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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 4 月 22日（月）不忍通りふれあい館   20 23 

平成 25年 4 月 23日（火）文京福祉センター   26 42 

平成 25年 4 月 25日（木）駒込地域活動センター   26 40 

平成 25年 4 月 26日（金）アカデミー茗台   21 23 

平成 25年 4 月 27日（土）区民センター   27 53 

    合計 120 181 

※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（3 月 29 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 5月 15日消印まで、要望書その他は 5月 15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             34 38 

要望書（説明会会場での提出、FAX、郵送、メール等を含む）   14 25 

メール    9 10 

電話      0  0 

    合計 57 73 

※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     86 33.9% 

規制値     57 22.4% 

特例（全般）     1 0.4% 

地区計画特例     5 2.0% 

既存不適格特例     39 15.4% 

大規模敷地の特例     1 0.4% 

総合設計の特例     2 0.8% 

公益上やむを得ない特例     7 2.8% 

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     18 7.1% 

ｽｹｼﾞｭｰﾙ     2 0.8% 

その他     36 14.2% 

    合計 254 100.0% 

※ 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 4 月 22 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 

1 規制方針 今回ある意味では、高さ制限が緩和されたという

か、前の規則より、より高い 45ｍが 46ｍになっ

たり、15ｍが 17ｍになったりという、今まで制限

しようとしていたのが、一部緩和されている。話

によると東京都から、それでは都市開発に相反す

るという意見に考慮したということなのだが、今

までのいろいろな話の中でみると高さ制限は逆

にいうと、ここまでの高さ、やっていいという状

況になるという住民の方たちの判断もあるので

すが、その中で、こう高くなったというのは、東

京都からその辺の指導があったのかそれとも、区

民の意見に高くしてくれという意見があったの

か、その辺を確認したい。 

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

図り、制限値の一部について修正を行いました。 

具体的には、木造住宅密集地域で容積率 300％との

整合を図りつつ、指定容積率が 300％の区域におい

て指定容積率 200％相当の制限値である 15ｍから

300％でもっとも厳しい 17ｍに変更を行っておりま

す。木造住宅密集地域の解消のためには道路拡幅な

どの基盤整備を伴う一定規模の建築計画などは有

効であることから、地域にとっても適正であると判

断したものです。 

区としては、これまで区民の皆様と意見交換を重ね

作成した、住宅中心の地域できめ細かく設定した制

限値及び地区についてはそのままに、都市計画上の

整合性を図ったものであり、これまで検討してきた

趣旨は変わらず、制限値の目的がより明確になった

変更であると考えております。 

2 規制値 根津の特性の話をすると、５階建てまで根津の密

集住宅地域では建てられるということで、ご存知

の通り根津の地域では、古い家があり、防災上の

問題や建て替えないとならない建物が多くある

というのが現実なのですが、一方、景観法におい

て根津の方は、路地を活かした街づくりというこ

とで、今の地域をある程度こういったドラスティ

ックなものではなく路地を活かして、高い建物を

建てるのをやめましょうというような話をして

いて、そのイメージとしては、17ｍというような

建物より、この辺の地域にあった３階建てぐらい

の建物で路地を活かして街づくりをしましょう

ということがメインになって、植木を植えましょ

根津地区については、景観計画の関係やコミュニテ

ィ道路の関係で、地域の皆様にはご協力頂いていま

す。 

昨年度より、地域の皆さんとワークショップを開い

て、街づくりの作法というものを作ってきました。

その内容は、今の路地そのものを残すという視点で

はなく、建て替えの際に工夫することで根津の風情

あるまち並みに合ったものにしていこうとするも

のです。 

今の敷地規模で建て替わる場合には、街並みは変わ

りません。敷地が統合された場合、今の法律では大

規模な建物の計画が可能となります。そこで、根津

の場合は、17ｍという制限値を設定することで、こ
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うとか、古い街並みを保ちましょうというような

形で、これも文京区が進めている一つの方向なの

です。逆に言うとこの高さ制限というのは、現状

と同じ敷地条件であれば、今の街並みは変わらな

いが、図にある B,C,Dの敷地に建築業者が入れば、

制限一杯に建物を建てるとなると５階建てがで

きると、街全体がそのような強制力があって、全

部そういうような景観とマッチすればいいのだ

が、そこが矛盾しているのではないかということ

があります。景観との課題で、特に根津地域につ

いては、そこらへん東京都なりにですね、街の特

徴、要するに千代田区や港区と違うと、世田谷区

とも違うと。商業地域と住宅が非常に近くにある

ということを理解していただいて、この高さ制限

を低く抑えられるような方向にできないのか。や

はり根津地域では、区の方では、17ｍや 22ｍとい

う制限となるが、逆にディベが入って５階建ての

ビルが建ち、新しい街並みのようなものが壊され

るのではないかというような危惧を持っている。

もう一つ、最近では、コミュニティロード整備計

画、これはどちらがやっているのか分からない

が、根津、千駄木周辺のコミュニティゾーン整備

計画で下町風情ある街並みを作るというような

事があるので、特に根津の地域については、そこ

ら辺を踏まえて、これとは別で建築計画を踏まえ

て考えてもらわないと、いま逆に切迫していると

いうのは重要な問題ですし、不忍通りもこれから

通りのマンションができてくると思うが、今も○

○○という根津駅の入り口前にマンションが建

っているが、それが 30ｍでだいたい 10 階建てな

のですよね。不忍通りの今のマンションをみると

10階建て 30ｍから 32・33ｍ、これが 45ｍとなる

と、通りのマンションの凸凹も出てくる、という

ことを考えると不忍通りの 46ｍというのも街の

景観としては、いま凸凹がないという状態が不忍

通りの根津の地域なのだが、46ｍとなるともっと

突出してしまうという危惧があって、そこら辺の

調整なり、この根津地域については、再調整が考

えられるのではないかと思っているのだが、いか

がでしょうか。 

のような計画を事前に抑えようというものです。 

不忍通り沿いにおいては、現在 30ｍ程度の建物が建

ち並んでいます。この商業系のところでも敷地が統

合されると、建物の計画によっては大規模な建物の

計画が可能となってくるので、そういったものを事

前に抑えようというものです。 

低くして欲しいという意見がある一方で、逆の意見

を持たれる方もおり、丁寧に説明を行いながら進め

てきたものです。 
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規制値 危惧しているのは、根津神社を入ったところに○

○○という○○○があったのだが、その跡が戸建

住宅が建ちました。根津神社の参道なのだが参道

にまったく相応しくないものができてしまった。

建築業者が、今後根津に広い地域に個別の住宅が

建つことに関してとても危惧していることなの

で、それらを景観も含め、もっと根津の街を考え

る必要があるのではないか。 

今回の高さ制限の目的は、①良好な街並みを形成す

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、景観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。 

意見 

集約 

この決定については、都市計画課の方で決めた

ら、議会での決定があるのですか。それとも、こ

れ自身は議会に報告されないで、今年度の末に決

定で、これが規則として縛りになるという理解で

いいのか。というのは、国会議員の方でもこれに

ついては、反対されている方もいて、まったく抜

本的に考える必要があるのではないかというこ

ともあるので、この決定については、どういうよ

うなプロセスなのですか。 

絶対高さ制限は都市計画に定めるものであるため、

都市計画法に基づく手続きを進めて決定をすると

いうことになります。議会に関しては、都市計画審

議会で審議した内容を建設委員会でご報告をさせ

ていただいています。 

3 規制方針 区報によると都市計画の整合と区内全体のバラ

ンスの考慮、そして東京都との調整を行ったと、

その後の方で区民より寄せられた意見を踏まえ

てと書かれておりますが、先程の説明の中で意見

というのがあったが、これは意見ではなく質問だ

と思います。ｐ14に書いてある、根津や千駄木の

ような意見では、やはりそういう古い街を守って

もらいたい、つまりこれ以上高い建物を建てない

でくれよという要望が強かったと思っています。

私もそういう意見を出しました。しかし今回見て

いると、何で 15が 17に２ｍ上がってしまったの

か、もし区民の意見を尊重するのなら、なぜ２ｍ

上げてしまったのか大変疑問である。これから区

民の意見を言っていいというけれど、本当に活か

されるような事にしてもらいたいです。なぜ 15

ｍから 17ｍへ２ｍも上がってしまったのか考え

方が納得出来るような説明ではないと思うのだ

けど、やはり区民の意見を踏まえて、街の状況を

踏まえた上でやってもらうのだったら 14 なら 14

で、あるいは 13 になるべきだという意見が多か

ったのではないかと思います。その点は、実際は

区民の意見は、そうではなくてもっと上げろとい

う意見があったとおっしゃったけれど、そういう

意見ばかりではないと思います。今度変わったこ

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

図り、制限値の一部について修正を行いました。 

具体的には、木造住宅密集地域で容積率 300％との

整合を図りつつ、指定容積率が 300％の区域におい

て指定容積率 200％相当の制限値である 15ｍから

300％でもっとも厳しい 17ｍに変更を行っておりま

す。木造住宅密集地域の解消のためには道路拡幅な

どの基盤整備を伴う一定規模の建築計画などは有

効であることから、地域にとっても適正であると判

断したものです。 

これまでも区民の皆様から頂いた意見について、可

能なものについては、できる限り反映させながら素

案を作成してきました。 

区としては、これまで区民の皆様と意見交換を重ね

作成した、住宅中心の地域できめ細かく設定した制

限値及び地区についてはそのままに、都市計画上の

整合性を図ったものであり、これまで検討してきた

趣旨は変わらず、制限値の目的がより明確になった
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とについてもう少し説明をしてもらいたい。 

 

変更であると考えております。 

4 既存 

不適格 

特例 

私のところは千駄木ですが、A-①にあたるところ

なのですが、マンションで 45 年に建った古いも

のなのですが、耐震の診断をやっていますが、建

て替えようとすると今までの規制でいくと、今 12

階あるところが６階になってしまうんです。今 52

戸あるうち３分の１は建て替えると住めなくな

っちゃうんですよ。この辺の話は、当時の建築確

認では許可されて建物ができていたのに、耐震の

ことを考えてリニューアルをしようとするとで

きなくなってしまいます。居住している人の３分

の１が出ていかなきゃならないので、その辺をど

うお考えなのか教えていただきたい。 

全て法律的な包囲網に囲まれてしまっている。建

物は古いし、耐震の問題はあるしで、リニューア

ルはできないしと。ディファイニングというやつ

で当時の建築確認の形で一度壊して耐震の問題

を解決するような抜け道を皆さん考えているみ

たいですが、基本的にそういう邪道ばかりではな

く、その建築確認で買って 45 年住んでいる住民

そのものの居住権の問題などをどう考えている

のかお考えをお聞かせさせてほしい。 

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

的には良好な街並み景観を形成したいと考えてお

り、将来計画においては、絶対高さ制限内の建築計

画となることを誘導していくため、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、「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。 

その他 そういうことを分かっていて皆さんお金を出し

て買ったわけではないので、分譲マンションです

からね、その当時の建築基準法に従って買ってい

るわけですからね。耐震の問題で、もうそこに 45

年住んでいるわけですから、耐震補強だけでは済

まない、お金がかかっちゃうからそれだったら、

リニューアルの方がいいわけですよ。それを高さ

云々ではなく、要するに住んでいる人の居住する

自身をどういうふうに解決するか、それが基本で

すよね。 

横道があって、こういうふうにすれば、その問題

が解決出来ますよという、いま 52 戸あります、

52 戸は面積が同じでこういうふうに建て替えが

できますよみたいなことが網羅されていればい

いんですよ。その辺どうなのですか。どこに行っ

ても、壁に突き当たって答えが出てこない。 

現在国土交通省ではマンションの建替えを円滑に

行うための検討を行い、区では耐震改修の支援事業

を行っています。今回は建物高さに関する提案であ

るため、マンションの建替え問題等については、別

途検討すべき事項と考えています。 

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

的には良好な街並み景観を形成したいと考えてお

り、将来計画においては、絶対高さ制限内の建築計

画となることを誘導していくため、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。 
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その他 （国からの答えは）どれぐらいのスピードで出て

きますか、その間に直下型地震がきたら、どうな

るのですか。誰が責任を取るのですか、今問題に

なっているわけですから、そういう問題がね、助

成金も出ようとしているわけですから、なんとか

しなければならない。その間に死んじゃったら誰

が責任を取るのですか。国がそういう答えを出し

てくれますよって、待っているのですか。 

 

あなたの言っていることは、手足のことばかりを

言っている。52戸の人間の生命をどうしますかっ

て言う事をもってやっていますかと聞いている

んです。国がどうだの云々ということではなく、

わたしは文京区に聞いているわけですよ。 

 

待っている間に直下型地震が起こったときどう

するのですかと言っているわけですよ。早く手を

打たなきゃいかん、あなた方が、全体的なことを

考えれば、潰れてもしょうがないよという発想で

言えるかも分からないけど、住んでいる人にとっ

てはそうではない。自分の住んでいるところに明

日にでも起きる地震の問題でしょう。耐震化の問

題もやらなきゃ古いし、その辺のところを今お伺

いしたら全然考えていないという結論みたいな

ので。どうですか。国の政策から持ってくるしか

ないですか、時間的には。 

 

（耐震工事が）一つの方法というのは分かるけ

ど、耐震補強のお金とリニューアルするお金とほ

とんど変わらない。そうしたら、リニューアルの

方がいいでしょう。そうしたら、今度規制が掛か

ってくるのですよ。そのへん全然考えてないでや

っているでしょう。景観々々って、景観以前の前

に生命が掛かっている。その辺を並行して検討し

ていただかないと、絵に描いた餅になっていまい

ますよ。 

 

昭和 45 年ですよ。不安もいいとこでしょ。その

辺の古いものは。だったら、どうするのか根本的

なところを検討してくださいよ。ひとりで決めら

れるわけではないだろうけど。 

現在国土交通省ではマンションの建替えを円滑に

行うための検討を行い、区では耐震改修の支援事業

を行っています。今回は建物高さに関する提案であ

るため、マンションの建替え問題等については、別

途検討すべき事項と考えています。 
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いろんなことをお伺いしましたが、何にも答えに

なっていないので、その辺のところ、基本的なと

ころ、あなたのところが担当でなければ、その担

当のところに申し上げて、スピードをあげてくだ

さい。 

 

 

5 既存 

不適格 

特例 

既存不適格の特例の適応を１回に限る、というこ

となのですが、１回に限っては、今と同じ規模の

ものができるという解釈なのでしょうか。 

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

的には良好な街並み景観を形成したいと考えてお

り、将来計画においては、絶対高さ制限内の建築計

画となることを誘導していくため、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。 

6 既存 

不適格 

特例 

建替えの特例について、認定基準を満たさなけれ

ば、現況と同じものを建てられないと感じていた

のだが。例えば、この認定基準の２番で、1 から

5 までありますが、5 について理解ができません

でした。総合設計による特例、または地区計画な

どの区域内の特例の適応が困難であること、とあ

りますが、これについてもう少し説明をしていた

だければと思います。 

 

認定基準について、具体的にはですね、ビルを管

理している会社のものなのですが、当ビルが後楽

一丁目に位置していて、制限が加わると 22ｍの制

限地区になると思うのですが、現状では総合設計

制度の特例で 49ｍ近くのビルを所有しているの

ですが、そちらについては、現行の法規に照らし

て、もう一度同じような建物を建てられるようで

あれば、後楽一丁目のところにも 49ｍと同じ建物

が建てられるという理解でよろしいでしょうか。 

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。 

既存不適格の建て替えの特例については、新たな規

制が、生活や仕事の場を直ちに奪うことにつながる

のは、適切ではないと判断し、設定しました。将来

的には良好な街並み景観を形成したいと考えてお

り、将来計画においては、絶対高さ制限内の建築計

画となることを誘導していくため、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。 

既存 

不適格 

仮称の既存不適格建築物特例協議会ですが、どう

いう位置づけで参加できるのか、一般からの質問

既存不適格建築物の建替え特例については、認定の

手続きに当たり、あらかじめ（仮）既存不適格建築
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特例 とか、私の建物は適応されるのですかというよう

な質問を聞けるような機関なのですか。 

建築の計画がなくても評価に影響してくると思

うのですが、該当するかどうか聞ける機関ではな

いですか。 

物特例協議会の意見を聴くものとしました。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。 

7 既存 

不適格 

特例 

既存不適格建築物の建て替えの特例なのですが、

高さを決めるのと同時に、やはり日影規制とか、

建ぺい率や容積率も一緒に考えて行かないと、い

ま高さだけ抑えればいいよ、というような感じで

すが、おそらくそちらのほうが引っかかってしま

ってしまうので、建たないと思うのですよ、です

ので、もし高さを決めるのでしたら他の基準法と

の絡みで決めていただくほうがいいと思うので

すが、どうでしょうか。 

現行規制では、周辺市街地から過度に高さが突出し

た建築物の出現を防ぐことはできず、それによって

住環境や景観の保全などをめぐり、近隣住民との間

で建築紛争が生じたケースもあります。 

今回の高さ制限はそのようなケースをできる限り

抑えるために、建築物の高さ制限を追加するもので

す。したがって、建築基準法等に定められている日

影規制等の規制はそのまま適用されることになり

ます。 

既存 

不適格 

特例 

将来は考慮されるということでしょうか。建て替

えるときに、いま建っている建物のほとんどが建

たない、それは日影規制とか、建ぺい率とかある

と思うのですが。日影規制は多分入っていないと

思うんです。北を向いている建物は、かなりの数

引っかかってしまうと思うんですよ。その辺を考

えてもらわないと。北を向いている建物がほとん

ど建たなくなってしまうと思うんですよね。古い

建物があると思うので。その辺をよろしくお願い

いたします。 

現行規制では、周辺市街地から過度に高さが突出し

た建築物の出現を防ぐことはできず、それによって

住環境や景観の保全などをめぐり、近隣住民との間

で建築紛争が生じたケースもあります。 

今回の高さ制限はそのようなケースをできる限り

抑えるために、建築物の高さ制限を追加するもので

す。したがって、建築基準法等に定められている日

影規制等の規制はそのまま適用されることになり

ます。 

8 規制方針 文京区本郷から参りました○○でございます。私

は、ここに来る前に文京区のホームページを見て

参りました。文京区では東京都知事と協議をし

て、文京区都市計画審議会の議を得て、高さ制限

だと思いますが、決定をしているという記載があ

ります。まず、文京区の絶対高さ制限の緑の前回

第 3次素案の特集号と今回の第 4次素案の特集号

を比較しますと、特に私の住んでいる本郷外堀通

2 丁目、および湯島のあたりなのですが、45ｍが

46ｍになり、50ｍの壱岐坂通りが 60ｍになり、○

○○や○○○○○などの既存不適格建築物があ

る地区は 70ｍで変わらずと。ここに来る前に、東

京都都知事と文京区都市計画審議会が協議して

いるということで、平成 24 年度第２回文京区都

市計画審議会というものが平成 25 年度 3 月 5 日

火曜日に開催されまして、私は傍聴しておりまし

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

図り、制限値の一部について修正を行いました。 

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
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た。そこで、これは非常に問題発言ではないかと

思うことがありましたので、ノートに記載しまし

た。文京区都市計画審議会の委員というのは、明

治大学公共政策大学院の市川先生と東京大学工

学部の教授であります大方潤一郎先生がいるの

ですが、なんと 18時 55分に、大方先生は「えい

やっ」と分かりやすい数字を出さないといけない

と、15ｍを 17ｍにし、私の住んでいる２丁目は

45ｍだと高すぎるということで、45ｍのＢが 46

ｍになったり、壱岐坂通りが 50ｍだったのが 60

ｍになったりですが、区民に説明しにくいから、

「えいやってやった」というのです。また、市川

先生は、容積率の云々に関しては、東京都寄りで

あるとおっしゃったのですよ。容積率に関して

は、もとの容積率を緩和していかないといけない

という発言もあったのですが、第 3次素案でも高

いと、もう少し低くしてくださいよ、という意見

もあったのですが、第４次素案は少なくとも 50

ｍのところが 60ｍとなって、45ｍで良好な環境が

保てるかわからないが、そこも１ｍ高くなって 46

ｍになっていると。 

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。 

意見 

集約 

既存不適格の建物に関しても、既存不適格協議会

なるもので、今現在の既存不適格建築物の所有者

に対して、周知をしますとおっしゃっていました

けれども、それが本当に周知できているのかとい

うことも分かりません。その既存不適格建物が、

総合設計制度によるものなのか、市街地開発なる

ものの大規模再開発事業なのか、あるいは、既存

不適格と称されていてもその建物が、3,000 ㎡を

超えない文京区の総合設計なのか 10,000 ㎡を超

える東京都の総合設計なのかでだいぶ変わって

くる。 

第 3次素案の区民説明会及び意見募集において、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

て周知の徹底をすべきとの意見を多数いただきま

した。そこで、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 第４次素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。郵送は普

通郵便で行い、マンション名等は建築計画概要書や

住宅地図等から全て調査を行いました。郵送先の宛

主が不在ということで返ってきたものについては

直接現地に行き投函等を行うことで対応しました。

区としてはできる限りの周知に努めているところ

です。 

公益上 

特例 

２番目は、憤慨していることですが、特例の一部

に変更に関して、第 3次素案の時だったと思いま

すが、学校や病院は大規模敷地の中に含まれるよ

うにしたので、特例の文言から削除されたという

事実がありましたが、なぜ第 4次素案で区長の許

教育施設及び医療機関は第 3次素案においては「大

規模敷地」の特例に定めていたものを、今回の第 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、認

定基準を満たしていれば事務的に認定されていた
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可になったのか、さっぱり分かりません。 

特例の一部の変更の根拠を教えて下さい。今ま

で、大規模敷地の特例ということで、特に文言と

して学校や病院という文言が削除されていたに

も関わらず、区長の許可にしたのか、なぜこのよ

うなことをしたのか、何に配慮したのか。私の住

むところは、この総合設計制度を使った○○○が

そうですが、真ん中に建てていただければよかっ

たのですが、南側に低いものを建てて北側に高い

建物が建っているんですよ。これが次の建て替え

で真ん中に寄せていただきたいのですがそれも

出来ないと思います。なぜなら、医療機関という

特殊な事情があるからです。 

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。 

規制方針 なぜ東京都の第 3次素案ででも高くて、第 3次素

案で決まると思っていたのが、第 4次素案までや

る必要があったのか、その理由と根拠。それから、

東京都知事の石原慎太郎さんと協議したのか、猪

瀬さんと協議したのかわかりません、その辺の詳

細をお願いします。 

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

図り、制限値の一部について修正を行いました。 

区としては、これまで区民の皆様と意見交換を重ね

作成した、住宅中心の地域できめ細かく設定した制

限値及び地区についてはそのままに、都市計画上の

整合性を図ったものであり、これまで検討してきた

趣旨は変わらず、制限値の目的がより明確になった

変更であると考えております。 

規制方針 周辺環境に配慮するというのは具体的に言えば、

またいろいろ先ほどの説明と何で 50ｍから 60ｍ

になって、30ｍから 60ｍになったかという、都心

型の地域で赤い面の地域だから、高度地区という

ことで、東京都から言われているから、都心型高

度地区を目指すというようなニュアンスのご回

答でしたけども、それならば、第 3次素案のとき

にも、そのようにちゃんと言っているんですよ

ね。高い建物を基本として建築基準法の違反にな

らない程度に目一杯容積率を使った高い建物に

合わせて、高い建物が建っているからこの程度の

建物に合わせて、すでに幹線通りに建っている高

い建物に合わせてその後ろの北側に木造住宅が

あろうが、震災後焼け残った低層階の住宅が並ん

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。 
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でいようが、関係ないということで一律に 45ｍに

しているという事実があるのですよ。ですから第

3 次素案ですでに都心型高度地区を目指すとい

う、目指してほしくないのですけど、それをどう

いうきっかけでどういう根拠で目指したのか、と

いうことが知りたいんですけど、すでに第 3次素

案でそういった都心型高度地区ということが決

められていた、高さが 50ｍでも高いのに、さらに

それを 10ｍも高く上げて 60ｍにするという根拠

が、私はあまりにも暴論だと思っております。そ

れが、第 3次素案で決まるかと思ったら、それで

ももう少し低くすべきだという意見が多かった

ように思います。それぞれ皆さんいろいろな意見

がありましたけれども、しかし先ほど申し伝えま

したように、３月５日に行われた文京区における

都市計画審議会で大方先生が、えいやっというの

はよく分かりません私には。こんな荒っぽいやり

方でしていいのかっていうのは、もう一度、あな

た方たぶん録音か何かしていると思うので、私が

ノートに書いていることと発言していることが

正しいかどうか聞いて貰いたいと思います。 

規制値 周辺環境に配慮していると言いますが、確かに建

物を建てるときに建築の説明会に行きますと、事

業主の代理人である建築会社さんが、あるいは近

隣対策会社が周辺環境配慮事項を文京区の場合

のものを出しますが、それははっきり言って事業

者にとって都合のいいような文言しか書かれて

おりません。そういったことを書くのは、建築基

準法で何ら違法ではないからだということです

ので、周辺環境にどのように、何を根拠に、以前

に比べ何に配慮した結果良くなったのかという、

そこが全然説明がないまま、東京都の総合設計制

度だからだとか、区長の認可だとか、そういう町

会連合が町会員に何も知らせずに隠密に勝手に

話を進めているような疑心暗鬼になるようなこ

とも懸念されますので、もう少しこの第 4次素案

というのが少なくとも、こういう私のところが１

ｍ自宅の裏が高くなったことに対して憤慨して

いますけど、10ｍも高くなったりするのはおかし

いのではないかと思っております。 

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。 

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。 
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9 意見 

集約 

今回既存不適格となりそうな方に案内を送られ

たということでしたが、既存不適格の調べ方とい

うのは、いちいち建築概要書というのを一軒一軒

調べられたのか、それとも他のやり方をやられた

のか 

第 3次素案の区民説明会及び意見募集において、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

て周知の徹底をすべきとの意見を多数いただきま

した。そこで、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 第４次素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。郵送は普

通郵便で行い、マンション名等は建築計画概要書や

住宅地図等から全て調査を行いました。郵送先の宛

主が不在ということで返ってきたものについては

直接現地に行き投函等を行うことで対応しました。 

既存 

不適格 

特例 

区内全域にどのくらい最新の高さの規制値で既

存不適格が出ていて、今回の話ですと５階建て以

上の建物が、そういう意味で対象になってくるの

かなと思われるのですが、５階建て以上ですとど

のくらいのボリュームになってしまうのかな、と

いうことを聞かせてきださい。 

第 4 次素案段階では、399 棟の建物が既存不適格建

築物となる可能性があると想定しています。今回定

める制限値の中で最も厳しい高さは 14ｍとしてお

り、概ね 5階以上の高さの建物を既存不適格建築物

となる可能性があるものと判断しています。そのた

め、ご質問の（既存不適格となる）5 階建て以上の

建物件数は 399棟となります。 

既存 

不適格 

特例 

既存不適格の建て替えの特例の中で高さが既存

不適格になっている建物があったとして、ある程

度大きな敷地の中で、例えばまだ容積的には余裕

があって建っているなかで、その規制値に引っか

からないような建物を増築しちゃうというのは

できるのか出来ないのかということをお伺いで

きたらと思います。 

建替えや増築の計画の際に、余剰容積率や余剰建ぺ

い率がある場合は、それらを考慮して計画をしてい

ただくことは可能です。 

既存 

不適格 

特例 

５階以上だったらどのくらいの割合になるので

しょうか。既存不適格１％ですから。 

第 4 次素案段階では、399 棟の建物が既存不適格建

築物となる可能性があると想定しています。今回定

める制限値の中で最も厳しい高さは 14ｍとしてお

り、概ね 5階以上の高さの建物を既存不適格建築物

となる可能性があるものと判断しています。そのた

め、ご質問の（既存不適格となる）5 階建て以上の

建物件数は 399棟となります。 
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② 4 月 23 日（火）文京福祉センター 

No. 分類 ご意見・ご質問 区の考え方 

10 その他 ここで質問なり意見を言ったものが、意見として

反映されないケースがままあるので、こちらで発

言したことを書かないで済むように、きちんとそ

ちらで整理して、あるいはこちらで発言する際

に、これは意見ですという事を申し上げた場合は

きちっと意見として次の時の記録に残るように

お願いします。今まで何回か出ていますが、割合

都合悪いものは消えているケースが多いので。よ

ろしくお願いします。 

そのようなことがないよう配慮いたします。なお説

明会等でいただいた意見は取りまとめて都市計画

審議会の資料となります。これは文京区のホームペ

ージにおいても公開しています。 

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

kakutyousei_toshimachi_tetsuzukichu.html 

11 規制値 今日４回目で毎回参加させていただいています

が、その度にお願いならびに要望、意見として発

表させていただいていると思います。第１種低層

住居専用地域の高さ制限は 10ｍと 12ｍと資料に

書いていますが、この地図を見る限り 12ｍという

のは存在しないように思うのですが、前回も毎回

お願いしているのは、私は小日向２丁目に住んで

いて１種住専なのですが、文京区の中で１種住専

というのは、５箇所ほどしかありません。それに

隣接する小日向 3丁目は 2ｍの道路を挟んで、場

合によってはもっと狭い道路なのですが、14ｍの

高さになっているのは、2丁目は 10ｍ、3丁目、

これはあくまで小日向 3丁目と小日向の例を言っ

ていますが、14ｍと 10ｍの間で 4ｍの差があると

ですね、私たちはいくらがんばっても 3階建てし

か建てらないのですが、場合によっては 14ｍの高

さ制限のところには 4階建ての建物が建ってしま

って、それが住民紛争の火種になりかねないので

すが、そうしたときに、緩衝地帯を設けて 12ｍで

やっていくという方法は考えられないのでしょ

うか。 

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。 

なお、本駒込６丁目の第１種低層住居専用地域にお

いて、容積率200％の区域で12ｍを指定しています。 

12 規制値 私は毎回出ています。小日向地区は非常に意識が

高く、わざわざ小日向台町の町会の方に来ていた

だいて説明いただいたので、その辺のことは承知

ですが、その上でお願いしているのです。 

緩衝地帯として 12ｍに変えていただけないかと

いうことを毎回言っていると思うのですが。そう

いうことはできないのですか。 

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。 

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
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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。 

13 

  

  

規制値 小日向 3丁目の○○○と申します。これでちょう

ど 5回目になります。最終的に第 3次素案のとき

に申し上げたのは、指定容積率 200％で計算する

と 14ｍで致し方ないと思ったのですが、実際の容

積率を適用していただきたいということです。4

ｍ道路の場合には、160％ですので、ちょうど

160％で計算すると 12ｍになるということで、こ

れは第 3次素案のパブコメでもお願いしているの

ですよね。こないだ最終的に第 3次素案のときに

も同じようにお願いをしたのですが、検討はして

いただけたのでしょうか。 

実際の容積率 160％、要は 5ｍ以上の道路の場合

には 200％になるのですが、4ｍ道路の場合には

160％になるので、そういう値を入れるとちょう

ど 12ｍになるので、実際の容積率で指定をしてい

ただきたい。こういうように地図分けでやるとき

に例えば 200％の地区は 14ｍで良いのですが、実

際に建てる場合の制限としては、実際の容積率の

計算でやっていただきたいということです。 

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

のは土地の持っているポテンシャルを規制する（指

定容積率が活用できない）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、慎重に検討を進める必要があり

ます。 

ｽｹｼﾞｭｰﾙ 早くやっていただきたいということと、今回は第

3次素案で終わると思ったら第 4次素案までいっ

てですね、それで第 2次素案ではじめて住民の声

を聞いていただいて、どちらかというと下げる方

向、容積率 200％のところは 15ｍを 14ｍに下げて

いただいたんですね。それではじめて下げる方向

にいって、第 3次素案ではどちらかというと高さ

は変わらないのですが、建替え特例を規定してい

ったわけです。ところが、これで終わると思った

ら、第 4次素案になって今度は上げる方向になっ

ているわけです。ということで、もうちょっと非

常にきれた状態なのです。長引いている間に駆け

今回の絶対高さ制限は平成 25年度中の都市計画決

定を目指して進めていきたいと考えています。 
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込みばっかりやっているのですよ。もう小日向 4

丁目では 80.90ｍのとんでもない建物が建った

り、小石川 2丁目では以前は 22ｍ地区になるはず

の所に 28.5ｍぐらいのマンションが駆け込みで

やられようとしています。早くやっていただきた

いと言っているのですが、非常に環境に厳しい

我々みたいな小日向 3丁目の場合は、かなり環境

のために下げていただきたいということなので

す。早くやっていただきたい、しかもやっていた

だく場合には下げる方向にしていただきたいと

いうことをずっと申し上げているのですが。 

規制値 第 1種低層住居専用地域に隣接して、ほぼ完全に

一体化しているような所で、非常に住民の環境に

対する意識が高い所と、比較そうではなくてまあ

良いだろうという所に画一的に同じ指定容積率

200％の数字を当てはめてしまうのは少し問題か

なと思うのですが。その辺のところをまた是非考

慮していただけるとありがたいと思います。 

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。 

14 規制値 目白台 3丁目の○○と申します。私はもう 40年

近く目白台 3丁目に住んでいます。このカラーの

地図を見ますと、目白台 3丁目は 17ｍとなってい

ます。私の家の近くの、東大病院の跡地に東大の

留学生の施設が建つ予定があります。去年の説明

会に行きましたら、この 17ｍ×1.7倍の建物を建

てるというふうに言っているのです。ということ

は、完成すると、約 29ｍの建物が何棟かに分かれ

て建つことになります。地震がきたらどうするの

ですか。目白台は地盤が一番良い所ですが、地震

がこないと分からないと思います。低周波の振動

があるから大丈夫だと東大の人に言われたので

すが、きてみないと分からないと思うのです。そ

んな高い建物を建てないようにしてください。私

はこの 17ｍという高さに反対します。はっきり言

います。絶対反対です。私の家の近くに○○○○

○のマンションが建っているのですが、そこは確

か 5階か 4階ありまして、12ｍか 13ｍの建物です。

今目白台 3丁目は地上から 10ｍしか建てられな

いことになっています。 

制限値☓1.7倍という建物高さは、事業者が大規模

敷地の特例を前提とした高さの設定を検討してい

るということです。一定以上の大規模な敷地の場

合、外壁の後退距離の確保や緑化など周辺環境に配

慮した計画とすることにより高さを緩和する特例

を設けています。 

また、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。 

目白台の 17ｍの高さは、住居系用途地域の容積率

300％において定めている制限値の３つのメニュー

（17.22.24ｍ）の中で最も厳しい数値とすることで

住環境の保全に努めたいと考えています。 

規制値 都市核という所は、際限なくフリーゾーンで、今

シビックセンターがある所ですよね。前回の説明

会の時にも言ったのですが、ここは低地です。こ

シビックセンター等の近年の建物については、地震

に対する構造的な規定が厳しくなっているので災

害時でも区民の皆さまが避難できるような建物に
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こに際限なく高い建物が建てられたら地震がき

