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○髙橋（征）幹事 開催に先立ちまして、事務局から傍聴の方々に申し上げます。お手

元の資料にありますように、静粛に傍聴していただくとともに、拍手などはご遠慮いた

だくようお願いいたします。また、携帯電話は電源を切っていただくか、マナーモード

に設定しておいてください。加えて、録音・撮影などはできないこととしておりますの

で、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。 

 それでは、ただいまより平成２５年度第２回文京区都市計画審議会を開会させていた

だきます。 

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

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

います。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 まず、お手元の資料を確認させていただきます。 

 本日の資料はあらかじめお送り申し上げておりますが、次第と書かれた１束、説明資

料と書かれましたＡ４、１部の資料。資料１と書かれたホチキスどめの束と資料２。資

料２がＡ３のカラーの資料となります。資料３、資料４と続きまして、参考資料１から

３までとなります。続きまして、資料５、６、７となっております。お手元にお持ちで

ない委員の方がいらっしゃいましたら事務局にお声をおかけください。よろしいでしょ

うか。今お持ちいたします。 

 また、マイクの使用方法についてですが、ご発言の際、並びにご発言が終わりました

際には、お手数ではございますが、お手元のマイクのスイッチを押してくださいますよ

うお願い申し上げます。 

 次に、委員、幹事の出席状況等についてですが、村木委員、塚谷委員が欠席となって

おります。 

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

だきます。 

 まず初めに、委員の委嘱を行います。 

 これから委員の皆様に、成澤区長から一人ずつ委嘱状をお渡しいたします。委員のお

名前をお呼びいたしますので、自席にてご起立いただきまして、委嘱状をお受け取りい

ただきたいと存じます。 

 区長、よろしくお願いいたします。 

 まず市川宏雄様です。 
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○成澤区長 委嘱状、市川宏雄様。文京区都市計画審議会委員を委嘱します。平成２５

年１０月１日。文京区長、成澤廣修。よろしくお願いします。 

○髙橋（征）幹事 大方潤一郎様です。 

○成澤区長 大方潤一郎様、どうぞよろしくお願いいたします。 

○髙橋（征）幹事 山本一仁様です。 

○成澤区長 どうぞよろしくお願いいたします。 

○髙橋（征）幹事 名取顕一様です。 

○成澤区長 よろしくお願いいたします。 

○髙橋（征）幹事 海老澤敬子様です。 

○成澤区長 よろしくお願いいたします。 

○髙橋（征）幹事 若井宣一様です。 

○成澤区長 よろしくお願いいたします。 

○髙橋（征）幹事 国府田久美子様です。 

○成澤区長 よろしくお願いいたします。 

○髙橋（征）幹事 板倉美千代様です。 

○成澤区長 よろしくお願いいたします。 

○髙橋（征）幹事 藤原美佐子様です。 

○成澤区長 よろしくお願いいたします。 

○髙橋（征）幹事 島田哲雄様です。 

○成澤区長 よろしくお願いいたします。 

○髙橋（征）幹事 小野恒夫様です。 

○成澤区長 どうぞよろしくお願いいたします。 

○髙橋（征）幹事 大崎雅也様です。 

○成澤区長 よろしくお願いします。 

○髙橋（征）幹事 太田貴之様です。 

○成澤区長 よろしくお願いします。 

○髙橋（征）幹事 鈴木洋子様です。 

○成澤区長 どうぞよろしくお願いいたします。 

○髙橋（征）幹事 それでは、私から委員の方々をご紹介申し上げます。 

 まず学識経験者選出の委員でございます。 
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 市川委員でございます。 

○市川委員 よろしくお願いいたします。 

○髙橋（征）幹事 次に、大方委員でございます。 

○大方委員 よろしくお願いいたします。 

○髙橋（征）幹事 本日欠席されています村木委員には、学識経験者選出の委員をお願

いしております。 

 次に、区議会議員選出の委員でございます。 

 山本委員でございます。 

○山本委員 よろしくお願いいたします。 

○髙橋（征）幹事 名取委員でございます。 

○名取委員 どうぞよろしくお願いします。 

○髙橋（征）幹事 海老澤委員でございます。 

○海老澤（敬）委員 よろしくお願いします。 

○髙橋（征）幹事 若井委員でございます。 

○若井委員 よろしくお願いします。 

○髙橋（征）幹事 国府田委員でございます。 

○国府田委員 よろしくお願いいたします。 

○髙橋（征）幹事 板倉委員でございます。 

○板倉委員 よろしくお願いいたします。 

○髙橋（征）幹事 藤原委員でございます。 

○藤原委員 よろしくお願いいたします。 

○髙橋（征）幹事 次に、関係行政機関選出の委員でございます。 

 島田委員でございます。 

○島田委員 よろしくお願いします。 

○髙橋（征）幹事 小野委員でございます。 

○小野（恒）委員 よろしくお願いします。 

○髙橋（征）幹事 次に、区民公募委員でございます。 

 大崎委員でございます。 

○大崎委員 よろしくお願いいたします。 

○髙橋（征）幹事 次に、太田委員でございます。 
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○太田委員 よろしくお願いします。 

○髙橋（征）幹事 次に、鈴木委員でございます。 

○鈴木委員 よろしくお願いいたします。 

○髙橋（征）幹事 以上が委員の皆様でございます。 

 また幹事につきましては、委員名簿の裏面に記載しておりますので、ごらんになって

おいてください。 

 なお、委員の任期につきましては、都市計画市議会条例第３条により、２年間でござ

います。したがいまして、委員の皆様の任期は、平成２５年１０月１日から平成２７年

９月３０日まででございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、成澤区長からご挨拶を申し上げます。区長、よろしくお願いいたします。 

○成澤区長 皆さん、こんばんは。区長の成澤でございます。都市計画審議会の開会に

当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

 ただいま今期の委嘱をさせていただきましたが、これまでも委員をお務めの方々には、

本区の都市計画行政にお力添えをいただいていることに心から感謝を申し上げるととも

に、引き続きのお力添えをお願い申し上げる次第です。また、本日新たに委嘱をさせて

いただきました方にはどうぞよろしくお願いを申し上げます。 

 本日の内容でございますが、引き続き、東京都市計画高度地区の変更についてご審議

をお願いするとともに、新たに東京都に資料を提出いたします東京都市計画都市再開発

の方針（案）について、ご審議をいただきたいと存じます。絶対高さ制限を定める高度

地区の指定につきましては、都市マスタープランにおける建築物の高さに関する方針の

実現を目指して、検討を進めてまいりました。 

 第１次素案から第４次素案まで、そして、都市計画原案まで、区民説明会などで寄せ

られた意見を踏まえ、都市計画審議会において検討を重ねていただくとともに、東京都

をはじめ、関係機関と協議し、今回ご審議をいただく都市計画案を作成いたしました。

区では、絶対高さ制限を定める高度地区の指定を行うことによりまして、良好なまち並

み景観と秩序ある市街地形成及び良好な住環境の保全が図られるものと考えております。 

 本審議会の委員の皆様方には、文京区の安全で快適なまちづくりの実現のため、今後

ともお力添えを賜りますことをお願い申し上げて、ご挨拶とさせていただきます。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

○髙橋（征）幹事 ありがとうございました。 
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 続きまして、会長及び会長職務代理指名でございます。本来であれば、新たな任期が

始まるということで、会長の選出を改めて行うところでありますが、今回は継続審議で

あり、今までの経緯もございますので、引き続き市川委員に会長を、大方委員に会長職

務代理をお願いしたいと思いますが、皆様いかがでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○髙橋（征）幹事 異議なしという声がありましたので、それでは、市川委員に会長を、

大方委員に会長職務代理を引き続きお願いいたします。 

 それでは、市川会長にご挨拶をお願いいたします。市川会長、よろしくお願いいたし

ます。 

○市川会長 ただいまご指名あずかりました市川でございます。またこのまま続いて会

長職を拝命いたしまして、文京区の審議を続けていけることを光栄に思っております。

生まれ育った文京区でございます。６０年以上、文京区の姿を見てきた気持ちからすれ

ば、幸いに文京区、それなりの個性を保ちながら、２３区の中での一つのとてもユニー

クな区になっているということにつきましては、子供心に知っていた文京区の姿と今は

違うんですけども、新しい流れの中でのこれからの文京区を考えていくという中では、

非常にこの審議会の意義は大きいと思っております。 

 また、文京区内に先祖のお墓があるんですけど、お墓に行きますと、江戸時代からの

お墓がいっぱいあって、先祖が見守っているということも私はたまに感じることがあっ

て、この文京区民の方々の思いがこれからも沿うように、この審議会の運営をしていき

たいと思います。よろしくお願いいたします。 

○髙橋（征）幹事 ありがとうございました。 

 次に、区長より審議会への諮問がございます。区長、よろしくお願いいたします。 

○成澤区長 文京区都市計画審議会会長、市川宏雄様。文京区長、成澤廣修。文京区都市

計画審議会条例第２条の規定により、下記の事項について諮問いたします。 

 １、東京都市計画都市再開発の方針の変更について。 

 ２、東京都市計画住宅市街地の開発整備の方針の変更について。 

 ３、東京都市計画防災街区整備方針の変更について。 

 以上であります。どうぞよろしくお願いいたします。 

○市川会長 ありがとうございます。 

○髙橋（征）幹事 区長はこの後の日程がございますので、退席とさせていただきます。 
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○成澤区長 よろしくお願いいたします。 

（区長退席） 

○髙橋（征）幹事 それでは、これからの進行は市川会長にお願いすることといたしま

す。市川会長、どうぞよろしくお願いいたします。 

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

画審議会運営規則」に従い進めてまいりますが、規則第９条により、本審議会は公開す

ることになっております。よろしくお願いいたします。 

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

制限を定める高度地区の指定（都市計画案）」及び「東京都都市計画（東京都決定）の

都市計画変更原案の資料提出について」です。 

 初めにまず、「東京都市計画高度地区の変更について 絶対高さ制限を定める高度地

区の指定（都市計画案）」、これを審議してまいります。それでは、事務局より資料の

説明をお願いいたします。 

○髙橋（征）幹事 それでは、議題１号についてご説明をいたします。議題第１号、東

京都市計画高度地区の変更については、本日、答申をいただく予定となっております。 

 まずこれまでの経緯を簡単にご説明いたします。 

 文京区では、中高層建築物が増加し、建築物の高さに関する紛争が発生している状況

を受け、平成２３年に改定された文京区都市マスタープランにおいて建築物の高さを適

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。その方針に従い、平成２３年１月に指定方針を策定し、第１次から第４次までの素

案を作成することで、都市計画原案をまとめました。各素案、原案ごとに、区報特集号

の発行、区内５カ所での区民説明会等を行い、区民皆様の意見を伺いながら、検討を進

めてまいりました。 

 原案策定後は、都市計画法の手続である東京都知事協議や都市計画案の縦覧を行い、

本日ご報告いたします都市計画案を作成したものです。 

 それでは、資料の説明に入ります。まずＡ４１枚の説明資料をごらんください。 

 昨年７月１８日に開催しました都市計画審議会において、都市計画原案を報告し、そ

の原案をもって都市計画の手続に着手することを承認されました。この手続の状況につ

いてまとめたものが説明資料になります。 

 １、都市計画原案の区民説明会及び意見募集の結果です。（１）説明会ですが、平成



 -7- 

２５年９月６日から５地区で開催し、出席人数は延べ１４０名となっております。

（２）意見募集ですが、平成２５年８月２０日から９月３０日まで、はがき付の区報特

集号を配布により行い、意見数は５５件となっております。 

 ２、都市計画案の作成についてです。都市計画原案について、区報特集号の発行や区

民説明会により、区民への周知を行い、寄せられた意見を踏まえ、検討を行った結果、

都市計画原案における制限値等の変更は行わないこととし、都市計画案を作成いたしま

した。 

 ３、都市計画案の東京都協議及び縦覧についてです。作成いたしました都市計画案を

もって東京都協議を行い、平成２５年１２月２５日に協議が完了しております。縦覧で

すが、東京都協議の終了後、平成２６年１月８日から１月２８日まで、土日を除いて２

週間実施しております。意見数は１件となっております。 

 ４、絶対高さ制限に関する高度地区の特例の認定に関する基準（案）等のパブリック

コメントの実施です。 

 募集期間は、平成２５年１０月１７日から１１月１８日に行っております。意見数で

すが、そちらの１３件とありますのを３件に訂正をお願いいたします。意見数としては

３名の方から３件いただきまして、その内容は１３種類になっています。意見数として

いただいた人数の数としては３件となっています。訂正をお願いいたします。 

 以上のいただいた意見については、区の見解を付しまして、本日配付しております参

考資料の１から３までに添付しております。また、この内容につきましては、ホームペ

ージにより公表しております。 

 ５、今後の予定です。都市計画決定の事務手続を行い、平成２６年３月１７日に都市

計画の告示・施行を行います。３月２０日に都市計画決定の区報特集号を発行すること

で、周知をいたします。また、この告示日につきましては、区報、昨年の１１月２５日

号において、予定告示日ということで既に周知を行っております。 

 続きまして、資料１に入る前に、資料２のＡ３のカラーの資料をごらんください。制

限値区分図になります。原案からこの制限値につきましては、変更はございません。 

 戻りまして、資料１をご説明いたします。こちらは都市計画図書、計画書になります。

資料１になります。１ページから３ページにかけましては、先ほどの制限値区分図にあ

りました数字や地区等を表としてまとめております。高度地区の種類と面積などで示し

ております。１ページから３ページになります。 
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 １ページおめくりいただきまして、３ページの下側をごらんください。１、制限の緩

