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１ 意見・要望等の集計 

 

(1) 実施概要 

件名 
絶対高さ制限を定める高度地区の特例の認定に関する基準（案）等 

についての意見募集 

募集期間 平成 25年 10月 17 日（木）～11月 18 日（月）     

意見提出者数 延べ 3人（意見書 2人・メール 1人）       

意見数 13 件       

 

(2) 意見・要望等の内訳 

質問意見分類 件数 ％※1 

規制方針     1 7.7% 

規制値     0 0.0% 

特例（全般）     2 15.4% 

地区計画特例     0 0.0% 

既存不適格特例     3 23.1% 

大規模敷地の特例     2 15.4% 

総合設計の特例     1 7.7% 

公益上やむを得ない特例     1 7.7% 

ﾊﾞｯﾌｧｰｿﾞｰﾝ     0 0.0% 

適用範囲     0 0.0% 

意見集約・周知     0 0.0% 

ｽｹｼﾞｭｰﾙ     0 0.0% 

その他     3 23.1% 

    合計 13 100.0% 

※1 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 

No. 分類 ご意見・ご質問 区の考え方 

1 既存 

不適格 

特例 

既存不適格建築物の建替えの特例について 

・基準(案)の概要において、「既存不適格建

築物特例協議会」という協議会が示されまし

たが、計画的に事業を進めて行くため、開催

頻度の目安をあらかじめ示して頂けるよう

お願い申し上げます。 

既存不適格建築物特例協議会についての開

催頻度等の詳細な内容は現在検討中です。 

なお、既存不適格建築物特例協議会は、既存

不適格建築物の建替えの特例について適切

な運用を図るため、客観的立場からその妥当

性を判断し、意見を述べる機関です。その判

断には建築の専門的な知識を要するため、構

成員は建築関係者を中心とします。 

2 既存 

不適格 

特例 

・基準(案)の概要におけるイメージ図による

通り、本特例の要件については、絶対高さ制

限を超える部分による近隣の影響が出る可

能性などに関するものであることから、絶対

高さ制限を超えない部分についての形状・面

積及び位置については、この特例の要件とは

ならないようお願い申し上げます。 

既存不適格の建替えの特例については、新た

な規制が、生活や仕事の場を直ちに奪うこと

につながるのは、適切ではないと判断し、設

定しました。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。 

この特例は、絶対高さ制限を超える部分に関

する特例であるため、それ以外の部分につい

ては要件とはなりませんが、建替えの際に

は、少しでも制限値に近づけることで周辺へ

の影響に配慮していただくことになります。 

3 大規模 

敷地 

特例 

大規模敷地の特例について 

・外壁の後退距離について、基準(案)の概要

には「東京都特定街区運用基準における壁面

の位置の制限の数値と同等」という記載があ

りますが、絶対高さ制限を超えない部分につ

いては本基準(案)の方が一部後退している

ところがあります。例えば主な通り沿いに、

にぎわう空間となるような文化・交流活性化

施設等の配置が必要以上に後退することと

ならないよう、絶対高さ制限を超えない部分

の外壁後退距離については、この特例の要件

とはならないようお願い申し上げます。 

大規模敷地においては、高層建築物を敷地の

中央部に配置し、周辺への日影や圧迫感を軽

減するなど、市街地環境の向上や貢献につな

がる建築計画が可能となることから、空地の

確保や外壁後退などの大規模敷地の特例に

関する認定基準を満たす場合には絶対高さ

制限を一定の範囲で緩和するものです。 

外壁後退距離は、周辺部への圧迫感の軽減等

を目的としているものであるため、建物用途

に関わらず必要距離を確保する必要があり

ます。 
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4 やむを得

ない特例 

土地利用上やむを得ない場合の特例につい

て 

・教育施設または医療施設の中には公共・公

益的な役割を担うため、独自の施設上の配慮

を必要とするものがあります。特例の適用要

件については、建築物の個別の事情を判断し

た上で弾力的な運用をしていただけるよう

お願い申し上げます。 

・特に本学の附属病院は東京都災害拠点病院

にも指定され、先の東日本大震災において

も、直ちに被災地から搬送された何人もの重

篤な患者を受け入れるなど国民の防災上ま

た福祉上重要な施設となっていることから、

一律に医療施設とするのではなく公共・公益

的な施設としての性格を十分に参酌いただ

けるようお願い申し上げます。 

教育施設・医療施設については、都市マスタ

ープランにおいて、文京区の魅力の要素とし

て挙げており、区としても、今後とも維持・

発展させていきたいと考えています。これら

の施設は、階段型の教室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、独自の施設上の配慮として平均階高