たときに、例えば、区役所に用事があって行った

場合は、どうするのですか。被災者が多くなった

ら、働いている人たちも大変だと思います。どう

してこんないい加減なゾーンを設けるのですか。

60ｍ以上建てられるのですよね、ここは。ここも

反対です。 

なっています。 

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。 

規制方針 文京区は皆さんご存知のように歴史がありまし

て、いろんな遺跡などが多い街です。街並みがコ

ンクリートで埋め尽くされてしまうと、本当に味

気ないビジネス街みたいな感じの街になると思

います。それも私は反対です。今の状態でも私は

良いと思うのですね。際限なく建つことを制限す

るためにこういう数字を設けるという考え方は

分かりますけど、あまりにも高い建物を建てない

ようにして欲しいと思います。 

ご指摘されたコンクリートの街になるような事を

なるべく抑えながら今の文京区の魅力を育ててい

きたいと考えています。 

都市マスタープランは 20年後をおおむねの目標年

次として定められており、「安全で快適な魅力あふ

れるまちづくり」を目標としております。 その目

標を達成するための個別計画として、景観計画や緑

の基本計画などがあり、それらの連携を図りなが

ら、まちづくりを進めることが効果的と考えており

ます。今後ともこの目標に向かってまちづくりを進

めてまいります。 

15 規制方針 目白台 2丁目に住んでいる○○と申しますけれど

も、この目白通りの 31ｍというのは、すぐ隣接し

ている所が 14ｍになっているのですが、この 31

ｍと 14ｍの間の奥行きは何ｍまでが 31ｍで、何

ｍからは 14ｍなのか。 

目白通りは都市計画道路が完了している道路で 18

ｍの幅員となっています。この道路の端から 20ｍ以

内が 31ｍのエリアで、20ｍを超えた区域が 14ｍの

指定の区域になります。これは用途地域のラインと

一致しています。 

その他 31ｍというのは、ここは高台ですので、風の影響

がすごいと思うのですよね。ましてはうちが住ん

でいるのは 17ｍと 14ｍ、それと目白通りから大

体 20ｍほど入ったところなので風の影響がすご

いのですよね。 

マンションは５階建てで、５・４・３階建てと 20

ｍのところなので道路に面していまして、20ｍの

ところで３階、すぐ 14ｍ内のところに当たりま

す。何年か前に建ったので、５，４，３と北側斜

線でできているのですが、○○○○○ですごく大

きな建物が建ってしまって、それからすごい風の

向きが変わってしまいました。高台ですので、本

当に風害がすごいです。31ｍなんていう高さの建

物が道路の所に建てられてしまったら、20ｍです

から後ろ側に北側斜線が入ってくるかと思いま

すが、それでも 31ｍ建てられるからというと、絶

対 31ｍ建ててくると思うのですよ。私の方は真南

に向いていないので、この間も違うところで何年

風害に対する規定は建築基準法にはなく、一定規模

以上の開発の場合に必要となる環境アセスメント

で風の影響を検証することになります。 

建築基準関係規定に適合していない建物には、建築

確認済証が交付されません。 
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か前に真南の方に３階建てか何かが建ったとき

でも結局何の説明もなく、日照権の問題も出てく

ると思うのですが、それも何の説明もなく、ただ

チラシが入っていただけで。そういう規制をきち

んと建築確認申請などで見ていただかないと。き

ちんとやっているのかどうか、それを疑問に思う

のですよね。 

その他 建築の形で違反はないとおっしゃっていますけ

れども、今現在違反建築ってすごい多いんです。

近所で家を建てても敷地目一杯、区の方できちん

と見てくれているのかどうか、近所にもマンショ

ンが何年か前に建ちましたけれども、周りに緑を

置かなくてはいけないんだけど結局何もしてい

ない、道路にギリギリ建ってしまった。容積率も

建ぺい率も関係ないのかなと思う時あるのです

よね。そういうチェックはきちんとできているの

かどうか。そういう事をお伺いしたいと思いま

す。 

建築基準関係規定に適合していない建物には、建築

確認済証が交付されません。 

その他 近所に家を建てた家の話では、よその家の図面を

経費削減のために持ってきて、はじめ縮小して出

していたらしいのですが、それで建築確認がおり

たのですが、敷地に目一杯建っているのですよ

ね。結局ここは 60%しか建たないのにもかかわら

ず、敷地目一杯建てている家があります。それは

結局区の方で確認申請が出たけど、いざ建築屋さ

んが建てるときには好きなように建てている。で

すからそういう形が出てくるのではないかと心

配しているのです。31ｍとかそういう高さ制限を

しても必ず出てくると思います。 

建築基準関係規定に適合していない建物には、建築

確認済証が交付されません。 

その他 万が一チェックして違反建築物があった場合に

は、上の方の高さがオーバーした場合は建築中に

削ってくださいということは言えるのですか。 

建築基準関係規定に適合しない場合は是正に向け

ての指導を行うことになります。 

16 特例 

（全般） 

小日向３丁目の話が出ているのですが、意識の高

い地域だから云々ということもおっしゃられて

いましたが、仮にこれが 14mの制限のところで、

意識の高い方々が建築協定で仮に 12mの高さにし

た場合、それはどちらが優先されるのですか。 

建築協定は建築基準法に基づく制度であり、今回定

める絶対高さ制限は都市計画法に定める制度とな

ります。建築協定は私的な契約と位置づけられ、協

定者の皆さんで自主的な運営を行う必要がありま

す。公法上の権利制限ではありません。 

ま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
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画は一定の区域内の街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、街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、文京区が支援

しているところです。 

17 

  

大規模 

特例 

大規模開発のような、ああいう開発が可能になる

要素というものがあるということですよね。広さ

がある程度あるとか。その広さというのは、どの

程度の広さでしょうか。 

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㎡としています。 

その他 用途地域が、大変過去の話なのですが、ほんの一

部のところが１種住専から商業地域に変えられ

ている例というのが文京区で、とんでもないとこ

ろで局部的に行われたところがあります。信じら

れないけど、そういうことがこれからあったら

我々が安心して住めないので、なぜそれができて

しまうのか、それを半年ぐらいで調査していただ

いて、教えていただきたいです。鼠坂を降りたと

ころの、○○さんの近くの音羽通りの商店街の用

途地域の地図の音羽１丁目の「丁目」とあるとこ

ろが引っ込んでいるのですよ。ここのところが用

途地域といったらものすごく重要なことが、こん

な局部的なことが 36年か 40年くらい前か、１種

住専から商業地域に変わっているのですよ。 

昭和 48年 11月 20日の都市計画決定告示により、

住居地域から商業地域に変更した経緯があります。

今回の絶対高さ制限においては、用途地域の変更は

伴いません。 

その他 茗荷谷などで 100m近くの大規模開発やっていま

すよね。あれができることによって、その後のア

フターケアというのはどこがやるのですか。要す

るに、ああいう建物が建てられて、先程風害の話

が出ましたよね。こないだの風のときに茗荷谷で

は、向かい側のビルの看板が４階にある２フロア

分の大きい看板が下に落ちちゃったんです。○○

○○○○のテラスの上に落ちていたはずなので

す。ですから、風がものすごく強くなるというの

が風洞実験で交番の前というのは分かっていた

はずだし、女子アパートの跡にああいう高層ビル

がまたできれば風の動きが変わる、あれは 20何

億の公費を突っ込んでいる建物なわけだから、そ

茗荷谷の再開発事業は都市計画事業として実施さ

れたものであるため、幅員 8ｍの通路や公共駐輪場

等の周辺環境に貢献するための整備を行っており

ます。また風については風洞実験等を行い、対策と

して樹木やルーバーを設置しています。また、その

後の管理については管理組合が適正に行うことに

なります。 
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の後の風害などをきちっと調整課がやっていな

いと何が起きるかが分からないし、その辺はしっ

かりやってもらわないと困るんです。 

その他 ４階から落ちてきたら死人が出ていましたよ。人

がいたら。朝の８時、９時ぐらいですよね。高い

建物ばかり建つからそういうことになってしま

うのではないですか。 

風害に対する規定は建築基準法にはなく、一定規模

以上の開発の場合に必要となる環境アセスメント

で風の影響を検証することになります。 

建築基準関係規定に適合していない建物には、建築

確認済証が交付されません。 

18 規制方針 第 3次素案で先ほど○○さんがおっしゃっていま

したが、私は文京区の都市計画審議会を傍聴いた

しまして、自分の意見が表れているかということ

をチェックしながら聞いておりました。それで本

年平成 25年３月５日火曜午後６時から行われた、

平成 24年度第２回文京区都市計画審議会で、そ

の時に第 4次素案が出るとはどうしてこのような

ことに至ったのかということを疑問に思いなが

ら聞いていたのですが、その時にですね、今日皆

さんの前で高橋課長はおっしゃったかもしれま

せんが、東京都の方の話し合いもあってというよ

うなニュアンスの話もされたと思いますが、この

都市計画審議会の中で学識経験者と言われてい

る東京大学工学部教授の大方潤一郎先生は、私が

黙って傍聴していたときに、18時 55分に、15ｍ

のところを 17ｍにして、私は本郷２丁目なのです

が、45の Bで第 3次素案で載っていたものが１ｍ

高くなって 46ｍになって、私のちょうど北側の壱

岐坂通りのところは 50ｍから 10ｍ上がって 60ｍ

になっているのですね。皆さんからいろいろなご

意見はありましたけれども、だいたいは本郷地区

で、本郷２丁目の人間は私ともう一人○○さんと

いう方しか出ていないのですが、非常に意識があ

るんだかないんだか、町会自体が死んでいるよう

で申し訳ないのですが、なぜ死んでいるかという

と、○○○の町会が、皆さん○○○の方では、絶

対高さ制限の周知の案内がちゃんと未だに掲示

されているのですが、○○○の方は、１回貼って

あったのですが１週間ぐらいで他のものにすり

替わってしまって、誰かが圧力をかけたのではな

いかと思って非常に憤慨しているのですが、それ

で、大方潤一郎先生は、「えいや」とおっしゃっ

たのですね。「区民に対して説明しにくいので、

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

図り、制限値の一部について修正を行いました。 

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、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。 
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統一した方が街並みの連続性があるから」と、「え

いや」と、これを隣に座っていた区議の○○さん

に聞いたら、私は録音も何もしていませんのでノ

ートに書いたことを○○さんに、「えいやと大方

先生こうおっしゃっていましたよね。」と確認し

たら、そうだと言ったと、ということで皆さん聞

いていて、こんな「えいや」があって良いものだ

ろうかということも非常に疑問に思っておりま

す。それで、大方潤一郎先生の隣の明治大学公共

政策科の市川先生が、容積率に関しては東京都寄

りだと、用途地域と容積率ということで規制はシ

ンプルであった方がよいというニュアンスの話

をされて、皆さんからもう少し低くしてください

という話もたくさんあったのですが、なぜ１ｍ上

がって 10ｍも上がらなければいけないのか、全く

理解に苦しみます。ということで今の第 4次素案

の高さには東京都と話し合いをしたということ

もあるのですが、特に本郷２丁目は都心型高度地

区を目指すということで、目指して欲しくないの

ですが、高すぎます。私はこの高さでは到底納得

しません。 

その他 コンサルタントの方はいつも座って何もご発言

されないのでたまには質問を差し上げます。あな

たは田中計画課長がいらっしゃったときから中

村さんがいたときにも同じコンサルタントがい

たのですが、この本件の絶対高さ制限を決めると

きに、文京区のいろいろな大きな通りや細街路を

含めて歩いていったということで、今このぐらい

の高さの建物が建っていますとか、そのような発

言をして、どちらかと言えば建築基準法に合法で

建てられた、容積率目一杯に建てられた建物を、

それを基準にここまで建てられると、今現在建て

られているから、この建物に合わせているような

印象を受けました。そこであなたに質問します。

既存不適格建築物が現在の建築基準法で合法で

建てられている、例えば○○○で言いますと○○

○○○○○○ですけれども、既存不適格建築物は

どうしてできたのですか。 

現行規制では、周辺市街地から過度に高さが突出し

た建築物の出現を防ぐことはできず、それによって

住環境や景観の保全などをめぐり、近隣住民との間

で建築紛争が生じたケースもあります。そのような

状況を踏まえ今回の高さ制限の目的は、①良好な街

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。 

今回新たに規制を加えるため、その目的や規制内容

にそぐわない建築物は既存不適格建築物となりま

す。この規制の適用後は既存不適格建築物は増え

ず、制限値以上の高さを建てる場合は、緑地や空地

を確保するなど、周辺に配慮した良好な開発にする

必要があります。 

規制方針 例えば 60ｍですが、これは小日向の方でもいろい

ろ４ｍ道路とか多くあると思うのですが、簡単に

言えば、これはコンサルタントに聞いているので

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
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すよ。道路というのは建築上非常に重要なのです

よ、それで、39トンのラフタークレーンだとか一

方通行のスクールゾーンに向かっていくところ

で、39トンや 40トンとかのラフタークレーンが

本富士警察署とやっと協議して逆走で入ってき

て目的を達成するようなところもあったのです

が、こういう６ｍにも満たないような所に 60ｍと

か 45ｍとかそのような建物が現実的に建てられ

るのですか。重機が入れないでしょう。そういっ

た事を考えてやっているのですか。私は文京区の

道路台帳を見て、ちょっと長くなるので今日は道

路の話は終わりにしますけれども、区道 771号に

おいてはですね、壱岐坂通りに出るところは６ｍ

ないですね。私は実際メジャーで 7.5ｍ測ったの

ですが、5.88ｍなんですよ。こんな所に 39トン

のラフタークレーンが入るのにすごい難儀して

いたんですよ。こういう所に 45ｍだったところが

46ｍになり、壱岐坂通りは 50ｍだったところが

60ｍになる。デベロッパーやマンション開発会社

はそれだけ高い建物を建てますよ。利益追求です

から。それで、高橋さんには毎度おなじみのよう

に言っているのですが、敷地を広げて大きな敷地

にすれば、それだけ区長の特例云々というものあ

りますが、規制が緩和されて最高の高さになるこ

とが大いに考えられます。ですのでまとめると、

コンサルタントの方は街を歩いて、これは第 1次

素案、第 2次素案のときから聞いているのですが、

本当に街を歩いて街並みが揃うと思っているの

ですか。 

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。 

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。 

意見 

集約 

既存不適格に対して高橋さんに質問しますが、昨

日不忍ふれあい館で今現状ある既存不適格の建

物に対して 476郵送しただとか、399棟あるとか、

そのうちの 288とかよく分からなかったのです

が、これは当然今建てている○○○の、真ん中で

はなくて北側に低層階をつくり、南側に 22階を

建てている総合設計制度の約 100ｍ近くある建物

は既存不適格なんですよ。新規の既存不適格の建

物にもう郵送されたのですか。と同時に○○○○

○○○○や、これは 126ｍと○○さんが丁寧に高

さまで教えてくれましたが、これは総合設計でな

い一般通常設計ですが、○○○○○○○○○と

第 3次素案の区民説明会及び意見募集において、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

て周知の徹底をすべきとの意見を多数いただきま

した。そこで、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 第４次素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。郵送は普

通郵便で行い、マンション名等は建築計画概要書や

住宅地図等から全て調査を行いました。郵送先の宛

主が不在ということで返ってきたものについては
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か、○○○○○○○○や○○○○○○と呼ばれて

いる、今ある既存不適格に全部郵送したのです

か。 

直接現地に行き投函等を行うことで対応しました。

区としてはできる限りの周知に努めているところ

です。 

規制方針 （都心地域でも、敷地条件によって必ず 60ｍ建つ

わけではないという説明に対して）いや建ちます

よ。建たない理由を言ってくださいよ。お金があ

る人は予算によって、40ｍ建っても 30ｍでも１階

でもプレハブでもいいんですよ。木造だっていい

んですね。だけど、デベロッパーは容積率を使っ

てそれだけ利益のために高い建物を建てるんで

すよ。それは建てたことがないからそういうこと

を言うんですよ。文京区に住んでみなさいよ。前

に○○さんが言っていたでしょ。焼け残ったとこ

ろが、ゴールデン横丁とかいっぱいあるでしょ

う。須田町だって小さいところいっぱいあります

よ。小さいと言ったら申し訳ないけど。低層階あ

りますよ。 

今回の規制は建築物の高さ制限に関するものであ

るため、建築基準法等に定められている道路斜線制

限等の規制はそのまま適用されることになります。

そのため規模の小さな敷地や接道条件等によって

は制限値内の計画となります。しかし敷地が統合さ

れ一定程度敷地が大きくなった場合は建物高さが

制限値を超えた計画も可能になりますが、そういっ

た場合でも 60ｍが上限という規制を導入するとい

うことをご理解をいただきたいと思います。 

意見 

集約 

（既存不適格建築物となる可能性の所有者への

通知書）は情報公開請求すればどんな文章送った

のか、○○○○理事長に、○○○○○○○○の○

○○○先生に送ったというのは、出せますか。 

 

私は申し訳ないんだけど、外堀通りの既存不適格

に言っているのです。○○○○○○だとか、○○

○○○○○○○とか。○○○○○○○○とかにあ

なたは送ったのですか、それをどのような文章で

送ったのか見たい、区民は知る権利があると言っ

ているのです。送ったら回答が必ずくるでしょ

う。 

（既存不適格建築物となる可能性の所有者への

通知書への周知項目のうち）３番目の第 4次素案

の説明会の開催についてというのも、○○○や○

○○○が見ているから多分来ないと話したんで

すね。この第 3次素案について○○がこれだけ意

見書いているんだから、だからあいつら剥がしち

ゃったんだ。他の町会はみんな貼ってある。こん

な事を書くからですよ。反対運動あったんだか

ら。あなたが知らないだけですよ。もういいです

よ。送ったんですね。回答は基本的にないんです

ね。 

他の○○○○○○にしろ、○○○○○にしろ、○

今回の通知は回答を求めるものでありません。また

郵送した文書については、公開することができま

す。 
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○○の○○○○○にしろ既存不適格を今抱えて

いる学校法人に関しては、自分が既存不適格にな

るというということを知らないはずなんですよ。

もっと区に教育してもらわないと困るんですよ。

成澤区長は地鎮祭に出ているけど。 

19 規制値 私は小日向 3丁目に住んでいるものですが、以前

から小日向 3丁目は、2丁目も 1丁目もそうです

が、3階以上は建てらないというところで安心し

て、とても環境が良いところで、とても住みやす

いところと思っていたのですが、いつの間にか 4

階まで大丈夫ということで、これは誰がいつ決め

たのですか。 

誰と相談したのですか。我々素人の考えだと地上

げ屋さんが随分裏で活躍していると聞きますけ

れども、それとも都の命令ですか、区の命令です

か。 

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、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につ

いては、反映させながら第 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

を持たれる方もおり、丁寧に説明を行いながら進め

てきたものです。 

小日向地区のような住宅地で今と同じ敷地規模等

であれば現在の街並みは変わりません。しかし敷地

を統合して大きな敷地が生じた場合、開発業者等に

よる高層のマンションが建てられることになりま

す。今回の規制は、そのような事態を事前に抑える

ため、小日向地区の場合はどんなに敷地が大きくて

も 14ｍを上限とするという規制を掛けるというも

のです。 

その他 一角が集まって、3階建てのところに４階建てを

建てるという人がいまして、住民が 20人以上集

まって猛反対しているのですが、そういうことを

区の方はご存知ですか。 

静かな池に大きな石を投げ込むような行動が今

現在起こっているのですよ。そういうことを区の

方がどう思っていらっしゃるのかね。それを是非

聞きたいと思います。 

何度も集まりをしていますが、建築屋さんは来る

のですが、建て主とか、そこに住む人が全然来な

いんですよ。そういうことを区の方はご存知なの

かどうか。共同住宅みたいのにされても分からな

い。 

ご指摘の案件については区は把握しておりません。

しかし建て主の方が地域の個人の方ということで

あれば、まずは地域の方々で話し合いを行われる事

が望ましいと考えます。 

20 

  

その他 （小日向地区の案件について）計画調整課で調整

してあげてくださいよ。これは非常に難しい話だ

と思っています。 

ご指摘の案件については区は把握しておりません。

しかし建て主の方が地域の個人の方ということで

あれば、まずは地域の方々で話し合いを行われる事

が望ましいと考えます。 

既存 

不適格 

不適格の建物に入るかどうかお聞きしたいので

すが、播磨坂の上の○○の前に空中権の売買で

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



25 

 

特例 100ｍに近いマンションができてしまっているわ

けですよね。空中権を売った○○○の販売店が左

にあって、これは将来的に不適格になっている建

物を建て替えるときに、○○○の方に空中権を戻

してどうのとか、絶対にあの建物はあれ以上建て

られないという制限を○○○の方は受けたまま

でいるのか、将来的に空中権を戻してどうのと

か、どうも所有者が裏で共有だろうと僕は思って

いるのだけれども、その辺はどういうことになり

ますか。 

のは、適切ではないと判断し、設定しました。将来

的には良好な街並み景観を形成したいと考えてお

り、将来計画においては、絶対高さ制限内の建築計

画となることを誘導していくため、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。 

21 その他 ○○○○の空中権移転で連担制度使ったもので

東京新聞で違反を問われたものなのですが、何階

の建物かご存知ですか。簡単な質問です。 

46mでしょここは。あそこは 23階ですよ。公開空

地がないです。総合設計制度ではないみたいだけ

ど。 

個別の案件については、詳しく把握はしておりませ

ん。 

22 その他 違法建築物の場合には通知は行っているのです

か。 

既存不適格建築物に対する通知は行っていますが、

違反部分に対する通知は行なっていません。 

23 

  

  

意見 

集約 

今建っているのは、既存の法規に違反しているの

で次のときはダメですよという通知は行ってい

るのですか。 

既存不適格建築物に対する通知は行っていますが、

違反部分に対する通知は行なっていません。 

既存 

不適格 

特例 

例えば今 8階がさっきから話題の小日向 3丁目に

建っているとしますよね。これを言ってしまうと

分かってしまうのですが。これを容積率違反だと

思うのですが、そういうのは、高さ以内に収める

のですか。 

 

特例には入らないということですか。 

絶対高さ以外の規制である日影規制や斜線制限等

については現行の建築基準法や都市計画法に適合

したものにしていくことになります。そのため既存

不適格建築物の特例を適用する際にも、これらの他

の基準については適合する必要があります。 

既存 

不適格 

特例 

空中権の売買という言葉を聞いたのですが、今話

が出ている春日通り沿いの○○○○マンション

なのですが、あれは 26階で春日通り沿いは 46ｍ

という高さ制限があるにもかかわらず空中権の

売買でそれを超える高さができたときに、高さ制

限の高さというのは一体何なのかという疑問を

持ちます。それと、例えば 20ｍの建物が空中権を

隣に売ったら、また同じように高い建物が建つの

でしょうか。建たないですか。空中権の売買とは

一体何なのですか。 

絶対高さ制限が定められると制限値より高い建物

は、特例を適用しない限り建てることができなくな

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

的には良好な街並み景観を形成したいと考えてお

り、将来計画においては、絶対高さ制限内の建築計

画となることを誘導していくため、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



26 

 

しています。 

24 地区 

計画 

特例 

3丁目の○○です。1丁目と 3丁目の問題なので

すが、1丁目は非常に環境が守られていて、3丁

目は最近も質問があったように、14ｍまでですよ

ね。私たちはいつも 1丁目と 3丁目を同じ高さに

してくださいということをかねがね希望で、環境

を守るためにお願いしているのですが、いつか○

○さんにもお願いに行ったのですが、それはもう

決まったんですよ、こうなんですよと言うだけ

で、3丁目の希望を叶えていただく何かの方法が

あれば教えて下さい。 

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

一定の区域内の街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、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、文京区が支援し

ているところです。 

25 

  

  

規制方針 関口 1丁目の○○○といいます。別の地区の話題

ということで、関口 1丁目の江戸川橋地蔵通り商

店街と新宿区と隣接している所に、13階 39.9ｍ

のマンション建設計画があって、今年の 9月ぐら

いから着工ということで 2月に説明会があってそ

れきりなのですが、新宿区は 40ｍの高さ制限、現

在の素案では 39ｍとなっています。文京区はこれ

まではなかったのか、要するに制限がなかったの

か、あるいは地権者をですね、新宿と両方にまた

がっているので、文京区の住所を希望していると

聞いていまして、だとすると文京区の 39ｍという

ふうに思うのですが、建物としては 39.9ｍという

ことで、0.9ｍの違いでしかないのですが、元々

文京区が何ｍだったのか、その辺りの話しを伺い

たいです。 

現状では高さに関する制限はないため、法律の範囲

内で敷地条件等が整えばご指摘の高さのマンショ

ンを建てることができます。関口 1丁目付近では新

宿区が絶対高さ制限として 40ｍの規制を掛けてい

ます。文京区ではその制限値を考慮して 39ｍという

設定をしていますが、現段階では法的拘束力は持っ

ていないため、高さ制限は掛かっていないという状

況です。 

ｽｹｼﾞｭｰﾙ 今のスケジュールだと年度内にできるのか、ある

いは今年中に条例が効果が発揮するのか、その辺

りのスケジュールを先程おっしゃっていました

が、そこはいかがですか。 

今回の絶対高さ制限は平成 25年度中の都市計画決

定を目指して進めていきたいと考えています。 

その他 こういうことは中々どうしても遅れ気味ではな

いかと思いますが、それと大きなものができて、

他の方にも共通する事だと思いますが、日照権の

問題というのは、あまり徒党を組んで争うのがい

やなものですから、たった１人とか、たった１軒

でデベロッパーに対抗するのはどうしたら良い

のでしょうか。 

 

あまりじっとしていてもその人のプラスにはな

らないということですか。じっとしていない方が

ご相談いただいた建物の計画が建築基準法等の法

律を遵守しているものであれば、区として指導する

ことは難しいです。 

今回の高さ制限の目的は、①良好な街並みを形成す

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。現行規制では、周辺市街

地から過度に高さが突出した建築物の出現を防ぐ

ことはできず、それによって住環境や景観の保全な

どをめぐり、近隣住民との間で建築紛争が生じたケ

ースもあります。素案では、これらのような例を抑
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その人の利益になるかもしれない。あるいはこう

いうことをこういう場で言うことも何ですが、街

のボスとか地権者とか地上げ屋とかというのが、

あるいは不明瞭な、これは直感ですが、不明瞭な

経済的なことをしているのではないかなと感じ

るのですが、その辺もよくご覧になっていただき

たいなと感じます。それから、いくら今高さ制限

が現在議論している、あるいは違法建築物、容積

率とか難しいお話が出て来ましたが、デベロッパ

ーの利益追求の、そこでしかある意味では住めな

い、元々の住民の、人によっては終の棲家かもし

れないし、そういう人に対する、なんというか常

識的なリスペクトがあまりにも欠けているのが

今日非常に強い印象を受けました。 

 

あまり申し上げたくないことなのですが、大きな

ものができれば、固定資産税が上がるんじゃない

かと。特例も考えようだよと。君たちも総合的に

そういうことを考えながらやらないと世の中の

ためにならないよというような、影のご意見がど

こかにあるのかなと、私は不明瞭ですが感じま

す。直感みたいなものです。 

 

今フロンティアになっているのではないでしょ

うか。今、むしろ文京区はある程度所得水準も悪

くないよねとか、さっきの○○の前の話もありま

したし、ああいうところだったらどんどん建てて

も、元々高いところだから日影も何もあったもの

ではないし、谷間の１軒家のようなものなんてな

いよというところで、追っ払ってしまえというよ

うな議論が交わされているような、悪い夢を見ま

す。 

えるために基本的には区内全域を対象として、現在

ある斜線型の高度地区にさらに１つの規制を加え

るというものです。 

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。 

26 その他 30年くらい前の話になりますが、私の家のすぐ隣

に○○○というものがあります。そこがあの頃○

○さんという方が 6階建てのビルを作るというこ

とで、随分町会全員の署名をもらったりして反対

運動したのですが、そのときに区の方で調停して

いただいて、3階建てになりました。今までも 3

階建てでしたから。今回も 4階建てをどうしても

向こうが譲らない場合、区の方で調停の意志があ

るのかお聞きしたいのですが。 

建て主の方が地域の個人の方ということであれば、

まずは地域の方々で話し合いを行われる事が望ま

しいと考えます。 

なお、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、10

ｍ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
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周りを見渡しても 3階建てしかないのですよ。そ

こに 4階建てをつくるということで、随分皆さん

反発しているのですが、どうしても話し合いにも

出てこないし、なしのつぶてなのですが。このま

ま泣き寝入りするわけにもいきませんし。区の方

で調停を引き受けていただけるかどうか、一言お

願いしたいのですが。 

 

例えば4階を地下1階にして地上3階にするとか、

そういう方法もあるのではないかと思いますが、

そういうことで是非考えていただきたいと思い

ます。調停の方よろしくお願い致します。 

妥当と考えています。 

27 公益上 

特例 

公益性のある建物に関しての質問をさせていた

だきます。私の意見に対して、第 3次素案の説明

会後の要望で私が長々と書いてあることで、区側

の回答は、第 2次素案において、学校・病院につ

いては大規模敷地の特例の一部として位置づけ

たために、今回の第 3次素案では、公益上やむを

得ない特例の例示からは削除しました、と書いて

います。総合設計だとか大規模敷地ということ

で、東京都の方の許可もあるので、それを話すと

ちょっと長くなるので割愛しますが、学校・病院

について、公益上やむを得ない特例の例示から削

除したと書いてあるのにも関わらず、皆さんのお

手元にあります、高度地区第 4次素案のｐ25のと

ころに、教育施設・医療機関の特例の扱いの変更

ということで、削除したにも関わらず今度は学校

という言葉が教育施設になって、病院という言葉

が医療機関になって、大規模敷地の特例に定めて

いたものを、確かに分からないですね、ところが

区長の許可による特例に定めることにすると、何

か復活しているのですよ。これを見たときに、文

言として削除して大規模敷地になったり総合設

計になったりすればですね、文京区の絶対高さ制

限というのは無視されて高いものがいくらでも

建てられますので、区長が良いと言えば建てられ

ますのでね。ただ、何故第 4次素案で区長の許可

にいろいろ特例を定めることにしたのか、その根

拠と理由を説明してくださいと何回も言ってい

るので、もう一度説明してください。 

教育施設及び医療機関は第 3次素案においては「大

規模敷地」の特例に定めていたものを、今回の第 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、認

定基準を満たしていれば事務的に認定されていた

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。教育施設及び医療

機関は第 3次素案においては「大規模敷地」の特例

に定めていたものを、今回の第 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、認定基準を満たして

いれば事務的に認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。 
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規制方針 第 4次素案の作成に当たっての考え方。今回隣接

区及び東京都と調整を行いと書いていますが、な

ぜ東京都の顔色をうかがわなければいけないの

ですか。文京区は独立した行政区です。そういう

法律があるのですか。 

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

図り、制限値の一部について修正を行いました。 

規制値 カラーの制限値区分図の左下に部分詳細図があ

ります。関口周辺は 39ｍ・31ｍになっています。

ここの神田川は崖地です。ここにこんな高さを建

てて、地震がきたらどうするのですか。高橋課長

答えてください。関口も崖地です。マンションが

崖地に建っていますが、私はあそこを通るのがい

つも怖いんです。新宿区が 39ｍにしたから文京区

もというバカな考え方はやめてほしいと思いま

す。 

神田川を挟んで江戸川公園の方は崖地になって

います。南の方も崖地です。今高い建物が建って

います。そこに 31ｍとか 39ｍとか建っていたら

どういうことになりますか。 

素案では、指定容積率が活用できる高さを満たすこ

とを条件として、都市計画法で定められた容積率や

建ぺい率、用途地域等の客観的なデータを基にして

数値を算出しています。この制限値は、その高さま

で全域を誘導するという意図ではなく、敷地条件に

よって高く建てられる場合においても、この高さ以

下に抑えることで突出した建築物の出現を防ぐと

いうものです。 

また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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③ 4 月 25 日（木）駒込地域活動センター 

No. 分類 ご意見・ご質問 区の考え方 

29 規制方針 本駒 6丁目の○○と申します。第３次素案からの

制限値を変更する区域ということで、一般的に高

さが増えていると思うのですが、先ほど述べられ

た近隣の紛争を防止するという観点とは相容れ

ないのではないでしょうか。 

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

を持たれる方もおり、丁寧に説明を行いながら進め

てきたものです。 

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

図り、制限値の一部について修正を行いました。 

規制方針 近隣紛争の防止の観点は、これについては全く考

えてないという認識でよろしいのですね。 

今回の高さ制限の目的は、①良好な街並みを形成す

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。現行規制では、周辺市街

地から過度に高さが突出した建築物の出現を防ぐ

ことはできず、それによって住環境や景観の保全な

どをめぐり、近隣住民との間で建築紛争が生じたケ

ースもあります。素案では、これらのような例を抑

えるために基本的には区内全域を対象として、現在

ある斜線型の高度地区にさらに１つの規制を加え

るというものです。 

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。 

30 規制方針 向丘の○○と申します。絶対高さ制限の導入を求

めてきた者としては、嬉しいような、また困った

ようなことが起こるような気がして、第 4次素案

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、地域特性を考慮して厳
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は東京都に言われたから修正されたところが非

常に大きいわけであって、本来なら地域主権であ

るのに、東京都から言われて、いま数字の所だけ

で議論しているというようなご説明が非常に残

念であって、例えば向丘の木密が解消していかな

い理由というのがどこにあるのかという事をき

ちっと都側にも説明していただかないといけな

いし、もっと他の手法をとって解消に努めるべき

で、ここで 15ｍから容積率が 300％で厳しかった

から 17ｍにしました。そして、1軒ではダメだか

ら、何軒か集まって、集合にするから 17ｍにしな

ければいけない、というようなことが果たして、

向丘も大塚も千駄木もあるのですけど、それが可

能かどうか、それをまず考えていただきたいの

と、木密を解消するのであれば、もっと他にいろ

んな方法、これ以前にとるべきであったというこ

と、逆に先々に本駒込の方がおっしゃったよう

に、それが出来なかった地域で仮に 17ｍとしても

本当に有志が集まってこういう事ができるのか

どうか。逆に、他のところのマイナス面で言えば、

個人の土地の所有の方が５階建てだけ建てて、後

は日影になっていますとか、ディベロッパーが入

ってきてしまって、今までのように住めなくなっ

てしまう事例もあるわけですから東京都に言わ

れたからということではなくて、きちんとそれぞ

れの地域の事情を考慮して決めている、それが納

得のいく数字というより、300％で厳しかったか

らということだけでは、なかなかきちんとした説

明にはなっていないと思います。木密の解消法

を、ただ高さを求めるのではなくて、きちんと何

か案があったらお伺いしたいと思います。 

 

おっしゃることはよく分かりますけれども、これ

までも、おっしゃるように全然進んで行かなかっ

た、なぜか、それは結局また同じ事を繰り返すと

思うのです。そういう地域の事情をよく考えてや

っていただきたいと思います。 

しい制限値にすることが適当と判断したものにつ

いては、反映させながら第 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

を持たれる方もおり、丁寧に説明を行いながら進め

てきたものです。 

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

図り、制限値の一部について修正を行いました。 

31 

  

規制方針 千石二丁目の○○です。今日、説明会に来て疑問

点がたくさんあるのですが、そのなかで、現に私

どもが高さに対する問題ということで、文京区に

提起している、現に動いている状態なので、その

今回導入する絶対高さ型高度地区は、基本的には区

内全域を対象とするため、指定容積率や指定建ぺい

率、用途地域等の都市計画で定められた数値を基準

として制限値を定めています。そのため皆さんの意
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話を確認したいと思っていました。千石２丁目の