和とあります。この内容につきましては、変更の前から記載していた内容ということで、

ここでの説明は割愛させていただきます。 

 １ページおめくりいただいて、４ページをごらんください。このたびの絶対高さ制限

では特例を設けています。大規模敷地の特例や既存不適格の建替えの特例など、６種類

のみ特例を設けています。これらの特例について、４ページの真ん中の２、適用の除外

や、その下の３、区長の認定による特例に記載がされております。説明のために右側の

四角い枠の中に注釈として該当する特例を示すとともに、条件や緩和率が資料３、資料

４に記載されていますので、そのどの部分に示されているのか、あわせて表示をしてお

ります。 

 まず２、適用の除外の（２）をごらんください。地区計画等の特例になります。地区

計画などにおいて、高さの最高限度が定められている区域に限っては、その数値が制限

値となることを記載しております。 

 次の（３）をごらんください。注釈にありますように、総合設計の特例になります。

建築基準法第５９条の２の許可とは、総合設計の許可のことであり、この許可による建

築物は適用の除外としております。建築基準法に基づく総合設計の許可において、高さ

の制限を図るよう整理したものです。そのために総合設計の許可を行う特定行政庁に向

けて、資料４の指針を通知するものです。 

 資料４をごらんください。Ａ４１枚のものになります。文京区の絶対高さ制限が定め

られている高度地区内における建築物の高さの考えを示しております。表に示します建

築物の高さの範囲を踏まえて、許可をすることになります。そこに示してあります高さ

の範囲はこれまで検討してきた内容から変わっておりません。 

 また、文書の中の３行目にあります「なお、建築基準法第５９条の２の許可の申請の

前に、絶対高さ制限に係る区長の認定を受けることができるものとする」とありますの

は、これから説明いたします区長の認定の特例を受ける場合には、申請前に手続を行う

よう記載しているものです。 

 資料１の４ページにお戻りください。４ページの下側の３、区長の認定による特例の

（１）をごらんください。注釈にありますように、既存不適格建築物の建替えの特例に

なります。この特例は１回限りであり、特例の認定に当たっては、既存不適格建築物特

例協議会の意見を聞くものとしております。５ページの１行目の終わりの「初回の建替
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えにおける建築物」とある記載や、３行目に「『既存不適格建築物特例協議会』の意見

を聴くものとする」がその内容となっております。 

 もう一度、先ほどの資料３の１ページをごらんください。ここから資料１の今の計画

書と資料３を行ったり来たりしますので、了承をお願いいたします。資料３の認定基準、

先ほどパブリックコメントを行いました基準というのがこの基準になります。資料３の

認定基準の１ページの下側、第２、区長の認定による特例の（１）既存不適格建築物の

建替えの特例をごらんください。その下のイには、建替え後の建築物の高さは、現に存

する建築物の高さを超えないことなどと書いております。このように、特例を受けるた

めの条件をアから、２ページのキまでに記載をしております。この内容につきましては、

これまで検討してきたものから変わっておりません。 

 資料１の計画書の５ページにお戻りください。（２）をごらんください。注釈にあり

ますように、「大規模敷地の特例」になります。 

 資料３の２ページの（２）にもう一度お戻りください。基準の２ページの（２）にな

ります。大規模敷地の特例ということで、こちらもアの中のア）から３ページの下の

カ）までに、特例のための条件を示しております。３ページにあります表の中の外壁の

後退距離や建築物の各部分の高さなどの条件は、これまで検討してきた内容から変わっ

ておりません。 

 計画書の５ページにお戻りください。５ページの（３）をごらんください。注釈にあ

りますように、「土地利用上やむを得ない場合の特例」になります。この特例の適用に

当たっては、（３）の最後の行に記載していますように、文京区都市計画審議会の議を

経るものとしております。 

 すみません。もう一度、基準の資料３の４ページの（３）をごらんください。基準の

４ページになります。（３）土地利用上やむを得ない場合の特例になります。アの中に

記載されていますように、この認定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て

おります。また、教育・医療施設の用に供する建築物の認定に当たっての条件を、その

下のア）から６ページのカ）までに示しております。表に示す外壁の後退距離や建築物

の各部分の高さなどの条件はこれまで検討してきた内容から変わっておりません。 

 資料１から資料４までの説明は以上となります。 

 続いて、参考資料１をごらんください。説明会や意見募集でいただいた意見に区の見
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解を付してまとめたものになります。参考資料１を１ページおめくりいただきますと、

区民説明会では１４０人の方に参加をいただき、意見を１６０いただいております。そ

の下のはがきでは５５人の方から８１の意見をいただいております。この意見を全て記

載しまして、区の見解を載せてまとめております。 

 参考資料２、パブリックコメントの実施結果についてをごらんください。こちらも１

ページおめくりいただきまして、実施概要ですが、意見の提出者数は延べ３人、意見数

としては１３件となっております。 

 最後に参考資料の３になります。都市計画変更案の縦覧における意見募集の結果にな

ります。１ページをおめくりいただきまして、意見提出者数は延べ１人、意見数は３件

となっております。 

 説明は以上となります。 

○市川会長 ありがとうございました。ただいま説明がございました内容につきまして、

ご質疑、ご意見がございましたらお願いいたします。なお、ご質問、ご意見の内容によ

りましては、担当である各幹事に説明していただくこともありますので、よろしくお願

いをいたします。それでは、委員の方々、ご意見、ご質問ありましたらお願いいたしま

す。じゃ、太田委員お願いします。 

○太田委員 区民委員の太田でございます。都市計画マスタープランの策定から第１次

素案を第４次までやって、原案の説明もやって、区民説明会もやってきた。非常に丁寧

に説明会をやりながら、区民の意見を吸い上げていただいて、絶対高さ制限といういろ

んな意見がある。もっと高いほうがいい、もっと低くしてくれというような意見のある

中、案を取りまとめてきていただいたんだろうというふうに感じております。 

 今後なんですけれども、３月の都市計画決定ということの予定だというふうに資料に

ありますが、こういった制限が入る前に、いわゆる駆け込みで、前の制限のまま建てて

しまおうという動きが出ることがあるんですけれども、そんな場合の対応の方法とか、

あるいはこの都市計画決定の前に着工してしまうような動きがあるのかどうなのか。そ

の辺を教えていただければと思います。 

○市川会長 事務局、お願いします。 

○髙橋（征）幹事 この絶対高さ制限につきましては、ある程度制限値が決まった段階

から、窓口においては、問い合わせのそういった建築業者の方たちには内容を説明して

おります。ということで、この制限値を超えている場合には、既存不適格建築物になる
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という事実を伝えておりました。ですから、その内容を受けて、一定、計画を変更され

る方もいた可能性はありますし、また、そのまま現在の規制の中で建てたというのもあ

ると思います。ですから、なるべく区としては窓口の中で、これから計画していますの

で、その制限値内での計画をお願いするということは、周知を昨年から行っております。 

○太田委員 ありがとうございます。 

○市川会長 よろしいですか。 

○太田委員 はい。 

○市川会長 ほかにどなたかございますか。藤原委員、いきますか。はい。 

○藤原委員 あまり意見が出ないので、ほんとうは最後にやりたかったんですが、先に

やらせていただきます。この計画が始まった当初、私はずっと都市計画審議会の委員に

なりたくて、ずっと委員に応募していたんですが、ずっと落とされていまして、３年前

に議員になって、ようやく今日ここにいるわけで、感慨無量でして、ところがもうほと

んど審議され尽くされている状況で、その辺は非常に残念に思っています。 

 建設委員会でもずっとこの間、意見は出してきましたので、また今さら同じことを言

うのは何なんですが、最後なので言わせていただきますが、４次素案を出したことが非

常にやはり、私にとっては引っかかっておりまして、３次素案の段階で原案に進んでよ

かったのではないかといまだに思っています。それはなぜかといいますと、２０１２年

の改正で、都市計画法の改正で、１９条３項の都知事協議は、同意は要らなくて、協議

だけでいいことになったわけです。それまで一生懸命、区の地域性とか特殊性を勘案し

ながら、丁寧にきめ細かく決めてきた案をそこでやはり少し都の意向で修正したわけで

す。不燃化地区とかオリンピックを見据えてだと思うんですが、そういう都の方針も入

りました。それはそれでいいんですけれども、何でその時期にそういうのを入れて変え

なくてはならなかったというのがやはり大変残念です。 

 大して時間は延びなかったと担当者はおっしゃいますけれども、やはりそこで半年な

り、１０カ月なり延びたことは、それだけの既存不適格は増えましたし、それだけやは

りまち並みも乱れたというところもあるわけですから、またその都知事協議は、東京都

の担当者の方にも伺いましたけれども、何も３次素案の後、原案が見えつつあるところ

で、ようやく都知事協議に１９条３項ですか、都知事協議に入ったというふうにおっし

ゃっていますが、東京都の意向では、何も１次素案のときから始めていてもよかったと

いうふうに聞きました。それは多分いつ始めなくてはならないかという規定はないわけ
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ですから、初めにその、ほとんど東京都が言っていたことは、例えば容積率を全部消化

しろとか、前面道路での、要するに、現状を考慮して、容積率が消化できない高さに下

げるというようなことは初めの段階でも同じだったわけで、東京都としては言えたわけ

ですから、それは第１次素案から第４次素案に大幅に変えるときから協議を始めていれ

ば、その辺で第３次の後に変えなくてもよかったというふうにいまだに思っています。

その辺が非常に引っかかるんですけれども、ここに至っては３月１７日に無事に施行さ

れることを願っています。 

 以上です。 

○市川会長 ありがとうございました。ご意見ということで伺っておきます。 

 ほかにどなたか、ご質問ないしはご意見ございますでしょうか。 

○藤原委員 ごめんなさい。今の質問なんですが、なぜ。 

○市川会長 ああ、質問だったんですか。 

○藤原委員 はい。 

○市川会長 じゃ、事務局、どうして第４次でやったのかということです。 

○藤原委員 どうして第４次のときに、１次からもできたはずだということは。 

○市川会長 はい。事務局お願いします。 

○髙橋（征）幹事 １次、指定方針の段階から東京都とは意見交換を当然しております。

３次素案ということで、制限値がほぼ固まったということで、都知事協議に向けた事前

協議ということで、改めた形での最終調整をさせていただきました。その最終調整の結

果として、高さに関して、都心地域では５０メートルを６０メートルに、また、木造密

集地域では１５メートルを１７メートルに変えるなど、やはり軽微とは言えない変更内

容がありましたので、これはやはり４次素案をつくることで、区民の皆様へ周知をする

必要があるということで事務局は判断をいたしました。これが軽微な内容であれば、原

案の段階で説明するという方法もあったと思うんですが、やはりその変更内容が軽微で

はないということで、素案ということで説明会等を丁寧にさせていただきました。です

が、この４次素案がスケジュールに影響が出ないようにということで、この４次素案の

都市計画審議会を開催するに当たっては、その時点で特集号の発行、説明会の設定等、

あらかじめ準備をするということで、なるべくスケジュールに影響が出ない形でという

ことで進めさせていただきました。 

○市川会長 いかがでしょうか。はい、どうぞ。 



 -13- 

○藤原委員 ずっとそのご答弁を聞いておりまして、ですが、ほんとうに尋ねているこ

とには答えていただいていません。要するに、ここに、これは１次から全部ありますけ

れども、この裏の段階で、３次素案の後、都市計画原案に行くとずっと書いてあります。

１次素案も２次素案も３次素案も。それで３次素案の後に４次素案を急に出すことにな

ったときの説明が不足だと私は思っています。ですから、１次素案のときから東京都と

の協議で話していたようなことは話せたわけです。それをなぜやらなかったのかという

ことを伺っています。 

○市川会長 今の事務局の返事を聞いていると、もちろん第１次素案のときから東京都

は話していたと。しかし、その段階ではまだこちらの数字は固まっていなかったので、

話はしたけど、具体的になったのが第３次のときだと説明をしたように思ったんですが、

そういうことじゃないんですか。 

○藤原委員 そうじゃなくて、私たちが説明を受けていたのは、１９条３項の都知事協

議をようやく３次から始めたというふうに聞いていました。打ち合わせをしていたのは

初めから知っていました。その段階で、東京都が言ったこととか、こちらで高さを変え

た部分、例えば木密地域のところについてもわかっていたはずです。ですから、それを

なぜ３次のときに変えたかということを聞いているんです。 

○市川会長 事務局、お願いします。 

○髙橋（征）幹事 ３次素案で数字が固まった時点で、都知事協議に向けた具体的な事

前協議を開始いたしました。その内容といたしましては、文京区の場合には住居系でか

なり厳しい制限値を設定しているということがありますので、その制限値による影響等

ないかということで、東京都の担当の方も、文京区のその厳しい設定をしている地域に

ついては全て確認をしていただくなど、そういった作業を行いながら最終的な都知事協

議に向けた事前協議を具体的に進めていきました。その中で変更点が発生しましたので、

４次素案をつくることでもう一度区民の皆様に周知を徹底することで進めた状況です。 

○市川会長 藤原委員、いかがですか。 

○藤原委員 不満は残りますが、１年ぐらい、もうずっと押し問答しているので、ここ

でやめておきます。 

○市川会長 ほかにどなたか、ご意見、ご質問ございますでしょうか。国府田委員、お

願いします。 

○国府田委員 ご意見が出ないようなので。私も委員に改めて何年かぶりになりました
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ので、この間の経過は傍聴等ではしておりましたけれども、きちんとした形での議論に