及び許容値については他の建築物とは異な

る数値を適用していることをご理解いただ

ければと思います。なお、個別の案件につい

ては、ご相談いただければと思います。 

5 その他 ・この特例の適用に当たっては、都市計画審

議会の議を経るものとなっております。本学

においては、現状で建設予定建物が数多く存

在し、その多くが絶対高さ制限にかかるもの

となります。現状では都市計画審議会の開催

頻度や開催月が不明なため、申請の手続きに

どの程度期間を見込めば良いのか分かりま

せん。都市計画審議会の開催頻度と審査期間

の目安をお示しいただけるようお願い申し

あげます。 

・都市計画審議会の開催に当たっては、現状

より審議会の回数を増やしていただくこと

と、審議会に諮る際には、ある程度の資料が

あれば、かなり早い段階で受け付けていただ

くなど、運用にあたっては格段のご配慮をい

ただきけますようお願い申し上げます。 

特例の審議に係る都市計画審議会の開催頻

度等の詳細な内容は現在検討中です。 

開発計画をご検討される際には、余裕を持っ

てご相談いただければと思います。 

6 規制方針 説明会出席の機会を失ったり、建築物の高さ

を適切にしようとする区側提示案自体に関

し、未知のものもいる。新条例案により新た

に規制を受ける可能性がある市域居住者、所

有者（不在地主等もいるため）全員に素人に

も分かりやすく説明した資料を送付すべき

である。不在地主等、知らない間にいかよう

にも決められてしまう余地を残すやり方に

は問題がある。高さ制限変更問題自体につい

説明資料については、区のホームページでご

覧いただけます。 

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
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てもっと議論を交わすべきである。（大集会、

小集会を含め）個人の財産侵害、資産価値に

関わる問題である。個々に意見提出を求め

（各戸及び不在地主を含め）住民投票によっ

て決めるべきである。住環境を問題にしてい

るようであるが、住環境とは単に眠りに帰る

場所を意味するものではない。区役所周辺に

関して述べると、区役所周辺等、区の核・中

心となる場所のはずである。商業施設が無く

まるで田舎の一軒家に住んでいるようなも

ので、食料品購入、特に洋服購入等不便でフ

ァション性と無縁でまったくひっそりとし

ている。（あまりにも建築制限を行なってい

るため人口密集化が企てられず非常に不便

な生活を強いられている状況にある。）区役

所から少なくとも、徒歩 10～15 分圏は海外

のまち並みに見られるように、大通りから

徐々に建物の高さを高くしていくピラミッ

ド型の（土地の有効活用、人口密度を高め、

効率運用し、住みやすい住環境、商業施設の

充実）づくりが企てられているまち並みをモ

デルにする等、発想転換を図ることが求めら

れる。千川通り、区役所周辺はかなり道幅が

狭い（白山通りに比べると）にも関わらず、

高層住宅が並び、地震時にお互いに倒壊した

場合、道路に向け建物上部がぶつかり合い、

倒れる危険性があり、その細い道にバスが通

る等、災害時に非常に危険である。白山通り

のように道路幅が広ければ危険性は低下す

る。工夫が必要である。ひとし並に高度を決

めているようだが、傾斜地に関しては、もっ

と制限を設けるべきではないか。〇〇は、か

なりの傾斜地であるが、他地域同様高層建物

が建ち、今にも〇〇に建物が倒れそうな危機

感がある。等し並に高度制限を設けることに

せず、崖地、傾斜地は高さ制限をもっと厳格

化すべきである。区中心地である区役所周辺

に限っていけば、千川通りのように狭い通り

に沿った建築物の高さ制限をもう少し厳格

化し、人口密度低下を補う意味でないにして

も、せめて区役所から徒歩 10～15 分範囲の

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。また特例について

も、文京区の特性である教育施設・医療施設

についての特例を設けるなど、状況に応じた

柔軟な設定としています。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。なお区役所

のある都市核については、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。 
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地域、準商業地域、住居専用地域の高さ制限

