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○髙橋（征）幹事 ただいまより平成２５年度第１回文京区都市計画審議会を開会させ

ていただきます。 

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

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

います。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 まず、お手元の資料を確認させていただきます。 

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

方がいらっしゃいましたら、事務局にお声をおかけください。 

 資料の内容を確認いたします。まず、ホチキスどめの次第が１枚。右肩に説明資料と

書かれたＡ４、１枚の高さ制限の資料が１枚。資料１と書かれたホチキスどめの資料が

１枚。資料２、Ａ３のカラーの資料が１枚。資料３、ホチキスどめのものが１枚。資料

４、Ａ４、１枚のものが１枚。資料５、ホチキスどめのものになります。参考資料、説

明会の意見等をまとめた厚い資料になります。説明資料としまして、文京区景観計画

（案）についてＡ４のものが１枚。文京区景観計画概要版が資料１としてホチキスどめ

で１部。資料２、景観計画本書が１部となっております。 

 以上となります。不足等ありましたら挙手をお願いいたします。よろしいでしょうか。 

 また、マイクの使用方法についてお伝えをいたします。ご発言の際、並びにご発言が

終わりました際には、お手数ではございますが、お手元のマイクのスイッチを押してく

ださいますようお願い申し上げます。 

 次に、委員、幹事の出席状況についてですが、まず委員ですが、武澤委員におかれま

しては、区議会議員の失職に伴いまして解職とさせていただきました。委員の欠席状況

ですが、村木委員と前﨑委員が欠席となっております。 

 次に、４月の人事異動により、区職員の幹事の変更がございましたので、新幹事をご

紹介申し上げます。 

 まず、企画政策部長の手島幹事でございます。 

○手島幹事 手島です。よろしくお願いします。 

○髙橋（征）幹事 次に、土木部長の曳地幹事でございます。 

○曳地幹事 曳地です。どうぞよろしくお願いいたします。 

○髙橋（征）幹事 次に、地域整備課長の海老澤幹事でございます。 

○海老澤幹事 海老澤です。どうぞよろしくお願いします。 



 -2- 

○髙橋（征）幹事 次に、道路課長の吉谷幹事でございます。 

○吉谷幹事 吉谷です。どうぞよろしくお願いします。 

○髙橋（征）幹事 最後に、環境政策課長の小野幹事でございます。 

○小野（光）幹事 小野です。よろしくお願いします。 

○髙橋（征）幹事 以上で、変更のありました幹事の紹介を終わらせていただきます。 

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

だきます。 

 なお、これからの進行は、市川会長にお願いすることといたします。市川会長、どう

ぞよろしくお願いいたします。 

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

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

ととなっております。よろしくお願いいたします。 

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

を定める高度地区の指定（都市計画原案）でございます。 

 なお、本件については、継続審議ということですが、今後都市計画原案をもとに、都

市計画決定に向けて都市計画法の手続を進めてまいりますので、ご審議のほど、よろし

くお願いいたします。 

 それでは、事務局より資料の説明をお願いいたします。 

○髙橋（征）幹事 それでは資料の説明をいたします。 

 まず、右肩に説明資料と書かれたＡ４の「絶対高さ制限を定める高度地区に関する説

明資料（都市計画原案）」をごらんください。 

 まず１、第４次素案の区民説明会及び意見募集の結果です。説明会は５地区で開催し、

出席人数延べ１２０名となっております。意見募集は３月２９日から５月１５日にかけ

て、はがきつきの区報特集号を配布して行っております。意見数は６１件となっており

ます。 

 主な意見としましては、法律に基づく東京都との協議であっても、これまで議論して

きた内容を変更すべきでないや、これまでも多く寄せられています、さらに制限値を下

げる要望や、既存不適格になる可能性があることの通知を見て参加された方々からの建

てかえ特例や治産への影響などの質問などがありました。 

 これらの意見に対して区としては、これまで区民の皆様と意見交換を重ね作成した、
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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ないことや、制限

