為ができません。このような厳しい

基準に沿った整備を行うことにより容積率の緩

和等を受けた事業となっています。 

都市核については、高次の都市機能が集積され

た、本区のまちをリードする、中心的な役割を果

たす地区として位置付けていることから、一律的

な絶対高さの基準によるのではなく、総合的な方

法によって、秩序ある市街地の形成を進めていく

必要があり、対象区域から除いているものです。 

 

 