は加わっておりませんので、ちょっと重なる部分もあるかと思うんですけれども、聞か

せていただきたいことがあるんですね。それは今回のこの高度地区の指定の目的ですよ

ね。３つ、目的があって、建物の高さを誘導しながら良好なまち並み景観と秩序ある市

街地形成。それから、２つ目が、突出した高さの建築を抑制し、近隣紛争の防止を図る。

３つ目が、高さを制限することで良好な住環境を保全しますというふうな３つの目的が

あるわけですけれども、私も３次素案から４次素案に変わったときに、東京都との協議

で、非常に多くの変更があったわけですけれども、その木造住居のところでは１５メー

トルのところが１７メートルになるとか、それから、都心部、都心地域というところは

すごかったですよね。５０メートルから一挙に１０メートル上がって６０メートルにな

る。２２メートルのところが３１メートルになる。２９メートルのところが３９メート

ルになる。こういう、ちょっと信じられないような、一挙にそれまでの案が１０メート

ルも高く設定されるというふうなことで、非常にショックを受けたんですね。 

 こうした都との協議の中でこういうふうに変わってきたということでありますけれど

も、一体こういうふうな高さの設定というのは、近隣紛争などを防止することになるの

だろうかと。特に住居地域ですよね。住居地域は、建ぺい率、容積率等で出された数値

から基本的な高さが設定されるという今回の高さ制限ですけれども、高いマンションが

建とうとしているときに、低い住宅のところからその高さはやめてくれというような話

になっていくわけですけれども、こういう高さが設定された場合に、近隣紛争を防止す

るということの意味がね。高いものが、もう区はこういうふうに高く設定したから、マ

ンション業者の方はこの高さまでは建てれると、これは建ててもいいんですよというふ

うなことになっていくのではないか。その結果、住民の方々がいくら言っても、もう高

さが決められている、上限が決められているのだから、もうこれまでいろいろ交渉して、

下げてきたけれども、もう高さが、区が決めてしまったんだから、それで建てられちゃ

うということで、紛争が防止されるという意味なのかしらと。それは住民の方々が望ん

でいるまちづくりということになるのだろうかというふうに。まあ、それは３次から４

次に移ったということと直接関係していることだけではありません。もともとの素案の

あり方からもその近隣紛争の防止という点で効果。住民の方々の要望がかなえられるよ

うな高さなのかというふうに、非常に強く懸念を持っていますので、そこら辺の説明を

改めてお願いをしたいと思います。 
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○市川会長 今の質問は何か、ちょっと確認なんですが、要するに、３次から４次にな

ったときに東京都で協議して数字が変わったと。これが不満だということをおっしゃっ

ているということですか。 

○国府田委員 そうですね。不満ですよね。 

○市川会長 じゃ、質問は。 

○国府田委員 １０メートルも上がったと。 

○市川会長 いや、それはいいです。不満ですから。じゃ、質問は何かということです。 

○国府田委員 東京都との協議でそういうふうに上がったことで、やっぱり新たな火種

ができたのではないかというふうに思うわけで、そのことについてもお答えをいただき

たい。 

○市川会長 ３次までは納得して、４次になったので、数字が変わったことが。 

○国府田委員 いや、納得ということではありません。先生、私は納得とは、３次まで

は納得したとは申し上げていませんけれども、少なくとも３次までは区がいろいろ案を

練ってきた。それが東京都との協議でさまざまなところで１０メートルもぼんと上がる

ということについて、やはりきちんとしたその住民の方々のご要望との関係で、ご説明

を改めていただきたいというふうに申し上げております。 

○市川会長 事務局、お願いします。 

○髙橋（征）幹事 資料２のＡ３のカラーの資料を見ていただけるでしょうか。この右

側に凡例がございます。１４メートル、１７メートル、２２メートル、２４メートル、

この制限値は住居系を守るための制限値となっています。１４メートルというのは、容

積率が２００％のところで設定したものです。これも当初１５であったのを１メートル、

近隣の皆様と話し合って削っております。また、３００％の容積率の中では、１７、２

２、２４という３種類のメニューをつくっております。特にこの１７メートルという基

準は、これは指定容積の３００％の活用がかなり厳しい数字となっております。このあ

たりの住居系の設定というのが文京区のこの高さ制限の大きな特色となっております。 

 ３次から４次の変更点につきましては、この住居系の数字及びエリアについては変更

をしておりません。木造密集地域のみは１５であったものを１７に、いわゆるこの３０

０％の制限値の中で一番厳しい１７に、２メートル訂正するという作業をしたんですが、

基本的には住居系の制限値というのは４次素案で見直しをしておりません。４次素案で

行いました見直しというのは、その下の３１メートルという数字があるんですが、実は
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この容積率４００％のエリアで２９と３１という２つの種類の設定がありました。４０

０％の中高層のまちでこの２メートルの差というのは、都市計画上、説明がなかなかつ

かないということから、３１メートルに統合しております。 

 また、都心地域においては、あのあたりはやはり東京都の中でもかなり神田や大手町

に続く、また秋葉原等がある。やはり商業地が集積しているということから、面的に制

限値を捉えるべきだろうということで、面で捉えて、６０メートルという設定をしたこ

とから、５０メートルのところが１０上がるということで、かなり地域の皆様からはご

意見をいただいたところでございます。住居系の数字は変えずに住居系を守りながら、

中高層以上のところで都市計画の整合を図ったというのが東京都との協議によって変更

した４次素案の内容となっております。 

 ということですので、直接この４次素案の変更が紛争を誘発するとは考えておりませ

ん。また、もう一点ここでご説明をさせていただきたいのが、本日席上に配付しており

ますぶんきょう特集号、こちらの表を見ていただきたいと思います。この説明は、私、

説明会のたびに必ず説明している内容になるんですが、下に、左側に図があります。こ

のたびの制限値というのは、その制限値に建物を誘導するものではございません。あく

まで一つの規制を足すということです。特にその住居系でございますが、②住居系用途

地域の場合とありますが、もともとそちらの図にありますように、紫で斜めの線があり

ます。このように、既に斜線型の高度地区という規制はかかっております。ですので、

今の敷地の大きさのままで建てかえをする場合には、まち並みは現状と変わりません。

ですが、右側の下側を見ていただくとわかりますように、敷地が統合して大きな敷地が

生まれた場合に住居系の中でも高い建物が建ってしまうので、これを抑えようというこ

とですので、今ある建物を制限値に誘導するわけではないということですから、一定こ

の制限をかけることで、高さに関しての紛争が減るのではないか。それを期待した上で

の高さ制限の設定となっております。 

○市川会長 国府田委員、どうですか。 

○国府田委員 今ある敷地面積であれば、それは現在建っている以上の建物の高さには

ならない。しかしながら、その敷地面積が何らかの形で統合されて、広い敷地になれば

今の区が制限値として高さを決めたところまでは建つことができるというふうなことだ

と思うんですね。それは、ですから、今までは従来でしたらそれ以上高いものは建って

いなかったけれども、その敷地を統合することで、高いものができるということだと思
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うんですよね。それは、ですから、今までの紛争を起こさないということではなくて、

むしろ紛争にならないけれども、住民の方々はその高さを容認させられてしまうのでは

ないかというふうに私は思ったんですけれども、そういうことはないんですか。 

○市川会長 事務局、いいですか。 

○髙橋（征）幹事 この高さ制限の検討を始めたきっかけですけれども、地域の皆さん

がやはり大きな建物が建つということで紛争をされるということで、区のほうに相談に

いらっしゃいます。そのときに行政といたしましては、法律を遵守している建物につい

ては、高さを下げるという指導はできませんということを繰り返してきました。その中

で、何か方法はないかということで議論した結果、都市マスタープランの中で高さ制限

をかけようということで、要は、規制をかける。これまで規制をかけられなかったもの

を事前に一つの規制を足そうということで議論してきました。まさに今、国府田委員が

おっしゃったような状況を改善するための今回の高さ制限というふうに、区としては考

えています。 

○市川会長 今、大分、事務局が答えたと思うんですが、質問としては具体的にどうい

うことをお聞きになりたいのか。もう一回いいですか。 

○国府田委員 私もこの間さまざまなマンションなどの建築紛争というのを見聞きして

まいりました。そういう中で、例えば幹線道路沿いなどは、白山通り４６メートル、そ

れから、３１メートル、不忍通りも４６メートル、３１メートルというふうな、非常に

高い高さが設定されているというふうに思うんですね。これは従来こんな、例えば私が

住んでおります千石地域ですと、３１メートルという高さは１０階相当になるわけで、

１０階は紛争の種になってまいりました。８階建てにしてくれ、９階建てにしてくれと

いうことで、さまざまな紛争が起きてまいりました。そうしたときに住民の方々の交渉

などで、高さを、階高を８階とか９階とかに抑えて環境を守るということもできてきた

わけですけれども、ここの地域に、例えば３１メートルという高さが設定された場合、

もうその３１メートルという高さが、もう区が設定したんだから、これは建てられると

いうことになって、住民の方々の望んでいる、もっと低くというふうなことが抑えられ

てしまうのではないかと。それは紛争を予防するというよりも、紛争を抑え込むような

働きをするのではないかというふうに考えたわけですけれども、そういうことが起き得

るのではないですか。 

○市川会長 事務局、お願いします。 
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○髙橋（征）幹事 今、質問の内容としては、多分、制限値が厳しくないのではないか

と。もう少し厳しくしたほうがいいのではないかという意見だと思います。今回のこの

高さ制限については、指針の中で区内全域にかけるということで方針を決めております。

区内全域にかけますので、この高さ制限につきましては、やはり厳しい制限を求める方

や、中にはその自分たちの資産を活用して建物を建てたいという方もいらっしゃいます。

そうやって皆様が一定ご理解いただける計画をつくる必要が区としてはありました。そ

して、指定の方針としては、指定容積率が活用できる高さ、これをまず指定するという

原則を立てました。いわゆる資産を活用したいという方にはこういったことで理解をし

ていただきたいと思いますし、また、厳しくして、厳しい制限値を求める方には、住居

系において現地を確認しながら、１５、１４、２４を１７にするなど、厳しい制限値を

探ってきております。そういった結果ですので、決してこの制限値であることによって、

その紛争を抑え込もうというような考えはございません。逆にこれまでの紛争の内容で

すけれども、やはり区民の皆様も事業者もお互い話し合いで、疲弊した結果、高さが２

階削れたとかそういった結果になって、お互いがやはり疲弊しているという状況があり

ました。 

 今後は、区のこの高さ制限によって、建物の高さ、一定、もう既に抑え込まれている

ということがありますので、今後はその高さ以外の視点で、緑化やごみ箱の置き方、ま

た、プライバシーの配慮、そういったほうの協議に進めていくようなレベルになってい

ければいいかなというのは、区としては期待はしております。決して紛争がゼロになる

とは思ってはおりません。少しでもその紛争の内容が一歩でも区民の皆様の求めた内容

になるようなそういった話し合いに進めていければということは、期待はしております。 

○市川会長 国府田委員に申し上げたいのは、こういった中身は過去数年間、全部ここ

でやってきた中身でございまして、その結果、ここまで来たということのまず今までの

プロセスを理解した上でご質問いただければいいと思いますけれども、いろんな意見が

ある中で、だんだん収束してここまで来たという流れでございます。その段階で、今日

の段階ですべき質問かどうかを確認した上でまずご意見を言ってください。 

○国府田委員 市川先生はそのようにおっしゃいますけれど、収束してきたというふう

なお話ですけれども、都市計画審議会の席上でさまざまなご意見が出ていたと思います。

それはこの案でいいというふうな意見もあったかもしれません。しかし、この案ではだ

めなんじゃないかという意見もたくさんあったと思います。そういう意味では、一つの
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ところに集約をしてきたというふうにはとても私には思えません。例えば以前、本郷４

丁目や５丁目の方々から、高さを抑えてくれというふうなご意見が出されてきたと思い

ます。ここのところでは、２４メートルという、これは菊坂ですよね。菊坂の２４メー

トルという高さ制限があるわけですけれども、ご承知のとおり、菊坂は古いまち並みで、

そういう高い建物というのはほとんどない地域であります。そこにこういう２４メート

ルという高さがかかった場合に、こういう２４メートルのある程度の敷地があれば、２

４メートルという高いビルが菊坂通りに出現していくと、そういう意味では２４メート

ルのスカイラインができてしまうということも今後あり得るというふうに思うんですね。 

 それがほんとうに地域の良好なまちづくりということになるのかなということでは、

非常にこの間も議論のあったことだと思いますし、そういう、これでいいというふうな

形での収束にはなっていないというふうに私は思って、この間傍聴もしてまいりました。

そういう意味で今後、紛争がこの高さで防止できるというふうにはとても思うことはで

きないというふうに言わせていただきたいと思います。 

○市川会長 ご意見としては拝聴いたします。ほかにどなたか委員の方。 

○国府田委員 そのことに区として何か……。 

○市川会長 いや、もうお座りください。ほかに。ちょっと時間もありますので、ほか

の委員の方、何かご意見、ご質問があれば。特に区民委員の方、さっき太田さん、ほか

のお二方、何かご意見ございますか。よろしゅうございますか。はい。名取委員、お願

いします。 

○名取委員 この都計審の皆様のこの４次素案まで行く議論、大変ご苦労があったこと

だろうと思います。今、国府田委員からるる高さ制限がある。何かどうも聞いていると、

この３１メートルとか６０メートルというのは、ここには建てていいとみんなが思って

いるというふうに聞こえるんですが、当然、土地の形状ですとかサイズによって、別に

ここまで建てられるということでね。もちろん根っこには基準法というのがありますし、

ですから、どうも誤解を与えるような発言に聞こえてしようがないんですが、この先ほ

ど理事者のほうからお話ありましたとおり、住居地域については十分な配慮をして、ま

た、商業地域において、これだけその有効活用ということを考えて、また、特例もたく

さん設けていただいていますのでね。そういった意味では全てのところにしっかりと配

慮をされた計画であると私は大変評価しておりますので、これまでのこの都計審の審議

の委員の皆様方のご苦労に敬意を表したいと思っております。 
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 以上です。 