をゆるめ、３階、4階建てを認め、区役所周

辺の人口密度を高め、区の中心地にふさわし

い便利で活気あるまちづくりとなることを

期待したい。まちづくり・まち並みづくりは

官民一体となって、と言うより、むしろ若く

素晴らしい頭脳集団を持った文京区の特性

を生かし、多くの若者から意見を募ったり

（賞、表彰制度の設置）、有償でまちづくり

プロジェクトチームに参加してもらう（学生

が互いに都合を付け合い交互に参加するカ

タチでも可）等の方法をとれば、非常に素晴

らしいアイデアを出すであろう事は想像に

難くない。順序としてまちづくり構想が先決

であり、次に高さ制限問題にとりかかるの

が、順序ではないか。 

7 特例（全

般） 

敬称は略します。掲題の東京都に盲従したと

しか言えない､事後承諾的な､およそ区民の

意見など汲みしてはいない、都市計画高度地

区の変更、東京都市計画高度地区(文京区決

定)特例の認定に関する基準(案)について

は、納得も理解もできない。本件は、文京区

における絶対高さ制限の第３次素案までの

経緯を一切考慮していない。本件抗議の理由

の最たるものは、第４次素案における都の一

方的な高度地区の拡大および、高さを一方的

に 10ｍも上げた上に、〇〇という卑劣で恣

意的な学識の暴言からも言語道断な区民意

見無視が証拠として永遠に記録されている

事実からも明白である。抗論する各項目１）

東京都市計画高度地区の変更（文京区決定）

最高限度について３．区長の認定による特例

区長がどのような理由であれ、密室で秘匿に

区民に事前に一切周知されず、〇〇などの

（既存不適格建物等を当然含む）学校法人の

建て替えに、70ｍの絶対高さ制限を適用せず

建築を一方的に認定することは、断固反対で

ある。絶対高さ制限の意味がない。既存不適

格建築物特例協議会なる会が、どのような根

拠で、誰が何の目的で協議するかも現段階で

不明である。ましてや、学校法人および再開

既存不適格建築物特例協議会は、既存不適格

建築物の建替えの特例について、適切な運用

を図るため、客観的立場からその妥当性を判

断し、意見を述べる機関です。その判断には

建築の専門的な知識を要するため、構成員は

建築関係者を中心とします。なお、区長によ

る特例が認められるために必要な具体的な

基準の内容については、「東京都市計画高度

地区（文京区決定）特例の認定に関する基準

（案）」に記載していますので、そちらをご

参照ください。 
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発事業者依りの傀儡が協議会会員になるこ