値は指定容積率を活用できる高さを条件として算出しており、この制限値はその高さま

で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ことを目的としていることを説

明いたしました。 

 次に、２、都市計画原案の作成に当たっての考え方です。説明会や意見募集で寄せら

れた意見を踏まえ、検討を行った結果、第４次素案における制限値等の変更を行わない

こととしました。今後はさらなる周知を図るとともに、原案をもとに都市計画法の手続

を行い、都市計画案を作成し、都市計画決定に向けて進めてまいります。 

 次に、３、都市計画原案のさらなる周知についてです。都市計画により、都市計画法

の手続に着手することから、下記のようにさらなる周知を図っていきます。 

 特に、既存不適格建築物となる可能性がある建築物の所有者等に対して、第４次素案

において郵送により周知を行いました。その通知を見て説明会に出席された方々から、

重大な内容であるので今後も丁寧に周知を行うべきとの声がありましたので、原案につ

いても同様の手続で周知をすることとしました。また、月１回の区報及びホームページ

での記事の掲載、窓口での案内文の配布、町会等の要望に対しての説明会等の実施、土

地・建物及び建築設計等の関係団体に対する説明の実施、コミュニティーバス、ケーブ

ルテレビにおいての案内を実施いたします。 

 ４、今後の予定ですが、８月に区報特集号の発行、９月に区民説明会の開催、１２月

に都市計画案の縦覧を行います。年明け、１月から３月の間に都市計画案の答申を行う

都市計画審議会を開催し、都市計画の告示・施行を行う予定としております。 

 説明資料は以上となります。 

 続きまして、資料１、東京都市計画高度地区の変更計画書をごらんください。こちら

の計画書は第４次素案を反映した内容となっております。資料の一番最後のページ、太

枠の中をごらんください。８ページになります。「計画書の第３項以降の適用の除外や

特例については、これまで議論した内容や条件及び緩和率等については変更はございま

せんが、現在、文書の構成について関係部署との最終調整を行っておりますので、今後、

一部の修正はございます」と記載しております。 

 資料の１ページをおめくりいただいて３ページ、制限値の表の下から文章により、緩
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和の件やそういったことが書かれております。この文章の中身が今後一部修正が入ると

いうことを、後ろに記載させていただいております。 

 続きまして、資料２、制限値区分図をごらんください。第４次素案を反映した制限値

の区分図となっております。 

 資料３をごらんください。特例の認定に関する基準になります。こちらの資料も資料

の上部の括弧の中に記載していますように、計画書の最終調整に伴い、条ずれや項ずれ、

文言の修正などの一部修正が入ります。 

 資料４をごらんください。特例の許可の運用指針になります。資料３同様に、一部修

正が入ります。 

 資料５をごらんください。特例の許可に関する基準になります。こちらも資料３同様

に、一部修正が入ります。 

 最後に参考資料をごらんください。説明会の意見・要望等及び回答についてまとめた

ものになります。１ページおめくりいただきまして、１ページ目には区民説明会の出席

状況の詳細、また、はがき・要望書の数等の詳細を載せております。 

 １ページおめくりいただきまして、２ページには意見・要望等の内訳となっておりま

す。最も多い意見が規制方針に関すること、２番目が規制値に関すること、３番目が既

存不適格特例に関することとなっております。 

 ３ページを見ていただくように、説明会や意見募集でいただいた意見に対して、区の

考え方を付してまとめております。 

 この資料につきましては、区のホームページでも現在公表しております。 

 事務局からの説明は以上となります。 

○市川会長 ただいま説明がございました内容について、ご質疑、ご意見がございまし

たらお願いいたします。なお、ご質問、ご意見の内容によりましては、担当であります

各幹事に説明していただくことがありますので、よろしくお願いいたします。それでは、

ご意見、ご質問があればお願いいたします。じゃ、浅田委員から。 

○浅田委員 ちょっと順番が前後することもあろうかと思いますが、お許しいただきた

いと思います。それとあとは、この間ずっと随分議論されてきているので、質問が過去

をさかのぼれば重複する面はあろうかと思いますが、ちょっと制御する意味でというこ

とで、その点についてはお許しをいただきたいということを申し述べて、質問させてい

ただきます。 
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 まず、特例についてというところなんですが、ちょっと一般論になるかもしれません