商店街の中、この地図で言うとちょうど 24ｍ規制

がかかっているところになりますが、ここに経緯

として、近隣商業地域ということで 24ｍに目をつ

けた、○○○○○○○○という８階建てのワンル

ームマンションを作るということがきっかけで、

この商店街の中は、木造２階建てがほとんどで、

そこに 24ｍが建つということで、景観上、またワ

ンルームということで環境上風致上よろしくな

いと反対していました。そのことについて文京区

にご相談したところ、その時期がちょうど第 2次

素案のあとで、第 3次素案にそのことを盛り込ん

でほしいと相談したところ、この 24ｍのところの

地権者と住民に対して、ここは住宅地域だから少

なくとも 17ｍにして欲しいということでお願い

したところ、高橋課長はもう決めてしまっている

と、決めてしまっていることは動かせないという

ことで、じゃあどうすればいいのということで、

案をもらったものが地区計画で、あるエリアに基

づいて策定すれば、そういう方向になります。と

いう指導を受けたわけです。だけれども、去年の

９月ごろから始まって、未だかつてそのような動

きは私どもには感じられない。尚且つ第 4次素案

というものが、そのときはなく第 3次素案が終わ

った後、決定するような方向で行くということだ

ったのが、第４次で、今回見てみると、他の地域

が全部下がった地域はなく、数値が上がっている

ところだけです。我々が言っている、高さに関す

る環境というのが非常に迷惑だということで提

起しているにも関わらず、第 4次素案なんて話も

出ていなかったのに出してきて、東京都が言った

から第 4次素案を設定しますというのは、我々は

第 2次のあとで第 3次に組み入れてくれと、地区

計画で 17ｍにしてくれとお願いしているのに、そ

ういう動きがされていない。コンサルタントを入

れてそういった形でもっていくとコンサルタン

トを入れる約束もしていただいている、でもコン

サルタントなんて来やしない。動きがとれない。

そのうち先週ですよ、担当が変わり整備課になり

ました、これからは違う人間が担当します。とい

うお話で、高橋課長も当時の担当ですけど、手続

見だけで数値を変えることができるものではあり

ません。 

しかし地区計画制度を利用すれば、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街づ

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、この街の将来像を

指定することが求められます。 

その内容を検討するため、千石２丁目ではコンサル

タントと作業を行っています。都市計画に地区計画

を定める手続きは簡単なものではありませんので、

しっかり皆さんに説明をしながら進めていきます。

文京区としては、専門の部署を設け、体制を整えな

がら取り組んでおります。 
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きもなくして突然担当が変わり、またゼロからで

すねと言われて。尚且つ第４次でまた上がりま

す、皆さんご理解くださいと言われても、住民が

困っているよと言っている中で、地区計画ができ

るよと言っているにも関わらず、コンサルタント

も入れない。またそれをやるにあたっては、地区

計画は 24ｍのエリアだけでは狭いから広くする

のだということで、我々の要求に対するハードル

が非常に高くなってきている。ということで、住

民の意見を何らかの形で足蹴にしてきていると

感じるわけです。こういうふうに説明を受けても

信頼出来ないのですよ。 

規制方針 東京都に目を向けるのではなく、文京区というい

わゆる文教地区という特色あるエリアなのです

から、いくら指定したからいるのだと、ビジネス

のために高くすることを容認するようなことで

はなくて、文京区が文京区としてこのエリアは、

学生、および文化財を守るエリアなのだから、低

いのを建てて守って行きましょうと、ですので東

京都に準じてやる必要性はないように思います

が、その辺いかがでしょうか。 

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

を図り、制限値の一部について修正を行いました。 

区としては、これまで区民の皆様と意見交換を重ね

作成した、住宅中心の地域できめ細かく設定した制

限値及び地区についてはそのままに、都市計画上の

整合性を図ったものであり、これまで検討してきた

趣旨は変わらず、制限値の目的がより明確になった

変更であると考えております。 

32 規制方針 数字は、計算で出てやっているわけですから。

我々が今生きている世界で、こういう風に決めま

したということに、これは困りますから是正して

くださいといった時に、今の説明だと、これは問

答無用でやります、という話をしているだけのこ

とで、変えるときに、例として 50ｍを 60ｍは嫌

ですと言った時に、どういう方法があって前の 50

ｍに戻すことができるのか、今の説明だと出来な

いのだよね。いや、地区計画をかけますと言って

も、私が今関わっている地区計画ですら、おおま

かに高橋課長が言ったスケジュールが大幅に外

れている訳です。そのようなことで、この上がっ

た数字のところの住民が、それ嫌だよと言った時

に、じゃあどう解決できるのか、みんな地区計画

をかけるのか。今こういう高さだけど異議があり

今回導入する絶対高さ型高度地区は、基本的には区

内全域を対象とするため、指定容積率や指定建ぺい

率、用途地域等の都市計画で定められた数値を基準

として制限値を定めています。そのため皆さんの意

見だけで数値を変えることができるものではあり

ません。 

しかし地区計画制度を利用すれば、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街づ

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、この街の将来像を

指定することが求められます。 
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ますって言っているのだから、異議があったらそ

れに対して、謙虚に受け入れていただいて、納得

する回答をいただきたいのです。でも、高橋課長

が言っている話だと、もう決まってしまっている

のですと。あとは、どう周りの人を納得させるか

って聞こえていて、納得しない今の状態を維持す

るにはどういう方法があるのか。いまの話では私

には全然聞こえてこないのです。今の状態を維持

するための方法にどういったものがあるのか教

えてください。 

33 

  

  

規制方針 今の質問は、こういう会合をもって説明をして、

反対意見が出て、こういうふうに変えて欲しいと

いう意見が出た時に、どうやって変えるつもりが

あるのかっていうことを聞いておられると私は

理解しております。 

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に見直すなど、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。 

規制方針 （現在の計画を）変える意図がないということで

すね。 

では、何のためにこういう会をやるのですか。変

える意図はないとはっきりおっしゃいましたよ

ね。そしたら、はっきり言って参加している方を

馬鹿にしていませんか。 

説明会というのは、そういうものじゃないでしょ

う。 

今回の第4次素案は街づくりの方向性が大きく変わ

らない範囲内で制限値を整理したということであ

り、規制の目的は変わっていません。制限値と特例

の一部について一部変更を行ったことから、第 4次

素案として区民の皆さんへの説明や周知を徹底す

るものです。 

規制方針 いま説明した制限値の数値は全て原則に則って

いるのですね。１つも例外はありませんか。いま

原則だから変えられないと言っておいて、原則に

則ってないものがあるというのは、説明になって

ないと私は思いますが。 

 

なぜ今回みんなの意見をもう聞けないとおっし

ゃるのですか。 

現在設定している制限値は、原則値を適用している

区域と地域特性を考慮して原則値にはよらない高

さとして設定している区域があります。この制限値

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おり、丁寧に説明を行いながら
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進めてきたものです。 

34 

  

  

意見 

集約 

４回目の説明ということで、３回目で終わるとい

うことだったので、やられた時にどういう事なの

かなと思って、これを自分の理解できる範囲で読

みましたが、先ほどから皆さんがおっしゃってい

るように、色々出た要望について、反映されてい

るとは思えません。だから皆さん諦めちゃって、

何を言っても無駄だと。文京区が受け承りました

と言うだけで、結局、本当は、私たちの意見は聞

いてくれないのだと、そういうふうに皆さんとっ

ています。今日の説明も先ほどから一生懸命説明

されている千石の方、ごもっともだと思います。

それを聞いて住民として、こういうことでは住み

やすい安心した良好な街にはならないと思いま

す。何のためにそれをやるのか。私達は、やっぱ

り安心して気持よく住みたいということで、皆さ

ん時間があったらこういうところに参加して、要

望を述べられるわけですから。色々な地域で色々

な意見が出ると思います。それでしたら、３回で

終わらせるのではなく、もっともっと時間をかけ

て、もっと小さな単位でやったらどうですか。 

説明会は 5地域で行っておりますが、町会や自治会

など数十人単位での会合からのご要望があれば、こ

ちらからお伺いして素案についての説明をいたし

ます。 

規制方針 例えば、階高について、４ｍは例だと思いますが、

全国平均のマンションの階高を去年調べた時に

は、2.85ｍだったのですが、階高もこれ先ほど４

ｍと説明されたときには、単なる例かもしれない

けどある意味意図的なのかもしれないと、思いな

がら聞いていました。 

原則値の算定で使用している数値は住居系用途地

域では階高 3.2ｍ、商業系用途地域では階高 4.0ｍ

としています。これは平成 18年から平成 24年まで

の文京区の５年分の建築概要書を全て調べて平均

値を出しているものです。 

規制方針 17ｍと先程問題になっておりましたけれども、建

て方によっては、半地下等々の関係で、階高がひ

とつ上がってくると、昔木造住宅が２階建てだっ

たのが、３階建てが許可になって、周りの家が日

影になり、色々と問題になり、今までなかったよ

うな計画でうまくやっていけなくなって、色々出

ていますよね。やはり近隣と仲良く暮らしていく

というのは、しがらみが同じような街並み、話が

少し飛びますが、景観条例の問題とか防災とか、

説明会ありますよね。みんな住環境に関係してい

るのに、なぜ１つの課しか出てこなくて、例えば、

景観条例の時に防災の話をすると「それは担当が

違います」という言い方で言われたりして、住ま

今回の高さ制限の目的は、①良好な街並みを形成す

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。現行規制では、周辺市街

地から過度に高さが突出した建築物の出現を防ぐ

ことはできず、それによって住環境や景観の保全な

どをめぐり、近隣住民との間で建築紛争が生じたケ

ースもあります。素案では、これらのような例を抑

えるために基本的には区内全域を対象として、現在

ある斜線型の高度地区にさらに１つの規制を加え

るというものです。 

また、文京区は安全で快適で魅力あるまちづくりと

いう目標に向かって、街づくりを進めております。

都市計画部では、ご意見をいただきました景観計画
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いというのは、私達にとっては総合的な問題です

から、例えばこの場合、14階建のマンションが向

こう側に建つようになったと、それが地震などが

起きた時にどっち側に倒れるか、例えば本郷通り

側に倒れた時に、救急車とか、色々な交通が遮断

されますよね。そういう事について説明を求めて

も答えが帰ってこない。この辺は寺町だから景観

を生かしてという言い方で。だから 15階建のマ

ンションの通りに沿ってわ～っと建っていて、お

寺は昔から住んでいる人でなければ何処にお寺

があるのか分からない状態になっていて、なぜそ

んなに高くする必要があるのでしょうか。もっと

低くする方法をやっていただきたいし、それから

もう 20年くらい前から全国的には住宅やマンシ

ョンというのは、余っているのですよね。そうい

う住宅を皆さんが活用できるように、例えば、住

宅政策とかも含めて、住宅計画をやるべきではな

いのですか。やっぱり納得出来ません。 

などいろいろな視点から、この魅力ある文京区を守

り育てていこうと考えいます。今回の絶対高さ制限

はその１つのということでご理解いただければと

思います。 
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規制方針 高いものを建てたいと思っている方は、はっきり

言ってディベロッパー、建設会社の方ですよね。

住宅地の中で、特に高い建物を制限値以上の建物

を建てようとすることは、あまりはっきり言って

そんなにいらっしゃらない。現実的にこの辺で高

い建物を建てている方は、見ればお分かりのよう

に、○○○○○です。ここの住民じゃないのです

よ。だから、高い建物を建てて売ってしまえばい

いと思っていると、私達は思っているのです。そ

れと、やはり今の説明でも、皆さんの意見を聞い

ていないなと、立場上のご意見をおっしゃって私

達に聞かせたという事実を作りたいだけじゃな

いかと思えてなりません。 

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おり、丁寧に説明

を行いながら進めてきたものです。 

規制方針 抑えて欲しくないという方は、その数値のどれく

らい比率でいるのですか。 

 

何人いるかわからないのに、どうやってバランス

を取ったのですか。 

賛成、反対の意見数は集計していませんが、様々な

ご意見をいただいています。その中で多くの皆さん

のご意見を聞きながら厳しい数値に近づけるよう

調整した結果が今回の制限値であるとご理解いた

だければと思います。 

また制限値は、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

して数値を算出することを原則としています。 
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規制方針 こういう制限がない方が、今の街並みが保たれた

ということですか。 

現行規制では、周辺市街地から過度に高さが突出し

た建築物の出現を防ぐことはできず、それによって

住環境や景観の保全などをめぐり、近隣住民との間

で建築紛争が生じたケースもあります。そのため今

回の規制では、現行の法規制に加えて１つの制限を

加えるというものです。そのため現行の規制を緩和

するというものではありません。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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規制値 この文京区の中の大きい通りの両側というのは、

原則として同じ高さ制限になるのですか。 

幹線道路沿いに同じ用途地域・指定容積率・指定建

ぺい率が指定されている区域については同じ制限

値をとりますが、場所によっては異なる区域もあり

ます。 

規制値 本駒込６丁目のもう既に決まっているから 35ｍ

だというところの説明はどうなさるのですか。 

 

一度決めたから変えないということですよね。他

のところだって既存不適格というのは発生する

わけでしょう。 

 

（本駒込６丁目のもう既に決まっているから 35

ｍは）、なぜ向かいの 31ｍと同じにならないのか

ということです。 

平成 16年度に指定された本駒込 6丁目の一部、音

羽 1丁目の一部の区域については、現在の絶対高さ

制限に沿って土地活用が進んでおり街並みが形成

されていると考えています。そのため今回の規制に

おいて、これを新たに変えるということは考えてお

りません。 

なお、これらの区域においては、「既存不適格建築

物の建替えの特例」、「大規模敷地における特例」、

「総合設計による特例」は適用されません。 

規制方針 なんで既存不適格を生むのがそんなに恐いので

すか。もともとこういう条例を決めるときという

のは、そういうことじゃないですか。 

平成 16年度に指定された本駒込 6丁目の一部、音

羽 1丁目の一部の区域については、現在の絶対高さ

制限に沿って土地活用が進んでおり街並みが形成

されていると考えています。そのため今回の規制に

おいて、これを新たに変えるということは考えてお

りません。 

なお、これらの区域においては、「既存不適格建築

物の建替えの特例」、「大規模敷地における特例」、

「総合設計による特例」は適用されません。 

その他 （35ｍの高さが指定されて）平成 16年以降、何

年経っているのですか。そういう建物がそれまで

に建っていますよ。もっと高いものが。それが既

存不適格になるのでしょ。 

平成 16年度に指定された本駒込 6丁目の一部、音

羽 1丁目の一部の区域内については、35ｍ、45ｍ以

上の高さの建物については、すでに既存不適格建築

物という扱いとなっています。            

なお、これらの区域においては、「既存不適格建築



38 

 

物の建替えの特例」、「大規模敷地における特例」、

「総合設計による特例」は適用されません。 

既存 

不適格 

特例 

（35ｍの高さが指定されて）建て替えの特例があ

るわけですよね。 

それより前に建っているものがありますよね。平

成 16年より前にたくさん。今も建設中のものが

ありますね。 

31ｍにして既存不適格にして、そういう選択肢も

ありということですか。 

平成 16年度に指定された本駒込 6丁目の一部、音

羽 1丁目の一部の区域については、「既存不適格建

築物の建替えの特例」、「大規模敷地における特例」、

「総合設計による特例」は適用されません。 

規制値 高さが変わっても容積率だとか、そういうものは

変わらないわけでしょう。もともとこういう要求

からすれば同じではないですか。 

高さを制約したって、その中で土地が利用出来れ

ば。どういうまずいことがあるのですか。31ｍに

することについて。 

なぜ既に決めたから 35ｍなのだということです。

殆ど無いのですよ、文京区の中で。 

平成 16年度に指定された本駒込 6丁目の一部、音

羽 1丁目の一部の区域については、現在の絶対高さ

制限に沿って土地活用が進んでおり街並みが形成

されていると考えています。そのため今回の規制に

おいて、これを新たに変えるということは考えてお

りません。 

なお、これらの区域においては、「既存不適格建築

物の建替えの特例」、「大規模敷地における特例」、

「総合設計による特例」は適用されません。 

規制値 私達だって 35ｍは嫌って言ったのに、35ｍ以下に

は出来ないって言われたので仕方なく 35ｍで我

慢したのです。何言っているのですか。決めたわ

けではありません。 

 

しょうがないから決めたのです。区役所が、もう

35ｍでなければ 52ｍだとか、45ｍだとか脅かした

のですから。脅したのですよ、あなた達。 

 

仕方がなかったけど、そっちが 31ｍなら 31ｍが

よかったと思うのが人情じゃないですか。 

平成 16年度に指定された本駒込 6丁目の一部、音

羽 1丁目の一部の区域については、現在の絶対高さ

制限に沿って土地活用が進んでおり街並みが形成

されていると考えています。そのため今回の規制に

おいて、これを新たに変えるということは考えてお

りません。 

なお、これらの区域においては、「既存不適格建築

物の建替えの特例」、「大規模敷地における特例」、

「総合設計による特例」は適用されません。 

37 規制方針 絶対高さが出来るという時に私たちはものすご

く喜びました。長いこと高い建物が隣に建つとい

うことで、ものすごく嫌な思いをしながら反対運

動をしてきましたので。絶対高さが決まるという

ことで、とても喜びました。でも、区役所のおっ

しゃるには、この容積率とか、そういうことに合

わせて考えていらっしゃるでしょう。本当は、地

域を見て、この地域にはこれがふさわしい高さと

いうことで、考えていただくことで初めて絶対高

さが区民の納得できる高さとなると思うのです

よ。それなのに、全然そんなことを思っていない。

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

を持たれる方もおり、丁寧に説明を行いながら進め

てきたものです。 

今回の高さ制限は１つの規制を文京区全体に一律

に都市計画で定めるものであり、非常に重い規制と
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湯島や本郷の２丁目というのも、みなさんが勝手

にコンサルタントとかを入れてこっちは、オフィ

スビルが建ってもいい地域だとか思っているみ

たいですが、その地域に低い家に住んでいる方

は、たくさんいるじゃないですか。そういう人達

をみていますか。どういうふうにその人達が暮ら

しているか、というのは文京区役所の人達は見て

いますか。全然見ていなくて、この地域はこうし

ようという勝手な理念で高さを決めているわけ

ですよね。千石２丁目などは、本当に商業地域か

もしれないけど、気の毒なくらい道路が狭いとこ

ろに２階建てのお家が建っているところに 24ｍ

などが建つような地域でもないし、それから、千

石４丁目だって、あそこに 24ｍなんてどうして建

つ、というような地域ですよね。そういうところ

の地域を見てないで、勝手にこの地域はこうだか

ら絶対高さはこれでいいって言うふうに思って

いらっしゃるのが、今回の絶対高さの決め方。そ

れでは、文京区民は納得出来ませんよ。そういう

ことを考えないで、勝手に容積率がどうだとか

で、これは当然だとおっしゃっても何も絶対高さ

を決めていただく意味というのが、せっかく頑張

っていらっしゃるのに、区民には有難くないので

すよ。それを有難いと思うようなものを考えてい

ただいたらいいかと。さっき、この隣がこうだっ

たからこっちも同じ高さに揃えましたっておっ

しゃいましたけれども、おもちゃの街じゃないの

ですから、隣と隣が同じじゃなくても第３次まで

お考えになって、この意味があるわけですよね。

その意味をなくして揃えます、というのはおかし

いのではないかと思います。今までずっと必ず出

ていますけれど、言っていることが容積率を合わ

せてこの位ですと言うような説明ばかりですよ

ね。もうこれで決まってしまうかもしれないから

仕方がないけれど、本当に文京区というものを見

て。そんなコンサルタントの人達の、若い人達が、

この街はこうですよねというような勝手なこと

をぞろぞろ言いながら偉そうにエレベータの中

で言っているのを聞いて呆れました。そうじゃな

い、文京区に皆がどうやって住んでいるのかとい

うのを区役所の人達が一生懸命に見て、考えても

なるものです。そのため、都市計画的な視点を持ち、

みなさんのご意見を聞きつつ素案を作成していま

す。 

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街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、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、文京区が支援し

ているところです。 
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らいたい。それが一番言いたいことです。 

38 

  

意見 

集約 

いまここに来ておられる方々が、今の説明で納得

したかどうかの数をとっていただけませんか。 

あくまでも絶対高さ制限の趣旨等に関する説明会

であり、皆様の賛成や反対の御意見を集約する場で

はございません。 

その他 記録としてはどういうふうに残るのですか。みん

な聞いたということしか残らないのですか。 

なお説明会等でいただいた意見は取りまとめて都

市計画審議会の資料となります。これは文京区のホ

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_kei

kakutyousei_toshimachi_tetsuzukichu.html 
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その他 白山５丁目に住んでおります○○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、お答えをいただければと

思います。まず１つは、先程から良好な住環境を

区民の皆様へ、というふうに何度かおっしゃって

いますが、皆さんが考えていらっしゃる良好な住

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。 

「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、

これまで文京区が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」といえると考えます。 

その他 今の街並みがいいと思う人もいらっしゃると思

いますが、良好というふうには当てはまらないの

ではないでしょうか。人間が住む住環境として、

これは無ければいけないものというものは、どう

いうものだとお考えですか。 

現行規制では、周辺市街地から過度に高さが突出し

た建築物の出現を防ぐことはできず、それによって

住環境や景観の保全などをめぐり、近隣住民との間

で建築紛争が生じたケースもあります。このような

ケースをできる限り抑えるため、今回の高さ制限の

目的は、①良好な街並みを形成する、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。これらの目的を達成するために、開発業者

側に立つのではなく、地元の皆さん、そこに住んで

いる皆さんの立場に立って、１つの規制を区内全域

に１つのルールで掛けたいというものです。これは

決して緩和ではなく、今ある規制に１つの規制を加

えるものであることはご理解をいただきたいと思

います。 

規制方針 高さ制限の高さを割り出すのが、先ほどの数値で

割り出しているというお話ですが、その土地ごと

の、土地自体の高さ、白山なんて白山下と白山上

では高さが違うのですよ。その辺りは考慮なさっ

ているのですか。 

ご指摘のように文京区は起伏に富んだ坂の多い地

域になっており、坂の下と上では 20、30ｍ違うとい

う場所は現実としてあります。しかし建物を造ると

きは、建築基準法に基づいて建物を造ることとなっ

ております。建築基準法では、建物の高さは建築敷

地の地盤面からと定まっています。そのため、高さ

制限の設定にあたっては、土地の起伏は考慮してい
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ません。 

規制値 私が今問題にしている白山５丁目のところは、ち

ょうど真ん中より上のところの迷路のような幹

線道路に囲まれたところなのですが、その白山通

りから３分の１くらい入ると坂が始まるのです。

そこのところは 22ｍくらいですよね。白山の上に

22ｍのものが、土地がより集まって建ってしまう

可能性があると、白山の下の幹線道路沿いのとこ

ろは 31ｍですから、低いところにも関わらずそち

らにも、31ｍのものが建ってしまいます。そうし

ますと、31ｍのものと山の上の山プラス 22ｍのと

ころに挟まれた家が、南側からも北からも高い建

物から囲まれた重圧というか不快感というもの

は言葉には尽くしようがない。その土地自体の高

さというものも考慮していただきたい。 

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

のは土地の持っているポテンシャルを規制する（指

定容積率が活用できない）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、慎重に検討を進める必要があり

ます。 

また、地域のまちづくりについては、合意形成を図

りながら、地区計画の活用などにより、絶対高さ制

限に関わり無く、地域独自のルールをつくることも

できることになっています。 

地区 

計画 

特例 

地域の総意が出来ればといいますが、地域の総意

というのは中々できません。いまいった白山５丁

目のところの地主であってディベロッパーであ

る人のところは、高い 14階というような建物を

建ててしまいますので、そういうお宅からすれば

必ず反対します。そういうような地域では総意を

作りたくても作れない。その代わり、区役所に頑

張っていただきたいのです。総意が出来ない地域

も多いですから。それにも関わらず、ディベロッ

パーの方にちょっと傾いているのではないかと

いうような高さを示されてしまいますと、何のた

めの区役所なのだろうなというふうに思ってし

まいます。 

地区計画は一定の区域内の街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、街の将来像を決めて指定することが

求められます。また指定に当っては地域の方々の合

意や都市計画審議会の同意などが必要となり、ご指

摘のように簡単にできるものではありません。 

絶対高さ制限については、不必要から厳しい制限ま

で、幅広い意見が出される内容を含んでいると考え

ております。この高さ制限は第 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

を持たれる方もおり、丁寧に説明を行いながら進め

てきたものです。区としては開発をしやすくすると

いう目的ではなく、今の良好な環境を守るために今

回新たに規制を１つ追加したいと考えています。 

規制方針 マンションの高さが１回決まったら、高くしよう

と思っても変えられないというお話がありまし

たが、ここ数年で 10階以上の建物が急に増えま

ご指摘のように今ある建物が既存不適格建築物の

特例を適用すると街並みが揃うのは 50年以上掛か

る可能性はありますが、今回この高さ制限が掛けら
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した。それが、ほとんどがマンションですので建

て替えの特例がありますから、そうしますと完全

に既存不適格だから上をちゃんと削るとなるの

は、およそ 100年位かかるのです。100年間もそ

の一般住宅に住んでいる人は我慢しなくてはな

らない。少子化とかで人口もどんどん減っていま

すので、もっと高い建物を建てようというように

はならないのではないかと思います。そういう時

に、区の特別条例というものをつくっていただい

て、もちろん容積率とかそういうものが法律で守

られているので、そこから計算する高さというも

のを示さなければ、逆にディベロッパーから、こ

れは法律違反じゃないかと逆に区役所が叩かれ

る、だからこの数値は変えられないというのが正

直なところだと思うのですが、それをディベロッ

パーからの苦情を抑えるためにも、特別条例とい

うものを作っていただいて、容積率や建ぺい率と

いったものだけではなく、それこそ、その地域の

現状も一般の普通の戸建とマンションがどれぐ

らいの割合があるのかという戸数ですよね。とい

うようなことで、ここは一般の住宅が多いので、

もっと高さを低くしなさい、そういうような新し

い計算方法、計算根拠を発見していかないといけ

ない。 

れると、基本的に制限値を超えた建物は今後文京区

内では建てることができなくなります。制限値を超

えるものは、大規模敷地の特例などを適用して緑地

の確保や外壁の後退距離の確保等が求められるこ

とになりますので、文京区では良好な開発でなけれ

ば高い建物を建てることができなくなります。 

地区 

計画 

特例 

今回のことで、特別な容積率や建ぺい率以外で、

絶対高さをもう少し低くするような根拠という

のを見出す努力というものはしていただけるの

ですか。 

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街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、この街は将来的にこうするべきだという

目的を決めて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、文京区が支援し

ているところです。 

規制方針 地区で合意がとれるのは珍しいじゃないですか、

珍しいのですよ。皆でもっと低くしようというと

ころで団結できるというのは。そうじゃないとこ

ろの方が多いわけで、一棟でも建っちゃったら、

そこの住民との、何で俺らが下になるのだと絶対

地区の合意をとることが難しいということは、高さ

に対して様々な意見をお持ちの方がいるというこ

とになります。そのような中で今回の絶対高さ制限

は原則として区内全域を対象とした規制となりま

す。そのため、制限値は都市計画に定められた容積
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に賛成してくれないじゃないですか。私も今マン

ションに住んでいますが、マンションに住んでい

て賛成する人というのは珍しいと思うのですよ。

なので、そういう私みたいな人間というのはそう

滅多にいないと思います。なので、それが難しい

のを分かっていて皆さんの総意で、というのは申

し訳ないけれど、逃げというか、ずるいというか。

無理だと分かっていてそういうふうにおっしゃ

るのはひどいなと思いますよね。 

率等の客観的な数値を根拠として定めていますが、

それだけではなく、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させながら第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

を持たれる方もおり、丁寧に説明を行いながら進め

てきたものです。 

40 規制値 既 35ｍのところは、嫌だと反対したのに結局 35

ｍになっちゃったって、おっしゃっていました

が、それはそういった反対意見があったのに、35

ｍにしちゃったのですよね、区の方が強制的に。 

皆はもっと低くして欲しいと言ったけど、35ｍ以

外にはなりませんと言われて仕方がないから、35

ｍ以上の建物が建ちつつありましたからね、我慢

したのです。そこを忘れてはいけませんよ。35ｍ

を地域の皆が賛成したからなんて、言ってもらい

たくはない。 

少なくとも私たちはその運動をした立場ですか

ら、その運動した人達がもっと低くしてください

とお願いしました。でも、東京都と文京区が 35

ｍ以下にはなりません。35ｍにしないのだった

ら、隣は 46ｍなので 46ｍのままですよ、どうで

すかって言われたので 35ｍで我慢しました。 

平成 16年度に指定された本駒込 6丁目の一部、音

羽 1丁目の一部の区域については、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。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おり、丁寧に説明を行いながら

検討した結果と考えています。 

41 

  

  

  

  

規制方針 本郷２丁目の○○です。毎回参加していますけれ

ども、やはり区民の皆様にお伝えしなければなら

ないことがあります。これは、証拠をもった事実

を発表したいと思います。昨日、朝日新聞の民間

のところに六本木ヒルズの件で記事がございま

した。そのところに東京大学工学部の大方潤一郎

教授の記事が出ておりました。私は文京区の都市

計画審議会、今年の平成 25年３月５日の午後６

時から傍聴に行きました。いつものように、この

ような非常に重要な文京区における都市計画審

議会にも関わらず、成澤区長が例によって欠席さ

れております。欠席したのは、成澤区長だけでは

なく、村木さんや深瀬さんという要職にある方も

欠席しておりました。そこで大方先生が、18時

55分前後にこのような発言をされました。今まで

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。 
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の高さ制限の第 3次素案において、15ｍのところ

を 17ｍにし、45ｍのところを 46ｍにし、さらに

驚くべき話で、50ｍのところを 60ｍとして 10ｍ

もアップしているのですね。このような暴挙とも

思われる、私どもは下げてくださいと言ってきた

にも関わらず、10ｍも上げるのは何事かと。１ｍ

も上がり、敷地が広がり 3,000㎡を超えれば、特

例で文京区の総合設計が使えるわけですよ。大方

先生は、「えいやっと分かりやすい数字を出した」

と。区民に説明しにくいので統一した方が、街並

みの連続性うんぬんとそのような発言がありま

した。シンプルで分かりやすいと、どこが分かり

やすいのだと。暴論に近いと。これを、本当かど

うかということは録音できなくて、あとで聞いた

ら、その通り言っていたよと言われました。私は

ふざけるなと思いました。明治大学公共政策学科

の市川教授が、東京都寄りであるというようなニ

ュアンスの話をしておりました。私のノートに書

いてあるのですが、規制はシンプルであると。そ

のように理解していると。こういうような発言が

文京区の都市計画審議会でありました。今日は高

橋課長にご質問をさせていただきます。先ほど、

千代田区に近い、大手町に近いと申されておりま

したが、私の住んでいる本郷２丁目、湯島は台東

区、千代田区に近いのですが、今すでに建ってい

る商業ビルの空き室率がものすごく多いです。ど

ういうことかといいますと、全然賑わいがなく

て、既に建っている 10階以上の法人用のテナン

トビルが、オーナさんが上に住む・住まないに関

わらず１階２階が非常に空いている。しかもそれ

が長期間に渡って空いているのです。これが都心

型複合高度地区の文京区の特徴だと思えば、台東

区や千代田区の方にも空いている訳です。原因が

何なのかというと、色々な原因が考えられるので

すが、都市型複合高度地区を目指すと言いなが

ら、これ以上高い建物を建てても、賑わいどころ

か空き部屋が増えている事実をまず確認しても

らいたい。その原因が何なのかを私は複合的に考

えております。 

規制値 今回 50ｍの○○や○○の方の、まず五木田主査に

簡単に質問しますけれども、ここはいつまで経っ

湯島にある 22ｍ区域は、住居系用途地域で指定容積

率 300％ということで、制限値 22ｍとしています。 
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ても 22ｍの外堀通りのところに出ています。この

22ｍというのは、前任者の中村さんのところの酒

井さんが答えていたのですが、なぜ 22ｍになって

いるのか、まず答えてください。そんな難しい質

問じゃないです。 

規制値 70ｍと書いておりますけれども、この 70ｍは第 2

次素案からずっと変わらないのですが、なぜ 45

ｍが 46ｍになって 50ｍだったところが 60ｍにな

ったりするのですか。こんな 10ｍも上がることに

よって、よりこれは完全にディベロッパー寄りの

高さ制限に間違いないと確信しているんです。東

京都は開発寄りの高さの方に変えたのですよ。そ

れともう一つ、高橋課長は、いつも総合設計だと

か特例を使う場合の説明において、今の位置をず

らさない、日影の影響等もあるのではないかと。

原則として現況の位置と同じ、特例は１回に限

る、同程度以下ではみ出しはダメですよ、とおっ

しゃるのですが、これはやはり、はいそうですか、

と受け止めるわけにはいかない。理由は、東京都

の総合設計制度は、区長が公益性に資するという

ような点で、特例で認めれば高さが緩和されるの

で、70ｍの○○○○○○や○○○、○○○○○○

○○を含んで、ここは 70ｍとなっておりますけれ

ども、敷地を広げて上空通路でつなげてしまえ

ば、東京都は公益性に資するという理由で絶対に

真ん中にはならないのですよ。なぜ真ん中になら

ないかというと、いま 21階建てを建てています

けれども、その 21階は本来であれば南側に高い

建物を建てて、北側は低くするのが当たり前なの

です。○○○○○○○○は少し下がっているので

す。それが逆なのですよ。それが真ん中になるの

ですか。いま駒込にいるので、○○○○○○○○

○の総合設計制度も見ていますが、どうもああい

う高い建物が建つと周りの環境が著しく突出し

て、まぁ総合設計制度ですから、名目上は近隣の

環境ですとか、公開空地を設けるだとか、周囲に

配慮したとか言っていますけれども、やはり突出

した建物でもあるし、高い建物を建てれば、いく

ら公開空地を設けたとしても必ず日影はできま

すし、風害の問題もあります。決していい面ばか

りではないのですよ。むしろ負の要素が大きいと

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。 
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いうことも前任者の中村さんも、そのようにここ

でおっしゃっていたことを私は忘れることはで

きません。今日あなた方に質問したいのは、東京

都に追従しているということは、これは文京区が

一生懸命第 1次から第 3次まで考えていたのでし

ょうが、この高さでは納得いかないし、理解も及

ばないし、非常に住環境に不安がある。これから

の文京区を考えていく時に、また紛争だと。だけ

ど、マンションのディベロッパーは 60ｍで構わな

いのだと。59ｍにしたところで、その１階、２階

下がったところで、その街の連続性というものは

必ず予算にもよると思うのですよ。高橋課長は、

この高さではいけないから高さ制限が必要だと

言うようなニュアンスの話をしておりましたが、

全員が全員 60ｍで目いっぱいに建てられる予算

があるかというと、これはまたいろいろな人の状

況や敷地の状況にもよると思うのです。私は、こ

のような、特に自宅の後ろが 45ｍで、45ｍでも高

いのに 15階建てのマンションが建つ。それを１

ｍ増やして 46ｍだと、その後ろの壱岐坂通りは

60ｍと、だったら○○○なんか 70ｍで済むのかっ

て話しです。100ｍに最初からすれば良かったじ

ゃないかと。そうすれば公聴会を開かなくたっ

て、特例で認められたからといって堂々と建てれ

ばいいのですよ。別に○○○を応援している訳で

はないですけどね。このような著しい突拍子もな

い 10ｍも１ｍも上げている地域なんてあまりに

も暴挙ですよ。これが、いつの都市計画審議会で

誰と誰が文京区の代表と話をしたのですか。 

その他 協議会が開かれたということなら、公文書等情報

公開を求めればどういったことを東京都側と事

前協議で話されたのかというのは知ることがで

きますね。 

東京都との協議は、都市計画法第 19条に基づき行

っております。 

その他 外堀通りの 22ｍの区域に建物はどこにあるので

すか。 

ご質問の区域内には地下鉄の出入り口等のものが

あるのみです。 

42 規制方針 この公聴会そのものを非常に疑問に思うように

なったのです。先程、建てる人のパーセンテージ

が多いような話をしているのですが、パーセンテ

ージが多いとか多くないとか、その意見を取り上

げるのは問題があるかなと思うのですよ。どうい

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

ておりますが、意見の中には制限値をもっと下げて

欲しいという意見を多くいただいています。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
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うことかというと、どこかの電力会社ではないけ