○市川会長 ほかにどなたか。今のは意見ですね。 

○名取委員 はい。 

○市川会長 ほかに意見、ご質問ございますか。板倉さん。 

○板倉委員 私は最初に、この絶対高さ制限を定めるというところの最初の部分、ちょ

っとかかわっておりましたので、そのときにやっぱり申し上げたのは、この今回、要す

るに、絶対高さ制限、なぜ設けるかと。先ほども国府田委員からありましたけれども、

あの当時、やっぱり突出した高さのものがあちこちできていく。そういうことを抑えて

いくという意味があって、私たちはむしろそうした高さを抑えることをどうやっていく

かということで絶対高さ制限を導入したいというふうに提案をしていたのが、何か逆に

逆手にとられちゃったような中身になったというふうに私は感じているんですね。 

 今回、第４次素案のところの、この特集号を見てみましても、先ほど言いましたよう

に、この下の左側部分に現在と導入後という図が出ております。これを見ると、やはり

絶対高さ制限、４６メートルを導入したときにとなって、右側に導入後の図が出ており

ますけれども、やはりこれを見ると、高い高さに誘導していくというふうにやっぱり受

けとめざるを得ないというふうに、この図からはそういう形で思いますし、当初私も言

っておりましたのは、やっぱり区がこれから決めようとしていた高さ制限については、

高さを誘導していくのではないかと、そういう懸念がすごくありますということを当初

から私は申し上げておりました。 

 それと特例の問題ですね。特例が設けられたからいいというふうなご意見がありまし

たけど、逆に特例が入ったことによって、この高さよりももっと高いものが建てられる

わけですよね。この特例が幾つかある中に、総合設計による特例、これですと、今より

ももっと公開空地をつくれば高いものがつくれるという、そういう特例が入りますし、

大規模敷地における特例というのが、やっぱりこれはちょっと問題が、問題というか、

そういう形でいいのかというふうに思うのは、それはなぜかというと、目白台の今、３

丁目のところに東京大学の分院の跡地がありまして、東京大学があそこに今、寄宿舎、

留学生の皆さんのための宿舎の建設も含めて計画がされまして、去年の夏に私ども説明

会を受けましたけれども、あそこはこの大規模敷地の特例でいうと、１.７倍ですから、

１万平米以上、３万平米未満という広さで、１.７倍まで高さの緩和の倍率があるわけ

ですけれども、あそこは本来なら１７メートルのところですが、これですと１.７倍と
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いうことで、２８.９メートルまで建てられるわけです。 

 それで、もう既に模型図も皆さんに示されたんですけれども、やはりあれですと、真

ん中に集約するので、周辺の方々には圧迫感も含めて、そうはないというような説明が

あったんですが、実際にやっぱり模型図を見せてもらうと、真ん中に集中しているだけ

ではなくて、かなりのボリューム的にはあって、高さも最高で８階建てということでで

きるんですが、本来なら１７メートルですから、５階か６階しかできないところが、８

階建てがそこにできるわけで、そういう点では、あそこはかなり低層住宅地が広がって

いるところにああいう計画でほんとうにいいのかどうかという、そうした疑問も地域の

方々から出ているという点では、この大規模敷地の特例のこの倍率については、やはり

こうした特例をここまで認めるかどうかということもご意見としては出ているのではな

いかというふうに思いますので、そこについては、この倍率のやっぱり設定の仕方です

ね。そこの点に疑問、問題があるというふうに私は考えておりますので、その辺につい

て改めてお聞かせをいただけると。 

○市川会長 いや、これは申しわけないけど、意見として伺います。既にこの議論は

散々してきたことで、ここでもう一回言ったら、これまた全部やり直すことになるので、

これは意見としてはわかります。いろんな意見あります。しかし、大規模敷地について

はずっと説明してきたわけで、何に対して意見をおっしゃっているのか。そこについて、

逆に質問事項を言っていただけますか。 

○板倉委員 大規模敷地の特例のこの数値の考え方というか、設定の仕方です。 

○市川会長 じゃ、事務局、お願いします。 

○髙橋（征）幹事 まずその特例の細かい内容を話す前に、今回は、この規制について

は、一つの規制を加えるということをまずご理解していただきたいと思います。今のご

意見の中で、さらに厳しくというお話がありました。その中で、私、一つ紹介したいの

が、参考資料１の区民の皆様からいたしましたご意見、これを、中を見ていただければ

わかるんですが、その中の例えば８８ページの７７のご意見を、私ちょっと読みます。

「既存不適格建築物に対して、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」といった、一方には、こういうご意見を持っていらっしゃる区民の方もい

らっしゃいます。全部見ていただければわかるんですが、第２次、第３次までは制限値
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を厳しくしてほしいという意見が圧倒的に多かったんですが、４次、原案と進めていく

中ではいよいよ決まるということで、こういった資産に影響が出る方からのご意見をた

くさんいただいております。また、説明会でもそのような既存不適格のマンションの皆

様からご意見いただいております。そういった皆様には、そのためにも１回、建替え特

例や、または高さの制限値については、基本的に指定容積率を活用できるものを原則と

して考えておりますので、ご理解いただきたいということで、なるべく多くの区民の皆

様にご理解いただくという形で進めているということで、この数字はあくまで規制であ

るということはご理解をいただきたいと思います。 

 あと、特例ですけれども、そういった中で、制限値を超える場合には幾つかの特例を

設けております。これはその内容をクリアすることで、例えば大規模敷地ですと、建物

を内側に寄せなければいけない、斜線型の規制の新たな追加等をしております。そうい

ったことで、文京区内においては、良好な開発しかできないというような状況にしてい

きたいと考えております。制限を超えるためにはさまざまな制約の中で計画をしなけれ

ばいけないということで、文京区における大規模な開発は、周辺に配慮した良好なもの

になるというような特例で考えていただければと思います。 

○市川会長 よろしいですか。 

○髙橋（征）幹事 緩和の制限値の根拠ですかね。東京都が総合設計の建物の高さの指

針というのを定めていまして、そこで、１.５倍までという数字があります。それを根

拠にしまして、３,０００平米以上から３万平米以上では２倍ということで設定をしま

して、３,０００、５,０００、１万、３万ということで、小刻みにしまして、その間を

１.５倍、１.６倍、１.７倍、最大で２倍という設定をしたものです。 

○市川会長 ありがとうございました。板倉委員。 

○板倉委員 総合設計でやると、３万平米以上なら、２倍という高さまでできるという

ことですよね。 

○髙橋（征）幹事 大規模敷地の特例でしたら可能です。 

○板倉委員 はい。そうすると、これでいうと、かなりまた周辺よりも突出した高さの

ものをつくれるということになると思いますし、先ほど既存不適格のところでは、財産

権の侵害ということで、そうしたご意見があるというふうにありました。目黒区だとか

新宿区だとかは、もう先行してこうした絶対高さ制限を設けてやっているわけですけれ

ども、そうした区で訴訟が起きているという実例はあるんでしょうか。 
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○髙橋（征）幹事 現時点では訴訟の事例はないと聞いております。 

○板倉委員 ここまで来ている中で、前回の８月のあれだったかね。都計審の中で、こ

れまでにない意見だとか考え方とかが出れば改めて検討しますというように、高橋課長

のほうかな、そういう議事録もあったかと思います。こういう形でさまざま意見が出て

いる中で、やっぱりここで決めてしまうということでどうなのかなというふうに今日は

思ったんですけれども、後ろの日程を決めたので、それに合わせてという形になってい

るんだと思うんですけれども、これだけというか、意見が出ている中で、今日どうして

も決めなければいけないんですかね。というふうに思いました。 

○市川会長 ご心配なのは、放っておけばどんどん高さの規定がなく、つくっていく中

で、駆け込みの話があったり、これはずっとこの審議会で悩ましかったのは、遅れれば

遅れるほど懸念することはもっと増えていくという状況の中で、引き延ばして、後ろに

延ばすことのその最大のメリットが何かです。ですから、当然早く決めることのメリッ

トと、延々と議論したいと、これから５年間やりましょうと、５年間やるんだとすると、

５年間の間にどんどんまち並みが変わっていっちゃう、そういう危機感もあるわけです

よね。その中のせめぎ合いの中で、私は事務局としては最大限努力を図ってやってきた

と理解しておりますが、そこはいかがでしょうか。板倉委員。 

○板倉委員 この審議会のあれでもそうですけれども、意見として、やっぱり高さを抑

えてほしいという意見も出ているわけですから、引き延ばすことによって、そういう既

存不適格が出てきちゃうということだという意味は、今、そういう意味合いでおっしゃ

ったんだと思うんですけれども、高さの、この高さでほんとうにいいんですかという、

やっぱりそれに応えられている中身なのかなというふうに思うわけですよ。高い、まあ、

ちょっと高さを、高いほうに誘導していくという絶対高さの決め方でいい、よくないと

いうか、いいんですかという、そうした声も出ているわけですから、やっぱりこれを決

めたことによって、ほんとうに地域の皆さんのそうした紛争なんかもおさまっていくか

どうか、そのところもやっぱり疑問が残るところだというふうに私は思いますので、こ

れ以上、引き延ばすとまちが変わってしまいますというような、今、言い方でしたけれ

ども、それはやっぱり都市マスタープランにも、景観にも、区の景観計画にもあわせて、

やっぱり区がきちっと指導もしていく、そういった方向も持っていけばいいのではない

かというふうに私は思いますけど。 

○市川会長 具体的にどういうことですか。区の指導というのは何ですか。区が指導す
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ればいいとおっしゃったことの具体的な作業は何なんですか。 

○板倉委員 この計画で、ほんとうに文京区が文京区らしいまちができるのかなという

のがすごく疑問があります。文京区はやっぱり歴史と、皆さんが言うように、緑とさま

ざまな文化に育まれたまちということでやってきたものが、こうした高さ、要するに、

文京区らしさがこうした計画によってなくなってしまうのではないかという、そうした

やっぱり懸念もすごくあるわけです。どこにでもあるようなまちではなくて、やっぱり

文京区は文京区が持つそうした特性がほんとうに行かされるまちづくりがこれでできる

んでしょうかというふうに、私はそういう思いがあります。 

○市川会長 いや、この文京区のすばらしさを守りたいというのはみんな同じ意見じゃ

ないんですか。そのためにこれをやっているんじゃないんですか。違うんですか。 

○板倉委員 そうならないのではないかということでしょう。それを懸念しているわけ

ですよ。 

○市川会長 意見としてはいろんな意見あっていいと思うんだけど、その中でこうやっ

て時間を使って、とにかく何とか答えを出そうとして、文京区の良さを守ろうとしてき

たんじゃないんですか。違うんですか。 

○板倉委員 それは皆さんで議論してそうだと思います。 

○市川会長 はい。板倉委員。 

○板倉委員 皆さんがそういう議論もされて、区民の皆さんからこうしたパブリックコ

メントも求めて、こういう形ができた。できて、決定はしていませんけれども、こうい

う流れになってきているわけですよね。それがほんとうに文京区の皆さんが望むまちづ

くりにつながるのかなというふうに、私は疑問を持っていますということです。 

○市川会長 板倉委員の個人の意見としてそう思っているということですね。それは別

にいいと思います。ありがとうございます。 

 じゃ、藤原委員。 

○藤原委員 さっきも言ったこととちょっと重なりますが、今回初めて、今、感じたこ

ととしては、会長さんのその威圧的な発言を封じるような言い方はやめていただきたい

と思います。私もそうですが、初めて都市計画委員になった人もいますし、これまでや

ってきたことと言われてしまうと、何も言えないのかということもあります。やはり審

議を、みんなで意見を言い合って審議をするという方向に行くように、あんまり恫喝的

なことはおっしゃらないでいただきたいと思います。これは希望です。 
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 それで、先ほどから聞いていまして、ほんとうに板倉委員や国府田委員がおっしゃる