けれども、学校とか病院について特例規定が設けられているんですけれども、この公園

であるとか、あるいは神社であるとか、お寺であるとか、これについてはこの地図を見

れば文京区全体にかかっているわけなんですけれども、公益性ということも言われてい

まして、とりわけお寺であればお寺さんのほうが、例えばこの間文京区でもあったよう

な、住宅地にマンション型のやや高層型の墓地を建設したいというような意向があった

りもしています。この公益性ということに関係して、このお寺などについては、まず区

はどのようにお考えなのかということを、ちょっとお教えいただきたいということです。 

 もう一点、ちょっと関連しますけれども、運用指針の案のところに、例外的な許可の

中に、「公益上やむを得ない」という表現がされています。そこでは清掃工場の煙突、

こういった事例は非常にわかりやすいんですけれども、公益上というのはどのような意

味を持つのかということを、まだあるんですが、とりあえずこの２点についてお教えい

ただきたいと思います。 

○市川会長 ２つ目のほうは、公益上やむを得ない、公益上の持つ具体的中身が。 

○浅田委員 そうですね。 

○市川会長 初めのほうのお寺の公益性と、あとは公益上やむを得ないものの実例はど

んなものか、これをお願いいたします。 

○髙橋（征）幹事 今回の高さ制限については、区内全域でかけるということで制限値

を設定しております。その中で特例というのは４種類のみということで設定しておりま

す。種類としましては、既存不適建築物の建てかえの特例と、大規模敷地の特例と、総

合設計の特例、地区計画等の特例、この特例を定めております。今回、これ以外は制限

値以内で建築をしなければいけないという計画になっています。 

 しかしながら、この４つの特例のどれにも当てはまらない、想定されないものが出て

きた場合に、区長の許可による特例というものを設定しております。その区長の許可に

よる特例というのは、じゃ、何でも許可をできるのかということではなくて、その中で

公益上やむを得ないと認めるという文言を書かせていただいています。この公益上とい

うものがどういったものなのかイメージが湧かないということで、今資料４のほうの特

例の許可の運用指針の第１、許可の対象というところなんですが、こちらで鍵括弧の中

に、「公益上やむを得ない」云々と書いてありますが、これのイメージとしてその下に、

（１）で清掃工場の煙突や（２）のほうで公共的な広場、駐車場、駐輪場及び防災施設
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等という書き方をさせていただいております。これはあくまでイメージということです

ので、現時点での公益上のものとしてはこういったものを想定しておりますので、今出

ましたお寺等は、現時点では想定には入っておりません。 

○市川会長 よろしいですか。 

○浅田委員 わかりました。それで、今の特例の４つ以外というお話がございましたけ

れども、そこで区長の一定の判断ということが運用指針の中に書かれてくるわけですけ

れども、これはたしか、いろんな説明会なりの区民からの意見の答えにもあったのでは

ないかと思いますけれども、やっぱりややもすると区長の判断というものに権限が集中

していないのかという気もするわけです。 

 というのは、例えばですよ、わかりませんけれども、この高さ制限をもっと低く抑え

ろということを主張される、そういう区長が新たに就任されたとすれば、この方針とい

うのは変わってくる可能性もあるのかということになってきますよね。そういう理解も

やや生まれてくるということなんですね。この点についてはいかがでしょうか。 

○市川会長 それは違っていて。 

○浅田委員 違います？ 

○市川会長 高さは全部決まっていて、それで今言った公益性があるもの云々について

の判断について、許可を出すか、出さないか。区長というのは、高さを変えるわけじゃ

ないんじゃないですか。それに対していい、悪いと。 

○浅田委員 いや、特例を認めるかどうかということ。 

○市川会長 特例の範囲が一応決まって……。まあ、いいや、じゃ、事務局お願いしま

す。 

○髙橋（征）幹事 そうです。まず特例といいますのは、今回制限をかけた高さから超

える場合、それに関してはこの先ほどの４種類に限定します。それにも当てはまらない

場合には、区長の許可で進めていくということですので、想定されていませんので、資

料４の第２の許可の運用というところで、「計画書第８項の規定については、個別具体

の計画について総合的に判断する」という書き方をさせてもらっています。といいます

のが、現時点では想定できないものということですので、個別具体の計画について、そ

の都度総合的に判断するとなっていますので、どちらかというと、高さ全体を下げると

かではなくて、個別の計画に対して高さを超えてもいいのか判断するのが、この区長の

許可になります。 
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○市川会長 区長の許可というのは言葉のあやですが、都市計画審議会の同意が要るの