とが十分可能性として予見できる。敷地の周

辺環境に対し配慮を区長が認めるとあるが、

いつ、どのような判断で、何を根拠に、それ

らを配慮と区長が認めるかが一切不明確で

あり、区長の恣意的、事業者との密約が予見

できる。市街地の良好な環境の形成に資する

と 区長一人が独善的に認めるのには、不公

平であり、認めるわけにはいかない。区長で

はなく、区民が認められるかどうかの事前判

断が必要であるのは言うまでもない。その方

法は公聴会、事前の説明会などを何度も行う

ことである。区長の独善で決められるのであ

れば、絶対高さ制限などは、当地では事実上

皆無となる。なしくずしのザルである。この

ような、区長の職権濫用は、区民不在のまま、

町会どもを傀儡化している以上、区民に公平

に事前に周知されないまま､無断勝手に決定

されている事実から､区長の認定による特例

緩和などは、恣意的な公益性判断がなされる

といわざるを得ない。区民における行政の密

室性は、透明性の確保からも断固粉砕されな

ければならない。 

8 総合設計

特例 

４．特定行政庁の許可による特例総合設計制

度なる規制緩和の制度が、いかに問題が多い

かは、都内における審査請求事例からも容易

に都民区民がその欺瞞的配慮に対し、異義申

立をしていることからも明白である。既に何

度も繰り返し、東京都にも文京区に意見を呈

している。〇〇の公開空地や上空通路の独善

的な見せかけや、区道の上空使用に関し、公

益性があるかどうかは、都民区民不在のま

ま、恣意的に決定されている。事業者が、絵

に描いた餅、狭隘僅少な、矮小化したおぜん

立てであり、これらの限定的な配慮は、公益

の大義名分にすりかわり、本来の目的であ

る､容積率緩和による突出した高さの乱立

を､行政の長が認定したからという責任転嫁

であり、地域の皆さまへの配慮ではなく、地

域への差別的破壊である。 

総合設計制度の許可基準は、別途定められて

いるものであり、すでに施行されているもの

となります。今回絶対高さ制限において定め

る総合設計の特例は、その許可が得られたも

のについては、敷地規模に応じて制限値の

1.5 倍まで建築物の高さが認められるとい

うものです。 
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9 大規模敷

地特例 

２）東京都市計画高度地区（文京区決定）特

例の認定等に関する基準（案）について平成

２６年 月 目 ２２文部計第 号３ペー

ジにある 外壁後退距離大規模敷地の特例

について環境上支障がないもの とういう

判断基準が曖昧である。環境上、広範囲に日

影､風害、景観無視､景観独占などをもたら

す､悪影響の元凶である建物郡は、建物単体

の高さのみではなく、その高さが周辺環境に

整合性と公平性に基づき、町並みの美的調和

を考慮されていないことに紛争の要因が現

存している。このような観点から考察する

と、北側西側斜線制限は、かつては存在した

が、現在は解除され、日影規制すらない本郷

２丁目において、現在の〇〇の北側の区道〇

〇号に抜道する公開空地は、わずか 5.8ｍで

あり、総合設計制度のとおりの、７ｍ以上に

なっておらず、違反であることは何度も述べ

ている。50ｍ以上 100ｍ未満 8.0ｍ以上に

も満足に満たしていない。約 100ｍ以上の建

物については、外壁後退距離は、最低 15ｍ

以上にすること。現実には、建蔽率、延べ床

面積による、容積率の最大限確保により、敷

地の形状面積にもよるが、外壁との後退距離

が３ページに記載されている表１のように

遵守されているかどうかを、いつ誰がどのよ

うな形でチェックし、申請がこのとおりに適

合しているかどうか、違反した場合の仮処分

を含めての罰則規定の有無も不明確であり、

甚だ疑問である。文京区では、基準に反して

も、東京都の総合設計制度では、許可される

ことになりはしないのか？絶対的遵守が要

求されはしないのか？よって、現在の駆け込

み建築物や、将来の建築物において、区長が

認定する基準を具体的な項目において透明

性の観点から区民に情報公開すべきであり、

区長による独善的権力の行使が行われては

ならないという一文を設けることを強く要

求する。下記を改めてここに記す。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

今回定める大規模敷地の特例基準では、「敷

地の周辺環境に対し配慮がなされている」も

のの原則として、基準（案）にあるような緑

化面積や外壁後退距離、追加の斜線制限等の

厳しい条件を設定しています。今後文京区で

一定規模以上の開発を新たに行う場合は、こ

れらの条件をクリアする必要があり、周辺環

境に配慮がされた良好な開発のみ認めてい

くということになります。なお、外壁の後退

距離は、周辺への圧迫感の軽減等を目的とし

ており、東京都特定街区運用基準における

「壁面の位置の制限」の数値と同等のものと

しています。 
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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、区側にとり都合の良い弁明

であり、区民の生活現場を無視し、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。 

10 その他 １）区民の意見を踏みにじった、平成 25 年

７月 18 日 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。合法で商い建物が可能な地域に低

層です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、平成 25年９月 30 日をもって任

期満了となる。このような暴言を置き土産に

したまま、記録は残るのである｡都市計開演

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

今回は絶対高さ制限の特例基準に関するも

のであるため、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が掲載され

ておりますので、そちらをご確認いただけれ

ばと思います。 
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る発言は、 

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、「エイヤア

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 50ｍ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、大方は低層で住まざ

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、南側に〇〇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、〇〇、〇〇など

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丁目は〇〇の為にあるの

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、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、
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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立らえるとは限らな

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、〇〇の質問から逃げた。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、

〇〇の質疑に対し、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。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

地或は、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いて都心型
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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。 

11 その他 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、

そうでない部分かあるのは、壱岐坂通りの〇

〇氏も抗議している。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 46ｍ、60ｍの建物が現

在建築されると、どのような影響が出てくる

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 46

ｍ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（審議会欠席常習）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 100

今回は絶対高さ制限の特例基準に関するも

のであるため、ご意見のありました、都市計

画原案についてのご意見及び区の考え方は、

文京区ホームページにおいて後日掲載され

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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ｍ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商い共同住宅が建

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。大方は、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。町として

のコミュニュテイーは崩壊する。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じゃないで

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次原案が、東京都に隷従せざるを得なかっ

たことを釈明すること。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、
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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、区民〇〇らの

意見を採用し、高さを下げること。である。

２）原案について、現在〇〇が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

ラ工事も含め、〇〇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

出した意見を下記を付する。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。〇〇

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、敷地内北側に区道〇〇号との公開空

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、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
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はなから無視されるであろう。〇〇はウソを