ことはよくわかるんです。ただ、やっぱりここまで来て、３月１７日にはぜひやってほ

しいというのもあると、皆さん、それはあると思うんですね。その中で、先ほどからの

ご答弁で、ぬらりくらりと、はっきり言って答えてらっしゃらないところが随分ありま

すが、それについては何もおっしゃらないですよね。例えば神田なんて江戸時代から隣

にありますよ。昭和の初めから千代田区も新宿区もあるわけですから、そんなの初めか

らわかっているのになぜしないんですかというのに対して、何のお答えもありませんよ

ね。１次からあったんですよ。だから、それは一緒にやってくれば、少なくとも４次素

案は要らなかったんですよ。 

 それで、特例もあるんだから、特例の中で、それこそ厳しく、ほんとうでしたら低め

にやって、それで、いい計画には高くするというのが一番いいと私は建設委員会では言

っていたんですが、ここでは、今回初めてですから言えませんけど。それで、特例をつ

くった上に、さらに制限値を高くするということは必要なかったと思います。さらに今、

地区計画で、東大で大きな地区計画がかかっていますけれども、あれも大規模敷地の特

例の２.８倍よりもさらに非常に高いものをつくるわけですね。そういうのを抑える方

法だっておそらく考えなくてはならないと思います。ですから、今ここで決めて、あと、

その区がどういうふうに対応するかというのは、ほんとうに重要なことになると思いま

す。ですから、何を決めたいんですかとかいうふうにおっしゃられると、これから今後

出てくることに対して、ほんとうに文京区がいいまちになるように対応していただきた

いとしか多分言えなかったと思うんですけれども。 

 私もちょっと興奮していて、混乱してきましたが、今、じゃ、言いたいことは、少な

くとも３次までに、さきの８８ページの資産の保護というご意見は、今までだって出し

ていたわけですよね。４次になって初めて出てきたと今おっしゃいましたけれども、そ

れは具体的になってきたから出てきたとおっしゃいましたけれども、大体法律は、一番

顕著な例は消防法ですけれども、既存不適格というのは必ずあります。それで、それは

守らなくてはならない。後から、要するに、訴求効果でやるわけで、都市計画だって、

多少そういう面があるんですよね。それについて、３次までに出せばよかったことを４

次になってそういうふうに強く言ってきたということは、はっきり言ってこの際関係な

いと思います。そういうご答弁はあんまり好ましくないと思います。 

 ですから、どういうふうなまち並みの規制にしていくかということだけで考えればい
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いとしたら、何も４次素案ははっきり言って要らなかったんです。その辺どうしても認

めないんでしたら、やはり今後の地区計画とかのやり方できちんと対応していただくし

かないと思います。質問はありません。意見です。 

○市川会長 恫喝した気はないんですが、もし恫喝のようなら申しわけございませんで

した。要は、今までやってきた議論がずっといろいろあって、いろんな意見もあったこ

とはもちろん私も知っています。皆さんも知っているんです。いろんな意見がある中で、

こういう形でまとめてきたというのが本日のテーマであると私は思っていますので、そ

のご理解をいただきたいということを申し上げたんです。 

○藤原委員 わかりました。はい。区の答弁でおかしなところも多分おわかりだと思う

ので、それもちゃんと恫喝してください。 

○市川会長 具体的に区のどこがちょっとおかしかったか、幾つか言ってもらえますか。

答弁がおかしかったところ。 

○藤原委員 さっきも言いましたが、例えば全然答えていないですよね。３次の後にな

ぜ都知事協議を始めたかとか、初めからできたんですよ。はっきり言って、神田も隣に

あったんです。整合性だって初めから図れたわけですよね。それが後づけで来たのには

何か理由があるんですけど、それは絶対おっしゃらないですよね。 

○市川会長 いや、そのことはさっき事務局は答えて、具体的な数字が決まった中で取

り組んでいった中でそうなったと答えたと思うんですが、違うんですか。 

○藤原委員 はい。違います。 

○市川会長 じゃ、お願いします。 

○藤原委員 １次から３次まで、もういろいろ変えてきたんですよ。いろいろ考えて、

区も考え、区民の意見も聞き、変えてきたんですよ。それで、東京都の意見で変えなく

てはならなかったということなんですよね。それは東京都が、前の審議会のときに、都

の意見で変えたと言わないほうがいいというようなご意見もありましたけれども、結局

は東京都に言われて変えたんですよね。それで、１９条の３項はもう変わってて、協議

だけで同意は要らないのに変えたわけですよね。やっぱりその辺はおかしいんじゃない

ですかとずっと言っているわけです。ここじゃなくて、建設委員会です。それで、それ

に対する答えが一度もないです。なぜ１次のときから都知事協議をしなかったか。 

○市川会長 いや、さっき答えたんじゃないんですか。 

○藤原委員 だから、それは打ち合わせなんですよ。都知事協議という、その都市計画
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決定の手続上のを始めたとずっと言っているんです。それは伺ってきてください。その

とおりおっしゃるか。 

○市川会長 じゃ、事務局、お願いします。 

○髙橋（征）幹事 今の内容につきましては、先ほどご説明させていただきましたよね。

情報交換はしていましたが、都知事協議に向けての事前協議ということで、具体的に始

まったのは昨年の１１月からです。 

 それと、会長、先ほど私が紹介した区民意見、ああいったものはその時点で出てくる

ものだから無視してもいいんじゃないかというご意見がありましたので、私、説明会等

をしまして、区民の皆様の意見交換をしていますので、そこら辺をしっかりと否定をさ

せていただきたいと思います。第４次素案につきましては、ダイレクトメールで、既存

不適格の皆様に通知をいたしました。その説明会におきましては、開口一番、私は、７,

０００万も借金をしてこのマンションを買って住んできたのに既存不適格というのはど

ういうことだというのがありました。それにつきましては、区としては高さ制限の考え

を伝えまして、皆さんのために１回の建替え特例等を考えながら、将来的には文京区は

高さを誘導した良好なまち並みをつくっていきたいということで、ぜひご理解いただき

たいということで、皆さん、一定理解をしていただいております。また、それでも不満

な方については、管理組合等の会合等に行って説明しますということで、実際に行って

話し合いを進めた上で、ご理解をいただいている皆さんもいます。ですので、もともと

のやはり高さ制限を望まない区民の方たちもいらっしゃいます。でも、その方たちもこ

の計画書の中であれば、一定、しようがないということで理解をいただいているという

ことであります。 

 それがそういった意見が出てきたのは、我々としても徹底した周知ということで、ダ

イレクトメールと、４次素案、原案とさせていただきましたので、そういった皆様もい

らっしゃるということは、この場でしっかりと報告をしたいと思います。 

○市川会長 藤原委員。 

○藤原委員 法というのは、社会が変わると変わるものです。それで、資産価値とさっ

きから言いますが、資産価値じゃなくてそれは売却利益のことですよね。資産価値と売

却利益をはっきりと区別しなくてはならないと思います。資産価値は多分、高さ制限を

することで上がります。それと紛争は必ず減ります。 

○市川会長 それはあくまでも、藤原さん個人のご意見であって。 
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○藤原委員 意見です。 

○市川会長 はい。わかりました。 

 じゃ、先にまず海老澤委員からお願いします。 

○海老澤（敬）委員 いいまちというのがどんなまちかというのは、それぞれ思うこと

が違うと私は思います。私自身、この案が出てきたときに、高さ制限がほんとうに文京

区に必要なのかと。課長のほうにも一度お話ししたことがあると思うんですけど、ほん

とうにそれで文京区の資産価値が上がるかどうかわからないし、私自身は、個人の財産

が増えることについて、ほんとうにこれが必要なことなのかととても悩みました。ただ、

こうして、何回も話し合いを重ね、区民の方も出ていただき、話をした中で決まってき

たことなのだから、それはいろんな人の意見があることは当たり前だと。それはすれ違

うこともあるし、その中で私は、この７７番の先ほどご紹介がありましたが、このご意

見はごもっともであって、その後で４次素案が出たということは、それはいろんな人の

意見を取り入れて、この案ができたということだから、それはきちんと、何のためにこ

の委員会がやられたのかもわからなくなるし、受け入れるべきだと思うし、それは話し

合ってきたということを忘れてはいけないと思います。 

 なので、この委員会をやったことは意味がないことではなく、重要なことであって、

それは先ほど課長のほうからの説明があったとおり、いろんな人の意見があってできた

ということを私たち委員も踏まえて、本日臨むべきだったんじゃないかと思います。一

方的な意見はよくないと思うので、意見として言わさせていただきます。 

○市川会長 ありがとうございます。国府田委員。 

○国府田委員 先ほどおととしの９月、第３次素案が示された都市計画審議会で、本駒

込と本郷と千石２丁目のところで、その具体的な制限値を下げてほしいというふうなご

意見が強力に出された件に触れました。そのうち、その千石２丁目のケースなんですけ

れども、この１７メートルと１４メートルに挟まれた植物園の北側ですよね。ここに近

隣商業というところがありまして、２４メートルという制限値がかかっているところで

あります。これはこの地域、この２４メートルというふうに示された地域のマンション

に居住している方以外の８割以上、９割に近い方々が、実は私、コピーをいただいたん

ですけれども、こういう署名があるんですね。署名をもって絶対高さを、２４メートル

ではなくて、１７メートルにしてほしいという、その署名を集められているんですね。 

 私数えましたら、５５名の方が署名をしていらっしゃいました。９１ヘクタールとい
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う、９ヘクタールかな、大変小さな地域ですから、この５５名で、地権者じゃない方が

若干含まれていますけれども、八、九割の方々が１７メートルに抑えてほしいという署

名に捺印、署名して捺印をしてらっしゃるわけです。こういう具体的なその地域で固ま

った要望があって、それは実現していないわけですね。地区計画でおやりなさいという

ことで、地区計画に誘導されているんですけれども、それは現在どうなっているか、ち

ょっとお伺いしたいと思います。 

○市川会長 はい。事務局、お願いいたします。 

○海老澤（孝）幹事 地区計画の地域整備課で所管しております。それで、今、指摘の

あった要望が出されて、その後、地区計画の検討を始めようということで、地区計画の

検討は進めてまいりました。まず今の文書は、平成２４年の５月８日に区長宛てに出さ

れた文書であります。その後、高さについては、１７メートルに変更してほしいという

要望なんですけど、それはできませんと。そのかわりに地区計画を検討してまいりまし

ょうということで、その後、地元の皆様に対して、文京お届け講座だとか、まちづくり

勉強会とか、それで、地区計画の勉強を進めてまいりました。それで、今年の４月にな

りまして、たたき台として区のほうから案を示させていただいたということで、その後、

２回、地区計画の説明会を行って、あと、意向調査も２回行っております。今月の２月

２１日には、最後の意向調査の結果も地元の皆さんに説明させていただいたという経緯

があります。 

 その結果、地元の意向としては、地区計画をすぐに定めるべきだというご意見の方が、

アンケートの調査では４９％と。それとあと、必要ないというご意見の方は２７％いた

と、そういう結果についても、地元の方には報告させていただいております。 

○市川会長 はい、どうぞ。 

○国府田委員 この地区計画ですけれども、今現在、４９％の方がすぐ設定したほうが

いいと。そのほかの方々では意見が分かれているというふうなご説明でありました。さ

っき申し上げましたけれども、住民の皆さんは、高さを２４メートルではなく、１７メ

ートルにしてほしいということを陳情なさったんですね。それで、じゃ、それは地区計

画でおやりなさいということで、今現在、その地区計画の区からの提案というのがある

んですけれども、それは地区計画の素案というのが７項目あるんです。それは建築物の

用途の制限、それから、敷地面積の最低限度、壁面の後退、これは５０センチ後退、そ

れから、壁面後退地区における工作物の設置の制限、それから、建築物の高さの最高限
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度、これを決める。あと、建築物の形ですね。形態、それと色、その他の意匠の制限、

これで６つですか。そのほかに垣根や、また、柵の構造の制限と、これで７項目の条件

を付したものを地区計画として決めたらいかがですかということが文京区から提案され

てきたんです。 

 その住民の皆さんは、１７メートルに抑えてほしいということで、８割から９割の

方々が署名なさったわけですけれども、その敷地面積を制限する。この場合は６０平米

という制限の数字が区から提案されております。それから、５０センチの壁面後退とい

うのも提案されております。その２点に関しては、住民の方々はやはり財産権の侵害と

か、そういった問題もあるので、そこのところは異論がいろいろ出てしまったわけです

ね。それは決めてほしくないということで、今現在、高さでは１７メートルというのは

皆さんのところで合意ができているわけですけれども、その他の区が持ち出した条件に

ついては合意ができないということで、４９％というふうな数字になっているわけなん

です。 

 私は、高さを制限してほしいという大きな声があっても、それが地区計画という形じ

ゃないとできないよというふうに言われて、住民の方々が、じゃ、その地区計画を決め

ればいいんだなということで動いた結果、区の提案で別の要件が出されてきて、合意が

できない。こういうことでは文京区のそういう区民のまとまった意見というのがどうや

ったら実現できるんでしょうか。 

 私、大方先生にちょっとお伺いしたいんですけれども、大方先生は専門家でいらっし

ゃるから。地区計画の種類というのは、東京都の都市整備局のほうで、これはインター

ネットであったんですけれども、このケースは一般的な活用だと言われています。一般

的な活用のところでは、決めなければならないのは用途の制限だ。そのほかの敷地面積

の最低限度とか、壁面位置の後退とか、高さの最高限度、こうしたものは自分たちで合

意ができれば決める。 

○大方委員 簡単に説明します。地区計画ですから、基本的にどういう内容でも決める

ことは可能です。つまり、細かくいろいろ決めなくても大丈夫です。ただ、その場合、

区は区でいろいろお考えもあるでしょうし、地元の住民の方もそれを実践し、後退など

で、いいまちを目指すべきだというご意見もあるでしょうし、そんなの要らないという

ご意見もいろいろあると思います。いずれにしろ、今の制度下では、地権者の方の３分

の２以上の合意があれば、住民の側から地区計画を提案することができます。それから、
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この高さ制限についても、これはまだ実際決まってませんから、その変更を求めるとい