れども、やらせという意味でね、いろんな意見、

あるいはいろんな話を聞いた中で、パーセンテー

ジを多くするために関係者やそれらの家族だと

かが出てきて、文京区の意見はいいですね、とい

うことを書きなさい、あるいは言いなさい、とい

うことで、パーセンテージを上げることも可能な

わけです。そういう懸念もあるし、私どもが言っ

ているのは、高さが全般的に高いのであって、現

実社会で、私の家の前のところも 31ｍになってい

ます。不忍通りで先日風の強い時があったのです

が、荷車を引いているおばあさんがひっくり返っ

ているのですよ。風害というものは規制がないの

です。高いビルが建つと高いビルと高いビルの隙

間風というのですかね、すごい風力となって、お

ばあさんは歩けない。先日見たおばあさんはひっ

くり返っていました。やっぱり日常生活で歩けな

いような建物を、あるいは幹線道路にしても高く

ていい、みたいなことで開発業者が優先に決めて

いくという考え方は問題があると思っています。

こちらから見ると、区とディベロッパーや建設会

社者がくっついていてパーセンテージが多いか

らこの意見を取り上げて、じゃあ他の人は少ない

のだと。住民が反対しようとすると、100％ない

と出来ないですと、非常にハードルが高くなるの

です。決めるときは頭から決めて、ここは 24ｍで

す、ここは 60ｍですと簡単に決めるけれども、決

めるときには住民にその話をしているのかとい

うと、しないで決めるわけですよね。住民がこれ

は嫌だよって言った時に、住民全員ハンコを持っ

て来いって訳で、こんなハードル高くするなよっ

ていうのが、住民の方の運動として不公平じゃな

いか、ということが感じられるわけです。こうい

う会を何回やっても、いやパーセンテージが建て

る人の方が多いんだって言ったって、会社や組織

でやればいくらだって、葉書でも出てきますよ。

そんなのは、信用ならないのですよ。本当に住民

で住んでいる人の住所あるいは住民票を持って

いる人の意見、あるいは建設業者と関係ない人、

そういう人の意見も十分聞いていただきたいと

いうふうに感じました。だから、ある意味で何回

しいとまとまったご意見が出たところがありまし

た。それらの意見は都市計画審議会にも報告をして

おり、ホームページで公開されています。 

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。 

第 2次素案において住居系用途地域・容積率 200％

の区域については、一定程度下げて欲しいというま

とまった意見がありました。200％区域の街並みの

実状は高くても 4階建てまで等の理由から、住居系

の 200％については全て 15ｍから 14ｍに変更しま

した。併せてこれらの地域に接している住居系用途

地域・容積率 300％の区域、第一種低層住居専用地

域と接している容積率 300％の区域などについては

周辺地域との整合性を図るということで制限値の

見直しを行いました。 

このように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おり、丁寧に説明を行

いながら進めてきたものです。 
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かやったからという、既成事実みたいなことで、

そのパーセンテージで、じゃあ区は動いていま

す、というような言い方はやめてほしい、という

ふうに思います。 
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④ 4 月 26 日（金）アカデミー茗台 

No. 分類 ご意見・ご質問 区の考え方 

43 意見 

集約 

非常に丁寧に説明いただきまして、よく理解でき

ました。ありがとうございます。実は最近、自分

が住んでいるマンションが既存不適格になると

いうことを知りまして、なぜ知ったのかという

と、分譲主の方から、文京区さんからこういうも

のがきているという案内を掲示板の方に貼られ

まして、あなたの所有する建物については、既存

不適格建築物になることが予想されます、と書い

てありまして、それは大変だなということでこち

らの方に出席させていただきました。何点かある

のですが、この案内をなぜ分譲主の方に送ったの

か、今の建物の所有者ではなく、この建物を作っ

た人に送ったのかという事を知りたいと思いま

す。恐らく趣旨は、プロである事業主にまず説明

をすることで、どの程度既存不適格の程度がある

かということがすぐ分かりますので。その辺の説

明を介して、きちんと説明をして欲しいという趣

旨だったのかなと。逆にいただいた通知文を掲示

板に貼ってあるだけでは、何がどう既存不適格に

なるのかということが素人の私たちには一切分

かりませんし、あと区報ですね。確かにいただき

ました。ただ地図が非常に細かいので自分の土地

がどこにあって、どういう規制が掛かっているの

か、そもそも今までどういう規制だったのがどう

なってしまうのかということが理解できなかっ

たので、とってはあったのですけれども、今回や

っと引っ張り出してきて見たという状況があり

ます。 

第 3次素案の区民説明会及び意見募集において、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

て周知の徹底をすべきとの意見を多数いただきま

した。そこで、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 第４次素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。郵送は普

通郵便で行い、マンション名等は建築計画概要書や

住宅地図等から全て調査を行いました。郵送先の宛

主が不在ということで返ってきたものについては

直接現地に行き投函等を行うことで対応しました。

区としてはできる限りの周知に努めているところ

です。 

意見 

集約 

最近できたマンションに住んでいるのですが、全

く既存不適格になるという事を知らなかったと

いう状況がありまして、そもそもこれは分譲主の

重要事項説明にいつの時点から該当したのかと

いう事をですね、当然プロの人が文京区の都市計

画調査に行けば、ここの土地にはこういう規制が

掛かる予定ですよという話があるかと思います。

それをきちんと購入者に対して説明しなければ

いけなかった時点は、第 3次、第 4次とだんだん

と詳細に詰めてきている状況があるかと思いま

すが、そもそもどこで買主に伝えなければいけな

絶対高さ制限は、都市計画決定された段階で定まる

ことになり、それまでは現行法令等に拠ることにな

ります。 

なお、ディベロッパー等の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、努めているところです。 
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かったのかというのを知りたいと思います。 

既存 

不適格 

特例 

もう１つが、余剰建ぺい率がおそらくあると思う

のですが、建て替える時に同じくらいの規模にし

てくださいということは分かるのですが、今 60％

の規制の建ぺい率を 50％までしか消化していな

い場合、建て替える場合少し容積消化をしたいの

で 60％ギリギリまで使うというのは建ぺい率上

は可能なのかどうかということを知りたいです。 

建替えの計画の際に、余剰容積率や余剰建ぺい率が

ある場合は、それらを考慮して計画をしていただく

ことは可能です。 

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

的には良好な街並み景観を形成したいと考えてお

り、将来計画においては、絶対高さ制限内の建築計

画となることを誘導していくため、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。 

既存 

不適格 

特例 

もう１点が、建替えは１回 OKですよということ

ですが、これは保証されるのでしょうか。それを

信じてだいたい 50年くらいマンションなどはも

つと思うのですが、次に子どもの世代になったら

建替えができるねという話をマンションの中で

したとしても、これが途中で計画が変わったから

ダメだよとなると、非常に困ったことになりま

す。今 5階建てのものが 4階建てになってしまう

と、20％の人たちは出なければいけない、あるい

は今住んでいる所が 20％小さくなるよというよ

うな不安が少しでも残るのかという所を教えて

ください。 

将来的には良好な街並み景観を形成したいと考え

ており、将来計画においては、絶対高さ制限内の建

築計画となることを誘導していくため、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。 

意見 

集約 

分譲主宛の紙というのは、ただこれが来たから掲

示板に貼っておいてねというだけで、分譲主の責

任はそれで十分果たしていると認識しても良い

ですか。これには説明して下さいと書いてあるの

ですが、説明というかお伝えいただければ幸甚で

すと書いているのですが。 

特にどこまでやってくれという責任は区として

は求めていないということですか。 

今回の通知は既存不適格建築物となる可能性のあ

る所有者へ行ったものであり、区分所有者等への個

別の周知方法については特に指定はしていません。 

既存 

不適格 

特例 

第１次素案が初めて区民に公開されたのが平成

23年 8月 31日号ということでしたが、実は私の

マンションの契約が同じ年の 2月なのですね。区

平成 22年度に「文京区絶対高さ制限を定める高度

地区の指定方針（素案）」を検討していますが、具

体的に地区別の制限値を公表したのはご指摘のと
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報が 8月ということであれば、それは知らなくて

も仕方がないねという時期でしょうか。特に分譲

主の方はケアすべき所ではないという事ですか。 

おり平成 23年 8月の第 1次素案が初めてというこ

とになります。 

44 

  

意見 

集約 

本郷の○○ですけれども、今五木田さんが前の男

性の方にご説明した内容に関連して私も質問さ

せていただきます。五木田さんは通知は、確認申

請をその建物を建てた時の建て主に送ったとお

っしゃいましたけれども、それでよろしいです

ね。ところが、私の住んでいる本郷 2丁目界隈は

文京区の中で一番高い 70ｍとか 60ｍとか出てい

るのですが、高度地区ということで勝手に目指さ

れておりますが、私は憤慨しておりますが、こう

いった所の今ある既存不適格建築物のマンショ

ンならびにテナントビル、湯島の方でも総合設計

制度を使っていて文京区の 3,000㎡ぐらいの総合

設計を使っている、公開空地をとっている所がど

かんと建っているのですが、○○○○○のビルで

す。高さは 60ｍ以下ということで、高さ制限は満

たしているかもしれませんが、問題は今度は建て

る時に１回の建替えを認めるということで、同じ

高さに建替える特例を認めるということが既存

不適格の特例の通知であったようですが、ここが

重要ですよ、もしその建物が転売、あと１ヶ月ぐ

らいで転売する、あるいはこの第 4次素案が東京

都ともちゃんと話をしてですね、決まるという前

に転売する、あるいは決まってからも数社転売さ

れて、こういう郵送は建て主に送ったのだろうけ

れども、その証拠が、まず１点、普通郵便か配達

証明か、確実に建て主に届いているかどうかとい

うことをあなた方が確認しているかどうか。それ

と、複数転売されたりですね、今ある既存不適格

の土地と建物とオーナーが、私の家の真後ろのあ

る方のワンルームマンションもそうなのですが、

実際の土地のオーナーさんは神奈川県鎌倉とか

あの辺に住まわれていて、そこに 13階程度のワ

ンルームが建っているのですが、管理会社が数社

変わっています。そういったときに、五木田さん

は、理事長さんだとか管理組合の方に送ったと言

っていますが、ちゃんと周知されているかどうか

分からないし、転売されて文京区にオーナーさん

が住んでいるとか、近くにいるということで、会

第 3次素案の区民説明会及び意見募集において、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

て周知の徹底をすべきとの意見を多数いただきま

した。そこで、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 第４次素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。郵送は普

通郵便で行い、マンション名等は建築計画概要書や

住宅地図等から全て調査を行いました。郵送先の宛

主が不在ということで返ってきたものについては

直接現地に行き投函等を行うことで対応しました。

区としてはできる限りの周知に努めているところ

です。 
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社を経営されていて文京区にいるのだったら別

ですが、全く違う都道府県の行政にいる場合、ち

ゃんと周知されているかどうかという話なので

すよ。本来ならば土地と建物というのは今ある既

存不適格になるおそれがあるものとしても、法務

局に行って誰がオーナーさんなのか、誰が所有し

ているのかということを確認しなくて良いのか

なと思ったことが非常に不安に思ったのですね。

現実は既存不適格、既存不適格ということで今建

っている建物で絶対高さ制限が決まるとあなた

の建物は 1回だけの建替えを認めるとか既存不適

格ということで高さが 5ｍ、10ｍ高くなっていま

すよということでしょうけれども、そこを壊して

更地にして、ここ重要なのですが、コインパーキ

ングにしたりして、実際私の家の数軒先の 20坪

ぐらいのところが○○○○○○○○○とかです

ね、ファンドの会社に転売されたことが法務局の

登記で調べたら分かったのですが結局建ちませ

んでした。そういうような更地も含めてこんな高

さ制限があるなんて知らなかった、建築確認申請

のときにはねられるかどうか分かりませんが、ギ

リギリまで容積率を使って建てるのではないか

と。そういう不安もあってですね、まとめますと、

どこまで五木田さんがおっしゃっていた、建て主

にきちんと送られているかどうか。ここが非常に

重要なのですが、今の説明ですと先ほどの方もお

っしゃっていますけれども、第 1次素案のときに

は知らなかった、第 2次素案も知らなかった、少

なくとも建て主さんが文京区における絶対高さ

制限というものがちゃんとこういうふうに素案

も含めて議論されているということが、文京区内

でですよ、都市計画調整課を含めて区民の皆さん

が。それすら知らない管理会社が結構あります

よ、テナントでは。そこが問題なのですよ。特に

都心型高度地区となると、玉石混交というか、め

ちゃくちゃになっているのですよ。昔から住んで

いる人は少なくなってきて、地権者の人で上にオ

ーナーさんが住んでいていたり、上に○○さんや

○○さんが住んでいるとか、そういう所なら話は

できやすいのだけれども、川崎にいたりどこにい

たりで、いきなり看板出て建てられてですね、45
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ｍのところが 46ｍになったり、高さを見たら、こ

れはちょっと建てられるのかという不安もある

ので、ということで、結局どこまで既存不適格に

なるおそれがある建物の建て主さん、五木田さん

がおっしゃっている建て主さんに対して周知を

どこまでしているのか、誰が確認するのか、あと

もう１つは、集合住宅によると、私の町会の案内

でも入れてはいけないような雰囲気になって、監

視カメラで、入れていいのかどうか迷っていると

いう話が総会でありましたけれども、管理会社が

２つくらいになっている所があるのですよ。1階

から 10階までがある会社がやって、11階から、

要するに分譲賃貸なのですよ。そういった所でい

うと、ちゃんと建て主さんというのが、五木田さ

んおっしゃっていましたけれども、その建物を管

理している会社さんと、管理組合なるもの、また

は自治会なるもの、建物の中のですけれども、き

ちんと周知されているかどうかということです

よ。多分住んでいる人は忙しさにかまけて、そん

なの掲示板に貼られていたとしても絶対高さ制

限という言葉自体知らない人も多いと思います

よ。ですからそれをどこで確認されているのかと

いう話です。これがせっかく決まってですよ、そ

の後に知らなかったと、話が派生して申し訳ない

ですが、土地を広げていって地上げしていって狭

いところが段々段々広くしていって、3,000㎡ま

ではいかなくても 20坪が 5つあって 100坪あり

ますと、そこの 100坪と後ろのコインパーキング

とかと合わせれば今度は 200坪になりますと、残

るのは 1軒ですよというような形で、私の住んで

いるちょうど北側なのですが、壱岐坂通りが 50

ｍだったのですが、それが 60ｍになってしまった

のですよ。あれだけ下げてくれ下げてくれと言っ

ておきながら、急に文京区の中で 50ｍから 10ｍ

上がって 60ｍになってしまったのですよ。そうし

たらですね、明日来るかどうか分かりませんけれ

ども本郷２丁目の大関横丁に住んでいるある方

の所は戦後焼け残った所がありまして、まだ２階

３階の低層階の住宅が結構あるのですよ。こうい

った所の人は、50ｍでも日影になって、もうしょ

うがないと我慢しているのに、さらに 60ｍになっ
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てしまったら、これはもうマンションデベロッパ

ーにしろテナント開発会社にしても皆 60ｍに近

い高さが建つ、こういうことはないと思いますけ

れどもね、ちゃんと規制しているということで、

文京区がこういう絶対高さ制限を打ち出してい

ますから。ただ、本当に 60ｍだらけになってしま

ったら、私の北側に住んでいる人はもうしょうが

ないですよね。さらに日影になるところが広範囲

に及ぶという事と同時に、壱岐坂通りの北側に住

んでいるマンションの方の 7階の人とか 8階の人

とか最上階の 12.3階くらいの人がみんな目の前

がマンションで日影になってしまうのではない

かと、そういう懸念があるのですよ。だから大変

恐縮ですけれども、本当にこの私の住んでいる 46

ｍと書いている本郷 2丁目の所がこの高さ以上は

建てられないのは分かりますが、それ以下の人が

予算の応じてですね、既存不適格ではないですか

ら、30ｍだろうが 20ｍだろうが１階だろうが２階

だろうが、住む権利があるし建てる権利はあるの

ですよ。だから著しくなんでこんなに 50ｍのとこ

ろが 60ｍになったりして、45ｍのところが 46ｍ

になったりしていると、多分、今日こちらの方で

は地元の方、小日向とか小石川、大塚の方がいら

っしゃると思うのですが、他の地区の方でも今の

第３次素案でももう少し低くしてくれという意

見もかなりあったと思います。ですので、まとめ

ますと、本当にちゃんと文京区側の方で建て主さ

ん含めて申請されて周知されているかどうかを

どこで確認するのかということはやっぱり重要

だと思いますよ。私はそう思います。あともう１

点ありますので、また後から質問します。 

既存 

不適格 

特例 

今の五木田さんの説明は、この前の福祉センター

かどこかで話されていた内容なのですが、私が言

っているのは、そういう周知の仕方でビーグルに

載せたりホームページに載せますということで

はないのですよ。本当にこれは非常に重要なこと

なのです。財産である建物が既存不適格というこ

とに位置づけられて、うちの建物は不適格という

烙印を押されていると。よく冷静に考えてみた

ら、絶対高さ制限というのがあって、確かに建築

基準法で合法だけれども、この街からいったら確

第 3次素案の区民説明会及び意見募集において、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

て周知の徹底をすべきとの意見を多数いただきま

した。そこで、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 第４次素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。郵送は普

通郵便で行い、マンション名等は建築計画概要書や
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かに反対している人もいたなとか、だけれども、

建築基準法上合法だし、それなりに全部とは言わ

ないまでも配慮したこともあると。しかしそこが

今 50ｍ建っていて、それが 46ｍということにな

ると、今度は建てるときに１回の特例を認める

と、区長の方で特例を認めるような物件でもない

し、いろいろな条件があると思うのですよ。公益

性を満たすのではなく私的なものがあると、50ｍ

のオーナーさんが今度 46ｍで、１回の建替えで今

度 46ｍにしなくてはいけないと。4ｍ今度は低く

しないといけない既存不適格なのだと。でも冷静

に考えたら、土地の半分は例えば大阪のある人の

ものであって、残りの半分は私のものであるとか

ですね、土地と建物というのは、いろいろなパタ

ーンがあると思うのですよ。ですから、私はしょ

っちゅうやっていますが、コインパーキングがで

きたり、いきなり解体工事のお知らせがあったり

したりですね、近隣にあった場合においては法務

局へ行って土地は誰のもので建物は誰のものだ

と、そこがどんな建物が建つかどうかというもの

は建築・・見ないと分かりませんけれども、何の

問題が発生するのか、お互いの近隣の良好な関係

を維持していくためには、どのような対応が必要

なのかなというものが、これは互助の精神も発揮

しなければならないのですけれども、やっぱりそ

れでも紛争に近いような問題が起きかねないの

ですよ。それが高さが問題だったり、財産権の侵

害だからいっぱい建てても構わないという、必ず

いろいろな理由で日影、交通障害とかの問題の起

きるのですよ。ですから、本当に今の既存不適格

のその建物のオーナーさんなり建て主さんです

よね、確認申請とおっしゃっていましたけれど

も、建て主さんに周知しましたというような、先

ほど男性の方が重要事項説明とおっしゃってい

ましたけれども、全くその通りで、送ってちゃん

と届いていますよということが確認されて、ちゃ

んとこれを読みました、承諾したわけでないけれ

ども読んだというような一定の理解とか一定の

納得は別として、これをちゃんと受け取ったとい

うような形にしないと、送りっぱなしで読んでい

るかどうか分からないし、問い合わせがあって、

住宅地図等から全て調査を行いました。郵送先の宛

主が不在ということで返ってきたものについては

直接現地に行き投函等を行うことで対応しました。

区としてはできる限りの周知に努めているところ

です。 
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うちの建物のどこが問題なのですかと、ああそう

いうことで高さ制限があったのですねという契

機になることは良いことだと思いますけれども、

本当に届いているかどうか分からない、その建主

にきちっと周知されていれば良いのですが、必ず

大きな建物だと私こういうことを懸念している

のですよ。例えば○○○○○○○とかですよ、大

きな外堀通りに既存不適格建物がございますけ

れども、それも東京都の総合設計制度で特例で認

められたものだからという話になって、また公益

性に資するとか、例えば文京区長がですよ、公益

その他やむを得ない事情において、高橋さんが何

回も説明しておられましたけれども、既存不適格

建築物の建替え特例（案）についてと書いてある

のですが、１，敷地面積は原則として現状以下に

しないこと。建築工事中の建築物の高さを超えな

いこと、それとよく高橋さんがおっしゃっている

のは、真ん中に持って来いと。要するに建築物は

できるだけ中央におっしゃっていたのは私は暗

記しているのですけれども、建築の工事中の建築

と著しく異なる位置に建築しないこととかです

ね、こういう条件が彼らにとって本当に分かって

いるのかどうか。少なくとも 50年、100年建てる

建物で今と同じ位置にするとかですね、真ん中に

できるだけ寄せて、日影になってちょっと迷惑か

けちゃったからできるだけ敷地内の南側に寄せ

て北側を開けていくとか、公開空地が少し狭かっ

たということで、少し高くなるけれども南側を高

くして北側を存分に広くするとかですね、最低で

も 50年から 100年先の話ですよ。私が懸念して

いるのは、こういう既存不適格建築物の建替えの

特例についてということで先ほど男性の方がお

っしゃっていましたけれども、何年か先に変わっ

てしまうのではないかと思っています。それぐら

い今の建て主の人が、この特例の趣旨と位置づけ

をどれぐらい真剣に考えているのか。そこを懸念

しています。本当にうちの所だって文京区で一番

高いのは 70ｍで○○○や○○○○のところがあ

りますけれども、湯島聖堂のところで、なぜか 29

ｍから 31ｍになっていますけれども、そういう歴

史的建造物が湯島聖堂のところにあって、文京区
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の１つの魅力となっている所があるのですが、本

当に 50年 100年、最低 50年先にこういう既存不

適格建築物の建替えの特例で１回は認める、ヘタ

したらもう 100年くらい掛かるのではないかと。

この絶対高さ制限の 70ｍになるには。だから昨日

ある女性の方がおっしゃっていましたけれども、

そのときは私は死んでいて孫の代に始めて 31ｍ

になるとか、46ｍとか 14ｍになるとか、そういう

話になってくると思うのですけれどもね。将来を

見据えてということになると、この絶対高さ制限

が今度の東京都との話し合いと、文京区の最終的

な一旦これが決められたとしても、実際に決まる

のは今建てている建物が公益性に資するとか、

100ｍ近い建物ですとヘタしたら 200年くらい先

になるのではないかと。70ｍになったり 60ｍにな

ったりするのが。特に幹線道路なのですね。それ

を思います。私はそういう懸念をしているのです

よ。ですから周知の仕方ということで、ちゃんと

届いたかどうかという事を確認しないと多分五

木田さんは郵便局から返ってきたとおっしゃっ

ていますが、それが返ってきたからピンポンして

投函して管理人室に入れておきますといっても

多分捨てられているかもしれませんよね。分から

ないですよ。理事長が一生懸命自分が住んでいる

所の建物について考えているという方だとか、大

規模修繕だとか色々なことを考えている方がい

らっしゃると思うですが、高さ制限といってもち

ょっと良く分からないと。おそらく家の周りのワ

ンルームの管理会社だったら多分捨ててると思

いますよ。 

45 

  

規制値 最初の説明を聞いていなくて申し訳ないのです

けれども、私は個人的に皆さんがご自分の財産に

ついて真剣に考えられている問題とちょっと私

の場合は環境の方で大変気になっていまして、茗

荷谷の駅の近くをよく利用しているのですが、も

のすごい風が強いときがあります。特に駅から出

ると最近駅の周りの高い建物がつくられたせい

か、本当に強風でご存知のように駅前の○○○○

○○の広告もすごい強風で落ちましたよね。その

ぐらいあの辺は高い建物が建ってから前は○○

○だけだったのですが、今は○○○○○○○が建

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

を図り、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 29ｍの区域は指定容積率が

400％のところで、住居系用途地域 29ｍと商業系用

途地域 31ｍとしていた区域を 31ｍの高さに統合し



58 

 

ってからは、本当に強い風が吹いています。私は

大人ですが、あの辺は小学校がたくさんあって、

駅の周りに学校がものすごく多いんですよね。子

どもたちも本当に頭下げてつらそうに歩いてい

ますよ。そういう時は。そういう所なのですが、

今茗荷谷駅のところから湯立坂を下がったとこ

ろが商業地区とは思えないのですが、29ｍが 31

ｍになっているのですが、どうしてさらに高さが

上がってしまったのか理解に苦しむのでご説明

をいただけたらと思います。この茗荷谷は銅御殿

の重要文化財もある所なので、なるべく環境を良

くしていただきたいと思っています。 

ています。これは、住居系用途地域と言いながらも

用途地域の内容からすると事務所や店舗の立地も

想定されることや、同じ指定容積率 400％に生じる

2ｍの差による街の違いが明確にできないことか

ら、都市計画上の視点から整理を行い 31ｍとしまし

ました。 

規制値 東京都との話し合いであって、文京区が強くそこ

の環境が重要文化財、銅御殿や小石川植物園の両

方あるのですね。現在近くに学校もすごく多くあ

りますよね。そういう文京区の特性、多分学校が

多いという事は文京区の特性で、神社仏閣も多い

文京区の特性は強調されなかったのですね。東京

都全体に合わせるようにしてしまうという考え

方なのですね。 

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

を図り、制限値の一部について修正を行いました。 

今回の高さ制限では、住居系用途地域で指定容積率

300％の区域で３つのメニュー（17.22.24ｍ）を設

定しています。このメニューは文京区の地域特性に

より決定しているものであり、良好な住環境を保全

するという文京区の特性を表しているものといえ

ます。文京区の魅力である良好な住環境という特性

を考慮した計画であるとご理解いただければと思

います。 

46 

  

規制方針 本郷地域から来ました○○と申します。個人個人

の財産ということからの規制とか高さ制限とか、

逆にこれ以上はいけないけれどもここまでは建

ててよろしいとか。ところが一方で、地域の環境、

特に文京区の特徴に基づく環境づくり、街づくり

という場合でも、開発業者の立場に立った街づく

りと、ここにずっと住んでいる長く住んでいる子

育てをして、地域で生活をしてやがて置いていく

地元の人たちの立場に立った街づくり、開発のた

めの街づくりと立場が違うと思います。例えば私

も本郷の人間ですが、銅御殿の地元の人たちの要

望、要求今も裁判がどこまでいったか。それから

小石川植物園についても生態系をきちっと保存

今回の高さ制限の目的は、①良好な街並みを形成す

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。銅御殿の関係で運動をさ

れている方々も、こういった視点で活動されている

と思います。そういった意味からも、これらの目的

を達成するために、開発業者側に立つのではなく、

地元の皆さん、そこに住んでいる皆さんの立場に立

って、１つの規制を区内全域に１つのルールで掛け

たいというものです。これは決して緩和ではなく、

今ある規制に１つの規制を加えるものであること

はご理解をいただきたいと思います。 
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しながら文京区らしく地域の人たちの生活にマ

ッチした街づくりというような事、何を質問した

いのかというと、質問の仕方はいろいろあると思

いますが、銅御殿の地元の住民の方々が大変なご

苦労による戦いが、この都市計画によって３次で

おしまいで言っていたところが４次になって、文

京区の特徴が平らに全体が平均させたというよ

うなニュアンスでお聞きしますけれども、やっぱ

り都市計画そのものも、都市は東京ではなくて、

個々の区が集まって東京都が成り立っていると

ういことも言えるわけで、一つお聞きしたいの

は、銅御殿の人々の願い、要求がこの高さ制限に

どう活かされているのか、あるいはそれが東京都

レベルでなされる都市計画に反映されているの

か反映されていないのかお聞きしたいと思いま

す。 

規制方針 今のご説明は少しごまかしがあるような気がし

ます。どういうことかと言うと、都市計画そのも

ののは、都市計画はどこか天下りできた上からの

もので区民とは関係ないと、区民ということは都

民であるということですよ。都民とは関係なくて

何か上から降ってきたような話をされる、個別の

いろいろなことは都市計画としては考えていな

い、その都市計画に照らして第３次素案を第４次

素案に修正したというようなご説明ですけれど

も、むしろ個が集まって地域があり、文京区があ

り、やがて東京都がありということで、個を無視

した話というのは、先ほどの周知徹底の話にして

も非常にハートがこもっていない、魂が感じられ

ない原因ではないかと不満にも思ったり、ごまか

しの説明だと今日も印象を強く持っています。 

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

を持たれる方もおり、丁寧に説明を行いながら進め

てきたものです。 

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

を図り、制限値の一部について修正を行いました。 

また今回は既存不適格建築物にとなる可能性の所

有者の方への周知を行うなど、区民の皆さまのため

にできる限りの作業は行なって参りました。今後と

もご理解とご協力のほどをよろしくお願いいたし

ます。 

47 

  

  

規制値 ○○と申します。親族が文京区に何人か住んでい

るのでいくつか質問をさせていただきます。１つ

は先ほど湯立坂の話もあるのですが、高さ制限を

現在すでに指定容積率を基準とした建物が多く建

っていることを考慮すると容積率を下げるという

ことは慎重に検討しなければならないと考えてい
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掛けて街並みがよくなる形もあるかと思います

が、湯立坂のようになぜか容積率だけあって高さ

も今回 31ｍになっていますが、そもそも容積率が

そんなにいらないような場所なのではないかな

と思うのですが、中途半端に高さだけ掛けて容積

の見直しが、本来、そもそも容積を見直すことで

高いものが建てられなくするということもある

かと思うのですが、中途半端に高さだけ掛けて良

い部分も悪い部分もあるかと思うのですが、その

辺の容積率の見直しも含めて一緒にやらないの

かなというのが１点。 

ます。また容積率の見直しは、東京都が都市計画決

定する事項となっています。 

既存 

不適格 

特例 

音羽通り沿いに青い線で白抜きの場所がポツン

ポツンと護国寺よりの場所にありますが、音羽通

り沿いは割りとマンションが建っていて、今 46

ｍが掛かっていますが、なぜこの場所だけが高度

利用で、多分大きなマンションが建っている場所

だと思うのですが、このマンションは逆にいうと

将来建て替えたりもっと大きな建物を建てられ

るというような網掛けという形になっているの

でしょうか。今茗荷谷のそばで○○さんが総合設

計か何かで高い建物を建てています。これでいく

と 22ｍになっているかと思いますが、1回だけは

建替えを認めるということはこの総合設計制度

の建物は、将来また総合設計ということで同じ背

の高いものが、本来 22mを掛けるにも係わらず建

てることができるのか、もうできないのかという

ことなのか。 

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

的には良好な街並み景観を形成したいと考えてお

り、将来計画においては、絶対高さ制限内の建築計

画となることを誘導していくため、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。 

規制方針 総合設計制度というものと文京区高さ制限、総合

設計制度というのを使えれば高さを突破すると

いうことが安易に、これは東京都の方だと思うの

ですが、できてしまうと高さをいろいろ掛けても

商業地だと結構、一番最初の方の方が、50ｍだっ

たものが 10ｍ上がったというものがあるかと思

うのですが、10ｍというのは相当な高さだと思い

ますが、こういう考えというのは、どういう方向

になるのかなということをお聞かせ願えればと

思います。 

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。 

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。 
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その他 この前の音羽のときもお尋ねしたのですが、私は

小日向 3丁目に住んでいるものです。この前もお

建て主の方が地域の個人の方ということであれば、

まずは地域の方々で話し合いを行われる事が望ま



61 

 

  話しましたけれども、小日向 3丁目は今まで３階

建てが精一杯なのですが今回４階建てを建築し

ている人がいるのですが、お話しますとすぐ隣の

人で１階が２メートル５０の３階建てで、結構快

適な生活ができるという話なのですが、４階建て

でも２．５メートルにすると約１０メートルと少

しですむと思うのですが区の方の意見を聞かせ

てください。 

この前もお話しましたけれども、建築主と住む人

が全然違うんです。その場合区の方でどのような

指導をしていただけるのか、お願いします。 

建築主と住む人が違う場合は周りは泣き寝入り

するのですか。 

しいと考えます。 

なお、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、10

ｍ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。 

その他 一方通行の道を挟んで反対側がお茶大の女子寮

になっていて、そこは３階建てなのです。４階が

建つと上から覗かれる心配が多分にあるという

苦情が出ておりますが、その点のご返答もお願い

したいと思います。以上です。 

ご指摘の点については、地域の実情に合わせて、地

元住民、事業主、建築設計者で十分に話し合いを行

う事が望ましいと考えます。 

その他 ゴミの問題とか騒音の問題とかいろいろ住人に

よって問題が出てくるかと思いますが、その辺は

区の方ではノータッチですか。 

区の方で指導していただけますね。 

ゴミについては、地域で集積所がありますので、そ

こに適切に出していただくなど、ルールを守っても

らうことを伝えていただくことが大切だと考えま

す。 
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既存 

不適格 

特例 

先ほどの男性の方でしたか、発言されていた○○

○○問題、東京新聞の夕刊に載ったものなのです

が、小日向４丁目で今見て来ましたが、22階で高

さ違反で建設が中断されたと。これはもう公開さ

れた東京新聞に出ているもので私もファイルし

ているのですが、先ほど五木田さんが違反した場

合はということで、これは建築確認申請云々とい

うことで、合法と違反と、違反を指摘したのは文

京区の 22階建てマンション、これは 2010年の 6

月 29日のいま○○○○○が建てているものです

が、これは工事が中断したのですよ。中断したの

は住民の指摘で都が違反を確認し、日本建築セン

ターに連絡したと。ということは、住民の指摘が

一生懸命頑張って、確か建物北側の日当たりを考

慮して定めた高さ制限第 3種高度地区を適用する

と最高 9階までしか建てられないところにいきな

り 22階を建てようとしたと。そこで建築確認申

請をして、確認処分が民間の確認検査機関でされ

ご意見をいただいた案件の方には通知をしており

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

的には良好な街並み景観を形成したいと考えてお

り、将来計画においては、絶対高さ制限内の建築計

画となることを誘導していくため、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。 
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てしまえば、だいたい国土交通省の天下りが多い

と聞いています日本建築センターがばんと構造

計算なんてソフトで入れてですね、他の所ならは

い合法です、はい建ちます、確認済となるのです

よ。これを住民がそうじゃないんだ、どうもおか

しいと一生懸命指摘したら東京都に言ったらこ

れは大変だと、工事が中断しました。これは住民

が頑張ったからですよ。やっぱりこの 22階建て

の高層マンション○○○○問題と言われて空中

権の連担制度により移転して高い建物が建って

しまったのですが、一説によると本当かどうかわ

かりませんが、1回しか説明会出たことないです

が、公開空地があるのかないのかさっぱり分から

ないです。連担制度で空中権を移転して 22階と

出ていますけれども、こういう建物が○○○○さ

んの前の、後ろのマンションに住んでいる人が言

うには 14.5階ぐらいまでは街並みでマンション

が建っているからということで、暗黙の了解みた

いなものがあるのですが、あまりにも街並みから

したら突出しているのではないかということで、

いろいろとご指摘されていた方が地元でいらっ

しゃいました。五木田さんそれ、違反をしてきた

方が区民だったのですよ。東京都の方で確認され

たら文京区は何も口出しする必要ないじゃない

ですか。合法なのだから。合法だ合法だと言いな

がら、何ら法律的に違反はしておりませんと言い

ながらも、最初はそう言っておきながら、住民が

一生懸命調べたらやっぱり間違っていた。これは

おかしいじゃないかと、それを東京都は認めたん

ですよ。しかし違反を指摘されたからといって工

事が中断されても、もう一度建築確認申請を取り

直せば建ってしまうのです。そこで私が言いたい

のは、ここの春日通りの先ほど茗荷谷の新しいビ

ルの話をされていた女性の方もいらっしゃいま

したけれども、風の問題で、今度建てるときに何

年後かに本当に 46mになるのですか。春日通りに

書いていますよね。○○○○が建っているところ

に。今 22階ですから 100ｍを超えるかどうかは階

高が分からないので計算できませんが、80m以上

になるのではないかとみているのですが、本当に

46ｍに 1回の建替えを認めて、公益性はないです
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よね、ここは。あくまで私的ですよね。○○○と