で、都市計画審議会の同意を得た上で区長が認める。都計審が認めなければ区長は許可

を出さないというだけの話じゃないですか。 

○浅田委員 わかりました。最後になりますけれども、その特例に関しての質問をさせ

ていただきます。特例の許可の関係の中に、教育施設に関係して、「整った形態」とい

う文言が出てきます。整ったというのは、何をもって整ったと理解できるのかというこ

となんです。つまり、建物を建てようとする側の方が、いや、うちのこの土地は整って

いるという判断を、ある意味できないことはないわけですよね。整ったということは何

をもって。広さなのか、あるいは形なのか、その用途、目的に沿ったものなのか、その

考え方についてお願いいたします。 

○市川会長 事務局、お願いします。 

○髙橋（征）幹事 今のは資料３の特例の認定に関する基準に載っています、大規模敷

地における特例の（１）の敷地の形態、建築物の敷地が整った形態であることのことや、

あわせて資料５の特例の許可に関する基準の第２、教育施設等に対する特例の基準の

（１）の敷地形態、建築物の敷地が整った形態であることという、この条件のことだと

思います。この条件の目的ですが、大規模敷地等に関しては、敷地面積が何平米超えれ

ば特例を検討することができると。その中にはさまざまな条件等があります。接道条件

や緑化条件等あります。これらの条件を適正にクリアできるような敷地形態と考えてお

ります。 

 １つ想定されるのは、大きな敷地が２つありまして、それが細い敷地でつながってい

るときに、全体面積では３,０００平米を超えているんだけれども、実際の建物を建て

られる面積は小さいというときに、敷地面積は超えているから特例が使えるのかという

ことになりますので、そういったときには接道条件や緑化条件、そういった建物を中心

に寄せる壁面の後退等が適正にできない敷地ということで、この特例は面積を超えてい

ても使えませんよという、ある程度規制ができるような形で、この敷地の形態というの

を条件の一つにさせてもらっています。 

○浅田委員 ありがとうございます。じゃ、これで終わりますけれども、先ほど資料、

どれだったかな、ちょっとあれですけど、この都市化、高度地区の決定がされて、たし

か来年の４月を目標に施行されると伺っています。決定されたその後、何らかのこの内

容についての不備であるとか、あるいは改善すべき課題が生じたときに、この決定の内



 -8- 

容を誰がどのように判断して変える、ないしは改善していくのか、この点についてお願

いいたします。 

○市川会長 お願いします。 

○髙橋（征）幹事 まず今回の絶対高さ制限を定める高度地区につきましては、都市計

画として定めていきます。本日この原案を了承いただきますと、都市計画としての手続

を進めて、最終的に決定をして告示をしていく形になります。当然この内容の変更が必

要な状況が生まれた場合には、都市計画の同じ手続を経て変更することになります。で

すから、本日やっているようなこの都市計画審議会等にかけながら、都市計画の手続を

経て変更という形になります。 

○浅田委員 すいません、ちょっと１点。その都市計画審議会にかけて手続を踏むとい

うことは、了解というか、理解いたしましたが、そこにこれは問題ではないか、あるい

は変えたほうがいいのではないかという提案なりをするのは、どのようにしてされるの

か、誰が判断をされるのかということについても、ちょっとお答えをいただきたいと思

います。 

○市川会長 お願いします。 

○髙橋（征）幹事 そうですね、社会情勢が大きく変化しただとか、こういった都市計

画を見直さなければいけないという事象が発生した場合には、当然区として、事務局と