ついた。一部の住民にだけ、わずかなはした

金をバラマキ、〇〇、〇〇らに金を握らせ、

懐柔したようである。この事実。我々には、

〇〇と〇〇による握造された地域の皆さま

への配慮（案）のみが〇〇の名前で渡されて

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、成澤が〇

〇に､特別に区民？？に誇れる病院になるこ

とを祈願するなる祝辞を受けているようだ。

区民を見下し、最近では暴言を〇〇から受け

ている近隣が〇〇に抗議しているらしい｡｡。

大変残念だが｡｡｡。 

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。「エイヤアって 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 50ｍ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

と判断する高橋自信の発言根拠（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
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会は行政の末端組織ではない。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

る〇〇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、今のまち並みが守られると数度、景観説

明会でも発言がある。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

いなまちなみにはならない｡」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、旧元町小学校を区民に無断

で、〇〇と笑顔と緊張の趣で握手され賃貸さ

れている事実から、成澤と〇〇との癒着によ

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、〇〇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。 
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12 既存不適

格特例 

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、〇〇の建築物は、既存不適格

になるのか？という質問に対し、五木田氏

は、既存不適格となると明言された 70ｍの

高度地区における東京都総合設計制度での

認可によって建築された〇〇の超高層建物

が、文京区での絶対高さ制限の制定後、１回

は特例を認めるが、２回目の 100 年以上後

に、今現在の敷地や建物の位置で？最高高さ

が 70ｍの高さに誘導できるかどうかの説明

がよくわからない。次回の建て替えや空中権

で結べば、一号館や外堀通りの敷地を連結

し、容積率を超えて、東京都の総合設計制度

を使えば 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、都市計画書議会（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

で建てる事業者に刻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、〇〇が認識し

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。〇〇

理事に届いたかどうかも不明である。 

教育施設・医療施設は、「区長による特例」

として、土地利用上やむを得ない特例の対象

となっています。本特例は、「東京都市計画

高度地区（文京区決定）特例の認定に関する

基準（案）」に定める基準を満たし、都市計

画審議会の議を経た上で区長が認めた場合

に限り適用される、厳しい内容となっていま

す。なお、今回定める絶対高さ制限は都市計

画として定めるものであるため、これらの内

容に違反した建物は建設できません。 

13 特例（全

般） 

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

いただいたご意見は、第４次素案説明会にお

けるものと同様の内容であるため、そちらの

回答をご参照ください。 
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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、〇〇建

設計画のごとく土地建物を買収した後に、９

階どころの診療所ではなく、病棟を都道、区

道上を空中権で連結し、大規模敷地に拡大し

た後、総合設計制度を認め、今のままの位置

で、できるだけ真ん中に？？（現況は、２１

階建築中は、外堀通り側南側が低く北側が

100ｍと順序が逆の独善行為）できるのか？

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〇〇らは認識され

ているだろうか？２）既存不適格の建替えの

特例について特例の認定粂件どおりに○○

○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、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、

〇〇は東京都に追随し、成澤は猪瀬の忠犬ご

としに、〇〇にすりよるだけで、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

ぬ存ぜぬの〇〇であることは、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。

３）本郷２丁目の高さについて、〇〇自宅は

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
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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 70ｍ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ある。壱岐坂通り

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丁目の〇〇氏が抗

議したように、この高さは暴挙であり、22

ｍ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。〇〇自宅背後は 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丁目住民の〇

〇氏から、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。〇〇氏は､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。〇〇自宅の南側が 70ｍで、自宅

裏が 50ｍから変更され 60ｍで、〇〇は 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 60

ｍからすれば、南側は 46ｍで低く、北側の

ほうが 60ｍで高い。〇〇の南側は 70ｍの高

さで北側に住む〇〇の 46ｍは日影になる。

まるで日影に挟まれ谷間の〇〇の 46ｍであ
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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。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、60

ｍ→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

第４次素案で変更がないまま､次回の建て替

えから〇〇だけは、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、今適中

に〇〇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

築分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。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
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に反映させているなどという説明は唾棄に

等しい。参加区民数名は、いつも毎回出席し

ている方が見受けられる。大通り（春日、白

山、本郷、外堀、千石、音羽、目白通りなど）

に面して、絶壁を作る魂胆ではないか？その

背後に古き良きたたずまいを保全する静謐

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、古き良き町並みや雑多な魅力を破

腹し、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。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。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 35ｍおよび 45ｍ高度地区