か○○○○○○みたいな既存不適格じゃないで

すよねここは。これはあくまで営利目的のマンシ

ョンはないですか。申し訳ないけど。これが本当

に 46mになるのですか。いま春日通りの小日向 4

丁目というのは高さ制限いくつですか。これは第

3次素案で結構ですよ。これ 46ｍではありません

か。すぐそこですよ。そこ 46ｍ以上ありますよね。

これ次回の建替えの時に公益性に資するとか区

長の特例には認めがたいと思うのですが、本当に

46ｍにするというのは何年後なのですか。1回の

建替えを既存不適格に認めて。もちろん五木田さ

ん、今建てている建築中の○○○○の○○○○○

のところにも送ったのですよね。送りましたよ

ね。だって五木田さんね、悪いけどこの前一番最

初におっしゃっていたのは、間違えたら私訂正し

ますが、476を郵送したという発言があって、399

棟が既存不適格で郵送済みと。そのような発言を

されていたのですが、この 476という数字が正し

いならば、今そこに建っている既存不適格建築物

のところの○○○○○に送っているのですよね。

事実そうですよね。だから私が言っているのは、

今建っているものに反対しているのではないの

ですよ。本当に 46ｍできるかという話ですよ。何

年後に。区民に指摘されて高さ違反で中断されて

いたような区民がすごい努力をして、おかしいじ

ゃないかと指摘されていた新聞沙汰になったこ

ういうような建物がですよ。既存不適格で春日通

りは 46ｍですよね。何年後にこういう建物に誘導

できるのですか。これは公益性に資する建物です

かね。学校、公民館も入っていませんよ。お答え

ください。 

規制方針 極めて納得しません。私が言っているのは、都市

マスタープランの中間のまとめに意見書を書い

たのですが、その時には田中計画課長か中村計画

課長か、多分田中さんだと思うのですが、この都

市マスタープランは平成 42年を目処ですよね。

この都市マスタープランの最終的な構想を練っ

て、文京区の基本構想ということで、都市マスタ

ープランでは平成 42年を目処にしたいとちらっ

と聞いたのですがそれは間違いですか。それから

ご指摘のように、文京区都市マスタープランは平成

42年度を目標年次としており、今回の絶対高さ制限

は、都市マスタープランで定められている建築物の

高さに関する方針に基づいて検討しているもので

す。 
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42年までに、もちろんそれには絶対高さ制限だと

か高度地区の指定だとかいろいろ色分けされて

いたじゃないですか。それは今の絶対高さ制限に

関係はありますか。 

50 

  

規制値 先ほど質問した小日向 3丁目に住む○○と申しま

す。先ほどの質問に関連してなのですが、今高度

地区の地図を見ると、小日向の所を見ていただき

たいのですが、2丁目・1丁目が高さ制限の第 1

種低層住居専用地域の 10ｍという所なのですが、

3丁目だけグリーンの 14ｍになっているのです

ね。これは同じ小日向として昔ここは小日向台町

という地域だったのですが、3丁目だけ 14ｍにな

った理由を知りたいのですが説明いただけない

でしょうか。 

素案では、指定容積率が活用できる高さを満たすこ

とを条件として、都市計画法で定められた容積率や

建ぺい率、用途地域等の客観的なデータを基にして

数値を算出しています。 

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。 

規制値 現実に元々第 1種住居専用地域という地域に 3丁

目も入っていましたので、ほとんどの場所が住宅

地で個人の家が多いのです。敷地もそれほど大き

くないのですね。そこに 4階建ての建物が建てら

れるという区域になりますと、1丁目と格差のあ

る突出した別の街みたいになってしまう可能性

があると思います。今の 3丁目のある所で 4階建

ての問題が出ているのですが、それを 1回許して

しまうと小日向の地域としての環境と地域とし

ての価値というか、皆さんが一生懸命住宅地だと

思って住んでいる場所の雰囲気が変わってしま

って、4階建てすなわちワンルームマンションな

りコインパーキングなりができてしまうという

可能性が出てきてしまって、住んでいる人にとっ

てはすごく心配です。やはり他の地区でもそうい

うところがあるかもしれませんが、高齢化社会に

なりまして、次の人がすぐ住まない、同じ人が住

むなら良いのですが、それこそ違う所に住んで転

売してまたそこが転売して何になるか分からな

いような街になってしまう可能性があると思い

ますので、14ｍと 10ｍでは財産的価値観が下がっ

てしまうと思うのですが、同じ住宅街として 1.2

丁目地区と同じように 3丁目もしていただければ

と思います。またそれで特に 14mの高度地区とい

うのは、他の所の地図を見ますと太い幹線道路沿

いにあるのですが、小日向 3丁目はどこにも太い

素案では、指定容積率が活用できる高さを満たすこ

とを条件として、都市計画法で定められた容積率や

建ぺい率、用途地域等の客観的なデータを基にして

数値を算出しています。 

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。 
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幹線道路に面しているところがなく、住宅街に入

り込んでいる場所です。たまたま近くに茗荷谷と

いう駅があるので商業地区とすごく隣接して前

の大塚 1丁目は商業地区になると思うのですが、

そことの緩衝地帯みたいな雰囲気になってしま

うので、商業地区とは明確に分けていただいて、

こちら側は商業地区、こちら側は住宅街として、

文京区の、こんなことを言っては自画自賛になっ

てしまうのですが、小日向台町としての環境と住

環境と、皆さんから羨ましがられるような、本郷

や他の地区にも転々と住居地域があると思うの

ですが、そういう部分も一緒に守っていっていた

だきたいと思って、3丁目も 10ｍにしていただき

たいというのが希望です。 

51 規制値 今の話を補足させていただきます。3丁目をずっ

と見てみたのですが、4階建てのものは 30～40

年前に建った 7階建てぐらいのマンション１つで

すか、ほとんど見ていただければ分かるのです

が、全部 3階建てなのです。それでここでおっし

ゃるように初めて 4階建てを許してしまうと、今

係争中なのですが、これは全部良いという事にな

って、一度許してしまうとそれが始まってしまう

わけですよ。だから私たちは今許したくなくて、

これから住民運動をやろうかと考えています。だ

って隣のこれは○○の近くなのですが、向こう側

には○○○○がありまして、○○○○は先程おっ

しゃったように、ここは 22m建てられるところな

のですが、○○○○がわざわざ私達の方に合わせ

てくれて、3階建て 10ｍになっています。その１

つ向こうの奥の方に４階建てがあるのですが、そ

の４階建てさえも 11ｍか 12ｍぐらいに我慢して

低く抑えているわけです。それからその向こうに

○○○○○があって、○○○○○も全部 3階建て

に合わせてくれているわけです。こちらにみんな

茗荷谷町会ですか、22mが許されるにも係わらず

こちらに合わせてくれています。なぜここで私た

ちは作って欲しくないわけですよ。一度許してし

まうと同じような問題がいっぱい出てくるので。

私は小日向 2丁目に住んでいる○○といいます。

同じ街の住民としてやっぱり 3丁目も今まで何と

かして住民の共通認識とか紳士協定ですんでい

小日向地区のような住宅地で今と同じ敷地規模等

であれば現在の街並みは変わりません。しかし敷地

を統合して大きな敷地が生じた場合、開発業者等に

よる高層のマンションが建てられることになりま

す。今回の規制は、そのような事態を事前に抑える

ため、小日向地区の場合はどんなに敷地が大きくて

も 14ｍを上限とするという規制を掛けるというも

のです。 

また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

街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、街の将来像を

決めて指定することが求められます。 
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る人たちは我々の世代のうちは 3階建てで止めて

おきましょうという共通意識がありますので、住

んでいる人は代替わりの時は 4階建ては建てない

のですよ。今度新しい人が入って買ってしまうと

こういう問題が初めて 4階建てという話が起きて

きました。今までも○○○○とか○○○○○とか

いろいろな紛争をやりましたけれども、4階建て

を建てたいというのは初めてのケースでして、○

○○○でも○○○○○でも 4階建てを建てようと

しませんでした。建坪 21坪、敷地面積 31坪ぐら

いの狭小住宅といいますか、小さい 4階建てを道

路に面したところで建てられたら、みんな我をも

我をもと今あちこちで代替わりで建て替えよう

としていますから、私も私もという話になってく

ると思うのですよ。今までは代替わりが多くて売

ってどこかに行くというケースはあまりなかっ

たのですが、今回は売ってどこかに行ってしまっ

たので、どうしようもなくて困っているのですけ

ど、ちょっと補足をさせてもらいました。 
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⑤ 4 月 27 日（土）区民センター 

No. 分類 ご意見・ご質問 区の考え方 

52 規制値 文京区本駒込６丁目の○○と申します。本駒込６

丁目のところの 10と書いてあるところ、あの区

域が大和郷でございます。この周りは、35ｍの高

さ制限となっており、第３次素案までは 35ｍと書

いてあっただけなのですが、今回既という言葉が

入っております。この既という言葉は、おそらく

既定である、高度地区にすでに指定されている、

ということだと思います。これは、平成 17年に

文京区内に高さ制限がない中で、無秩序にビルが

建つということで、大和郷区域の住民と音羽区域

の住民が文京区にお願いをして、高度地区に指定

して戴いた、ということがそもそもこの規定に書

いてあることだと思います。今回の高さ制限につ

いても、大和郷と音羽１丁目の住民の陳情によっ

てこの高さ制限の骨子が作られたと解釈してお

ります。いままで第３次素案までは既という文字

はなかったのですが、今回既という文字をつけた

ということは、ここは既定の高度地区だから、動

かさない意味だと思いますが、実際の法的な根拠

を示していただきたい。高度地区だから既定を動

かせないということの法的な根拠を示していた

だきたい。 

平成 16年度に指定された本駒込 6丁目の一部、音

羽 1丁目の一部の区域については、現在の絶対高さ

制限に沿って土地活用が進んでおり街並みが形成

されていると考えています。そのため今回の規制に

おいて、これを新たに変えるということは考えてお

りません。 

なお、これらの区域においては、「既存不適格建築

物の建替えの特例」、「大規模敷地における特例」、

「総合設計による特例」は適用されません。 

規制値 それからもう一点、今の本駒込の地域を見ていた

だくと分かるのですが、10と書いてあるところが

高さ 10ｍのところです。これは 35ｍの高さに隣

接していますが、ここのところは周りがすべて六

義園の庭園です。だから、高い建物が建つことが

ないので、10ｍのところはその質問に入れません

が、その下に 17ｍと 12ｍと書いてあります。特

に 12ｍと書いてあるところは、大和郷の中心部で

す。わたしも○○に住んでいるのですが、この 35

ｍと 12ｍの高さ制限が、バッファーゾーンがなく

直接隣接しています。私の○○のお宅は、木造２

階建て住宅に住んでいますが、その隣が 35ｍと、

一種住宅専用地域と３倍の 12ｍの高さのところ

と 35ｍのところが直接隣接していると、これはも

う既定の高度地区にしているから、もう動かせな

いというのは、それは本当に文京区としていいこ

となのですか。特に大和郷は文京区の良好な住宅

平成 16年度に指定された本駒込 6丁目の一部、音

羽 1丁目の一部の区域については、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。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おり、丁寧に説明を行いながら

検討した結果と考えています。 

また 12ｍの区域は、第 1種低層住居専用地域の区域

であり、この区域についてもすでに都市計画で高さ

制限が定められていることから、今回の規制対象外

としています。 

なおバッファーゾーンは、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。 

その範囲は路線式の商業地域(500％・600％)と、そ

の他の用途地域との境界線から原則20m幅の区域と

します。また、20m幅の区域が道路等により区分さ
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地としてお認めになっているところです。そこ

に、３倍の高低差があると。ここに住んでいる方

は高齢のご夫婦でしが、お庭もあるのですが、本

当に日影のなかで生活しています。高度地区に指

定されているからと、バッファーゾーンもなくて

住民の生活を侵害するような高さ制限をそのま

ま設定していていいのだろうか。その２点。他の

地域はだいたい道路があったり、高低差があった

りしますが、大和郷はまったくのフラットです。

ですから、35ｍの隣が直接隣接している。ですか

ら、そういう事態をどのように認識しているの

か、いままでの建築課長さんに伺ったところ、46

ｍだからはずしたら 46ｍですよと言われたんで

すよ、と建築課長さんに言われました。私はそれ

をどうかと思います。ですから、建築課長さんが

代わられたので、ぜひ建築課長さんの意見も合わ

せてぜひ教えていただきたい。 

私としては納得出来ない部分ですが、住民の生活

環境ということで、３倍の格差に対してバッファ

ーゾーンがないということが、文京区としてのス

タンスと少し違うと思う。それから、個人的な意

見なのですが、35ｍのちょうど不忍通りの向かい

が 31ｍの高さ制限となっていますが、そうすると

東南側が 31ｍで大和郷から見ますと、35ｍの壁の

向こう側が 31ｍになっており、実際に 31ｍの高

さ制限の恩恵を受けるのは、35ｍの高さのビルの

持ち主と住民だけなのですよ。そうすると、我々

からするとなぜ向かい側が 31ｍでこちら側が 35

ｍの壁で囲まれなければいけないのかと、考える

訳です。 

れている場合にはその道路の中心線まで指定しま

す。 

規制値 我々の聞いている話では、文京区の指導で 35ｍの

高さ制限がされたということだと思います。です

から、課長さんが言った地域で決めたことという

のは、私は直接その時関与していませんが、当時

の担当してきた方からは、文京区から示された数

値で決められたと聞いています。それから、音羽

地区１丁目の 45ｍの地区、ここはバッファーゾー

ンがあるのです。道路があって、しかもその先は

高さのある崖がある。ですから、大和郷は本当に

フラットなので、その所をよく考えていただい

て、いま課長さんがいった、守ろうとする気持ち

平成 16年度に指定された本駒込 6丁目の一部、音

羽 1丁目の一部の区域については、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。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おり、丁寧に説明を行いながら

検討した結果と考えています。 
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はわかりますが、本当に守るのは何かと言ったら

住民の理解でしょ、住民の環境でしょ、住民の生

活じゃないですか。 
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既存 

不適格 

特例 

本郷５丁目の○○と申します。高さ制限という場

合に、区の立場とか、地域開発をする業者の立場

とか、そこでいう生活をする街づくりをして、み

んなが手を携えて良いまちを作っていくという

生活者の立場それぞれがあると思います。高さ制

限というと、この高さまでは、建てて良いという

のと、同じ数字でも、これ以上はダメですよとい

う捉え方とは、特例のことや違反ではないが、こ

の規制が出来たからそれには触れるという。１回

限り建ててもいいという時に、何年先に建てるこ

とになるか、すぐ 30年、40年、100年経つとこ

の地球上の人間は入れ替わるわけですから。先々

のことを考えた時に、ここまでは建てていいとい

う姿勢とここ以上はいけないという姿勢とか。 

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

的には良好な街並み景観を形成したいと考えてお

り、将来計画においては、絶対高さ制限内の建築計

画となることを誘導していくため、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。 

意見 

集約 

今度高さ制限をする場合に関係者に周知すると

いう、周知の仕方、姿勢の内容についても、あり

きたりの周知なのか、徹底して区の方がまちを歩

いて不都合がないような周知の仕方をされてい

るのか。どうもこういう集まりにくると、私ども

素人ですから、騙されてしまうような印象を持つ

のですね。私どもは、○○に地域の町会も含めて

反対して、商店会の人たちは、だいたい 10階そ

こそこの基準をみんなが賛成して区にもお伝え

したのですね、その時に六義園の周辺、あるいは

音羽のことも知っていたけれども、これから高さ

制限をつくるからと。いま地域で決めたこと地域

で決めたことというように、えらく地域を大事に

しているようなお言葉ですが、どうも私ども街づ

くりのために運動してきた人間からすると、どう

も地域のためというのは考えづらいところがあ

ります。一体何を質問したいのか。例えば、東大

のそば、あるいは文京区は文化財が多いところ、

いろいろ区民の運動がこの計画のなかに反映さ

れているのかどうか、ということをお聞きした

い。 

第 3次素案の区民説明会及び意見募集において、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

て周知の徹底をすべきとの意見を多数いただきま

した。そこで、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 第４次素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。郵送は普

通郵便で行い、マンション名等は建築計画概要書や

住宅地図等から全て調査を行いました。郵送先の宛

主が不在ということで返ってきたものについては

直接現地に行き投函等を行うことで対応しました。

区としてはできる限りの周知に努めているところ

です。 

規制方針 ご理解いただきたいと言いますが、そのために説

明会をしているのでしょうから、それは分かりま

すが、中々理解できない。というのは、文京区の

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
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建物が、たとえば今から 30年もう少し前、いろ

いろ建築基準法も変わりましたが、シビックセン

ターがあれだけ高くなったことがその後の区内

に非常に大きな影響を与えていると思っていま

す。私どもとしては、区の姿勢ということ、区民

の本当の生活の立場に立ってなさっているかど

うかということ、厳しく申し上げたいと思うので

す。というのは、シビックセンターが建つときに、

医師会、歯科医師会薬剤師会、小石川方面のそれ

ぞれに団体があって、その長がなんとかこのシビ

ックは区民のためになるのだからと、そしてあの

頃は医薬分業がいよいよ進もうと言う時代に、医

師会、歯科医師会、薬剤師会に、建物の中にいろ

いろと部屋を作りますから、各会長は賛成の意見

を書いてくれという言葉で、実際にあったのです

よ。あの時は、東京都、文化庁、後楽園の庭園に

対して問題があるとして言われていたのです。私

も○○をしていて、私は建築の専門家ではない、

だから文化庁なり東京都の教育委員会がそうい

う問題提起をしているのなら、それを重視してい

ただきたい、という事なら書きますと。そうした

ら、そんなことは書かなくていいと。こういう事

があったのです。だから、区の姿勢というもの、

それはできるだけ話をして説明をして、ご理解い

ただくためにやっていた、ご理解いただきたい、

とおっしゃるのは分かりますが、本郷通りだっ

て、25階から 19階になったところ、あるいは菊

坂通りに入るところ、子供なんかね、あるいは母

親と手をつないでいる子供たち、風が吹いたら大

変な思いで歩いています。だけど、風害なんかは

証明出来ないと、全部バツにされた。そういう経

過もあるわけです。その点、本当によく考えてい

ただきたい。区民の生活、区民の立場、そして地

域によく出かけてみて歩いて考えていただきた

い。それで、今日いらっしゃる方はどこに住んで

いらっしゃるのですか。文京区ですか。質問しま

す。 

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

を持たれる方もおり、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に見直すなど、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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規制方針 本郷４丁目の○○です。私は用事があって池袋ま

でバスでよく行くのですが、ここに書いてあるよ

うに、音羽のビルの並びですね、不忍通りと音羽

の大通りのところに 35ｍのビルが建っているの

素案では、指定容積率が活用できる高さを満たすこ

とを条件として、都市計画法で定められた容積率や

建ぺい率、用途地域等の客観的なデータを基にして

数値を算出しています。この制限値は、その高さま
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ですが、そこからちょっと下がると、普通の民家

しか建っていないのです。新しく建っている家も

あれば、昔のままの家もありますが、建っている

うちも２階建て以上建っていないです。20ｍの方

は商業の人が商売をしたくて建てる、それから貸

しビルの人が建てたりして。高さの制限というの

は、この６つの入った規制よりもよっぽど有利に

建っていますよね。これが、都市計画の方からそ

ういう高さを決めるのか、建築の方から、主体が

何なのか聞きたいのですが。 

で全域を誘導するという意図ではなく、敷地条件に

よって高く建てられる場合においても、この高さ以

下に抑えることで突出した建築物の出現を防ぐと

いうものです。 

その他 それ（建ぺい率など都市計画で与えられている規

制）は文京区だけですか、それとも 23区も。 

どちらかというと建設というより国土交通省か

らここに流れてきて。それで、私が聞きたいのは、

東京都側なのか、文京区側なのか、そういう例が

都心なら都心なりにつくってあって、10km離れた

ところはこういう規則だという、規則があるの

か、それを聞きたい。 

建ぺい率や容積率、用途地域等の都市計画で定めら

れる規制は、日本国内の都市計画区域が定められて

いる区域のうち、主に市街地区域内で定められるも

のです。 

その他 それ（都市計画）は個人の持っている土地ですか、

何が基準で決めているのですか。 

都市計画は個人の所有する土地に対しても規制が

掛けられるものです。都市計画で定められる内容

は、現在の街並みや街の将来像を考慮して検討され

るものであり、指定される内容によって文京区や東

京都が定めます。 
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規制方針 文京区本郷５丁目の○○と申します。第３回目の

説明会に出席しました。そして今日のこの資料の

中の指定方針というところにもはっきりと良好

な住環境を保全するためであるとありますが、第

３回の説明会のときにも、それぞれそこの地域を

どうするのかということは、そこに住んでいる住

民に決めさせるべきだという意見がありました。

その方は、壱岐坂のところに住んでいる方で、そ

の頃高い建物というのは○○○○くらいしかな

いのに、なんで 46ｍなのだという質問もありまし

た。そして私の属している本郷５丁目町会は、先

ほどお話がありましたように、赤門のそばのマン

ションの高さをもっと低くしろという運動で一

応まとまった地域で６町会反対なくこの地域は

22ｍになっているけれども、14ｍにしてほしいと

いう要望書をもうとっくに出しているはずなの

ですね。それについて、何らこれはこういうふう

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

を持たれる方もおり、丁寧に説明を行いながら進め

てきたものです。 

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。ご意見をいただいた本郷地区もその 1つ

の区域です。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
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な利用価値だとか、そういったことでこんなふう

に決めた、というようなお話でもなかったし、○

○○○のところの方の質問のときに、確か高橋さ

んは高く建てられるということはそこに価値が

ある、という解答でした。私はびっくりしました。

今日の資料の 14ページのところに、説明解答の

概要の中のご要望についてというところに３つ

でているのですが、その第３回の説明会の時に、

結構区民からの要望があったと私は踏んでいる

のですが、住民からの要望に対する意見というの

は書いていないのです。結局区に都合が悪いから

入っていないのではないかという、疑った考えを

しております。そして、これは今の高橋課長さん

の区民の意向を汲んでいるとおっしゃっていま

すが、本当に汲んでいるのでしょうか。本郷５丁

目町会を中心としたところが全部 14ｍという要

望を出しているにも関わらず、少しも直っていな

い、またそれがどうして直せないのかということ

が、住民には納得できていない。ということです。

それで、文京区がこの高さ制限を指定できるのだ

ということでしたら、なぜ住民の要望で指定しな

いのかとすごく不思議に思います。谷根千という

ことで、私は千駄木の方にも、施策があるという

ことで、街づくり懇親会にも３年前に出席してい

るのですが、谷根千というのは世界遺産に登録し

てもいいのではないか、という意見もあったくら

いで事実、谷中地域は全部ではないですが、42

条２項通りを認めた特区として指定しています。

物静かな街が出来上がっています。それを担当し

たのが文京区の谷根千工房、森まゆみさんたちが

主催している工房なのですが、そこが担当してい

ます。そういう一律にここはと都市核に近いから

60ｍにするとか、そこに住んでいる人達の意見を

組み上げながら、谷根千工房の話によると、まち

を決めた、高さを決めた、道路を 42条の２項通

りをそのまま活かすというようなことをみんな

で決めたのが 12年かかったというのです。これ

だけ広い文京区の高さ制限、街並みをつくるとい

うことが、こんな１年や２年で決めていいのか、

というような気もします。ですから、私達が要望

書を出したことについて、文京区は無視をしてい

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。 

今回導入する絶対高さ型高度地区は、基本的には区

内全域を対象とするため、指定容積率や指定建ぺい

率、用途地域等の都市計画で定められた数値を基準

として制限値を定めています。そのため皆さんの意

見だけで数値を変えることができるものではあり

ません。 

しかし地区計画制度を利用すれば、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街づ

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、街の将来像を決め

て指定することが求められます。 
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るのでしょうか。なぜこれは６町会も揃ってこう

してほしいと言っているにも関わらず、全然そう

なっていないのか、法律がどうのこうのと言われ

ても私たちは建築基準法がどうのこうのと言う

ことは知りません。でも、文京区が決められるこ

とであるならば、なぜ文京区の住民の意向にそっ

ていただけないのか。それを聞きたいです。 

地区 

計画 

特例 

その地区計画というのは、大和郷のような計画を

本郷５丁目町会周辺６町会で提出してそれを認

めてもらうということですか。 

平成 16年度に指定された本駒込 6丁目の一部、音

羽 1丁目の一部の区域は地区計画ではなく、今回定

める規制と同じ絶対高さ型の高度地区となります。 

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街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、街の将来像を決めて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、文京区が支援し

ているところです。 

その他 そうすると本郷５丁目の町会長さんがいるので

すが、その６町会をまとめて要望書を提出したと

いうことは、地区計画でも何でもないということ

なのですね。 

本郷地区の皆さまからいただいた要望書について

は区長名で回答させていただいています。 

規制方針 高さ制限がまずここにきてしまっているわけで

すから、私たちは街並みをつくるにしても 22ｍと

やられちゃうとね、地区計画自体は薄れていきま

す。今この地域は一応３階建て、それと 42条２

項通り沿いですから斜線制限もかかっています。

そのなかで、22ｍなんて建てられないのですよ。

建ぺい率や容積率をお隣との共同でなんて言う

と 22ｍに達することができます。私達が地区計画

をやっている最中にそういうものがどんどん建

ってしまうと、街づくりが間に合わないのです。

ですから、要望書に出したようにまずこれを認め

てほしい。というのは、私達は住民なのです。分

かりますよね、その気持ちも。 

22ｍなどの制限値は、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。 

56 規制方針 本郷５丁目の○○です。今日の説明会は、納得し 第 3次素案において制限値の案が確定したことか
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 てもらうための説明会なのか、意見を求める説明

会なのか、その基本的な考え方を教えていただき

たい。それで、第３次案で終わる話が、第４次の

説明会があって、第４次の案をまとめるといって

いますが、第５次はあるのかどうかということ、

まずはその２点お答えください。 

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

を図り、制限値の一部について修正を行いました。 

区としては、これまで区民の皆様と意見交換を重ね

作成した、住宅中心の地域できめ細かく設定した制

限値及び地区についてはそのままに、都市計画上の

整合性を図ったものであり、これまで検討してきた

趣旨は変わらず、制限値の目的がより明確になった

変更であると考えております。制限値と特例の一部

について一部変更を行ったことから、第 4次素案と

して区民の皆さんへの説明や周知を徹底するもの

です。 

スケジュールについては、今後第 4次素案をベース

に都市計画原案を作成し、都市計画の手続きを進め

今年度中には告示をする予定です。 

規制方針 第４次素案が、すでに原案なのでしょう。今日説

明会を開くというのは、これを原案として提出す

るためにご理解をいただきたいというのか、それ

とも、この案に対してご意見を伺いたいのか、そ

れをまず聞きたいのです。 

絶対高さ制限については、不必要から厳しい制限ま

で、幅広い意見が出される内容を含んでいると考え

ております。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おり、丁寧に説明を行

いながら進めてきたものです。 

文京区としては、皆さんのご意見は伺いながらも、

第4次素案をベースに都市計画原案を作成していき

たいと考えています。 

規制値 そうなると、結局私達の言ったことについては聞

く耳を持たないのですね。地区計画でやれ、とい

うことでしょ。地区計画でやれというならば、最

初から説明会なんていらないですよ。説明会をや

る理由は、皆さんのご意見を聞いて、それを参考

にして修正していく、直していきたいということ

だったのですよ。ところが、第１次案から第２次

案、第２次案から第３次案になってまで、住民が

いろいろ出してきて、１番強くだしているのが本

駒６丁目、それから本郷５丁目の町会長。そうい

うものが、全く無視されている、取り上げられな

い。ということは、今日説明会をやってご理解い

ただきたいよと、ここでなんか話し合いをしてい

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

を持たれる方もおり、丁寧に説明を行いながら進め

てきたものです。 

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。ご意見をいただいた本郷地区もその１つ

の区域です。しかし、都市計画的な視点から見直し
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ますけれども、その意見が反映出来るのかという

ことをお伺いしたかったのですが、いまの話だ

と、どうもそうはいかないような感じですよね。

そうなると、今日の説明会は納得してもらうため

の説明会ということになりますよね。 

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。 

規制値 本駒込と本郷５丁目の要望書に際して、22ｍにし

たいという区の意志は、理由はどういう理由な

の。私も十分説明していないから、○○さん返答

がなかったって言うけど、私は納得出来ないから

ね、皆さんに知らせない。というのはどういうこ

とかといいますと、20ｍを 14ｍにしてほしいとい

う要望書に対して、審議会の結果、そうなりませ

んでしたと。理由はというと、審議会のときのプ

リントを見ると、１つは、低い町会に連続してい

ないか、というのが理由の１つ。もう１つは、本

郷通りというメインストリートがあって、その裏

側の 20ｍは 10階建が建つ、本郷通りは 45ｍ。そ

の裏側は 31ｍになっている。それは、その通りで

す。そこから、31ｍのところも印象の違う準商業

地帯のところも、３階建てくらいしか建っていま

せん。みんな、２階建てや３階建てです。本郷通

りという通りに面しているから、20ｍというのが

あるのだ、そういう説明ですよね。明確に、こう

いう場だから、20ｍは必要なのだということを教

えてもらいたいのです。 

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

を持たれる方もおり、丁寧に説明を行いながら進め

てきたものです。 

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。ご意見をいただいた本郷地区もその１つ

の区域です。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。 

規制方針 十分にわからないのですが、なぜ 15階があって、

次のところは 10階で、ここのところは、後ろは

７階だという考え、見方によってはそういうこと

になりますよね。そういうものではないのです

よ。住宅というのは、建たないのですよ、道路が

狭くて、皆さん区内をどのくらい見ているかわか

りませんが、建ぺい率 60％を守っているというお

宅はまず珍しい。100坪のところに 60坪しか建て

ていませんという家はありません。ご覧になると

ご指摘されたように、住宅地で今と同じ敷地規模等

であれば現在の街並みは変わりません。しかし敷地

を統合して大きな敷地が生じた場合、開発業者等に

よる高層のマンションが建てられることになりま

す。今回の規制は、そのような事態を事前に抑える

ため、ご意見をいただいた地区では、どんなに敷地

が大きくても 17ｍを上限とするという規制を掛け

るというものです。この制限値は、その高さまで高

さを誘導するという意図ではなく、敷地条件によっ
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わかります。表通りを見ていただければ、家と家

の間が１ｍ離れておりず、50cmしか離れていない

ところもあるんです。一体建築許可というのは、

何のためのものなのだ。60％や 300％という数値

は守らなくてもいいのか、ということになりま

す。今日はそういうことを言うのは本論ではない

のですが、要は、今の法律のままでやれば斜線制

限があって、７階建てなんて建たないです。建つ

とすれば、大地主が土地を貸して、その地主さん

が、実はもう少し金儲けをしたいのだと、皆さん

のお住まいは十分確保するから７階建てを建て

てくれませんか、ということになるのですよ。そ

うでもない限り、全部鉛筆ビルのようになってい

て、こんなのは絵に書いた餅だって言うのです

よ。７階建てなんて、誰が考えたんだっていうこ

とになるんですよ。それくらいに、現在の建ぺい

率や容積率、そして斜線制限、それをそのままと

いうんですよ。それをそのままにしておいて７階

建てを建ててくださいというんですよ。証明はし

ていませんけれども、７階建てを建てていいんで

すよというから、みんなえーそうなの、というこ

とになるのです。 

て高く建てられる場合においても、この高さ以下に

抑えることで突出した建築物の出現を防ぐという

ものです。 

規制方針 そもそも 60％、300％というのは、そこに５階建

てが建つ、それが分かりやすくて私達 14ｍと出し

ましたが、５階建てを限界とすると意識している

訳ではありません。なるほど、60％と 300％だか

ら、そういうことになるねと納得するんです。そ

れを７階という、妙な数字を出すものだから、な

ぜ７階なのだろうと、本郷通りに面しているから

22ｍなんだと、建ちもしない７階建てを想像して

ね、とんでもないことです。以上です。 

素案では、指定容積率が活用できる高さを満たすこ

とを条件として、都市計画法で定められた容積率や

建ぺい率、用途地域等の客観的なデータを基にして

数値を算出しています。建ぺい率 60％、容積率300％

の住居系用途地域では、下記の計算により 22ｍとい

う高さを算出しています。 

（指定容積率 300％÷指定建ぺい率 60％）☓許容値

1.3☓標準階高 3.2+屋上パラペット 1.1＝22ｍ 

57 

  

規制方針 文京区本郷２丁目の○○です。５回目になりま

す。今日は３つほど質問をしたいと思うのです

が、１つは、文京区における都市計画審議会の東

京大学工学部教授の大方潤一郎先生のご発言、２

つ目は今日皆さんが質問されている項目で地区

計画について、３つ目は、今の区長がどうも自分

の地元の湯島の都合のいいようにしていること。

この高さですが、大方先生は平成 25年３月５日

の第２回文京区都市計画審議会において、第３次

素案の高さから第４次素案の高さに、15ｍを 17

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
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ｍに、えいやっと分かりやすい数字にしたと、ま

た、45ｍを 46ｍ、50ｍを 60ｍに。50ｍでも高い

のに 60ｍになったんですよ。10ｍも上がったんで

す。大方先生は、このように統一したほうが、街

並みの連続性が維持できる。シンプルで分かりや

すいと発言されたんですね。私は黙って傍聴して

いて憤りを感じました。さらに、明治大学の公共

政策部の市川先生は、規制はシンプルでいい、そ

のほうが理解しやすいというニュアンスの話を

されていました。このように、第３次素案でも、

区民の意見になんとか今の高さを下げてほしい

という意見があったにも関わらず、第４次素案で

東京都と事前協議をしたということで、このよう

に東京都に追従しているということは、東京都の

高度地区ということで、都市計画上かなり以前か

ら湯島の地区は 60ｍですよ。本郷２丁目のところ

は 45ｍなんです。都心型高度地区を目指すという

ことで、○○○のところは 70ｍになって、さらに

外堀通り沿いは既存不適格だらけなんですよ。こ

ういう既存不適格も総合設計など敷地が広くな

れば、東京都の総合設計を使えるとなると、まし

て公益性の高い病院や学校のようなものになる

と、厳しい審議会を得てと高橋課長は言っていま

したが、区長の特例で認められてしまうという事

態が出てくるわけです。このように、区民の意見

を全然反映されていないのは何なのか。我々に全

然知らされていないことが、すでに事前協議であ

ったのではないかと思っているんです。結論から

言うと、この高さに納得も理解も一切しておりま

せん。ましてや、また紛争が増えます。その理由

に、毎日のようにマンション広告のチラシが入っ

ているわけですよ。これを見ると、コインパーキ

ングになったり、テナントビルが廃業となって更

地になったりすると、誰が地権者かわからなくな

って、ある日突然建築標識がでて、どんな建物が

建つのかなと、いま駆け込み需要で、私の周りに

は、３件の解体と１件の新築があります。そのよ

うに、いろんな駆け込み需要で、近隣の住んでい

る人や地権者でそこの社長さんを知っていると

いう事なら、まだ話が出来るのですが、全く知ら

ない方が土地だけ買って高い建物を建てると。だ

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

を図り、制限値の一部について修正を行いました。 
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からここは 46ｍが建って構わないのだと。そうい