うのはちょっと変な話なので、ですから、区としては受けられないんでしょうけれども、

これは今日無事にこの都市計画審議会で採択されて、施行される。そうすれば、地権者

の３分の２の合意があれば、都市計画の変更を提案することもできます。 

 ですから、いずれにしろほんとうに地元の皆さんの総意であるとか、少なくとも地権

者の３分の２の合意がとれるということであれば、いろいろな変更、地区計画でもいい

です。あるいは地域地区の変更という形も可能です。いろんな方法で規制の変更を地区

住民のほうから正式に提案することができますのでね。ですから、さっきからいろいろ

申し上げようと思っていたのですが、とにかくこの制度は、最近、文京区、ずっと高さ

制限が緩かったので、しかも、規制緩和がもうずっと２０００年代から続いてきて、実

際に非常に高い、周りに迷惑をかけるようなものが随分建っていたわけですね。 

 例えば私の東大の南側のところ、今これは、今日の図ですと４６メートル制限がかか

っていますが、そこに某Ｎ不動産の、六十何メートルにおさまりましたが、８０メート

ルでしたか、あんなものが現に建っているわけですね。そのほか、この本郷通り沿い、

４６メートル制限になっていますが、これを超えるものが現に、半分駆け込みのような

形で今も建っております。ですから、この数字、規制値自体は、東京２３区全部比べま

しても、特に山手線の内側の都心区で見れば非常に厳しい数字だというふうに、むしろ

誇っていい数字だと私は思っております。とにかく早く規制強化をしないと、どんどん

駆け込みで文京区の大事な景観が壊れてしまうということで、もうマスタープランで皆

さんの合意をとり、それから、この議論を始めてかれこれ４年ぐらいになりますか。や

っとここまで来たわけですね。途中いろいろ議論の行き違いもあり、そういう４次素案

まで行ったというようなこともあったかもしれませんが、とにかくここまでやっと来た

わけですね。 

 それについて、当時はこんな規制はそもそも要らないというご意見から、もっと厳し

くしろというご意見もあって、非常にバリエーションのある意見があったわけです。大

体この数字は、真ん中よりは少し厳しめの数字になっているというふうに、私は実は理

解しております。それでも、今日いろんな、皆さんおっしゃるとおり、もっと緩いほう

がいいという意見もあれば、もっと厳しいほうがいいという意見もあるわけですね。そ

ういうことについては、これもこの審議会の最初のころから申し上げておりましたけれ

ども、地域で合意ができれば地区計画をすることもできる。提案制度も使える。だから、
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低くもできる、高くもできると。そういう細かい部分はですね。まずはこれ、区全体、

ある種の一律基準で一定の水準を決めると。要は、用途容積で決める。その上で、それ

ぞれの細かい調整は、今度は各地区で話し合って決めてほしいと、そういう２段階で行

こうじゃないのと。とにかく早めのスタートラインを決めないと、もうどんどん駆け込

みで変になっちゃうんじゃないですかということで、今日に至っているというふうに理

解しています。 

 ですから、まだまだ緩いというご意見もあるでしょう。ある特定の地区についてはも

っと強くしたいというご意見があることもよくわかっております。ですから、それはむ

しろ早くこれを決めて、その上で、その変更とか強化とか、逆に緩めるとか地区計画を

決めるとか、そっちに入っていくべきだろうと思うんですね。それが私の意見です。 

○市川会長 国府田委員。 

○国府田委員 ありがとうございます。大方先生にもう少し伺いたいんですけれども、

それで、７つの項目が全部そろわなくても、その高さと用途と、緑化とか垣根のことと

か、そういったことは合意できるよというふうなことであれば、その敷地面積のことと

か、そういう合意できないものを省いて、まとまるところで地区計画をかけるというこ

とは十分可能なわけですか。 

○大方委員 何度も言うように、制度的には可能です。ただし、それに対して、その地

区の地権者の総意といいますか、少なくとも８０％とか９０％ぐらいの方の合意がとれ

ているということが望ましいわけですね。それ以上のことは私もその地区に入っており

ませんし、住民の方の意見もよく存じ上げませんので、ちょっと何とも申し上げられま

せんが、ただ、そのことは今日のこの議論とはまたちょっと別な話だと思いますのでね。

その特定の地区の地区計画については、これはこれできちっとこれから丁寧に議論して

決めていけばいいことではないかと思っております。少なくとも、とにかく区の言いな

りではないということはあると思います。ただ、区は区でいろんなお考えがあって、そ

ういう原案をお示しになったんだろうと思いますので、もし状況が許すなら区からご説

明を。 

○市川会長 じゃ、区のほう、お願いします。 

○海老澤（孝）幹事 私どもの地区計画の関係だったら、まず高さの一点だけの計画で

はなくて、総合的なまちづくりが必要だと。都市マスタープランとの整合性も求められ

るということで、都市マスタープランには敷地の細分化を防止して、良好なまち並みを
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つくっていこうという、そういう計画もあります。千石は現実に土地の細分化が進行の

過程にあるという土地でありますので、私たち、細分化の防止のために敷地の最低限度

で６０平米というのは妥当な線じゃないかということで、それも地区計画の項目の一つ

として、案として申し上げています。これは絶対要件ではないですからね。その６０平

米がほんとうに妥当かどうかというのは、また今後の検討も必要だと思いますけど、案

としては、高さの１点だけではなくて、総合的にまちづくりを考える必要があるという

ふうに考えております。 

 あと、マスタープランとの整合性というのは、これはもう当然、必要な条件だという

ことで、それは十分重視して進めていかなきゃならないということだと考えております。 

○国府田委員 よろしいでしょうか。 

○市川会長 国府田委員。 

○国府田委員 一つお伺いしたいんですけれども、都市マスタープランと、この高度地

区との関係なんですけれども、これは都市マスタープランですよね。１ページに都市マ

スタープランと諸関係との関係というのがあるんですね。都市マスタープラン、その中

に地区計画というのがあって、その関係は出ているんですけれども、高度地区の制限と

の関係ということでは、これはやっぱり都市マスタープランと高度地区というのはやは

り連動しているというふうに考えてよろしいんですか。 

○市川会長 じゃ、都市マス責任者。 

○大方委員 いや、これは単に法律の説明になりますが、市区町村が定める都市計画は、

正式には都市マスタープランという話、都市計画法１８条２の都市計画の基本方針と言

うんですけども、特にそれに則して定めなければならないと言っておりますから、ここ

で決めることは全て都市マスに則したものでないといけないということになります。で

すから、地区計画だけではなくて、当然この高度地区もそれに含まれるというふうに理

解できます。 

○市川会長 国府田委員。 

○国府田委員 わかりました。そうすると、この高度地区の制限の中でも、これは高さ

だけバンバンと、高さだけ決めていくわけですけれども、この都市マスタープランの中

には、それこそさっき海老澤課長がおっしゃったような敷地の細分化を伴うような住宅

建設が見られるようになり、住環境の悪化が懸念されると。これらの状況を踏まえた良

好な住環境の形成が必要ですというふうなことがあって、多分そのことで、地区計画に
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もそういう敷地の細分化を防止するようなことが盛り込まれた案が出てきたのかなとい

うふうに思うんですけれども、それは高さ、絶対高さ制限の中ではそうしたものは一切

含まれておりませんよね。高さだけ決めるということですから、そうすると、その高さ

を決めたまちづくりの中では、そのほかのこの都市マスタープランの中で言っているよ

うなことはなかなか高さだけでは実現できないわけですね。ところが地区計画では、こ

うした細目で書かれていることが盛り込まれないとだめよというのはちょっと整合性が

とれない話じゃないかなと思いますので、そのことを１点お伺いしておきたいと思いま

す。 

 それから、この都市マスタープランの７５ページには、千石周辺というところのまち

づくり方針があるわけですけれども、小石川植物園北側の千石２丁目は、小石川植物園

に隣接する環境を生かした閑静な低層住宅市街地として住環境を保全しますという方針

が出ているんですね。ですから、この方針にのっとっても、その北側地区の千石２丁目、

１４メートルと、ですから、近隣商業ですけれども、その挟まれた近隣商業は、現在、

商店は４軒しかないわけで、食堂２軒を含む４軒しかないわけですけれども、実際には

住宅街になっておりますのでね。そうしたところに対しての地区計画のあり方というの

はぜひお伺いしておきたいと思います。 

○市川会長 今、質問２点ありました。事務局、お願いします。 

○髙橋（征）幹事 まず今回定めます高さ制限ですけれども、都市計画法の第８条、地

域地区の中のトに高度地区ということで定められることになっています。現在定めてい

ますのは、斜線型の高度地区ということで、既に建物規制の高度地区がかかっています。

そこにこのたびは絶対高さ制限ということで、建物の高さはここまでですよという規制

を新たに加えた都市計画として定めるものになります。 

 地区計画につきましては、先ほど地域整備課長からの話があったんですが、まちの将

来像を定めて、地域の皆さんでルールをつくって、まちづくりを進めていきましょうと

いう内容ですので、当然、今回、地域の皆さんが求めてらっしゃいます１７メートルの

厳しい高さ制限のメニューを入れながらも、今、国府田委員がおっしゃった都市マスタ

ープランの方針を実現していくために、敷地の細分化を抑えたりだとか、壁面の後退だ

とか、生け垣を植えようとかというメニューで地域のルールとして定めていくものです

ので、都市計画、高さ制限の中でそういったほかのルールを入れていくというのではな

くて、高さ制限に関しては先ほど説明しました都市計画法８条のト高度地区で定める都
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市計画というふうになっています。 

○市川会長 じゃ、山本委員。 

○山本委員 何か議論が地区計画の勉強会のようになってきておりますので、この地区

計画は、この絶対高さが制限のこの提案が定まろうが、定まらなかろうが、地区計画は

地区計画としてできるものでございますから、やはり本題に戻したいなということでご

ざいます。それで、１つだけちょっと質問なんですが、この特例のところが先ほどから

非常に議論になっているんですけれども、１点、この特例の中で、今、置かれている都

市計画審議会の同意を得たものについては、制限値を一定の範囲内で緩和できることと

しますという、この土地利用のところで、建てられる施設の、いわゆる教育施設だとか、

学校だとか、病院関係の施設ということでの特例の部分ですが、そうすると、この都市

計画審議会のやっぱり役割というのが今以上にさらに大きくなるのかなというふうにイ

メージがわくんですけれども、この辺の都市計画審議会の今後の構成というか、やはり

委員長、会長さんや副会長さんのような学識経験者の方々がやはり、専門家の方々が多

くまた入るのかというような、その辺がちょっとどうなのかなというふうに思いました

ので、お聞きしたいと思います。 

○市川会長 事務局、お願いします。 

○髙橋（征）幹事 資料３の特例の認定に関する基準の４ページをごらんください。先

ほどご説明しました４ページの（３）土地利用上やむを得ない場合の特例。この内容に

つきましては、都市計画審議会を付すということになっております。この内容ですけれ

ども、この特例は２点、指定がございます。１点目につきましては、先ほどから説明し

ています大規模敷地等の特例、どれにも該当しないような事案が出た場合に、それにつ

いては、もともと想定できていないものについては、やはり議論する必要があるだろう

ということで、当初から区長の許可ということで、都市計画審議会で判断するというこ

とにしておりました。その内容を今回につきましては、どの特例にも該当しないものと

言いながらもやはり建物としては、公益公共施設、教育施設または医療施設の用に供す

る建物で、また、良好な市街地環境の形成に資する建築物という、ある程度ちょっと条

件を付しまして、これに該当しながらも、ほかの特例で判断できないものについては、

この土地利用上やむを得ない場合の特例で判断するということで、この審議会において、

事務局のほうで説明をしながら、ご判断していただくというふうになります。 

 また、この特例の中にはもう一点、教育施設と医療施設の建物についての緩和という
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ことをこれまで議論してきておりました。これを今までは大規模敷地の中の一つの特例

というふうに判断しておったんですが、これをこの土地利用上やむを得ない場合の特例

に入れるということで、そういった教育施設、医療施設で緩和を受ける場合についても

審議会において報告をしていくというふうにしております。ですので、こういった物件

が出た場合には、審議会を開くことで、皆さんにご議論いただくことになると考えてお

ります。 

○市川会長 山本委員。 

○山本委員 そうすると、やはりその特例もやみくもに特例をつくり過ぎだという方々

からすれば、今回のこの特例の、さらに都市計画審議会での一定フィルターがかかると

いうことでもございますから、その辺はまたきちんとした形での特例措置になるのだろ

うというふうにも思います。 

 ちょっと意見だけですけれども、あとは私も議会のほうでも質問等でやりましたけれ

ども、やはりこの今回の原案、絶対高さは、今までの文京区内での建築紛争を少なくす

るものであるというふうに私は思っていまして、逆にこういった素案が、原案ができな

いことでまたいきますと、各町で、各地でそういった建築紛争が、まさに目の前で起き

たときに初めて、やっぱり地域の方々がはっと気づくというような場面も、我々もかな

り見てきました。ですので、こういった原案がこの間のさまざまな経緯を踏まえまして、

まとまった案が速やかに実施されることを願いたいと思います。 

 あとはよく、一番は住居系に対してのこの絶対高さということが、この数字ばかり表

に出て、その数字まで建てるんだというような見方の方もおられますけども、逆に、よ

くこういった原案が出れば、きちんとした形で、高いものは建てられないんだと、現実

的には無理なんだというようなこともわかりますし、ぜひこういったことで早くこの原

案が速やかに進みますことを私も希望しております。素案がですね。きちんと進むこと

を思っております。 

 あとは文京区の特徴ですよね。この間、かなり細かく高さを決めてやっていきました。

最終的には４次素案のところで、若干の入り繰りがありましたけれども、まとまったと

いうことで、他区に比べてかなり細かい絶対高さの制限値を設けたということでも評価

したいと思いますし、また、平成何年でしたか、忘れましたけども、いわゆる一種住居

と、商業地域との隣接している背中合わせになっている大和郷周辺と、同時になった音

羽でしたっけ、周辺の地域。これはいわゆる文京区ルールということでいち早く高さが
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定められました。定められているということでもこれは大きな特徴だというふうに思っ