して、それに対応した変更等を見直していくということになりますので、誰かからの提

案に基づいてとかというよりは、やはり行政として変更が当然必要だろうと思うときに

判断をして、その変更に向けて手続を進めていくということになると思います。 

○髙橋（豊）幹事 都市計画の提案制度もありますし、地区計画での変更等も場合によ

ってはございますので、地域の方々の総意で、例えば高さについて違う考え方をお持ち

の方が多くなれば、そういった地区の手続によってエリアについての変更。それはまた

提案制度もありますので、提案制度によってやる形もあります。 

○市川会長 よろしいですか。 

○浅田委員 じゃ、具体的にその地区の方がそこで議論なりやって、やっぱり見直すこ

とも必要ではないかというような声が挙がった場合は、それは区としては当然検討の対

象に値する、そういう理解でよろしいでしょうか。 

○市川会長 事務局、お願いします。 

○髙橋（征）幹事 今、髙橋幹事のほうから説明がありましたように、この絶対高さ制
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限の都市計画の内容を変更するというものではなくて、今回の特例でも地区計画の特例

があるように、地区計画という都市計画として高さを、地域の皆さんでルールを決めて

設定するということは当然可能でありますし、説明会でも伝えております。 

○浅田委員 わかりました。 

○市川会長 だから地元が地区計画をしたいとなれば、それはそれで別途そういう形で

また申請するということですよね。 

○浅田委員 すいません、ちょっとイメージしたのは、この文京区の絶対高さ制限の内

容について、意見とか異論とか、あるいは社会情勢に応じていろんな変化があったとき

は、どこがまずこの都市計画審議会に、誰が判断をするのかということをお伺いしたか

ったということなんです。それはだから事務局ということでよろしいわけでしょうか。 

○市川会長 もうちょっと具体的に言ってもらわないとわからない。何をおっしゃって

いるのかわからないです。 

○浅田委員 質問の意図？ 

○市川会長 仮に例えば浅田さんが発議したいとしたらどうすればいいかということを

言っている？ 

○浅田委員 私でもいいし、区民の方でもいいんですけど。 

○髙橋（豊）幹事 地区の中でやはり権利者の方々の多くの合意をいただいた上で、地

区計画をかけたいということであれば、我々としてもまちに入っていって、その考え方

に基づいたまちづくりについて、高さ制限なり、またほかの要件についても含めて、ま

ちの方々と協議しながら、どういう方向がいいかということで地区計画を決めていくと

いう作業になります。ですから、１人の方ではなくて、地域の方々の多くの同意がない

と、やはりそれは進められないというものであります。 

○浅田委員 だから地区計画でその地域の方が、このまちはこうしたいということで議

論して決めていく、これは随分説明もいただいているし、私としてはちょっと理解して

いるつもりなんです。問題は、私がお伺いしたいのは、この決定が、大きな諸般のいろ

んな事情であるとか、何らかの変更が加えられるようなことがある場合というのは、ど

こがこの委員会に提案なりをしていくのかということを問うているわけです。 

○髙橋（豊）幹事 高度地区についても提案制度は可能でございますので、提案制度を

使っての提案というのももちろん可能ではございます。 

○浅田委員 それは事務局ということでよろしいんですか。 
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○髙橋（豊）幹事 住民の方からの提案制度でございますので、提案制度については私