う動きになってきているのではないか。だからこ

の高さ自体が、区民のためではなくて人口を増や

して、マンションをたくさん増やして、誰が住ん

でいるのか分からないような、町会が総会の手紙

も入れられないような、マンションだらけの街に

するんじゃないかと、そういう気がします。 

既存 

不適格 

特例 

地区計画ですが、不忍通りに１つの団体から強い

要望があってその地区計画で反映されたと言っ

ていましたが、少なくとも私どもが住んでいる総

会において、地区計画とか絶対高さ制限とか、そ

ういう話すら出たことがないし、さらに絶対高さ

の掲示物が３日ほどで剥がされてしまって、○○

○のほうでは今もちゃんと貼ってあるんですよ。

まとめますと、この 70ｍと１番高い○○○○○や

○○○、○○○○○○○○○ですが、既存不適格

物件ですよね。本当に 70ｍにできるんですか。70

ｍに揃うんですか。いま 99.72ｍを建てています

けど、さらに○○○○○の場合は大きな敷地です

が、総合設計ではありませんので公開空地はあり

ません。本当に 70ｍになるには、１回の建て替え

は認めるが、できるだけ中央に寄せて近隣が日影

にならないように、ということは分かります。そ

れが敷地を広げて東京都の総合設計なり、公益性

に資するとなれば、区道に挟まれているとはい

え、上空通路でまたいでつないでしまえば、１つ

の大きな敷地とみなすことも分かるんですよ。そ

れによってどんな影響が出るかということを考

えて、ましてそれが公益性の高いものとなると区

長が認可するとなると、本当に 70ｍになるのは

100年、200年先じゃないですか。さらに言えば、

春日・後楽再開発で、真ん中にグリーンベルトを

つくって、白山通りからわずか 3～4ｍ離れたとこ

ろからいきなり絶壁ができるということですが、

都市核だからといって、これが 140ｍというよう

なものがスタンダードになるんじゃないですか。

ですから、高さに規制をかけるということは分か

りますが、本当にこの高さになるんですか。湯島

聖堂のところだって、29ｍだったものが 31ｍにな

っているんです。文京区は坂が多くて坂の上で

100ｍ建てるのと、坂の下で 100ｍを建てるのでは

絶対高さ制限が導入された時点で存在または着工

している建築物で、制限値を上回る高さの建築物に

ついては全て既存不適格建築物となります。既存不

適格建築物については、１回のみ同じ高さでの建替

えができる特例を設けていますが、２回目の建替え

時には制限値以下に高さを抑えるようにしなけれ

ばいけません。これは建築確認申請時に必ずチェッ

クされる項目となります。 
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違うんです。ですから、第４次素案が出てくるこ

とすら、他の区民の方、知らないと思いますよ。

１点だけでいいですよ、本当に 70ｍにできるんで

すか。 

58 規制方針 本郷６丁目の○○と申します。先ほど言ってい

た、高さについては第３次素案までで変更しない

ということになっていたはずが、全体的に高い方

に変更されているのですが、都の指導とは一体ど

ういう指導をされたのかというのをこの場でき

ちんと説明をしていただきたいのと、それからこ

の絶対高さを設定する出発点が文京区に紛争が

多いのと、それから区民の皆さんから緑豊かな文

京区をつくってほしいという意見が出されたこ

とによって、この絶対高さを定めるということで

出発をしたはずなのですが、今回出された案とい

うのがその意見に真っ向から逆らうような高い

方を、今建築基準法が高いものを建てられる方に

誘導されている中で、それに輪をかけるように文

京区も高い方に合わせていこうという計画にな

っていると思います。ですので、この第４次素案

で納得していただくということではなくて、今日

出た意見を持ち帰ってもらって、きちんと精査を

していただいて、低い方に変更する第５次案を必

ず出していただくようお願いいたします。 

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

図り、制限値の一部について修正を行いました。 

具体的には、木造住宅密集地域で指定容積率が

300％の区域において指定容積率 200％相当の制限

値である 15ｍから 300％でもっとも厳しい 17ｍに

変更を行っております。木造住宅密集地域の解消の

ためには道路拡幅などの基盤整備を伴う一定規模

の建築計画などは有効であることから、地域にとっ

ても適正であると判断したものです。 

区としては、これまで区民の皆様と意見交換を重ね

作成した、住宅中心の地域できめ細かく設定した制

限値及び地区についてはそのままに、都市計画上の

整合性を図ったものであり、これまで検討してきた

趣旨は変わらず、制限値の目的がより明確になった

変更であると考えております。 

制限値と特例の一部について一部変更を行ったこ

とから、第 4次素案として区民の皆さんへの説明や

周知を徹底するものです。 

規制方針 東京都がそういう指導といっても、文京区として

ビジョンを持たないといけないと思うんです。文

京区の区民から出されている、低層のいい環境を

残してほしいという意見がこの間出されていま

すので、文京区のビジョンをもって東京都に対し

てもその指導に、はいそうですか、と従うのでは

なくて、文京区としてはこういった街を作って行

きたいんだというきちんとしたビジョンをもっ

て、再度東京都と交渉をしていただくようお願い

を致します。第５次案となることを期待致しま

す。よろしくお願いいたします。 

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させながら第 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

を持たれる方もおり、丁寧に説明を行いながら進め

てきたものです。 

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。 

区としては、これまで区民の皆様と意見交換を重ね
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作成した、住宅中心の地域できめ細かく設定した制

限値及び地区についてはそのままに、都市計画上の

整合性を図ったものであり、これまで検討してきた

趣旨は変わらず、制限値の目的がより明確になった

変更であると考えております。 

既存 

不適格 

特例 

既存不適格建築物とは、という説明があります

が、そこに違反建築物とはその建物が建てられた

ときにすでに違法である建物のことをさす、とあ

りますが、文京区でそのような建物を建てられる

のでしょうか。建てる段階ですでにそのような建

物が建つんでしょうか。 

建築基準法等の法律に違反している建物は建築確

認済証が交付されないので建てることができませ

ん。（確認済証と相違する建築物は違反建築物であ

る場合があります。） 

既存 

不適格 

特例 

問題が起こる、あるいは紛争が起こる前に、既存

不適格というのは、法律が変わったからというこ

とではなくて、もう既に５年も 10年も前に建っ

た建物がでかくなるというものではなくて、今回

の場合であれば、23年にこの案ができはじめた頃

に大急ぎで駆け込みで建築をして、その段階では

適合だけれども、この計画が規制となったときに

は、不適格となることを予定している、というの

が紛争になるケースが多いわけですよね。それな

のに、その時点では合法だからといって、１回建

て替えを認めるというふうになると、言えば奨励

しているということでしょ。やっぱりそれは特例

の範囲に含めてはいけないと思うのです。この案

が公になった段階で建った建物を適応してはい

けないと思うのです。 

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

的には良好な街並み景観を形成したいと考えてお

り、将来計画においては、絶対高さ制限内の建築計

画となることを誘導していくため、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。 

規制値 もう１点ですが、六義園には景観法があります。

周辺の建物はその制限を受けます。だから、本駒

込は高さ制限を低くすべきなのですが、私どもの

ところは高層化されて 30年くらい経ちますから、

ほぼ全部の建物が 30ｍ以下に揃っていました。そ

の時に 35ｍをかけたわけです。それは大和郷の方

では、30ｍを希望しましたが、35ｍでなければ了

解を得られないらしいということで、そうなりま

した。その向かいのところは 100ｍのものが建っ

ています。なのに、そこは 22ｍで六義園の周辺で

景観法がかかっているところが 35ｍです。それま

では 30ｍに揃っていました。だけど、35ｍになっ

たとたん、別業者がやってきて、次から次へと 35

ｍの建物を建てています。やはり、そういうふう

平成 16年度に指定された本駒込 6丁目の一部、音

羽 1丁目の一部の区域については、現在の絶対高さ

制限に沿って土地活用が進んでおり街並みが形成

されていると考えています。そのため今回の規制に

おいて、これを新たに変えるということは考えてお

りません。 

なお、これらの区域においては、「既存不適格建築

物の建替えの特例」、「大規模敷地における特例」、

「総合設計による特例」は適用されません。 

35ｍの高さについては、平成 16年度に指定された

本駒込 6丁目の一部、音羽 1丁目の一部の区域につ

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。 
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に高めに設定すれば街並みは崩れていきます。六

義園の庭園の中から周辺の建物が見えないよう

にと言うのが指導ですが、みんな見えるようにな

ります。整合性なんてどこにもありません。だか

ら、整合性がとっていると言いますが、実態はそ

うではないし、住民が望んでいるものも考慮され

たものではないです。住民が望んだのは 30ｍだっ

たんです。 

 

六義園との整合性とかというものはなんら考慮

しないということでしょ。現状がこうだというこ

とは、私も知っています。説明を受けなくとも分

かっています。だけど、それが変じゃないかとい

っているのです。 

規制値 その時（35ｍを指定したとき）は住民が願ったも

のではありません。住民は 30ｍを願ったんです。

だから、住民の意見を聞いた、聞いたといいます

が、それはそうではありませんといっているんで

す。文京区が押し付けた数値です、と言っている

んです。 

説明が誠実な気がしないんです。聞いた、聞いた

と言ってますが。違いますよと念押ししたので

す。 

平成 16年度に指定された本駒込 6丁目の一部、音

羽 1丁目の一部の区域については、現在の絶対高さ

制限に沿って土地活用が進んでおり街並みが形成

されていると考えています。そのため今回の規制に

おいて、これを新たに変えるということは考えてお

りません。 

なお、これらの区域においては、「既存不適格建築

物の建替えの特例」、「大規模敷地における特例」、

「総合設計による特例」は適用されません。 

35ｍの高さについては、平成 16年度に指定された

本駒込 6丁目の一部、音羽 1丁目の一部の区域につ

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。 

59 

  

規制値 本郷５丁目に住む○○と申します。私のところは

通称菊坂通りと申しまして、本郷通りから北へ抜

けるだけの道なのですが、そこに本郷５丁目側が

22ｍ、４丁目側に 22ｍとかいてありますが、道路

の真ん中に 24ｍという数値を書かれたんですね。

このためにここに目をつけた大阪からきた事業

者、企画者が足立区、設計者が港区という、よそ

の区から来たものがグループを組んで、1,212㎡

もの広大な土地をいま解体中で、まもなく６月頃

からここに大規模マンション、８階建てで 61室

と発表しているのですが、この 24ｍというのは、

南側から北側に抜けて日照があるわけで、我々北

側の住民からみれば日照はこの冬時期でゼロに

なります。いままでは４時間ほどあったのです

菊坂通りは、第 1次素案では原則値の算定式通り 32

ｍとしていましたが、沿道は歴史的な雰囲気を残し

た街並みが形成されており、都市マスタープランに

おいてもこの環境を活かした良好な中低層の住宅

市街地を形成すると位置づけられていることから、

近隣商業地域でありますが住居系用途地域と同等

とみなして 24ｍとしています。 
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が、なぜ、この道路の真ん中で 24ｍという、日照

の向きを考えないでこういうことをなぜしたの

かと、近隣の住民は非常に怒りを持っているので

すが、なぜ北側の方は 22ｍのままにしておけばよ

かったのに、こういう配慮のない数値を簡単に書

いたのでしょうか。それをお聞きしたい。日照の

向きを考えて高さを書いていただきたい。 

規制値 近隣の住民が建てれば、北側に日照の被害をもた

らすような８階 24ｍを通り際に建てるという非

常識なことはしないわけです。それを、24ｍをい

いことに、フルに使って道路際に建てるんです。

本郷４丁目側の本郷小学校の真裏ですが、まとも

に我々北側の住民は日照がゼロになるんですよ。

ですから、単に 24ｍと書かずに、日照は南側から

ですから、本郷４丁目側は 22ｍのままにすると

か、細かい配慮が必要ではなかったのかと言いた

いのです。 

 

これは、よそから来た業者ですから、終われば帰

るから、それで済んでしまうのですよね、我々菊

坂通りの景観を守るために、こういうおかしな建

物を建てられたらもう二度と取り返しがつかな

いのですよ。まだ今企画段階で図面だけですか

ら、いま指導していただければ、菊坂通りの非常

な景観の街ですから、これが台無しになってしま

うんですよ。指導いただいて、業者に境界から後

ろに下がるとか、住民はそのように要求をしてい

るのですが、ちょっと指導いただければもう少し

景観を守るましな街が残るんですがね。非常に残

念なのですが。 

絶対高さ制限は、都市計画決定された段階で定まる

ことになり、それまでは現行法令等に拠ることにな

ります。 

事前相談などにおいては、絶対高さ制限についての

現状を説明し、理解と協力が得られるよう、努めて

いきたいと考えております。 

なお、建築紛争については、指導課が担当しており、

そこでもう一度相談をしていただければと思いま

す。 

60 規制値 本郷２丁目の○○といいます。今回第３次と第４

次の違いは、45ｍが 46ｍ、50ｍが 60ｍ、この理

由はどういうことですか。 

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
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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。 

規制値 それは東京都の指導なのですか。それとも文京区

ですか。 

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

を図り、制限値の一部について修正を行いました。 

規制方針 制限、制限って、第４次案をみてびっくりしちゃ

ったんですよ。制限の考え方が逆じゃないかと。

前にも言いましたが、私の住んでいるところは２

階から４階くらいの建物が建っています。そこに

45ｍとか 46ｍとか、現実離れしているじゃないで

すか。私が他の地域と比較をして、せいぜい 22

ｍでいいだろうと、そりゃあ、46ｍと 22ｍでは全

然ギャップがありすぎかもしれませんが、実はこ

の辺を警備する人が、なぜこんなものが出てきて

しまったかと。ということを聞きました。ある業

者が、こういう高い地域というのは、いっぱい土

地を持っているのだそうです。その人間が、区長

に頼み込んで、区長の了解をとったと。それでこ

ういう案が出てきたということなんです。その辺

どうなんですか。 

そのようなことは決してありません。 

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

を図り、制限値の一部について修正を行ったもので

す。 

規制値 その地域がどういう地域なのか分かって案が出

てきたのか。現実に２階建てから４階建ての建物

しかないのに、なぜ 46ｍがでてくるんですか。考

えられない。尚且つ壱岐坂通りの 60ｍとは一体な

んなのか。国道でもなんでもない。この通りは区

が管理している。それが何で 60ｍなんて案が出て

くる。 

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 大きな土地というのは、すでに大きい建物がすで この制限値は、その高さまで全域を誘導するという
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に建っているんです。残っているところは、15

坪とか 20坪とか小さいところばかりなんですよ。

そういうところですから、２階から４階建てなん

ですよ。 

ボコボコの地域になってしまうということです

よね。大きな建物とかうんと低い建物とか。音羽

通りみたいに綺麗な街並みになっていますか。あ

そこは同じ高さになってね。壱岐坂通りなんて、

ボコボコですよ。よく現実を見てください。 

意図ではなく、敷地条件によって高く建てられる場

合においても、この高さ以下に抑えることで突出し

た建築物の出現を防ぐというものです。 

規制方針 こういう高さ制限をして、どういうにメリットが

あるんですか。区にメリットがあるんですか。住

民にメリットがあるんですか。業者ですか。 

規制なら、もっと低くしていいんじゃないです

か。 

現行規制では、周辺市街地から過度に高さが突出し

た建築物の出現を防ぐことはできず、それによって

住環境や景観の保全などをめぐり、近隣住民との間

で建築紛争が生じたケースもあります。今回の規制

は、これらのような例を抑えるために基本的には区

内全域を対象として、現在ある斜線型の高度地区に

さらに１つの規制を加えるというものです。 

規制方針 例外は何個もあると思うんですよ、公共施設や病

院とかね、学校とか。地域住民にとってメリット

があるのかと。こういう高さ制限に対してね。区

に収入がいっぱい入るんだとか、というなら話は

別ですよ。特定の業者だけがメリットを受けてい

る。地域住民が全くメリットを受けていない。そ

の辺をちゃんと区としてしっかりしてほしいで

す。高い区民税とってるんだから。 

高さ制限をするっていうのは、都合がいいって言

っているの、高さの問題だって言っているの。 

現行規制では、周辺市街地から過度に高さが突出し

た建築物の出現を防ぐことはできず、それによって

住環境や景観の保全などをめぐり、近隣住民との間

で建築紛争が生じたケースもあります。今回の規制

は、これらのような例を抑えるために基本的には区

内全域を対象として、現在ある斜線型の高度地区に

さらに１つの規制を加えるというものです。 

規制方針 ルールというのは、ある程度の制限値を設けると

いうもので、それがなんで出っ張っちゃうんです

か。とても納得出来ないです。 

先ほど、納得できないだろうが、理解していただ

いたと思う。というふうに言っていましたが、こ

の意味が分かりません。もう言っていることがめ

ちゃめちゃです。理解していないから納得もでき

ない。そんなきれいごとのような、ごまかしのよ

うな言い方はやめて貰いたい。それで、挙句の果

てに、数字を変えることは出来ない、と明言され

ておりました。だけど、私は第１次案から、今回

の第４次案まで説明会に来ていますが、その都度

数値が変わって、挙句の果てに第３次と第４次を

比べたら今回も数値が変わっているではないで

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

を持たれる方もおり、丁寧に説明を行いながら進め

てきたものです。 

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
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すか。それをなんで高橋課長が、数値は変えない

と断言できるのか。そういうめちゃくちゃなこと

を言っちゃ困りますよ。それから、高橋課長は今

度のこの高さ制限の案件については、国または都

から移管された決定事項だとおっしゃっていま

した。それが、都市計画条例か何かにのっている

という話ですが、条例そのものは文京区が決める

ことです。東京都が決めることではありません。

移管されたということは、より住民に近い末端行

政である文京区が住民の意見をより良く聞いて

あげて欲しいという、そういう考えがあったと思

うんです。そういう考えが無ければ、東京都が勝

手にやればいいことですから。そのことが一番重

要なことなのであって、先ほどどなたかが言われ

ていましたが、区の姿勢が大切だと言っているん

です。区の姿勢は何かというと、これは住民の考

え方です。であれば、おかしいんです。住民と区

の物事の考え方が大きく異なって、離れてやって

は行政としては、大変困るのであります。だから、

住民の意見をちゃんと聞いてください。私がいま

まで４回も賛成だという人は中にはおそらくい

たのでしょうが、それはあまり聞かれませんでし

た。ほとんどの方は低くしてください、という意

見だったですよね。そういうことですから、低く

抑えるように区の方で、そういう姿勢をもって決

定すればいいことであって、東京都なんかに、そ

りゃ協議するんですよ。上級の官僚と協議しても

構いませんよ。だけど、決定するのは文京区だと

いうことは、くれぐれも忘れないでください。条

例をつくるのは、文京区議会です。 

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。 

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

を図り、制限値の一部について修正を行いました。 

61 

  

  

  

  

  

規制方針 湯島４丁目からきました○○です。先程から皆さ

んのお話を聞いていて、この説明会に納得出来な

いという意見が多数ある。私も思っていたのです

が、第１次から第４次までだんだん制限といいま

すが、高さが上がってきている。これはどういう

ことなのか、住民の意見は全然反映されないで、

どこが寄与するのかというと、先ほど、区長から

云々という話がありましたが、その辺も勘ぐりた

くなるし、利するのは行政やマンション業者じゃ

ないですか。私の地区もマンションがすごいんで

すよ。マンションラッシュで、毎日のようにマン

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

を持たれる方もおり、丁寧に説明を行いながら進め

てきたものです。 

文京区としては、皆さんのご意見は伺いながらも、

第4次素案をベースに都市計画原案を作成していき
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ションの宣伝用紙が入ってきますが、そのうたい

文句が、本郷台地で歴史豊かなまちだと謳ってい

るんです。それで、ワンルーム 5,000万、6,000

万のギャラで販売している状況なんですよ。でも

マンション業者は全部売っちゃえば、あとは野と

なり山となりで、販売すればいいわけで。今回の

高さ制限、本郷３丁目で 60ｍ、１丁目で 70ｍ、

一律に網をかけるからいいんだという説明があ

ったのですが、その悪い部分もあるわけですよ。

それもペイにして、一律だからいいんだという説

明が全く納得いかないんです。今日の皆さんの意

見もですね、いまのご説明に納得いかないという

ものでした。皆さんの意見１つ１つに、どういう

答えをだされるのか。それが聞きたい。だから、

もう一度ですね、説明会なり開いて、みんなにい

まの意見をこれこれこういうふうに改善したと

か、これこれこうで出来なかったとか、そういう

説明をしてください。 

たいと考えています。 

規制方針 東京都が絶対じゃない。文京区が文化財にしなさ

いという都の要請を蹴って、○○○と一緒に体育

館をつくる案を出してきたわけですよ。だから、

東京都が絶対じゃない。都市計画もあの色も、変

わっているじゃないですか。都合の良いように容

積率も改ざんされているように思いますが、どう

ですか。 

 

だから、東京都が絶対じゃないって言っているん

です。文京は文京の独自の案があっていいし、文

京にはラブホのような繁華街もないわけですよ、

なんでないかというと、文京独自の道理があるか

らですよ。私はそう思います。 

文京区がどうか、というお話ですよ。 

住民のことは考えてないの。 

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

を持たれる方もおり、丁寧に説明を行いながら進め

てきたものです。 

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

を図り、制限値の一部について修正を行いました。 

規制方針 なんで（絶対高さ制限を）入れたいということに

なったのですか。 

現行規制では、周辺市街地から過度に高さが突出し

た建築物の出現を防ぐことはできず、それによって

住環境や景観の保全などをめぐり、近隣住民との間

で建築紛争が生じたケースもあります。今回の規制

は、これらのような例を抑えるために基本的には区

内全域を対象として、現在ある斜線型の高度地区に
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さらに１つの規制を加えるというものです。 

規制方針 では低くすればいいじゃないですか。なぜ 50ｍ、

60ｍ、70ｍという高さが出てくるんですか。高さ

の高い規制が。規制じゃないですよ。規制という

のは低くするのが規制ですよ。 

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。 

規制値 その市街地を目指すということが、住民にとって

住環境を乱す、そういう法律なんですよ。今回○

○に、14階のマンションが建つ○○○○、明治以

来の老舗ですよね。湯島小学校のとなりですよ。

湯島小学校は第１次避難所ですよ。それが、４中

がなかったために、16町会が対象となる避難所、

区域１の過密避難所で、前回の 3.11でも事業所

の方がいっぱい集まって、校庭が白いヘルメット

で埋め尽くされた。だから、避難所にこういった

建物が建つこと自体おかしいけれども、商業地域

といって防火地域なんですよ。防火建物以外いけ

ないはずなんですが、文京区がおろした建築確認

の中には、防火地域だけれども、角地だから緩和

と直してハンコを押しているんです。だから、こ

ういう状態ですよ。 

今回の規制は建築物の高さ制限に関するものであ

るため、建築基準法等に定められている道路斜線制

限等の規制はそのまま適用されることになります。 

そのため規模の小さな敷地や接道条件等によって

は制限値まで建てられない場合があります。しかし

敷地を統合して大きな敷地が生じた場合、開発業者

等による高層のマンションが建てられることにな

ります。 

今回の規制は、そのような事態を事前に抑えるた

め、どんなに敷地が大きくても制限値よりも高い建

て物を建てられないようにするものです。この制限

値は、その高さまで高さを誘導するという意図では

なく、敷地条件によって高く建てられる場合におい

ても、この高さ以下に抑えることで突出した建築物

の出現を防ぐというものです。 

規制値 だから、その線は高すぎると言っているんです。 

なんで 60ｍなんだよ。そんな説明聞きたくない。 

住民にとっては納得できない。だから、住民の皆

さんが出した意見をどれくらい解決するのか、解

決できないのか。区の姿勢はどうなのか。もう一

度説明をしてください。以上です。 

今回の高さ制限の目的は、①良好な街並みを形成す

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。これらの目的を達成する

ために、開発業者側に立つのではなく、地元の皆さ

ん、そこに住んでいる皆さんの立場に立って、１つ

の規制を区内全域に１つのルールで掛けたいとい

うものです。これは決して緩和ではなく、今ある規

制に１つの規制を加えるものであることはご理解

をいただきたいと思います。 
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その他 途中経過があまり分からなかったのですが、今日

の資料について質問をさせていただきます。ま

ず、右側の地図（都市計画図）はどこで入手でき

るんですか。いま左側の地図を眺めているのです

が、右側の地図はどこから。 

都市計画図は、区役所の２階の行政情報センターで

売っています。２枚組で 400円です。 

規制方針 あと、左側の地図の右下に、その他の都市計画規

制区域に３つの印があるのですが、高度利用計

画、地区計画、これの高さの制限はどれくらいで

すか。明記していないのですが。 

高度利用地区は、茗荷谷、後楽、春日町の再開発区

域となっています。その区域には地区計画が定めら

れておりますが、今回定める絶対高さ制限は、第一

種低層住居専用地域、高度利用地区の区域、都市核

の区域は対象から除外されています。 

規制方針 この３箇所（高度利用地区）は、例外ということ

で考えてよろしいということでしょうか。 

その通りです。 

既存 

不適格 

特例 

資料のなかで、34ページの、この特例適応が１回

に限るとします、というこれは、いつの段階でこ

れが決められたのでしょうか。 

１回の建替えを認める方針は、平成 22年度に検討

を行った指定方針の時からあるものです。 

既存 

不適格 

特例 

すると第１次素案のときからと。その対象とした

建物は、26ページの既存不適格建築物と違反建物

の両方あるのですが、これの区別は、今まで建て

られた建物の中では、高さを超えているのです

が、これは既存不適格建築物と考えればよろしい

でしょうか。特に、増築とかが無ければ。 

既存不適格建築物とは、その建物が建てられたとき

には法律に適合していたものが、後に法律が改正さ

れたことによって現行の法律に不適合になってし

まった建築物のことを指します。 

違反建築物とは、その建物が建てられた時の法律に

すでに不適合である建築物のことを指します。 

既存 

不適格 

特例 

その特例の対象になれば、１回のみ、ということ

になるということですよね。34ページのところ

で、１回はそのまま建てられるのですが、２回目

はその制限の下までにしなければなりませんが、

つまり、今まで建物の中に住んでいた人達が、た

とえば、今まで 60㎡のところに住んでいたのに、

50㎡になってしまうということですか。 

いずれは小さくなるということですか。 

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

的には良好な街並み景観を形成したいと考えてお

り、将来計画においては、絶対高さ制限内の建築計

画となることを誘導していくため、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。 

規制方針 例えば、１つの敷地で、今の地図をみると、22ｍ

と 24ｍの高さの両方があるんですが、それが同時

にかかっている場合、どちらになるんですか。 

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。 

63 

  

  

規制方針 いろいろ意見が出ましたから、多くを語る必要が

ない、それで先程から出ています、もう一度説明

会を持ってほしい。これをひとつのまとめとして

文京区としては、皆さんのご意見は伺いながらも、

第4次素案をベースに都市計画原案を作成していき

たいと考えています。都市計画原案については、今
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まず、１点。それから２点目、決められたことを

理解して納得してほしいとか、なんか押し付ける

ようなものではなくて、区民の声がいろいろでて

いる中で、それをカバーするにはどんなことが考

えられるのか。こういう優秀な区の行政を担って

いる方々ですから、その選択肢としてこんなふう

にしたら、区の立場も、区の立場というのは、区

民の生活を第一に考えるという、そこは大事なこ

とだと考えますから、区の立場としても、区民の

声としても満たされるような。たとえば、色々聞

くと建ぺい率や容積率、あるいは地域指定、そん

なことから、ずっと下へ落ちてきて、もはや動か

せない。よって納得していただきたい。こんな説

明の姿勢を変えていただきたい。たとえば、六義

園の方がおっしゃった、駆け込み的な建築、これ

は特例になる時は特例だと。特例除外の特例を考

えていただきたい。そういう駆け込みで、街を壊

してさよならというような業者のことを考える

と、１回限りの特例除外の特例を考えていただき

たい。それは、たとえばの話ですがね、みんなの

声を生かしていくための、工夫を話しあうよう

な、説明会も含めて、お願いしたいと思います。

地区計画もあるじゃないかとね、地区計画なん

て、これは手続きとか色々いかに大変か。区の人

は分かっているんです。でもそういうことをおっ

しゃる。本郷５丁目から始まって、６町会で陳情

書だか要望書だか知らないけど、80％の人が賛成

して区に提出しているわけですよ。だけど、それ

はもちろん最後これでいこうということになれ

ば、そういう方向も考えますけど、今この高さ制

限のところで、色々出来るだけ区民の声を生かし

ていくことが早道だということが私どもも分か

っているわけで、ここで頑張るわけです。ですの

で、もう一度説明会をしていただきたい。そして、

区民の声を活かす工夫を考えてきていただきた

い。私どもも考えたい。とそのように思っており

ます。以上です。 

回と同様の説明会を行う予定です。 

意見 

集約 

駆け込みに対する特例除外の特例は。 絶対高さ制限は、都市計画決定された段階で定まる

ことになり、それまでは現行法令等に拠ることにな

ります。 

なお、ディベロッパー等の事前相談などにおいて
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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、努めているところです。 

意見 

集約 

次回についての解答は。 今回いただいたご意見等を踏まえて今後は都市計

画原案を作成し、再度説明会等を行なっていく予定

です。 
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(2) はがき・要望書等による意見 

① はがき 

No. 分類 ご意見・ご質問 区の考え方 

64 規制方針 何故制限値をあげるのですか。納得できません。 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

を図り、制限値の一部について修正を行いました。 

具体的には、木造住宅密集地域で指定容積率 300％

との整合を図りつつ、指定容積率 200％相当の制限

値である 15ｍから 300％でもっとも厳しい 17ｍに

変更を行っております。木造住宅密集地域の解消の

ためには道路拡幅などの基盤整備を伴う一定規模

の建築計画などは有効であることから、地域にとっ

ても適正であると判断したものです。 

規制値 大塚５丁目春日通り 

これも制限値引き上げ。納得できない。反対しま

す 

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

を図り、制限値の一部について修正を行いました。 

ご指摘の大塚5丁目の春日通り沿いのバッファーゾ

ーンは、幹線道路沿道の連続的な街並み形成を図る

ため、これまでバッファーゾーンとして指定してい

た路線の中で 7割以上を占める 31ｍに設定しまし

た。 

規制値 大塚５丁目 

22ｍはそのまま。引き下げるべきです。 

青柳山、護国寺、豊島ヶ丘御陵など 22ｍの必要な

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。 

素案では、指定容積率が活用できる高さを満たすこ

とを条件として、都市計画法で定められた容積率や

建ぺい率、用途地域等の客観的なデータを基にして

数値を算出しています。この制限値は、その高さま

で全域を誘導するという意図ではなく、敷地条件に
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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。 

65 規制方針 常日頃街の景観の悪さを気にしていました。建物

が高すぎる。 

8階～10階以上は不愉快です。 

凸凹だらけの空はとても窮屈と感じます。 

何故統一できないのかと思っていました。 

災害時に上を見た時煙等の流れがビル風に左右

されず感じられるので規制は大賛成です。 

区全体で 30ｍ以下になるとよいですね。 

住宅区域はそれ以下がベスト 

現行規制では、周辺市街地から過度に高さが突出し

た建築物の出現を防ぐことはできず、それによって

住環境や景観の保全などをめぐり、近隣住民との間

で建築紛争が生じたケースもあります。 

素案では、指定容積率が活用できる高さを満たすこ

とを条件として、都市計画法で定められた容積率や

建ぺい率、用途地域等の客観的なデータを基にして

数値を算出しています。この制限値は、その高さま

で全域を誘導するという意図ではなく、敷地条件に

よって高く建てられる場合においても、この高さ以

下に抑えることで突出した建築物の出現を防ぐと

いうものです。 

66 規制値 街並み保存が区の雰囲気、イメージ特徴をつくり

出すが、そのことを無視し一律的政策は変わらず

の方針 

区の特性なくしては住環境の育成は出来ないが、

それも西片、小日向等のみで本郷界隈は放棄され

ている。でも街並観光としては外部からの流入が

ある。「保存」というテーマは高度制限が第一に

もかかわらず本郷 4.5.6丁目は 22ｍ制限。西片な

みの文化エリアとして 12ｍ（3～4階）制限を切

に望む。文化人エリア保存のため、区の財産のた

めに！ 

NPO活動、新聞 TV案内等外部評価を欠いてしまう

認識は無視されるのであろうか？再考を願う。将

来のポテンシャルの高さゆえに。 

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

を持たれる方もおり、丁寧に説明を行いながら進め

てきたものです。 

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。ご意見をいただいた本郷地区もその 1つ

の区域です。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。 

67 その他 平素は文京区の為にいつもありがとうございま

す。 

本郷3丁目から湯島にかけての春日通りは都道であ

るため、事業に関する具体的なお問い合わせは東京



93 

 

初めまして、私は祖父の代から湯島で会社と自宅

を構えさせて頂き、私で三代目として操業してい

る者です。区報ぶんきょう見させて頂きました。 

私の土地は、46（46ｍ高度地区）と言う事で、理

解致しました。 

私の土地は、祖父の代から聞いているのですが、

計画道路に指定されております。（春日通り）現

在本郷三丁目から湯島天神下から、昭和通りの区

間が狭く、ちょっと不便な部分が有るのですが、

（一部天神下は、少し計画が進んでいる様です

が）計画道路の計画がいつ来るのか？不安な日々

を過ごしています。私の建物も祖父が建てた昭和

30年位の 4階建てで、地震の心配も有り建替えも

考えております。 

私は、計画道路に賛成ですが、いつになるのか？

分かれば、今度の私の人生の計画も立てやすく思

ってます。計画道路（春日通り）に関する資料、

説明会などありましたら教えて下さい。よろしく

お願いします。 

都にお願いいたします。 

68 その他 前略。はじめまして、私は文京区が意外と好きな

街です。外堀通りのガードレールがはずれている

ような気がします。確認よろしくお願いいたしま

す。千代田区と文京区の区域のところが少し変わ

ってきているような気がします。どうしてなんだ

ろうと思う時があるんですが、なぜか持っていっ

てしまったような人がいると思います。いじわる

ですね。このごろ病院でもヤンキーヤクザな Dr

がいるそうです。（○病院）気をつけましょう。

これからも健康に気をつけて明るく充実した

日々を過ごしてくださいね。 

ご意見として承ります。 

69 規制方針 なぜ、道路の左右で１４ｍと１７ｍにするのか。

建て替えを進めて道路幅を広くし防災に備える

ほうが良いのでは。１７ｍに変更していただきた

い。 

素案では、指定容積率が活用できる高さを満たすこ

とを条件として、都市計画法で定められた容積率や

建ぺい率、用途地域等の客観的なデータを基にして

数値を算出しています。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。 

70 規制値 千石 2丁目の通称“村町商店街”は今や商店もま

ばらで、商店街の体をなしていない。道路も狭く、

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
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一方通行である。住宅地区と称しているのに商業