ておりますから、その辺も含めて、最後に事務局としては、この文京区の第４次素案が

他区に比べて最も文京区が特徴的なものはどういうところにあるのかという点だけ聞き

たいと思います。 

○市川会長 事務局、お願いします。 

○髙橋（征）幹事 計画の内容としましては、やはり住居系で設定しました細かい制限

値が特徴だと考えております。先ほど言いました１４メートル、１７メートル、２２、

２４という数字は、通常、都市計画ではよく５メートル刻み等が多いです。１５とか２

０とか多いんですが、文京区の場合はそれを区民の皆様と話し合うことで、１５を１４

に、２２から、それを１７に落とすということで、きめ細かくやっております。また、

この検討を丁寧に進めてきたという結果、第３次素案の説明会では、説明会は９１人の

方のご出席だったんですが、ダイレクトメールを送った後に、第４次素案では、説明会

１２０名の方が、また、原案の説明会、最後の説明会では１４０人ということで、通常、

人数は減っていくんですが、増えてきております。これは最終的な決定の前に既存不適

格になる方や、また、資産に関して心配をされている方に丁寧に説明ができたというの

は、これは文京区の都市計画法の高さ制限を進めた上での大きな特徴になったのではな

いかと、事務局としては考えております。 

○市川会長 若井委員、お願いします。 

○若井委員 私も委員になって、今回も新たにまた委嘱を受けたんですけれども、前回

行われた７月１８日のときにもやっぱりいろんなさまざまな意見の中で、ほんとうにま

とめていこうという会長含めて事務局の皆さんの努力があり、それで、そこからこの８

月２０日の意見のこれが出てきて、今言ったように、この１４０名という方が参加され

てという、ちゃんと経緯を踏んで、やっとここまで来て、やっぱり僕も心配をするのは、

ここで決めなければ、先ほど委員の方もお話あったし、先生からもお話あったとおり、

これから駆け込みというのがやっぱりどんどん出てくる心配は、私も拭えない部分があ

ります。 

 そんな中で、区としてこれだけさまざまな意見がある中、時間をかけてここまでやっ

と来て、私もこれに関しては、ほんとうにやってよかったなというものになっていただ

きたいなという期待を込めて、ぜひ今日決めていただければという思いを持っておりま

す。ほんとうにここまで多くの方がお声がきちっとこの中で当然、さっき言ったように
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財産権とかさまざまいろんな、嫌だというか、納得できない方もいる中で、こういう形

で４次素案までやって、丁寧にやったということに関しては、ほんとうに頑張っていた

だいたなという意見を述べさせていただきたいし、今後どこの段階でやってよかったと

思えるのか、ちょっと私もわからないですけれども、これには期待をしていきたいなと

思います。 

○市川会長 ありがとうございました。行政委員の方、何か意見ありますか。じゃ、小

野委員、お願いします。 

○小野（恒）委員 率直に申し上げて、都市計画審議会、今日、人もかわったので、前

の議論も、ここで質問や意見が出るというのはある程度、会長はあれかもしれませんけ

ど、しようがないのかなと思っているんですが、ぜひお願いしたいのは、都市計画の仕

組みそのものはちゃんと理解というか、押さえた上でやっぱり住民の方とかそういう方

に接していただかないと、やたら不安をまた与えるのかなという気がちょっと、偉そう

なことを言うようで恐縮ですが、そう思いました。 

 これはあくまでも、高さ制限というのは、高さを誘導するものじゃないわけですよ。

実はその前にベースとして用途地域が決まっていますから、２００、３００、４００、

それはまず、ちょっと比喩的な言い方になるかもしれませんけど、用途地域というのは、

まず比喩的にその土地で扱えるわけですよ。６００というのが増えた、極端な場合、６

階をもっと建てられるとか。そういうのがあると、野放図にいろいろな形で秩序ない高

さが決まっちゃうから、それを何とか頭にしようという形で出ているのが、この高さ制

限だと思うので、もし間違っていたら言っていただきたいんですけど、そういうのを押

さえると、今日出てきている議論というのは、高さ制限というものを使って、既にある

用途地域、既にあるその土地の権利に対して制限を加えようということになっちゃって

いる議論だと思うんですよ。 

 それは非常に住民の方々にとって悲惨なことで、やっぱり制度というのは、その制度

の趣旨や目的に沿わないような形で使いますと、生活とか、それから、人間関係がやっ

ぱりおかしくなっちゃいますので、それで、まして都市計画審議会の委員であるところ

の発言というのは、多分すごく重くなると思うので、その辺の高さ制限の今回の性格と

目的というのはもう一度ちゃんとした形で納得して、そのあたりの足並みはやっぱり審

議会の委員、審議会ではそろえておいていただきたいなという気が非常に強くしました。 

 その上で、高さ制限をもっと低くしたほうがいいの、高くしたほうがいいのと、それ
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は私、行政委員なので、それ以上のことは言いませんけれども、少なくともこの高さ制

限の目的と趣旨というのは、これは正確なところを委員の中で統一してほしいというの

は、すごく今日強く感じた次第です。まして、途中から入られて、意見をいろいろ言う

というのは、それは構いませんし、いいことですが、ベースになるところだけは守って

いただきたいと思いました。それが１点。 

 それから、２点目は、たしか、ごめんなさい。どなたの委員だか忘れたんですけど、

４次素案は都から言われたというのはあまり言わないほうがいいと、たしか私がそうい

う意見を言ったやに覚えております。その意見はいまだに持っております。私は４次素

案のときに、初めて――ごめんなさい。３次素案のときに初めて都のほうに正式に申し

入れたと。それは私は、私も東京都に籍を置いて、都市計画局のほうなどもいましたの

で思うんですけど、やっぱりしっかりとした形で、文京区の特質のある高さ制限なり、

まちづくりなりの案をちゃんと通すためには、具体的なところをしっかり押さえた上で、

都のほうに相談というか、協議をしませんと、相談は前からしていてもいいんですけど、

協議をしませんと、実際、空中戦になってしまって、文京区の特質というのが具体の形

で出てこなくなっちゃうんだと思うんです。ですから、多分、これは憶測なんですけど、

具体的なものとして、文京区の考えがはっきりなった。うんとはっきりになった。数字

になった段階で、僕は都に具体的な協議をかけたという文京区の姿勢はよかったんじゃ

ないかなというふうに考えております。 

 当然、東京都のほうも、やはりまちづくりというのは別に文京区だけがいかにユニー

クで独特なものを育てていっても、隣接区があるわけで、もっと言うなら広域的なもの

があるわけで、特に商業性とかそういう営業的なものとか資産力をやれるものというの

は広域性の高いものですから、そこに対して、都が意見を言うというのはやぶさかでは

ないと思うので、それはそれとしてあると思いますが、その具体に相談しに行った時期

というのはベストとまではちょっと、自分でやっていないのでわからないんですけど、

比較的間違いはなかったのかなと思っております。 

 最後に、もう一回戻りますけれども、やはり今後、さっきこの文京区の８号、これを

見ても、これ自体の図が高さを誘導するというふうな誤解を与えるとか、確かにそう言

われてみるとそんな気も、絵だけ、漫画だけを見るとね。漫画というか、絵だけを見る

とそんな気もするので、ぜひその辺は、くどいようで恐縮ですが、今回、高さ絶対制限

をかけるということがどういうことなのかというのはもうちょっと、誰にでもわかりや
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すくと言うんですかね。はっきり言えば野放図になる高さを、これがなければとめられ

ませんよという、そういう制度であることは間違いないので、そこを徹底して、少なく

とも都市計画審議会の中では統一見解として出していただくことを強く望みます。 

 以上です。 

○市川会長 あと何か島田委員、ございますか。 

○島田委員 ございません。 

○市川会長 はい。じゃ、今の改めて、もう一回この高さ制限の趣旨、ここに今日おら

れる委員の方々が同じ理解ができるような言い方をしてくださいとおっしゃっています

ので、改めてで。それから、私、１点だけ思ったのは、この高さ制限を決めると高さが

誘導されるというのはちょっと、私あんまりなじみがない意見なので、今回驚いていて、

我々はもう抑えることしか考えてなくて、これをやると逆に、この場合つくっていいん

だというふうに人は思うんだというのは、今回私も初めて知ったんですよ。であれば、

そういう誤解をされるのであれば、誤解がないようにうまく言ってもらえないかという

ことが、今、小野委員からの希望でございますので、改めて再度この高さ制限の趣旨、

それについて説明をお願いいたします。 

○髙橋（征）幹事 先ほど冒頭で、これまでの経緯で説明したんですが、文京区で中高

層建築物が増える中で、建築紛争が増えているという状況がありました。その中で、そ

の高さを抑える規制を都市計画として定めていこうという案が出てきました。これは都

市計画に定めますので、厳しい規制になります。ですので、しっかりと都市計画マスタ

ープランのほうで建築物の高さの最高限度の誘導方針ということを定めて、これを実現

するための方針等を定めていきました。ですので、端的に言いますと、紛争等を予防す

るために、区民の皆様のその要望に応えるために一つの規制を導入するというのがこの

たびの高さ制限になります。あくまでも、規制を導入するというのがこのたびの高さ制

限になります。このような説明でよろしいでしょうか。 

○市川会長 小野さん、いかがですか。 

○小野（恒）委員 ええ。私は。 

○市川会長 よろしいですか。いろんなご議論があることは存じ上げております。いろ

んな意見があることもわかっております。その中で何とか答えを出そうとしてきたのが、

今回のこの高度地区の議論ではないかと思っております。そういう中で、依然として意

見が違うということはあるということもわかりますし、必ず高さを下げろ、上げろと両
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方の意見があることもわかっている中で、区としてはかなり、これは２３区で最も都心

区で厳しい高さ制限がかかるかと思うんですけども、そういう中でのご努力というよう

に私は理解しております。 

 そういう中で、お時間も無限にあるわけじゃありませんので、ここの議論の中で本日

のこの都市計画案に基づいたこの議論、これについての賛否を求めてよろしいかどうか。

いかがですか。国府田委員。よろしいですか。 

○国府田委員 賛否を求めていただくことには異存はありません。先ほどちょっと誘導、

高さに誘導されていくという意見があることに驚いたと。初めて聞いたというふうなお

声でしたけれども、実際に先ほど申し上げた地域。２４メートルという高さ制限がかか

ると、ついこの間もマンション紛争がありまして、８階建てのマンション紛争、２４メ

ートルぐらいですよね。これに対して、住民の方々は１７メートル、６階に下げてくれ

というふうなことで要望が出た時点から２年間紛争が続きました。この間ようやく６階

建てと、ワンルームマンションではなくて、ファミリータイプというふうなことで決ま

ったんですけれども、その間の非常に長い運動というか、住民の方々の努力があったわ

けですよね。 

 私、じゃ、この高さ制限がこの地域に２４メートルというふうに決まったら、もう６

階に下げるというふうなことが、これまでのようにできるんだろうかというふうな懸念

を持ったんです。やはり２４メートルができるというふうなことに誘導されていくので

はないか。それは、ですから、先ほどの菊坂などのところでの住民の方々の懸念という

のも、そういうことだというふうに思うんですよね。そこのところにはやはり答えが出

ていないのではないかしらというふうに思うんですけれども。 

○市川会長 それはさっき大方先生が申し上げたように。 

○国府田委員 地区計画という話ですね。 

○市川会長 地区の３分の２の賛成があれば地区計画で決められるという法制度がある

わけですから、それはないんじゃないかというんじゃなくて、そういう方法はあると私

は思っています。いかがですか。 

○国府田委員 はい。ですから、そういうご意見でまとまるところがほかの条件も持ち

出される中で、せっかくの住民の意見が通らないという現実があるということを私は申

し上げたつもりなんですね。ですから、その……。 

○市川会長 それについても大方先生、説明されて、都市マスタープランというのがあ
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って、文京区の中、どうするかということを決めている中でやっているからということ