では、商業地域とその後背地に容積率の較差

を是正する観点から、この特例を適用しませ

ん。とあるが、総合設計制度による特例では、

建築基準法第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丁目における〇〇工事

なる超高層建物計画地では、高度地区の色分



22 

 

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、２

１階屋上の熱風と排気口から出たゴミや細

菌が北側住民住居に吹き付けられることに

なる。これが総合設計制度で評価されるの

か？Ｂ］環境性能の評価として太陽光エネル

ギー利用が提案されている。２１階建築によ

り北側および北西側住民の日照が阻害され

太陽光発電ができなくなるとともに、２１階

の風害により窓を閉め節電もできなくなる。

これが総合設計制度で評価されるのか？Ｃ］

２号棟の機能を維持しながら建築したいの

が理由で１期工事が２１階となっている。し

かしその１９階と２０階にはＶＩＰ用の特

別病室がもうけられている。これは２期工事

に回せば少しは低層にすることができる。特

別室を容認し北側住民の日影を奪っている。

総合設計制度は住民のためではなく、ほんの

１握りの富裕層のためにつくられたものな

のか？容積緩和の根拠が不明であり、総合的

に市街地環境の整備改善を図るというが、共

存してきたそれまでの住環境を著しく損ね

るものであり、事業者よりの制度ではない

か？ましてや､北西に位置する公共の水道公

苑に大規模な日影を毎時永遠に生み出すの

に、緑に囲まれたエコキャンパスを謳うの

は、事業者の思い上がりである。〇〇の改築

では、当時は総合設計制度ではなく、総合整

備計画なるものであった。近隣には一切説明

がないまま、事業者が文京区に陳情にいった

結果、それまであった北、西の日影規制は解

除され容積率は引き上げられたが、これによ

り、本館真裏の区道は、冬季路面凍結をおこ
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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、区民の合意形成を取らないまま、区長権

限とするのは、区民意を反映しているとは思

えない。学校と病院を絶対高さ制限の特例扱

いとすれば、高さ制限は絵に描いた餅にな

り、緑に囲まれた歴史と文化の薫る町どころ

か、特例扱いの超高層建物乱立により、日影

の暗い町、風害、交通事故、歩行困難、住環

境悪化による紛争惹起が必至である。Ｄ］防

災備蓄倉庫を整備し公開空地を避難所とし

て使用できるようにするとの主張について。 

公開空地の東側に歩道橋がある｡南側に神田

川がありＪＲの線路があり、近くに御茶ノ水

駅がある。災害が発生した場合、ＪＲは止ま

り、帰宅困難者がＢ棟の公開空地に押し寄せ

る。○○の前を通った群衆は、横断歩道がな

いから、屋根付き区道である本郷２．３丁目

歩道橋を渡り公開空地に向う。陸橋が混雑す

ると様々な事故が発生していることは周知

の事項である。 ２００１年７月２１目の明

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

重で歩道橋の底が披けることだってあり得

る。また、橋そのものが災害で倒れる可能性

もあり得る。避難所の近くに歩道橋があるの

は、二次災害が起こる可能性もあり、Ｂ棟南

側前の公開空地は避難所として適当ではな

いと考えられる。このような立地条件の中

で、絵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｡〇〇が災害拠

点病院であるならば､災害時には救急車など

の出入りも多く、とてもあの狭い公開空地を

避難所にあてることには無理がある｡超高層

病棟の真下の限定駅な公開空地に、避難施設
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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、砥素、シアン、フッ素が超過検出

された土地の地層から、飲用に適する水が出

るのかどうか疑問である。Ｅ］平成２３年６

月２３・２５目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､〇〇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階建が〇〇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。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を超えの突出し

た建物を建てることを建設条件として周囲

の公道を考慮しているのか？部分的な公開

空地を設け､道界との連続性を取ったとして

も、そこが特定有害化学物質（水銀、鉛、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

的な〇〇の地域への貢献であり、常設か、臨
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時かも明確でなく、いいかげんな〇〇の独善

的な解釈ではないか？避難施設は公開空地

以外の〇〇敷地に設置すべきである。３）高

度地区の指定について建てる側の財産権、住

民の住環境との軋轢を生み、住みにくさ、住

み続けられなくなる、住みたくない、これか

らも住めない文京区を目指すのか？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｡断固抗議する。根本的な主張は

不変であり、固持しているのでこのまま本文

を一切削除することなく公開し、掲載された

い。 

 

 