地区並みの高度（24m）になったのはおかしいと

思う。この地区の見直しを求めます。 

ております。 

素案では、指定容積率が活用できる高さを満たすこ

とを条件として、都市計画法で定められた容積率や

建ぺい率、用途地域等の客観的なデータを基にして

数値を算出しています。この制限値は、その高さま

で全域を誘導するという意図ではなく、敷地条件に

よって高く建てられる場合においても、この高さ以

下に抑えることで突出した建築物の出現を防ぐと

いうものです。 

なおご指摘の地域に関しては、近隣商業地域の指定

であるため 24ｍとしていますが、現在地区計画の策

定に向けた活動が進められており、高さを含めた街

の将来像について地元の方々が議論されていると

ころです。 

71 規制値 私は、60数年この小日向に住む住人です。お陰様

で、十分に耳も傾けられず、そうしているうちに

高層が出されてしまい猛反省しているところで

す。この茗荷谷地区は、小さい時から学園都市と

して、区の中でも学生さんの集まる落ち着いた街

としての品格がありました。また、住民は学生街

を愛し、大切にし、品格のある街、名荷谷を他の

街と区別し、大切にしてきました。最近の開発を

見ますと茗荷谷周辺は、人溢れる繁華街となり、

どこにでもあるショップが乱立し、その特性を失

いつつある危惧を感じています。特性を大切にす

る街づくりを区が率先してしなければ、新しい住

民は易きに流れ、街の特性は瞬く間に失われま

す。区はそうした建物の器だけの思考で、開発を

進め、街の環境・特性を考えていないのが大きな

間違いです。小日向 3丁目地区の 4階建築 OKの

説明会を聞き、大変怒りを持ちました。街を愛し

昔から住んでいる住民の心を踏みにじった開発

だからです。憤怒耐えません。断固反対します。

新大塚公園やいくつかの 4階建てマンション計画

反対運動も住民の熱い心で、勝ち取ってきまし

た。住民あっての街です。街あっての住民ではあ

りません。小日向 3丁目も１・２丁目同様に低層

の高さ制限に入れる運動へ関わり、区の構想には

断固反対します。 

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。 

素案では、指定容積率が活用できる高さを満たすこ

とを条件として、都市計画法で定められた容積率や

建ぺい率、用途地域等の客観的なデータを基にして

数値を算出しています。 

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、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を充足できることが

前提としているため 14ｍの制限が妥当と考えてい

ます。 

小日向地区のような住宅地で今と同じ敷地規模等

であれば現在の街並みは変わりません。しかし敷地

を統合して大きな敷地が生じた場合、開発業者等に

よる高層のマンションが建てられることになりま

す。今回の規制は、そのような事態を事前に抑える

ため、小日向地区の場合はどんなに敷地が大きくて

も 14ｍを上限とするという規制を掛けるというも

のです。 

72 規制方針 自分の家は、３ｍ道路に面しています。本郷 3丁

目ということで、７０ｍ高度地区の色塗りがあり

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
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ます。最近とみに、10階建て、14階建ての高層

建築物が文字通りに面していなくても工事中で

あります。上記のような高層建物はせめて千代田

区迄として、文の京、文京区には全く似合いませ

ん。真上の空を見上げなければ、天候も分からず、

ゴルフの中継を見るとまだ明るいのに本郷３丁

目界隈はすでに真っ暗です。誰の一体判断でここ

までの高度の建物を許可するに至ったのでしょ

うか。ビル風も強く、夕方真っ暗、洗濯物は外に

出しても太陽光がないため、乾きも悪く、この葉

書を見る職員の方は、埼玉から通っているとか、

本当に文の京を良い環境にするという強い意志

を全く感じられない。京都のように、景観条例を

施行してください。必ず。徹底した高度制限を頼

みます。貴殿が即やってください。 

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

を持たれる方もおり、丁寧に説明を行いながら進め

てきたものです。 

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。 

70ｍとしている区域は、都市マスタープランにおい

ても都心型高層市街地として位置づけられている

ことを踏まえたものとしております。 

73 その他 この意見ではないが、建築違反をしている家があ

るが、区は見にも来ない。こういうことでは、意

見を提案しても何も結果はないです。 

そのような建築物については、文京区の建築課にお

問い合わせください。 

74 規制方針 従来通り、3階迄の高さに規制して新築して戴け

ますよう規則してください。住環境保持のため、

よろしくお願いいたします。 

素案では、指定容積率が活用できる高さを満たすこ

とを条件として、都市計画法で定められた容積率や

建ぺい率、用途地域等の客観的なデータを基にして

数値を算出しています。この制限値は、その高さま

で全域を誘導するという意図ではなく、敷地条件に

よって高く建てられる場合においても、この高さ以

下に抑えることで突出した建築物の出現を防ぐと

いうものです。 

75 規制方針 私は以前から考えていました。手紙をかくのも面

倒だし、この葉書を利用して思い切って書くこと

にしました。間口が狭いのに高さだけ高く飛び出

している建物が多く感じます。部屋数だけ多くす

るのはやめて下さい。下を歩いている高齢者は上

などあまり見ません。下を見て歩いています。ビ

ルの影は寒いくらいです。高さ制限は必要です。 

絶対高さ制限については、不必要から厳しい制限ま

で、幅広い意見が出される内容を含んでいると考え

ております。 

現行規制では、周辺市街地から過度に高さが突出し

た建築物の出現を防ぐことはできず、それによって

住環境や景観の保全などをめぐり、近隣住民との間

で建築紛争が生じたケースもあります。 

素案では、指定容積率が活用できる高さを満たすこ

とを条件として、都市計画法で定められた容積率や

建ぺい率、用途地域等の客観的なデータを基にして

数値を算出しています。この制限値は、その高さま

で全域を誘導するという意図ではなく、敷地条件に

よって高く建てられる場合においても、この高さ以

下に抑えることで突出した建築物の出現を防ぐと
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いうものです。 

76 その他 湯島地区はワンルームや単身者向けのマンショ

ンを規制せよ。ファミリー向けのみとする。Ｂグ

ル新路線を開設し、アクセスの改善を。 

今回は建物高さに関する規制であり、ワンルームマ

ンション等についての規制は別途検討すべきもの

と考えます。 

77 意見 

集約 

第４次素案における制限値の変更理由(Ａ)は、木

造住宅密集地域の解消を理由としているが、地価

の高騰により、目的達成が可能となるか心配して

いる。区域内においては、土地が細分化され、木

造密集地域は解消されず、むしろ木造新築住宅が

増加している。都市計画の難しさは利害関係の違

うものが集まって意見をまとめるところにある。

したがって、計画の困難さはあっても、意見集約

の民主的な検討を望む。 

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

を持たれる方もおり、丁寧に説明を行いながら進め

てきたものです。 

78 規制方針 区報（ぶんきょう）３月２９日の絶対高さ制限に

ついて意見を述べさせていただきます。これまで

の議論を踏まえての第４次素案ということです

が、一件だけ私見を述べさせていただきます。「絶

対高さ制限を設ける」という主旨は、将来的に、

区内の商業・工業・住宅地の適正なありかたの青

写真が描かれていて、それに向けての設計図の提

示かと思います｡設計図としてみたとき、【絶対

高さ制限が町名・丁目ごとに差があり、その差が

大きい】ことにあります。住宅地域をみたとき、

町名を挟んだーつの境界線で､高さ制限が７ｍ違

う住宅地域があります（例えば黄色と青色地域）。

これは、これまでの適用されている地域ごとの高

さ制限と比べてどの点が改善されているのでし

ょうか。回答をお願いします。文京区が文教地区

として特徴をもつ施策として絶対高さ制限を考

えたときに、幹線道路や国道沿いの建物（商業地

区）を低層化するだけでなく、むしろ低層住宅地

域の都市計画を策定することが文京区住民や住

宅地を中心とする文教地区・文京区の区政ではな

いでしょうか。 

今回の絶対高さ制限は、平成 23年に改定された文

京区都市マスタープランで定められている建築物

の高さに関する方針に基づいて検討しているもの

です。 

現行規制では、周辺市街地から過度に高さが突出し

た建築物の出現を防ぐことはできず、それによって

住環境や景観の保全などをめぐり、近隣住民との間

で建築紛争が生じたケースもあります。今回の規制

は、これらのような例を抑えるために基本的には区

内全域を対象として、現在ある斜線型の高度地区に

さらに１つの規制を加えるというものです。 

また、今回の規制は建築物の高さ制限に関するもの

であるため、建築基準法等に定められている日影規

制等の規制はそのまま適用されることになります。 

79 規制方針 隣接区（豊島区等）が高くするのに合わせて高く

している感じです。文京区として緑豊かに文教の

街としてこれ以上高くしてほしくないです。大地

震に対してしっかりとした家にしたいと思って

いますが、これから快適な暮らしを作っていく上

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。 

現行規制では、周辺市街地から過度に高さが突出し

た建築物の出現を防ぐことはできず、それによって
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でも大きなマンションだらけにしては地域づく

りも難しくなっていくばかりです。東京集中にス

トップをかけるためにも考えて欲しいです。高さ

をシビックセンターからの上から目線にしない

でほしいです。 

住環境や景観の保全などをめぐり、近隣住民との間

で建築紛争が生じたケースもあります。 

素案では、指定容積率が活用できる高さを満たすこ

とを条件として、都市計画法で定められた容積率や

建ぺい率、用途地域等の客観的なデータを基にして

数値を算出しています。この制限値は、その高さま

で全域を誘導するという意図ではなく、敷地条件に

よって高く建てられる場合においても、この高さ以

下に抑えることで突出した建築物の出現を防ぐと

いうものです。 

80 規制値 本郷１丁目は、近年マンションが増加しつつあ

る。今回は絶対高さ制限値を変更する案とのこと

だが、居住者の日照を考慮し、制限値を緩和する

のではなく、むしろ強化すべきと考える。⑥、⑦

については、変更理由をＣにより緩和すべきとさ

れているが、上記の通り、商業エリアというより

もむしろ居住エリアと考えられることから制限

すべきであり、現在、提示されている案は受け入

れがたい。審議会は、現地を調査しているのか疑

問である。⑥５０ｍ→４０ｍ、⑦４５ｍ→４０ｍ

とすべきである。 

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。 

81 

  

既存 

不適格 

特例 

自宅のあるマンションは 16階建てですが、今回

３１ｍの高度地区指定がなされます。１回は現行

の高さまで建て替え可能ですが、その前にも都市

計画決定がなされると、既存不適格建築物となる

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

的には良好な街並み景観を形成したいと考えてお

り、将来計画においては、絶対高さ制限内の建築計

画となることを誘導していくため、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。 

なお今回の絶対高さ制限は告示日の時点で、工事に

着手していないものが適用になり、今年度中の告示

を目指しています。 

既存 

不適格 

自宅のケースが将来どうなるのか不明ですが、建

て替えをしようとした際に、今までの高さが確保

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
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特例 できないことにより、転出者が多く出た場合に、

余った容積を他の余裕がある建物に移転できる

制度（特例容積率適用地区）が使えれば、移転を

する側にも受ける側にもメリットがあります。高

さ制限内の移転が可能となるよう検討をお願い

します。イメージは、今回の高度地区全域に特例

地区をかけるということです。 

のは、適切ではないと判断し、設定しました。将来

的には良好な街並み景観を形成したいと考えてお

り、将来計画においては、絶対高さ制限内の建築計

画となることを誘導していくため、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、今回は高さに関する制限であり、特例容積率

適用地区等の制度を適用する予定はありません。 

82 規制値 毎回説明会に参加し、訴えています。⑭小日向３

丁目他、１４ｍの高度地区で、第一種低層住居地

域と隣合わせになっている箇所の高さは、１０ｍ

もしくは、１２ｍに変更し、一種住居専用地域と

同じ高さにしていただきたい。 

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。 

素案では、指定容積率が活用できる高さを満たすこ

とを条件として、都市計画法で定められた容積率や

建ぺい率、用途地域等の客観的なデータを基にして

数値を算出しています。 

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、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を充足できることが

前提としているため 14ｍの制限が妥当と考えてい

ます。 

小日向地区のような住宅地で今と同じ敷地規模等

であれば現在の街並みは変わりません。しかし敷地

を統合して大きな敷地が生じた場合、開発業者等に

よる高層のマンションが建てられることになりま

す。今回の規制は、そのような事態を事前に抑える

ため、小日向地区の場合はどんなに敷地が大きくて

も 14ｍを上限とするという規制を掛けるというも

のです。 

83 規制値 私は 91歳の高齢で、膝変形性関節症で痛みが強

く、出席出来ませんので、お便りで意見申し上げ

ます。小日向３丁目は３階建以下と住民一同の内

規が以前よりあり、それに準じて建築を実施して

います。早く、是非之を行なって戴き、環境維持

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
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に努めて下さい。 成してきました。 

素案では、指定容積率が活用できる高さを満たすこ

とを条件として、都市計画法で定められた容積率や

建ぺい率、用途地域等の客観的なデータを基にして

数値を算出しています。 

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、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を充足できることが

前提としているため 14ｍの制限が妥当と考えてい

ます。 

小日向地区のような住宅地で今と同じ敷地規模等

であれば現在の街並みは変わりません。しかし敷地

を統合して大きな敷地が生じた場合、開発業者等に

よる高層のマンションが建てられることになりま

す。今回の規制は、そのような事態を事前に抑える

ため、小日向地区の場合はどんなに敷地が大きくて

も 14ｍを上限とするという規制を掛けるというも

のです。 

84 規制値 東大正門前本郷通りに面して住んでいる二代目

です。赤門から弥生交差点の間は本郷の顔です。

景観ハンドブックも東大の先生方が協力して出

版されてます。困難なこともあるでしょうが、皆

様と話合で３１ｍにしてください。私の家の土台

から１５ｃｍの場所へ１４Ｆのワンルームマン

ションが建築中ですが、大地震もありますので、

未然に災害のない対策を実行して下さい。 

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

一定の区域内の街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、この街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、文京区が支援し

ているところです。 

85 規制方針 空家、空地を統合して、再開発することは、都市

の過疎化を防止する上で、有効であるので、業者

の介在は問題ではない、区がこれを積極的に推進

できないのであれば、企業がこれを担うのは当然

である。また、囲繞地建物の改築、新築をする為

に規制緩和を行わなければ、この前有り得る大震

災に対応できなくなるので区内に多数ある囲繞

地を有効的に活用できる施策も推進されたい。絶

対高さは観光都市を目指すのであれば規制強化

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。 

現行規制では、周辺市街地から過度に高さが突出し

た建築物の出現を防ぐことはできず、それによって

住環境や景観の保全などをめぐり、近隣住民との間

で建築紛争が生じたケースもあります。 

素案では、指定容積率が活用できる高さを満たすこ

とを条件として、都市計画法で定められた容積率や
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もやむを得ないが、住民数の拡大や企業の誘致を

推進したいのであれば規制緩和を更に拡大され

たい。私は更なる規制緩和を求めたい。 

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。 

86 既存 

不適格 

特例 

既存不適格建築物の建て替えの特例について、一

定の基準とは具体的にどのようなものでしょう

か。同様に、大規模敷地における特例の条件とは

どのようなものでしょうか。上記の具体的な基

準・条件が分からないと、判断ができません。よ

ろしくお願いします。 

既存不適格建築物の特例及び大規模の特例の具体

的な基準案については、文京区ホームページでご覧

いただくことができます。 

既存不適格建築物の特例については、第 3次素案の

区報特集号、大規模の特例については第 2次素案の

区報特集号で図説したものが公開されています。 

また、都市計画に定める計画書の素案については、

平成 24年第 2回都市計画審議会資料として公開さ

れています。 

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

kakutyousei_toshimachi_tetsuzukichu.html 

87 既存 

不適格 

特例 

「既存不適格建築物」となったものを再建設１回

のみを区長権限で認めることは、本法改正の高度

制限は事実上無視（新しい建物は今後 50年以上

高度が高いままで存在することになるため）した

ことになる。→無意見である。今後一切高度以上

は認めず不適格建物には建ぺい率や容積率の緩

和で対応すべきではないでしょうか。（完全な容

積を確保はできないがやむを得ない） 

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

的には良好な街並み景観を形成したいと考えてお

り、将来計画においては、絶対高さ制限内の建築計

画となることを誘導していくため、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、今回は高さに関する制限であり、建ぺい率や

容積率の緩和をする予定はありません。 

 

88 規制方針 文京区は、関東ローム層台地の末端であります。

この台地は富士山の土と隅田川の堆積地帯との

境にあります。従って、手の指のような地形が連

なっており、斜面緑地が至るところにありまし

た。私が文京区に住みついた頃（昭和 26年、1951

年頃）には、斜面緑地が数多く残っておりました。

しかし、東京が発展し、文京区の人々が増えると

共に、この斜面緑地が削られてビルが建てられる

今回の高さ制限の目的は、①良好な街並みを形成す

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。今回の絶対高さ制限は、

建物の高さについて規制するものであり、斜面緑地

の保全等については別途提案すべきものと考えま

すが、緑豊かな現在の良好な住環境を少しでも保全

するための方策の１つであるとご理解いただけれ
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ようになりました。このような地形の変更は都市

計画法に基づくと開発行為になります。許可が必

要となります。しかし、区ではこの行為は建築基

準法による基礎工事にして許可してます。（間違

いです。）失われていゆく斜面緑地に憂いていま

す。私は都市計画の技術士です。 

ばと思います。 

89 

  

既存 

不適格 

特例 

私が、所有・居住するマンションは、敷地の部分

により、絶対高さ制限が異なっている案だが、こ

うした場合の制限の適用について、「既存不適格

建築物となる可能性のある建物の所有者への周

知」の中で、説明していただきたい。 

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。 

その他 後楽１丁目の○○○○ビルには、総合設計制度に

基づく公開空地が設けられているが、警備会社の

担当者が替わってから「喫煙所が設けられていて

子供に危険がある」として最近利用を制限するよ

うになった。公開空地の安全性の確保の責任は、

管理者側にあると考えるものの、それを理由に利

用を制限するのは本来の趣旨に反しており、むし

ろ安全確保のための改善処置をとるべきではな

いか。ビル管理者への指導をお願いする。（本件、

担当違いであれば、責任ある部署への回付をお願

いしたい。） 

今回は建物高さに関する規制であり、個別のビル管

理に関しては別途対応すべきものと考えます。 

90 規制方針 周辺から突出した、さらに美しくない建築物を規

制することは、大賛成である。今回の案は、規制

を緩和する方向なので反対である。緩和する必要

性は全く説明されていないと考える。また、今回

の案とは関係しないが、「高度利用地区」という

エリアが存在するがいかなる高度の制限値があ

るのか不明であり、周辺から突出した建築物が建

たない様に規制して貰いたい。 

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

を図り、制限値の一部について修正を行いました。 

具体的には、木造住宅密集地域で指定容積率 300％

との整合を図りつつ、指定容積率 200％相当の制限

値である 15ｍから 300％でもっとも厳しい 17ｍに

変更を行っております。木造住宅密集地域の解消の

ためには道路拡幅などの基盤整備を伴う一定規模

の建築計画などは有効であることから、地域にとっ

ても適正であると判断したものです。 

今回定める絶対高さ制限は、第一種低層住居専用地

域、高度利用地区の区域、都市核の区域は対象から

除外されています。 
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91 既存 

不適格 

特例 

既存不適格建築物の再建設について、１回の再建

設を認めると長いものでは約 60年＋約 60年＝

120年と法改正の意味がなくなる。①高度制限に

対し、一定割合で認める。例 ３１ｍ×２０％＝

６．２ｍの増を認める。②割増高度を決める。例 

３１ｍ＋５ｍ（割増）＝３６ｍ ③再建設は１年

～５年の間に申請せねばならない。 ④容積率・

建ぺい率で割増を認める。 ⑤所有者の割増分を

他の文京区の建物に転用。譲渡を認める。割増は

①～④によって計算。 

既存不適格の建て替えの特例については、新たな規

制が、生活や仕事の場を直ちに奪うことにつながる

のは、適切ではないと判断し、設定しました。将来

的には良好な街並み景観を形成したいと考えてお

り、将来計画においては、絶対高さ制限内の建築計

画となることを誘導していくため、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。 

 

92 地区 

計画 

特例 

絶対高さ制限を定める高度地区の指定の説明会

ということなので、景観・環境に考慮された高度

制限を期待していましたが、高層建築を奨励する

ような素案なので、２５年度内に都市計画・告示

をすることに反対します。４６ｍ～７０ｍの設定

は高すぎて文京区にはふさわしくないし、地区計

画・商業利用地区、都市核の説明がなされていな

いので、どんな様相になるのか分からず心配であ

る。地区計画の特例（高度を下げる）を協議陳情

するにも期日が必要ですので、早急な決定はしな

いで、住民が納得するよう引き続き説明会を開い

て下さるようお願いします。 

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

を持たれる方もおり、丁寧に説明を行いながら進め

てきたものです。 

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。 

文京区としては、皆さんのご意見は伺いながらも、

第4次素案をベースに都市計画原案を作成していき

たいと考えています。都市計画原案については、今

回と同様の説明会を行う予定です。なお今回の絶対

高さ制限は今年度中の告示を目指しています。 
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93 規制方針 この計画をたてた方の中に、一年の半分が日影に

なってしまった家に住んだ経験のある方がいま

すか。（私がその一人です。）こんな人のことを

考えてこの案を考えたと思います。一番日光のほ

しい 10月から 3月まで部屋に日光が入らなくな

りました。南側にマンション、西側に 3階の鉄骨

建ての住宅ができたためです。こんな建物を許可

する行政に不満がいっぱいです。マンション等を

建て住民が増え、増税になれば行政は助かるでし

ょうが、50年～100年も以前から住んでいる人を

犠牲にしているとしか考えられません。古い住宅

が残ってこそ、伝統ある文京区だと思います。私

の考えは、これ以上、高い建物を許可しないの一

言です。今の高さ制限を少しでも低くしてほし

い。憲法で言う、文化的な生活とは何でしょうか。

冬は日影に住み、洗濯物も日影に干し、寒さに耐

え、がまんしていますが、こんな区民がたくさん

いるはずです。行政の皆さん、よく考えて下さい。

住み良い文京区にしたいものです。50年前の方が

ずっと良かったように思います。住民の立場にた

って考えて下さい。 

現行規制では、周辺市街地から過度に高さが突出し

た建築物の出現を防ぐことはできず、それによって

住環境や景観の保全などをめぐり、近隣住民との間

で建築紛争が生じたケースもあります。 

素案では、指定容積率が活用できる高さを満たすこ

とを条件として、都市計画法で定められた容積率や

建ぺい率、用途地域等の客観的なデータを基にして

数値を算出しています。この制限値は、その高さま

で全域を誘導するという意図ではなく、敷地条件に

よって高く建てられる場合においても、この高さ以

下に抑えることで突出した建築物の出現を防ぐと

いうものです。 

94 規制値 文京区本駒込３、４、５丁目の絶対高さの制限を

隣接する地区と同程度の１７ｍに引き下げを要

望します。当該地区は歴史的にも低層の戸建が多

く、閑静な住宅地で良質な住環境を維持すべきと

考えます。文京区らしいまち並みを保存するため

に、高層（７F）相当は不適当。日照を維持する

ためにも採光で５F、１７ｍが適当と考えます。

これ以上、集合住宅（高層の）が増加することは、

現在の住環境、文の京としての良質なインフラの

維持からも望ましいとは思えない。そもそも容積

率等から５Fまでがこれまでの規制と思われ、今

後の土地の集約化で巨大マンションが乱立する

ような街づくりが進まないことが適当と思う。過

度な都市化は文の京には不適当である。景観計画

にも沿う必要があろう。 

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

を持たれる方もおり、丁寧に説明を行いながら進め

てきたものです。 

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に見直すなど、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



104 

 

いるところです。 

95 規制値 私の住居は、湯島 4－6－○○にあります。高さ制

限が 31ｍとなってます。南側の湯島天神側は 46

ｍ及び 60ｍとなっております。春日通りの北側が

南側より低いのはなぜですか。日影になるのが納

得出来ません。 

素案では、指定容積率が活用できる高さを満たすこ

とを条件として、都市計画法で定められた容積率や

建ぺい率、用途地域等の客観的なデータを基にして

数値を算出しています。 

ご指摘の区域は春日通りのバッファーゾーンとし

て指定しているものです。バッファーゾーンとは、

商業地域等の用途地域の境界から基本的には 20ｍ

の範囲内としています。商業地域とその裏側の住居

系の用途地域にまたがって大きな敷地がある場合

に、制限値に大きな差が出ることから、より適切な

建築計画が可能となるよう設定したものです。 

したがって、通常であれば原則値の算出式により 22

ｍとなりますが、幹線道路沿道の土地利用を考慮し

31ｍとしているものです。 

96 規制値 通称菊坂通りというところに住む住民です。この

せまい幅約７ｍの通り抜ける道に、真ん中に制限

値２４ｍと書いたために大変なことが起きてい

ます。大阪の○○○○○○○、足立の○○○○○

○○というのが大規模開発を始めています。道路

境界から２４ｍを 8階と計算して（その他は２２

ｍ）建てる予定です。（区の基準では、ワンフロ

ア３．２ｍで７階以下です。）冬至期には、日照

がゼロになります。（今までは４時間です。）こ

ういう配慮のないことをやっています。しかも工

事の関係車両は道路上（しかも通学路の歩道上で

す）に違法駐車となります。こういう事が起きた

のも日照の方向の南側（本郷小）から北側（５丁

目側）にくるという事ぐらい考えて書くべきで

す。文京区の中でも史跡と景観の街であるこの地

域のイメージを台無しにした罪は重いと言わざ

るを得ません。表の街道沿いならともかく高さ制

限が高すぎると思います。また文京区ではこうい

う利益一辺倒のグループはチェックする必要が

あると思います。 

菊坂通りは、第 1次素案では原則値の算定式通り 32

ｍとしていましたが、沿道は歴史的な雰囲気を残し

た街並みが形成されており、都市マスタープランに

おいてもこの環境を活かした良好な中低層の住宅

市街地を形成すると位置づけられていることから、

近隣商業地域でありますが住居系用途地域と同等

とみなして 24ｍとしています。 

なお、ディベロッパー等の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、努めているところです。 

97 規制方針 現居住地の２４ｍに反対します。理由、①マンシ

ョン建設業者が目をつけること。②建設業者が購

入してからでは、反対運動以外無いため、余計な

労力を必要とすること。③そのような事態を未然

に防ぐためにも最初から１７ｍにすべき。以上。 

現行規制では、周辺市街地から過度に高さが突出し

た建築物の出現を防ぐことはできず、それによって

住環境や景観の保全などをめぐり、近隣住民との間

で建築紛争が生じたケースもあります。 

素案では、指定容積率が活用できる高さを満たすこ
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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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② 要望書 

No. 分類 ご意見・ご質問 区の考え方 

98 規制方針 いくら意見を言っても一度決定したものは変更

してくれない、という区の態度ですので何も申し

上げられません。※区はもっと住民の意見を取り

上げてほしい。何のための説明会なのか。言い訳

の会としか理解できない。区は一人でも住民が増

えて税金が多く入れば良しとしているとしか考

えられない。また、地上げ屋（不動産業者）が得

するようなシステムを作成しているような気が

してならない。もっと住み良い環境を死守する方

向に進んでほしい。 

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4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

を持たれる方もおり、丁寧に説明を行いながら進め

てきたものです。 

99 規制方針 音羽通りに２ヶ所青で四角に囲まれた７０ｍ高

度地区があります。この２ヶ所だけ周りの４６ｍ

から突出した高さになった理由を教えて下さい。 

青色で囲まれた区域は高度利用地区という都市計

画が決定されている地区で、市街地再開発事業を実

施した地区になります。この地区において再開発事

業を行うことが都市計画的な視点から妥当だと判

断されたたため、都市計画として決定されているも

のであり、今回の絶対高さ制限の対象範囲からは除

外されます。 

100 規制方針 空が広く見える街。夜空が楽しめる街。ご近所が

親見知りになって助け合い協力して住む街。心豊

かに安心して住み続けられる街。こういう街は３

階建て１０ｍが限度ではないかと今まで住んで

いて思えます。区内にそういう場所を多く作り、

住みよい文京区を作って行きましょう。行政の協

力が一番大切です。よろしくお願いいたします。 

現行規制では、周辺市街地から過度に高さが突出し

た建築物の出現を防ぐことはできず、それによって

住環境や景観の保全などをめぐり、近隣住民との間

で建築紛争が生じたケースもあります。 

素案では、指定容積率が活用できる高さを満たすこ

とを条件として、都市計画法で定められた容積率や

建ぺい率、用途地域等の客観的なデータを基にして

数値を算出しています。この制限値は、その高さま

で全域を誘導するという意図ではなく、敷地条件に

よって高く建てられる場合においても、この高さ以

下に抑えることで突出した建築物の出現を防ぐと

いうものです。 

101 規制値 小日向３丁目に住むものです。小日向は１・２・

３丁目は以前は小日向台町として１つの街でし

た。今も同じ町会です。小日向１・２丁目は高さ

制限 10ｍですが、３丁目は今１４ｍ高度地区にな

っています。同じ小日向で制限の高さが違う事が

理解出来ない。１４ｍである事で、４階高さが可

能になり、これによりワンルームマンション（狭

小地に）が建つ可能性が大きくなり、今問題が起

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。 

素案では、指定容積率が活用できる高さを満たすこ

とを条件として、都市計画法で定められた容積率や
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こっています。（30年前からありましたが。）小

日向の住宅地としての環境を守っている地域の

人達（１・２丁目の人も含め）のためにも３丁目

だけ 14ｍというのはそこだけ突出した建物がで

き、地域全体としての住環境及び価値も下げる原

因ともなると思いますので、３丁目も１・２丁目

と同様 10ｍになることを望みます。（商業地域で

ある大塚地区と明快に区別していただきたいと

思います。）他地域の 14ｍ地区を見ると、太い幹

線通りに面している場所が多く、小日向３丁目の

様に住宅街に入っている所はない。 

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。 

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。 

小日向地区のような住宅地で今と同じ敷地規模等

であれば現在の街並みは変わりません。しかし敷地

を統合して大きな敷地が生じた場合、開発業者等に

よる高層のマンションが建てられることになりま

す。今回の規制は、そのような事態を事前に抑える

ため、小日向地区の場合はどんなに敷地が大きくて

も 14ｍを上限とするという規制を掛けるというも

のです。 

102 規制値 本駒込６丁目大和郷に居住しています。今回の高

さ制限を再考願います。大和郷はほぼ全域が低層

住宅専用地域で文京区も良好な住宅地とし広報

しています。ところが、良好な住宅地と言ってい

る大和郷で一種低層住宅専用地域（１２ｍ制限）

と今回策定しようとする高さ制限の３５ｍ地帯

が直接隣接しています。１２ｍと３５ｍの格差は

約３倍有ります。現実に庭付きの２階建て個人住

宅と高層ビルが隣接する不自然さを感じます。３

５ｍの高さ制限は既に高度地区に指定されてい

るので変更できないと言われています。バッファ

ーゾーンも無く直接隣接している現状を改善し

て下さい。又、既に高度地区に指定されているか

ら（今回から高さ３５ｍと書いてある前に「既」

とある。）変更できないと言われる法的根拠をお

示し下さい。 

平成 16年度に指定された本駒込 6丁目の一部、音

羽 1丁目の一部の区域については、現在の絶対高さ

制限に沿って土地活用が進んでおり街並みが形成

されていると考えています。そのため今回の規制に

おいて、これを新たに変えるということは考えてお

りません。 

なお、これらの区域においては、「既存不適格建築

物の建替えの特例」、「大規模敷地における特例」、

「総合設計による特例」は適用されません。 

35ｍの高さについては、平成 16年度に指定された

本駒込 6丁目の一部、音羽 1丁目の一部の区域につ

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。 

103 既存 

不適格 

特例 

既存不適格建築物の建て替えについて、１回だけ

だと生活に支障をもたらします。将来的に資産価

値が下がる可能性が有ります。今回の絶対高さ制

限を定める高度地区の決定後に着工するものを

対象にしてほしい。（１回に限る建て替え）既存

不適格建築物については、建て替え回数を制限し

ないでほしい。 

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

的には良好な街並み景観を形成したいと考えてお

り、将来計画においては、絶対高さ制限内の建築計

画となることを誘導していくため、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
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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。 

 

104 規制方針 土地の高低差も考慮して絶対高さを決めていた

だきたい。例えば、白山５丁目の場合、この辺り

から北は登り坂（かなり急な坂も有り）となって

いる。つまり白山通り沿いに 31ｍものビルが建つ

と、ビルと坂に挟まれた平地は日照を奪われるだ

けでなく、南北を高い壁に阻まれたような異様な

圧迫感や不快感に苛まれることになる。故に、白

山５丁目の白山通り沿いは、絶対高さを 20ｍ程度

に下げていただきたい。容積率などの関係で上記

の変更が現状では出来ないということであれば、

“人間味のある健康な街づくり”を目指す特別条

例を制定し、「光りあふれる明るい文京区」を創

っていただきたい。各建設会社・不動産会社・都

民等へ、高さ制限という規則が設けられるという

事をより徹底しての周知をよろしくお願いいた

します。 

ご指摘のように文京区は起伏に富んだ坂の多い地

域になっており、坂の下と上では 20、30ｍ違うとい

う場所は現実としてあります。しかし建物を造ると

きは、建築基準法に基づいて建物を造ることとなっ

ております。建築基準法では、建物の高さは建築敷

地からと定まっています。そのため、高さ制限の設

定にあたっては、土地の起伏は考慮していません。 

今回導入する絶対高さ型高度地区は、基本的には区

内全域を対象とするため、指定容積率や指定建ぺい

率、用途地域等の都市計画で定められた数値を基準

として制限値を定めています。そのため皆さんの意

見だけで数値を変えることができるものではあり

ません。 

しかし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

の街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、この街の将

来像を指定することが求められます。 

105 規制値 ①なぜ、24ｍにするのか。もともと商店街の通り

だったが現在は住宅地、実態に合わない「高さ制

限」など混乱のもと。②わざわざ建設業者に的を

示すようなもの。業者は 24ｍという餌を狙ってく

る。購入されてしまってからでは取り返しの付か

ない事態になってしまう。（反対運動しかない。）

区はこの余計な時間と労力を費やすことに援助

でもしてくれるのでしょうか。③17ｍを求めま

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。 

素案では、指定容積率が活用できる高さを満たすこ

とを条件として、都市計画法で定められた容積率や

建ぺい率、用途地域等の客観的なデータを基にして

数値を算出しています。この制限値は、その高さま

で全域を誘導するという意図ではなく、敷地条件に

よって高く建てられる場合においても、この高さ以

下に抑えることで突出した建築物の出現を防ぐと

いうものです。 

なおご指摘の地域に関しては、近隣商業地域の指定

であるため 24ｍとしていますが、現在地区計画の策

定に向けた活動が進められており、高さを含めた街

の将来像について地元の方々が議論されていると
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ころです。 