どもの要綱を持っておりますので、その要綱の中に合致した要件が整えば、提案を受け

て、それについて都市計画審議会のほうにかけていくという作業になりますけれども、

要件についても規定がございますので、その要件に合わないと、提案制度として受けら

れるかどうかについての判断があります。 

○浅田委員 わかりました。 

○市川会長 よろしいですか。 

○浅田委員 はい。 

○市川会長 ほかにどなたかご意見、ご質問ございますか。じゃ、萬立さん、お願いし

ます。 

○萬立委員 ４次素案の説明会が４月後半に行われまして、今日の資料によりますと、

１２０人からの方々が参加されて意見を出しております。前回の３次素案のときと比べ

てみますと、そのときも９１名、１６４件が出ていますから、それと比べても増えてい

る。はがき、メールの類いも若干ですが増えていると思います。意見や要望の４次説明

会の中の５割以上というのが、引き続き規制方針と規制値ということになっていますが、

今回の原案作成に当たっての考え方のところでは、そういう声を踏まえて、制限値の変

更は行わないという結論になったと報告を受けました。 

 今回原案になりますと、手順に従うともう一回区民説明会が行われることになります。

そうなりますと、第４回のこの説明会のやりとりの中を見てみますと、いろいろと、例

えば高さを下げてくれという意見があったとしても、意見が多いからといってそれはで

きませんよということを明確に言われていまして、ですから、一つは原案をつくるに当

たっての考え方の都市計画的な視点から検討を行った結果、制限値を下げないとしたこ

とを、もう少し詳しく説明していただきたいこと。 

 ２つ目は、次の原案の説明会というのは、どういった性格の説明会になるのか。要す

るに、意見は聞きましょう、しかし高さについて言えば、これはもう変更はできません

という立場での説明会になるわけですから、その説明会の性格を伺いたいと思います。 

○市川会長 お願いします。 

○髙橋（征）幹事 まず１点目の都市計画的な判断ですが、説明会等でいただいた意見

は、やはり制限値を下げてほしいというものでした。これについては、基本的な方針で

ある指定容積率を活用できることを基本としていますので、そういった視点からも下げ
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られないということで説明をしております。過去に都市計画的な視点で変更をしたとい

うのが、第２次素案のときに住居系の２００％の地域や３００％の地域において、第一

種低層地域と連続していることから、面的にも一体である、都市計画的にも地域が一体

であるということから、高さを１５メーターから１４メーターに下げる、３００％の地

域においては原則値２２メーターのところを１７メーターという設定値をつくるという、

都市計画的な判断で下げております。しかしながら、今回いただいた意見に基づいては、

そういった都市計画的に変更するという視点が出てこなかったということで、変更はな

しと説明をさせていただいております。 

 ですので、説明会においては区全域でかける高さ制限の考え方というのを、繰り返し

説明させていただいております。ですので、原案に基づく説明会においても、やはりさ

らに下げてほしいという意見は皆さんお持ちですので、それに対しては、区のこのたび

の区内全域にかける高さ制限の考え方について繰り返し説明をすることで、理解を求め

ていくことになるだろうと考えております。 

○市川会長 お願いします。 

○萬立委員 ということは、３次案、それから４次案では高いほうに少し変えたという

ことでありますけれども、基本的に高さの問題については、意見はお聞きするけれども、

その意見については区の考え方を徹底していくということの説明会になるのかなと、今

聞きました。要するに、例えば下げてくれという声は確かに４次案でも多いんですけれ

ども、それはいわゆる都市計画的な観点からすれば妥当でないという結論になるわけで

すよね。そこの区民の皆さんの納得というところが、それでうまくいくのかなというと

ころは、一つどうかと思うんですけれども、それはいかがでしょう。 

○市川会長 お願いします。 

○髙橋（征）幹事 これまでも区民の皆様とは意見交換を重ねてきました。その中で制

限値の見直しということでは、第２次素案で都市計画の観点から判断して行っておりま

す。しかしながら、できるものはなるべく皆さんの意見を反映させるということで、さ

まざまな工夫をしてきております。３次素案においては、１回建てかえ特例については、

建てかえを認めると、制限値内にまち並みがそろうのが５０年先、１００年先になると

いう意見が多くありました。 

 これに対しては既存不適格建築物特例協議会というものを設けることで、既得権とし

て建てかえられるのではなくて、しっかり高さ制限に近づけるような工夫をお願いする
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というものを設定しました。また、４次素案の時点につきましては、既存不適格建築物