で説明していますよね。それがほんとうはセットになっているわけです。都市マスでこ

うしようという、この地域をこうしようということを方針を決めているわけじゃないで

すか。その中でやるということで、そこにそごはないんじゃないんですか。 

○国府田委員 はい。それでしたら、これだけのご意見が出ている地域につきましては、

今度の絶対高さ制限のところで、２４メートルではなくて、１７メートルという高さ制

限を入れていただきたいというふうに思います。地区計画ではなくて。 

○市川会長 それは、だから、地区計画でやるという話なんじゃないんですか。議論は。

違うんですか。 

○国府田委員 違うんですね。 

○市川会長 それは意見になっちゃう。じゃ、小野委員。 

○小野（恒）委員 私、実は渋谷区で都市計画課長を何年かやっていたとき、やっぱり、

ちょっと言い方が生意気になったら申しわけないんですけれども、私ども、先生も含め

てなんですけど、都市計画とまちづくりをやっていると、絶対高さ制限は制限するもの

だよというのは普通に入るんですけど、やっぱりこういう言葉が出ちゃうと、住民の方

とかそういう方というのは、２４だったら２４という言葉を、高さ２４という言葉だけ

がひとり歩きするから、反対に２４まで建てていいんだというふうな免罪符をとっちゃ

うように、ないしは事業者がそれを利用するような風潮があるというご心配を多分して

いるのかなと。ですから、それで、さっきも申し上げたように、この高さ制限の話とい

うのは、行政の方はもちろんのこと、都市計画委員の中では少なくともそうじゃないん

だよと。制限を強くかけるんだよというのが非常に統一として、意思として持っていた

だきたいなというお話をしたつもりなんですよ。どんなことがあってもこれは法律です

からね。文面に書いてあるので、制限なら制限なんですよ。ただ、それがご心配されて

いるのは、そうはいうものの、町場に出ると、事業者が言っているんじゃないか、行政

も２４までいいんじゃないかというふうに言われるということの多分そういうアナウン

ス効果のご心配だと思うので、それとこれとは別で、だから、アナウンス効果に対して

はちゃんとした正しい知識とルールを責任のある人がちゃんとやっていくというのは、

やっぱりここで確認していただきたいなと思います。 

○市川会長 これについては今後、その文京区として必ずそういう誤解があるのであれ

ば、誤解がないように説明をするということの努力はお願いしたいと思います。いかが
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ですか。 

○髙橋（征）幹事 そういった意味でも説明会においては、この高さ制限は誘導するも

のではなくて規制ですよということを強く説明しております。丁寧にそれを理解してい

ただくためには、実は建ぺい率だとか容積率も理解していただいた上でのことになりま

すので、そこら辺は丁寧に、実は時間を割いて説明会をしております。あくまで、これ

は誘導ではなくて、制限を導入することですよというのを説明会では出席された皆さん

にご理解していただいて、帰っていただくように説明等は努力をいたしました。 

○市川会長 それは過去形じゃなくて、これからも努力すると言っていただかなきゃい

けないです。 

○髙橋（征）幹事 はい。これからもしていきます。 

○市川会長 いろんな意見があることを存じ上げた中で、この数年間にわたる議論、本

日この最終的な件でございます。いろんなご意見があることはもちろん承知しておりま

すが、今回この事務局から出されました都市計画案に基づいた都市計画決定をするとい

うことにしたいと思うんですが、いかがでございましょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○市川会長 よろしゅうございますか。はい。それでは、どうもありがとうございまし

た。 

 それでは、都市計画案に異議なしということで区長に答申したいと思います。それか

ら、本日いろんな委員からあった意見は必ず議事録に残していただいて、今後の区の区

民に対する周知の中でぜひ生かしていただきたい。よろしゅうございますか。 

○髙橋（征）幹事 はい。当然議事録に起こしますし、それはホームページ等で公表す

ることになります。また、今日いただいたご意見をしっかりと念頭に入れながら、今後、

都市計画決定告示後、運用していきたいと思います。 

○市川会長 以上で、「東京都市計画高度地区の変更について 絶対高さ制限を定める

高度地区の指定（都市計画案）」の審議を終了いたします。本件については、今後、都

市計画決定に向けて都市計画法の手続を進めていくことといたします。今後について事

務局から何かございますでしょうか。 

○髙橋（征）幹事 ご審議ありがとうございました。３月１７日に告示を行いまして、

３月２０日に発行の区報特集号などにより区民の皆様へ周知してまいります。 

○市川会長 ありがとうございました。 
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 続きまして、次の議案でございますが、「東京都都市計画（東京都決定）の都市計画

変更原案の資料提出について」でございます。事務局から説明お願いいたします。 

○髙橋（征）幹事 それでは、議題２号、「東京都都市計画（東京都決定）の都市計画

変更原案の資料提出について」、ご説明いたします。資料５、都市再開発方針、資料６、

住宅市街地の開発整備の方針、資料７、防災街区整備の方針、この３つですけれども、

東京都が都市計画法第７条の２に基づき定めているものです。 

 イメージといたしましては、文京区における都市マスタープランに相当すると考えて

もらえればいいと思います。この都市計画の時点修正をおおむね５年に一度行っており、

このたび改定のための作業依頼が来たものです。前回は平成２０年度に実施しておりま

す。 

 資料の５をごらんください。１、これまでの経緯の（３）をごらんください。東京都

知事より文京区長宛に、都市計画法第１５条の２に基づく都市計画変更原案の資料作成

の依頼があり、作業を行ったものです。 

 ２、文京区における都市再開発の方針の都市計画変更についてです。このたびの主な

変更点ですが、大塚五・六丁目地区に不燃化推進特定整備地区の認定に向けて作業を行

っていることから、区域の拡大の変更を行います。そのほかは事業の名称や実施状況に

合わせた修正を行っております。 

 訂正箇所を説明する前に、簡単にこの都市計画についてご説明をいたします。資料の

１２ページの地図をごらんください。この都市再開発方針の「再開発」という言葉です

けれども、市街地再開発事業のみではありません。都市計画図書の説明を読み上げます。

本方針における再開発とは、市街地再開発事業にとどまらず、地区計画等の規制誘導手

法や、特定の市街地の整備を目的とした助成事業を含むものであるとなっております。 

 地図を見ていただくとわかりますように、不忍通りで進めた不燃化促進事業、この地

図でいきますと、文の６や文の８、また、千駄木や大塚の木密事業を実施した区域。地

図でいきますと、文の７、文の５になります。こういった区域が指定されております。

このように、不燃化促進事業などの補助事業や、再開発事業はこの方針に促進して進め

られていることになります。このたびは不燃化推進特定整備地区の実施に向けて作業を

進めていることから、この区域を追加することで整合性を図ってまいります。 

 ８ページをごらんください。都市計画図書になります。文.５、大塚五・六丁目。左

側が旧、右側がこのたび直す新になります。下の枠のほうで、都市防災、変更箇所に下
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線を引いております。都市防災不燃化促進事業。（完了）とありますのは、左で（事業

中）となっていたものが完了したので、時点修正で直したものです。その下の都市防災

総合推進事業（完了）は、右に記載していますように、国の補助金事業が欠落していた

ため追記したということで、訂正をしたものです。数字の６の一番下の不燃化推進特定

整備地区、こちらが新たに不燃化推進特定整備事業を行うことから追加したものになり

ます。このように変更作業を行っております。 

 ２４ページのＡ３の地図をごらんください。ピンク色に塗っている部分がこのたび追

加する場所になります。ピンクの色がついていない部分につきましては、この地区につ

いて、木造住宅密集地域整備事業を行っていったということから、既に指定されていた

ものです。このたび不燃化推進特定整備地区を実施するために、このピンク色のところ

を追加したことになります。 

 続きまして、資料６をごらんください。住宅市街地の開発整備の方針になります。 

 変更内容は２に記載のとおり、再開発方針と同じ内容となっております。 

 １３ページをごらんください。１３ページの右側に大塚五・六丁目地区の変更案と既

決定がございます。その一番下に、不燃化推進特定整備地区とあります。これを追加し

ております。そのほかの地区、例えば左側には不忍通り地区とあるんですが、この住宅

市街地の整備方針で定められている内容も、再開発方針と同じ地区が指定されておりま

す。 

 １５ページをごらんください。この住宅市街地の開発整備の方針ということで、１５

ページのほうには、千石３丁目地区ということで、公社住宅の建替事業があります。こ

れは今回の見直しで、事業完了ということで省くことになります。こういった変更につ

きましては、東京都からの指導に基づき行っております。 

 続きまして、資料７をごらんください。防災街区整備の方針に関する都市計画の変更

になります。 

 ８ページをごらんください。変更内容は再開発方針と同じになります。防災再開発促

進地区の整備ということですので、こちらに記載されている地区は、木密事業を実施し

ました千駄木・向丘地区、大塚五・六丁目地区になります。８ページの大塚五・六丁目

地区の一番下に、不燃化推進特定整備地区ということで、新たに追加をしております。 

 議題２の説明は以上となります。 

○市川会長 ありがとうございました。ただいま説明がございました内容につきまして、
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ご意見、ご質問がございましたらお願いいたします。また、ご質問、ご意見の内容によ

りましては、担当であります各幹事に説明したいこともありますので、よろしくお願い

いたします。それでは、いかがでございましょうか。太田委員、お願いします。 

○太田委員 質問なんですけれども、ちょっと用語がいろいろあって、わかりにくい中、

説明いただいたんですが、資料５の２４ページを見ると、新規に再開発促進地区に指定

するところがピンクに塗られているんだと思うんですが、この中でいうと、護国寺の南

のここは今、日大豊山の建てかえをやってらっしゃったりとかするところが大きくピン

クに塗られているんですけれども、ここで何か事業的なものを計画されているというこ

とでの指定ということなのかどうかというのが一つと、もう一点は、この放射８号です

ね。春日通りについては、道路拡幅をやってらっしゃるんだろうと思っているんですが、

その拡幅の事業とこの道路沿いのところが、指定が変わったことの関連について、もう

ちょっとわかりやすく教えていただければと思うんですけれども。 

○市川会長 幹事、お願いします。 

○海老澤（孝）幹事 まず最初のピンク色のところでございますけど、これは大塚５丁

目、６丁目の再開発促進地区と、これから指定を予定しています不燃化特区の地区で、

区域のエリア取りが多少違いますので、その整合を図るために今回、再開発促進地区を

不燃化特区に合わせるために変更するところをピンクに塗っております。地区としては、

大塚５丁目、６丁目の広いエリアで指定されておりますけど、変更する部分だけがこの

ピンクになっているということでございますので、特に何か事業をやるとかそういう予

定があるところではございません。よろしいでしょうか。 

○市川会長 道路の拡幅のほうはどうですか。 

○髙橋（征）幹事 今、説明がありましたとおり、都市計画道路の拡幅等の事業の内容

に都市計画は含まれていないです。あくまで、説明がありました不燃化推進特定整備地

区の推進のためにエリアを拡大したということになっています。 

○海老澤（孝）幹事 会長、すみません。ちょっと説明が不足しておりました。再開発

促進地区は、道路の端で指定したんですけど、今回の不燃化特区は道路の中心が指定に

なりますので、道路の端から中心までにはエリアを広げるということになりましたので、

その部分がピンクに塗ってあるということと、あと、不燃化特区は町丁目単位で指定さ

れていますので、その町丁目の単位のエリアから、白いところは護国寺と、あと都市計

画法になっております。そこを除いたところが自動的にピンクの形で残ったということ
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でありまして、特に何か事業を予定しているとかそういうことではございませんでした。 

○市川会長 ということでいかがですか。太田委員。 

○太田委員 はい。よくわかりました。ありがとうございます。大塚５丁目、６丁目地

区については、以前、木密の事業をやってらっしゃって、木密については一旦完了した

というふうなことをおっしゃっていたんじゃないかなというふうに記憶しているんです

けれども、そこをまた不燃化の、ごめんなさい、不燃化推進特定整備地区の認定をする

狙いというか、考え方についてももうちょっとわかりやすく教えていただけますか。 

○市川会長 お願いします。 

○海老澤（孝）幹事 ご指摘のとおりです。従来の木密事業は完了しております。今回、

東京都の１０年プロジェクトということで、新しい制度として不燃化特区ができました

ので、ただ、大塚五・六丁目地区は、以前、一旦事業は完了しているんですけど、依然

として、不燃領域率が低いという、そういう地域でもありますので、それを改善してい

くために新しい制度を活用しようということで、まだ指定になったわけではありません。

２７年度の指定を目指して、今、準備を進めていこうということでございます。 

○太田委員 ありがとうございました。 

○市川会長 よろしいですか。ありがとうございます。ほかに何かご質問等ございます

でしょうか。 

 これは東京都にこの変更原案の資料を提出するということの報告ですよね。 

○髙橋（征）幹事 はい。会長、失礼いたしました。もう一度、資料５をごらんいただ

けるでしょうか。すみません。３番に今後のスケジュールということで示しているんで

すが、審議会終了後、報告した資料を提出いたします。それに基づいて、都が都市計画

案を作成し、都市計画案の意見照会というのが文京区にされます。その意見照会に対し

て、都市計画審議会を開催し、その時点で答申をいただくということになります。です

ので、本日は、この作業をした資料を東京都に提出するということをご報告いたしまし

た。もう一度、現時点では秋ごろだと思うんですが、意見照会がありますので、そこで

これでいいでしょうかという答申をいただく議論をもう一度していただくことになりま

す。 

○市川会長 今日は報告ということでのご報告でございますけれども、よろしゅうござ

いますでしょうか。 

 それでは、以上で本日２つの議題が終わりました。その他、何か事務局から連絡事項
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ございますでしょうか。 

○髙橋（征）幹事 ご審議ありがとうございました。「東京都都市計画（東京都決定）

の都市計画変更原案の資料提出について」は、本日ご審議いただいた内容をもとに資料

を作成し、東京都へ提出いたします。 

 次回の都市計画審議会の開催は平成２６年度になりますが、東京都都市計画（東京都

決定）の本３方針について引き続き、先ほど申したとおりご審議いただく予定でござい

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○市川会長 以上で本日の日程は終了しました。審議会を閉会いたします。どうも今日

はありがとうございました。 

 

―― 了 ―― 