106 規制値 後楽１丁目の横線部分について、絶対高さの制限

値の変更（22ｍ→31ｍ）を求めます。理由：当社

は、文京区後楽 1･○･○にて建物高さ約 45mの事

務所・共同住宅ビル（名称：○○○○ビル、総合

設計の活用により容積率割増）を所有していま

す。第４次素案において、第３次素案から絶対高

さの制限値が変更された視点の１つに「Ｅ都心地

域と連続したまち並みの形成」が挙げられてお

り、後楽２丁目、水道１・２丁目、春日１丁目に

位置する近隣商業地（300％）、準工業地域

（300％）、第２種住居地域（300％）の区域（以

下、「変更区域⑩」という｡）において、制限値

が第３次素案の 22m ・ 24m ・ 29m から 31mに変

更されています。当社所有ビルが所在する後楽１

丁目の一部（前頁に示した区域）は変更区域⑩に

隣接しており、用途地域、指定容積率、絶対高さ

の制限値に関しても変更区域⑩に類しています。

また、変更の視点である「都心地域に接している」

という点でも、土地の高度利用を推進する後楽２

丁目地区の地区計画区域に隣接しているため、要

件を十分満たしていると考えています。これらよ

り、都市計画的な視点から、変更区域⑩の制限値

が変更されたことと同様、当社所有ビルが所在す

る後楽１丁目の一部区域におきましても、前頁の

とおり、制限値を変更（22m→31m）して頂くこと

を求めます。なお、第４次素案において当社所有

ビルは絶対高さ制限 22m第３種高度地区に位置し

ており、これが導入された場合、同ビルは既存不

適格建築物に該当することとなります。同ビルに

て、現行と同じく総合設計を活用して建替えを行

う場合、「総合設計による特例」の適用を受ける

ことができるものと思料いたします。この特例を

適用した場合、同ビルは、絶対高さ制限の 1.5倍

（推定値 22mx1.5＝上限:33m）までの範囲内で建

築可能なエリアですが、この特例の適用を受けた

場合でも、建替え後の高さは現行より著しく低く

制限されてしまいます。この結果、建替えに際し

て特例の適用を受けた場合でも、現在の床面積を

確保することが明らかに不可能となり、現在の建

物利用者が再建築後の建物を利用できないケー

現行規制では、周辺市街地から過度に高さが突出し

た建築物の出現を防ぐことはできず、それによって

住環境や景観の保全などをめぐり、近隣住民との間

で建築紛争が生じたケースもあります。 

素案では、指定容積率が活用できる高さを満たすこ

とを条件として、都市計画法で定められた容積率や

建ぺい率、用途地域等の客観的なデータを基にして

数値を算出しています。 

なお既存不適格建築物に対しては、「既存不適格建

築物の建替えの特例」制度を設けています。既存不

適格の建て替えの特例は、新たな規制が、生活や仕

事の場を直ちに奪うことがないよう配慮するため

のものであり、やむを得ない場合の特例です。将来

的には良好な街並み景観を形成したいと考えてお

り、将来計画においては、絶対高さ制限内の建築計

画となることを誘導していくため、一回の建替えの

特例としています。 
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スが想定されます。したがって、現在の建物利用

者及び所有者の利便性確保、経済的な不利益の回

避の観点からも現行建物と同規模の建物に再建

築が可能な形になることを希望しますが、絶対高

さ制限の検討経緯を理解した上で、今回の意見・

要望を提出させて頂いたものであります。 

107 規制方針 ここは住み続けられるまちなのでしょうか。第４

次素案説明会に出席して制限値が 13種類から９

種類に変更されております。種類を減らすという

ことは理解できますが、４項目について制限値が

高く修正されております。これは地域住民が望ん

でいる数値なのでしょうか？指定目的（３）建築

物の高さを制限することで、良好な住環境を保全

することと全く逆の方向に進んでいるのではな

いでしょうか？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。国道

さえ高さ制限が 31m、それに対し区道である壱岐

坂通りの 60m、何か狂っています。都市マスター

プランは 1996年の資料に計画期間おおむね 20年

とありますが約 17年経過しており「絶対高さ制

限」の計画の原点がマスタープランにあるのであ

れば計画当初と社会情勢が大きく変化しており

ます。ここで見直しをしてもらいたいと強く要望

いたします。この都市マスタープランの実現の方

策に「住民参加の推進区民の参加と合意形成」、

「区と住民が協働してまちづくりを進めて」と書

かれております。現在の進行状況は実現の方策が

無視されております。と思われませんか？ 

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

図り、制限値の一部について修正を行いました。 

区としては、これまで区民の皆様と意見交換を重ね

作成した、住宅中心の地域できめ細かく設定した制

限値及び地区についてはそのままに、都市計画上の

整合性を図ったものであり、これまで検討してきた

趣旨は変わらず、制限値の目的がより明確になった

変更であると考えております。 

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。 

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。 

108 

  

公益上 

特例 

１．区内にある教育施設及び医療機関は、区のみ

ならず束京都、国にとって重要な施設であり、国

際競争力を高める上では､周辺への一定の配慮の

もとに､建物の高度利用が求められる施設です。

教育施設及び医療機関は第 3次素案においては「大

規模敷地」の特例に定めていたものを、今回の第 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、認
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さらに、これらの施設の敷地は、10haを超える面

積であり、大規模敷地の最大値の区切りである

30,000㎡を遥かに超える敷地規模と考えます。こ

れら「超」大規模の敷地は文京区の高度地区指定

の目的や指定方針に抵触することなく、周辺への

一定の配慮した上で建物の高層化が可能です。さ

らに、「超」大規模な敷地においては、防災・避

難の観点や、および三四郎池など歴史的に重要な

緑地の保全や低層の歴史的建造物の保存の観点

からも、空地の確保が求められるところです。建

築物の高さを抑えることで､.歴史的空間にまで

建築面積が増大したり、既存の空地や歩行者動線

が失われることは、むしろ避けるべきと考えま

す。以上のことから、第１に、文京区の高度地区

指定の規制値は、建物用途も勘案し、住宅とそれ

以外の建物用途の階高の違いを考慮した規制値

をこれまで検討してきた経緯があり、大規模な敷

地の特例についても、建物用途を考慮した高さ規

制である第３次素案までの考え方に基づき、大規

模な敷地の特例の枠の中で規制することが適切

と考えます。第２に、教育施設、医療機関におけ

る「超」大規模な敷地の特例については、基準に

よる規制ではなく、その敷地の特性を活かした周

辺市街地への配慮内容や建築物の個別の事情を

判断した上で、許可すべきと考えます。 

定基準を満たしていれば事務的に認定されていた

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。 

公益上 

特例 

２．区長許可の特例において、教育施設及び医療

機関については、「東京都都市計画高度地区（文

京区決定）特例の許可に関する基準（案）」で定

めることとしていますが、この中で、「周辺環境

に対する特段の配慮がなされている場合は、この

基準によらないことができる」とするなど、特例

の基準値を超えることを認める一文を追加して

頂きたく思います。 

いただいたご意見をもとに、東京都都市計画高度地

区（文京区決定）特例の許可に関する基準（案）に

ついては、今後も検討を進めてまいります。 

109 規制方針 環境に配慮することも必要かと思いますが、資産

価値を減少させる絶対高さ制限には断固として

反対します。 

現行規制では、周辺市街地から過度に高さが突出し

た建築物の出現を防ぐことはできず、それによって

住環境や景観の保全などをめぐり、近隣住民との間

で建築紛争が生じたケースもあります。 

素案では、指定容積率が活用できる高さを満たすこ

とを条件として、都市計画法で定められた容積率や

建ぺい率、用途地域等の客観的なデータを基にして

数値を算出しています。この制限値は、その高さま
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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。 

110 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

規制方針 私は掲題の区民説明会に５回出席した。参加者区

民はおおむね 25名前後であったが、20名も満た

ない会場もあった。町会掲示板に掲載されたが、

５日間程度の掲示維持で、開催初日前に掲示が消

去されたのは○○○である。他の近隣町会には、

説明会終了後においても、掲示維持されていた。

区民からの意見はほとんどがさらに高く設定さ

れた建物の高さに反対し､全員納得も理解もでき

ない。４月２７日は、○○から、再度説明会をし

てくれという抗議がなされ、高橋課長の説明に

は、ポテンシャルや高さ制限の要、不要なる発言

は今回なかったようだが、直接的な回答をはぐら

かし、個別の案件を斬り捨て、現場の具体的な街

並みから、何が問題点なのかを見ていないまま、

回答している。 

坂本さんへ、御苦労をおかけいたしますが、私の

発言をあなたがたも録音しているので、正確に議

事録を作成してくださいますようよろしくお願

い申しあげます。 

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。 

掲題の第４次素案説明は、唐突である。第３次素

案で審議を経て、決定されるのではないかと思っ

たが、平成 25年３月５日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○○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、本郷２－○○○敷地内北側に区道○○○号と

の公開空地がわずか約 5.8ｍのまま、南側に低層

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、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。 
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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鼻から無視さ

れるであろう。 

文京区の都市審議会は、荒唐無稽の現場実情を見

ていない、学識コンサルどもの既成事実であっ

て、特定行政庁の東京都には、逆らえないのであ

る。 

これらの不適格な総合設計制度ならびに○○○

○○○の通常設計による超高層建物は、既存不適

格建築物と呼ぶ。そうすると、これらを都民の税

金を使い、審議している違憲区議らも適格に区民

に選任されているのかどうか疑義がある。成澤区

長は、常に欠席したまま進行しているのが審議会

である。本日、○○○の創立記念日に呼ばれてい

るはずであろう。いままで、私が主張した事実は、

東京都において、いうまでもなく、再度、執拗に

請求人として適格を有していると認められてい

るために、○○○などの独善的学校法人が、建築

基準法を盾に範囲を限定してはならないとまで

東京都は認めている事実がある。 

ここで、吉谷太一課長にささいな御礼を申し上げ

たい。区に寄せられる要望などは、事業者は説明

責任を負い、今後とも事業者側に伝えてまいりま

すという回答書を保有している。これは、丁寧で、

非常に重要な回答である。しかしながら、○○○

再編事務局長らは、無回答、無能力、気が利かな

い、仁から程遠い、欺瞞的態度であり、およそ最

高学府の本来あるべき姿ではないのは、現在の再

編事業の中長計画や建てる位置からも明らかで

ある。配慮どころか、敵対的、挑発的な姿勢、小
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生の母親に カッとなって、喰ってかかる事実の

録音を保有している。また○○は、学習能力がま

ったくないのではないかと憂慮が絶えない。 

○○○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。

おそらく、悪しき悪徳町会連合の筆頭である、２

Ｈの範囲外の説明会において不適格人、○○○○

○○○なる○○○傀儡にさえ、区・成澤区長、○

○○共同で、禁煙ポイ捨てにかこつけ、町会の顔

役だけが、町会員に平等に周知も議論も与えず、

独断密室で○○○の忠犬となりはてている。この

事実。我々には、○○と○○建設による捏造され

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､何が配慮かどうかもい

まだ具体的実効性がないまま､強行建築し､成澤

区長が○○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○○○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｡ 

規制方針 １）大方教授発言 

大方潤一郎教授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。

以下傍聴記録ノートより、（区側が録音し、速記

録が公開されているでしょうね？）私が高橋課

長、区民の前で発言したときに、高橋課長は反論

しませんでしたよ！ 

「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、街並みの連続性にな

る、規制はシンプルであると理解はしている｡」 

２）高橋課長発言 

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。」と高橋課長は言

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。」 

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

を図り、制限値の一部について修正を行いました。 

例えば、指定容積率が 400％のところで、住居系用

途地域 29ｍと商業系用途地域 31ｍとしていた区域

を 31ｍの高さに統合しているのですが、住居系用途

地域と言いながらも用途地域の内容からすると事

務所や店舗の立地も想定されることや、商業系用途

地域の同じ指定容積率 400％（31ｍ）にある 2ｍの

差による違いが明確にできないことから、都市計画

上の視点から整理を行い 31ｍとしましました。 

区としては、これまで区民の皆様と意見交換を重ね

作成した、住宅中心の地域できめ細かく設定した制

限値及び地区についてはそのままに、都市計画上の

整合性を図ったものであり、これまで検討してきた
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問題点：何の意図で、何のために、感情的な エ

イヤァと発言したのか？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課長自身の発言根

拠（高橋課長は公務員である）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はない。勘違いしては困

る。 

市川教授は、19時 54分に「これを見ると、きれ

いな街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。

成澤区長の先生である、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、高橋課長は適正と判断する？？

相反した二律背反ごとしである。片方は、町並み

がそろい？それ以上の高い建物は建築できない

よう規制されている。高橋課長は、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

いとこ取りの無法地帯に住んでいるため、～らし

いを信用しない｡）高橋課長は、今の街並みが守

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？市川教授の言う

ように、「きれいな街並みにはならない｡」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、旧元町小学校を区民に無断で、○

○と笑顔と緊張の趣で握手され賃貸されている

事実から、成澤区長と○○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○○に頼めば

良いだけ公益性の美辞麗句のもとに、事業者側に

趣旨は変わらず、制限値の目的がより明確になった

変更であると考えております。制限値と特例の一部

について一部変更を行ったことから、第 4次素案と

して区民の皆さんへの説明や周知を徹底するもの

です。 
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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 

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、○○○21階約 100ｍの建築

物は、既存不適格になるのか？という質問に対

し、五木田主査は、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○○○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

審議会（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。五木田主査は、私

に 25文都計第 29号（平成 25年４月８日）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

絶対高さ制限が導入された時点で存在または着工

している建築物で、制限値を上回る高さの建築物に

ついては全て既存不適格建築物となります。既存不

適格建築物については、１回のみ同じ高さでの建替

えができる特例を設けていますが、２回目の建替え

時には制限値以下に高さを抑えるようにしなけれ

ばいけません。これは建築確認申請時に必ずチェッ

クされる項目となります。 
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く、唾棄に等しいと破棄しているのであろう。○

○理事に届いたかどうかも不明である。 

公益上 

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

現の修正懸念されることから、○○Ｄ棟建設計画

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

が低く北側か 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

○○は認識されているだろうか？ 

教育施設及び医療機関は第 3次素案においては「大

規模敷地」の特例に定めていたものを、今回の第 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、認

定基準を満たしていれば事務的に認定されていた

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。 

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（○○）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、成澤区

長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。ふざけるのもいいか

げんにしてもらいたい。 

絶対高さ制限が導入された時点で存在または着工

している建築物で、制限値を上回る高さの建築物に

ついては全て既存不適格建築物となります。既存不

適格建築物については、１回のみ同じ高さでの建替

えができる特例を設けていますが、２回目の建替え

時には制限値以下に高さを抑えるようにしなけれ

ばいけません。これは建築確認申請時に必ずチェッ

クされる項目となります。 

規制値 ３）本郷２丁目の高さについて 

私の自宅のところの、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

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
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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 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○○

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

課長らは知らない。私の自宅背後は 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、高橋課長は、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､つまり壱岐阪通り北

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、狭い上地を買収し

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。私の自宅の南側が 70ｍで、自宅裏が 50

ｍから変更され 60ｍで、私の自宅は 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、北側が 60ｍで高い。南側は 70ｍの

高さで北側 46ｍは日影になる。まるで日影に挟ま

れ谷間の私の自宅の 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、市川教授の言うのが正

しく、きれいな街にはなりません。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

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。 
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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。高橋課

長の言辞していた、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。 

公益上 

特例 

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→35ｍ。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、高さ制限が第

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○○に確約書を提出され

たい。今も、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｡」高橋課

長は、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。 

教育施設及び医療機関は第 3次素案においては「大

規模敷地」の特例に定めていたものを、今回の第 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、認

定基準を満たしていれば事務的に認定されていた

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。 

なお、今回の制限は建築物の高さについての制限で

あり、日影規制等の他の規制はこれまで通りの内容

となります。 

総合 

設計 

特例 

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○○

総合設計や大規模敷地の特例については、敷地規模

が大きいことから、周辺市街地との調和を図りなが

ら、建築計画を作成することが可能になると想定

し、設定しております。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。地区計画の特例は、地域の方々の

街づくりのルールとして合意されたものを尊重す

るため設定するものです。公益上やむを得ない特例

は、学校・病院などについて区長の許可により認め

るものです。ただし、この特例については許可申請

に加え都市計画審議会の同意が必要となります。 
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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］○○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度くら

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。○○の改築では、当時は総合設計制度ではな

く、総合整備計画なるものであった。近隣には一

切説明がないまま、事業者が文京区に陳情にいっ

た結果、それまであった北、西の日影規制は解除

され容積率は引き上げられたが、これにより、本

館真裏の区道は、冬季路面凍結をおこし、住民は

大規模な日影を受忍しなければならず、住価値は
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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

史と文化の薫る街どころか、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顛所とし

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、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、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

崩落などが継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
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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、フッ素が超過検出された土地の地

層から、飲用に適する水が出るのかどうか疑問で

ある。 

Ｅ］平成 23年６月 23・25日に救急車出入りロの

変更説明会があったが、住民の意見は反対が多か

った。○○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

りロ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-○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？高橋課長らは確認

されたい。対岸には、○○○○○○○があるので

目印にされたい。 

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

狭陵な敷地に 100ｍ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、炭素、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○○の敷地に

設置すべきである。 

ご意見として承ります。 

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轢を生

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
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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、無人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。断固抗議します。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。 

ております。現行規制では、周辺市街地から過度に

高さが突出した建築物の出現を防ぐことはできず、

それによって住環境や景観の保全などをめぐり、近

隣住民との間で建築紛争が生じたケースもありま

す。今回の規制はそれらの例を少しでも抑えること

を目的の１つしており、建築基準法等に定められて

いるその他の規制はそのまま適用されることにな

ります。 

意見 

集約 

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。大通り（春

日、白山、本郷、外堀、千百、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。それらを紬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郡を誘導する魂

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、古き良き街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）

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 3月 29日号として配布し

ました。また地域活動センター、図書館などに、ど

なたでもお持ち帰りいただけるように区報特集号

を置きました。さらにホームページやツイッター、

ビーグルの車内にも掲載いたしました。また、200

カ所の区設掲示板やホームページに区民説明会に

ついて掲示いたしました。区としてはできる限りの

周知に努めてまいります。 

また、第 4次素案については、区のホームページに

も掲載し、意見募集を行っております。 

また、今回の高さ制限の目的は、①良好な街並みを

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。現行規制では、周

辺市街地から過度に高さが突出した建築物の出現

を防ぐことはできず、それによって住環境や景観の

保全などをめぐり、近隣住民との間で建築紛争が生

じたケースもあります。素案では、これらのような

例を抑えるために基本的には区内全域を対象とし

て、現在ある斜線型の高度地区にさらに１つの規制

を加えるというものです。 
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の高度地区素案には断固異議を唱える。区民の意

見を録音したようだが、その発言が個人情報を除

き、区の意図的な思惑で、削除することのないよ

うに、発言した事実を HP上で掲載することをお

願いしたい。 

以下再度主張したい。 

111 規制方針 区民センターにて出席しました。区民からの質問

に対して、適格に回答しているようですが、黙っ

て聞いていると、区側の主張に一方的にまるめこ

もうとする回答が目立ちます。しっかり、文京区

らしい、区民の意見を聞いており、などと言いま

すが、第４次素案では、区民が下げてくださいと

懇願している意見を逆なでにし、東京都と協議し

たあげく、自宅裏は 10ｍも高くなり、自宅は 46

ｍと１mも高くなっています。これは何故です

か？区民の意見を聞いていない。無視ですよ。何

のために、意見書を書いてきたのか？単なるガス

抜きではないのか？納税者を見下した数字です。

毎日、高くなる○○の２台のタワークレーンの稼

働音で耳がおかしくなり、○○の解体工事で自宅

は鍋が揺れています。また○○の 10階新築工事

のための不誠実な解体工事説明会で、自宅周囲

は、駆け込み建築が続き、平穏な生活ができませ

ん。家は傷みます。簡単に、60ｍやら 46ｍやらの

高さ制限をさらに高くしていますが、その分、基

礎工事も莫大な費用がかかります。この高さは区

民の意見を無視し、住民をバカにしています。ま

すます区政は、納得できません。説明会に不参加

の方からパブコメが来るのでしょうが、いつもの

メンバーしか参加していないようですねえ。この

町は、もう本郷２丁目ではなく、○○の買いあさ

る街です。先日も○○第３街区なる地域から、２

件を○○が購入したということです。不動産屋が

無断に人様の土地や境界に入り、地図をもちなが

らうろうろしていることは、事実です。○○○も

徘徊しているのでしょうか？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極化が進み、売

却して、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、区長の特例許可ですか？

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

を持たれる方もおり、丁寧に説明を行いながら進め

てきたものです。 

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

を図り、制限値の一部について修正を行いました。 

区としては、これまで区民の皆様と意見交換を重ね

作成した、住宅中心の地域できめ細かく設定した制

限値及び地区についてはそのままに、都市計画上の

整合性を図ったものであり、これまで検討してきた

趣旨は変わらず、制限値の目的がより明確になった

変更であると考えております。 

制限値と特例の一部について一部変更を行ったこ

とから、第 4次素案として区民の皆さんへの説明や

周知を徹底するものです。 
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何様ですかね？この区長は。だいたい、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 ○○の小さな総合設計

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。これで地域の町おこしといっても、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、建設中では、連携も自助共助も絵に描

いた餅です。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。地域活動センターを３階など

と倭小な建物を建てたのは何故ですか？○○が

70ｍの高さ制限を遵守すると本気で考えている

のですか？70ｍにした根拠を明示してください。

現在の高度地区が、近隣商業地区、日影規制なし

のまま、第４次素案の高さでは、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。抑制の大義で、土地の広

さにより、いびつできたない街になります。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。居丈高な医院などを区長の独断で

決めるなどと東京都が許可するのですから、紛争

はなくなりません。高橋課長の説明は、現在の区

内の現場を実際に歩いて見ていない観察してい

ない回答です。そこで、何が問題になっているの

かをまったく思慮していません。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。 
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③ メール 

No. 分類 ご意見・ご質問 区の考え方 

112 既存 

不適格 

特例 

先日居住中のマンションが「既存不適格建築物」

になることが予想されるという文書が唐突に届

き大変驚きました。 

過去のパブリックコメントに対し、「建築物の高

さ制限の導入にあたっては、原則として、標準的

な建築計画において指定容積率の活用ができる

高さを指定する」との記載がありますが、現在居

住中の地域は 31メートルに制限されるとあるだ

けで、現マンション（14階建て）と同じ容積率の

マンションが今後建築出来るかどうかが確かめ

るデータは提供されていません。 

一回限り建て替えの特例を認めたところで財産

権を侵害していることに変わりはありません。 

財産権を侵害される物件については、説明会では

なく個別具体的な説明をすべきですし、当然補償

を検討すべきです。 

それを怠ったまま進めることに対しては反対で

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

的には良好な街並み景観を形成したいと考えてお

り、将来計画においては、絶対高さ制限内の建築計

画となることを誘導していくため、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。この特例を適用することで、資産価値

に対する影響を軽減すると考えています。 

 

113 既存 

不適格 

特例 

区の考えに「絶対高さ制限を定める高度地区の指

定についてのものであり、財産権は別の問題と考

えております。」とあります。 

今回の指定で財産権が侵害される物件があるに

もかかわらず、別の問題と考える理由を明確に説

明していただきたいです。 

素案では、指定容積率が活用できる高さを満たすこ

とを条件として、都市計画法で定められた容積率や

建ぺい率、用途地域等の客観的なデータを基にして

数値を算出しています。また既存不適格建築物に対

しては、１回の建替えを認める特例を設けており、

資産価値に対する影響を軽減すると考えています。 

114 既存 

不適格 

特例 

既存不適格建築物は現在１％程度との記載があ

りますが、世帯数で言うと何世帯になるのでしょ

うか。 

また、既存不適格建築物に居住している世帯のう

ち、今回の指定に対して納得している割合、反対

している割合を明確にしてください。 

世帯数の集計は行なっておりません。また、既存不

適格建築物に居住されている方々の意向調査も行

なっておりません。 

115 既存 

不適格 

特例 

担当者様 

突然高さ制限と聞いて、びっくりで信じられない

です。下記の質問について、必ず回答してくださ

い。 

①今後は新基準に適さない建物は不適合建物と

なるなんて、こんなふざけている条例ってあるで

しょうか。今立てている建て物がきちんと国、都

の法令、条例に従って建築許可を取得しているに

現行規制では、周辺市街地から過度に高さが突出し

た建築物の出現を防ぐことはできず、それによって

住環境や景観の保全などをめぐり、近隣住民との間

で建築紛争が生じたケースもあります。今回の規制

はそれらのようなケースをできる限り抑えること

を目的の１つとしているものです。 

素案では、指定容積率が活用できる高さを満たすこ

とを条件として、都市計画法で定められた容積率や
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も関わらず、突然降って沸いてきた法令で不適合

建築なんて、こんな理不尽なことって通用するも

のでしょうか。そもそも手前らが建てている区役

所が一番高いなのではないでしょうか。しかし、

そっちは特別区域、信じられない。 

②高さ制限を加えることで、資産の価値が低下し

た分はそちらが補填してくれるでしょうか。例

え、裁判を起こしたら、損害賠償をしてくれる覚

悟はあるでしょうか。 

③今は５階の建物ですが、制限を加えることで、

４階の建物しか建て替えられなくなるが、１階分

の住民はどこへ引越しすれば良いでしょうか。そ

の分を準備してくれるでしょうか。 

④今でも高さ制限があって、十分に機能している

わけで、なぜいま更なる制限を強化する必要があ

るか、理解できない。十分な理由を説明してくだ

さい。 

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。既存不適格建築物に対して

は、１回の建替えを認める特例を設けており、資産

価値に対する影響を軽減すると考えています。 

シビックセンター等の近年の建物については、地震

に対する構造的な規定が厳しくなっているので災

害時でも区民の皆さまが避難できるような建物に

なっています。 

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。 

既存不適格の建て替えの特例については、新たな規

制が、生活や仕事の場を直ちに奪うことにつながる

のは適切ではないと判断し、設定しました。将来的

には良好な街並み景観を形成したいと考えており、

将来計画においては、絶対高さ制限内の建築計画と

なることを誘導していくため、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

らない範囲内で認める特例としています。 

116 意見 

集約 

今回の区民説明会に出席させていただいたもの

です。説明会では発言する時間がなかったため、

このメールを持って意見を申し上げたいと思い

ます。 

 現在既存不適格物件に住んでいる方々への周

知徹底を図っているとおっしゃっていましたが、

周知徹底を図った結果、当該物件にすんでいる

方々からどのような意見等の反応があったので

しょうか。 

 また、区としては周知徹底を図るとおっしゃっ

ていますが、既存不適格物件に住む方々への対応

はそれで十分だとお考えなのでしょうか？ 

 計画の議論の流れを見ていると、絶対高さに賛

成、またはさらに厳しくするようという意見に対

しては真摯に対応していると思いますが、既存不

適格物件に住んでいる方々からの意見について

は、絶対的に少数ということもあって、ないがし

ご意見として承ります。今回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 第４次素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。郵送は普通郵便で行い、マンション名等は建築

計画概要書や住宅地図等から全て調査を行いまし

た。郵送先の宛主が不在ということで返ってきたも

のについては直接現地に行き投函等を行うことで

対応しました。区としてはできる限りの周知に努め

ているところです。 

今回の高さ制限の目的は、①良好な街並みを形成す

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。現行規制では、周辺市街

地から過度に高さが突出した建築物の出現を防ぐ

ことはできず、それによって住環境や景観の保全な

どをめぐり、近隣住民との間で建築紛争が生じたケ
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ろにされているような気がします。第 4次素案ま

で来て初めて周知徹底を図り、その後は都市計画

の制定までほとんど時間がない中、全くと言って

いいほど既存不適格物件に住む方々の意見を反

映させる期間がないと思います。 

 周知徹底を図った結果、計画に対する反対意見

が多数出た場合、計画の変更等、意見が反映され

ることはあるのでしょうか？あまりにも都市計

画決定までの時間がなく、意見を反映する気も受

け付ける気もない気がしてなりません。 

 既存不適格物件に住んでいる方々の割合は絶

対的に少なく、賛成の方々に対して声が届きにく

いという事実をしっかりと認識していただくと

ともに、実際に決定された場合の影響は明らかに

既存不適格物件に住む方々が一番大きいという

ことを考慮し、もう少し真摯に既存不適格物件に

住む方々の意見を聞く期間、またその意見を反映

させる方法を持っていただきたいと考えており

ます。 

 さらに、既存不適格物件については 1度限りに

おいて建て替えが可能としており、これは「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。」とありますが、この特例を設けることにお

いて、どれほどの資産価値減少を軽減できるとお

考えでしょうか？１回の建て替え特例で良しと

する根拠を説明していただけますでしょうか？ 

 しかるべき根拠もない決定が、一部の区民の財

産価値を目減りさせることについては、到底納得

できません。 

ースもあります。文京区としてはそのようなケース

を少しでも抑えるため今回の絶対高さ制限を定め

ることしました。 

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。しか

し将来的には良好な街並み景観を形成したいと考

えており、建替えを１回に限ることとしています。

この特例を適用することで、資産価値に対する影響

を軽減すると考えています。 

117 

  

規制方針 ＜対象部分＞ 

絶対高さの指定値の設定 

＜意見＞ 

 幹線道路沿道において、沿道側と後背地側で異

なる指定値となる場合、設定区分をまたぐ敷地で

の建物計画については、沿道の指定値として頂き

たい。 

＜理由＞ 

 敷地内で一体的に計画できることにより、幹線

道路沿道に存在する老朽化した建物の建替えを

促進し、防災性能の向上につながります。また、

敷地内に複数の制限値がある場合は、その区域内ご

とに定められた数値以下に建物を抑える必要があ

ります。これは後背地への影響を最小限に抑えるこ

とを目的としているものです。 

また、幹線道路の一部路線では、沿道側と後背地側

の制限値を緩衝するためのバッファーゾーンを設

定しています。 
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一敷地の中で異なる指定値が存在する場合、そこ

に建てられる建築物の形状は整形とはなりにく

く、良好なまち並み景観の形成を図るという目的

が達成しにくくなる可能性があります。 

 

総合 

設計 

特例 

＜対象部分＞ 

総合設計制度を活用する建築物について 

＜意見＞ 

 総合設計制度を活用する場合、高さ制限の適用

対象から除外するもしくは緩和の範囲を拡大す

る等の措置を検討頂きたい。特に建替え事業にお

いて総合設計制度を活用する場合は適用除外と

して頂きたい。 

＜理由＞ 

 総合設計制度の活用で、当該敷地内に市街地環

境の改善に寄与する緑化や空地の確保が可能と

なります。また、総合設計制度許可要綱による高

さ制限もあり無制限に高い建物が建つわけでは

ないことから、本制度の活用が十分に図られるよ

うにして頂きたい。 

 さらに老朽化したマンションやビルの建替え

における総合設計の活用については、老朽化した

ストックの更新による防災性能の向上と市街地

環境の改善の両者を達成する社会的意義が非常

に高い事業であることから、その社会的意義を十

分に鑑みる必要があると考えます。文京区は老朽

化マンションが多く存在しています。建替えを促

進するために、隣地との共同化を図り敷地規模を

総合設計制度が活用できる規模とし、所有者の合

意形成を図っていくことも昨今の建替え手法の

一つとなっており、慎重な高さのルール検討が必

要です。 

総合設計の特例における高さ制限緩和の倍率につ

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決めています。 

118 規制方針 確かに環境への配慮は必要ですが、資産価値を減

少させる絶対的高さ制限には、絶対に反対です。 

素案では、指定容積率が活用できる高さを満たすこ

とを条件として、都市計画法で定められた容積率や

建ぺい率、用途地域等の客観的なデータを基にして

数値を算出しています。また既存不適格建築物に対

しては、１回の建替えを認める特例を設けており、

資産価値に対する影響を軽減すると考えています。 

119 規制値 後楽二丁目地区では、文京区が昭和 63 年に策定

し、平成 17 年に改定した「後楽二丁目地区まち

文京区としては、現在地区計画が定められている後

楽二丁目地区地区計画と、春日・後楽園駅前地区地
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づくり整備指針」に則って地区内の住民が協力し

てまちづくりを進めてきました。また、後楽二丁

目全体と大曲の凸版印刷などを含む地域は昭和

61 年の東京都の都市再開発方針で「後楽二丁目

地区」として、再開発を促進する地域に指定され

ています。 

このような背景下、後楽二丁目ではここ 10 年で

東地区・西地区の 2 つ法定再開発事業が完成、放

射 25 号線の開通と、10 年前に比べて街は大きく

様変わりしました。一方で、未だに老朽化した木

造建物の密集による防災上の問題や、バリアフリ

ー対策が施されず混雑して危険な飯田橋の歩道

橋問題、斜めに傾いていて車椅子の通れない目白

通りの歩道の改修など、地区内では更に再開発を

進めて解決しなければならない問題がたくさん

有り、私ども後楽二丁目南地区市街地再開発準備

組合ではそれらの問題を重く受けとめ、再開発を

進めるべく鋭意活動しております。 

私どものこれまでの活動は、文京区のまちづくり

整備指針の内容に合わせた地元の活動であり、後

楽二丁目地区全体で見ても、前述の昭和 61 年の

都市再開発方針、及び昭和 63 年の後楽二丁目ま

ちづくり基本計画、平成 17 年のまちづくり整備

指針などに基づき、これらが目指すまちづくりを

進めてきています。 

これら準備組合の活動と平行し、文京区都市計画

部地域整備課の協力も得ながら、平成 21年から

平成 23年の間に、以下文京区のホームページ記

載の通り、「南エリアのまちづくりコンセプト案」

を策定頂きました。 

（http://www.city.bunkyo.lg.jp/sosiki_busyo

_seibi_machidukuri_kourakumatidukuri.html

「当地区は地元住民一人ひとりが、まちづくりに

対する関心が高く、東地区、西地区の完了に伴い

更なるまちの発展を望む声が多くあり、平成 20

年度より、北エリア、南エリアのまちづくりの話

し合いを重ね、平成 21年度には、後楽二丁目全

体でのアンケート調査を実施し、依然、解決され

ないまちの課題やまちづくりに対する意向など

を把握し、地区の皆様との意見交換会を行い、こ

のたび、地区のコンセプト案を作成しました。（区

区計画 について先行して取り組んでいきたいと考

えています。 

現在は、地域整備課が地域の方々とまちづくりの検

討を進めている段階であり、進捗状況に応じて庁内

の関係課と連携を図っていくことになります。 
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ホームページ原文まま）」 

このコンセプト案には、 

「○共同化の促進、○南北方向の歩行者動線の整

備、○広場整備、緑化推進、○道路空間野確保」 

とあり、具体的な配置イメージも策定頂いており

ます。 

しかしながら、平成 23年 3月の策定から 2年経

ちますが、このコンセプト案の実現に向けて協議

を開始すべく地域整備課の指示通り計画調整課

に協議を申し入れておりますが、一切の協議に応

じて頂けていないのが現状です。区に提示頂いた

コンセプト案に我々住民は感謝し、それを実現す

べく引き続きの支援を申し入れましたが、話さえ

も聞いて頂けない区の対応に戸惑っております。 

今回の高さ制限につきましては「特例」として地

区計画の特例があります。当準備組合の思いと致

しましては、前述のコンセプト案を実現する為に

地区計画の策定に向け協議を開始していただき

たいという事です。協議も受け付けない特例とい

うのが存在する事について理解に苦しみます。 

先の都市計画審議会では、「本素案は東京都の指

導により内容を見直した」との説明がございまし

た。是非この意見を東京都の担当の方にも見てい

ただき、このような現状を東京都にも理解頂き、

見解も得た上で、当再開発準備組合の組合員が納

得できる回答を頂きたく、意見書を送付致しま

す。宜しくお願い申し上げます。 

120 公益上 

特例 

今回、第 4次素案において、教育施設・医療機関

については大規模敷地の特例の一部として、認定

基準に適合していれば絶対高さ制限を緩和する

としていた第 3次素案から区長の許可による特例

とし、都市計画審議会の同意が必要な手続きに変

更されました。 

今回の手続きの変更は、用途による高さ制限の緩

和は出来ないという東京都の指示によるものと

伺いました。しかしながら、もともと教育施設や

医療機関が多い貴区の特性を鑑み、用途・階高ま

で考慮された結果、第３次素案まで同施設の特例

を盛り込み、意見聴取もされたかと思います。 

今後、同施設の高さ制限緩和にあたり区長の許可

および都市計画審議会の同意が必要となった場

教育施設及び医療機関は第 3次素案においては「大

規模敷地」の特例に定めていたものを、今回の第 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、認

定基準を満たしていれば事務的に認定されていた

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。これまで検討して

きた基準や緩和率については、変更しておりませ

ん。 

なお、ご意見のいただきました基準等については、

今後も詳細な検討を進めてまいります。 
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合でも、第３次素案で示された教育施設・医療機

関の特例適用の認定基準を内規として運用いた

だき、内規への合致の場合の速やかな許可・同意

をお願い致します。 

 