に対する周知が足りないということで、ダイレクトメールによる周知を徹底しておりま

す。 

 ですから、高さ制限自体の見直しはしていないかもしれないんですが、そのほかの区

民意見については、反映できるものはできる限り反映させる形で、区としては進めてき

ております。その考えを、皆さんの意見をいただいた上でつくったこの制限値について、

それを繰り返し原案でも説明会でもさせてもらうということですので、区が勝手に考え

たものではなくて、これまで第４次素案まで区民の皆様と積み重ねてきたものを、区と

してしっかり説明をさせてもらう、原案の説明会になると考えています。 

○髙橋（豊）幹事 今、課長からも説明がありましたけれども、これからも周知に努め

てまいりますけれども、これからの説明会につきましては、都市計画法の１６条に基づ

くものでございまして、その後は１７条に基づく縦覧、都計審での議を経て、決定、告

示になってございます。その中でこれまでにない意見、考え方が出れば、それについて

は改めて検討する場合ももちろんございますので、そういった点では、全てが検討しな

いというものではございません。 

○市川会長 いかがですか。 

○萬立委員 ではぜひ新たな意見というものがあったらば、きちんと答えていただきた

いと思っております。 

 １点少しさかのぼりますが、東京都との調整というところが、前回３次案で問題とな

りまして、改めて４次案での区民の皆さんへの質問を受けた回答を、ずっと目を通して

見ましたらば、今回の東京都との調整というのは２つの点でしましたと。１つは広域的

な視点、もう一つが、今話が出た東京都が定めた都市計画との整合性がどうかというと

ころで協議をされた結論として、４次案になったと答えておられます。 

 その中で一つだけ確認ですが、今回の調整で４次案をつくったことが、制限値の目的

がより明確になったとお答えしている部分がたくさんあるんですけれども、これはちょ

っと理解が難しいので教えてください。 

○市川会長 説明お願いします。 

○髙橋（征）幹事 本日資料をお配りはしていないんですが、第４次素案の都市計画審

議会のときに、制限値を変更した一覧表をお配りしました。その表の中で、制限値ごと

に目指すべき市街地像というものを設定しております。例えば３００％の住宅中心の地



 -13- 

域においては、１７、２２、２４というきめ細かい設定値を設けております。この中の

２２メーターと２４メーター、この２メーターの差で、まちの目指すべき市街地像は何

が違うのかというのも、２２では主に低中層住宅を中心とする地域、２４では低中層の

住宅と商業建築物による市街地を形成する地域ということで、この２メーターでも目指

すべき市街地像に明確に差をつけております。 

 中高層以上の地区の４００％の地域では、２９メーターと３１メーターというものが

２種類ありました。それを４次素案で３１メーターに統一をさせていただいております。

この際、その２９と３１で目指すべき市街地像、４００％の中高層のまち並みが既にで

きている地域で、この制限値の２メーターの差でどのような違いが出てくるのか、これ

を都市計画的に定めることがなかなか困難でありました。そういったことで、用途地域

等の規制などを見たときに、この２９と３１の地域については違いがあまりないという

ことで、３１メーターに統一することで、この区域については中高層建築物の市街地を

形成する地域ということで、目指すべき市街地像を明確にしております。 

 そういったことで、制限値一つ一つに目指すべき市街地像をしっかりと背負わせてい

るといような制限値の構成に、第４次素案で変更しております。ということで、明確に

なったという書き方をさせていただいています。 

○市川会長 いかがですか。 

○萬立委員 当時議論になったわかりやすさというところが、今のお話の結論なのかな

と思います。今回の東京都との協議を経て、４次案が出て、その４次案が基本的にはそ

のまま原案という形になっていくわけでありますけれども、先ほど言いましたように、

区民の皆さんからの声が引き続き少なくはない。 

 とりわけその大半は規制方針、規制値についてということがあるわけで、先ほど部長

さんからもお答えがあったように、新たな意見が出てくれば、それは考えることにやぶ

さかでないというお話がありましたけれども、制限値が高いというところは、広域的と

か都市計画的に考えたところではなくて、現実から発生している区民の皆さんの声であ

って、それを今のようなお答えで回答されても、なかなか理解は難しいのかなと思うん

です。 

 それをわかってもらうのが今度の説明会だと言われるなら、それまでかもしれません

けれども、やはり現状からスタートして、区民の皆さんが感じているところの考えや思

いや気持ちというものに、きちんと応える説明会にするべきだと私は思います。それが
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１つ。 

 それともう一つですが、用途地域や都市計画との関係で、説明会でも大きな問題にな

っていました本郷、湯島地域ですとか、都市核の地域というところの声というのは引き

続き挙がっていまして、高い次元の土地機能を持つ地域ですよと。本郷、湯島地域とい

うのは国際的な商業地ですということまで言い切っているわけであります。ですから、

秩序ある市街地形成を進めるということは、都市マスタープランにも沿った形で、一つ

の根拠として高さをより高くしたというところがあると思うんです。それは確かに都市

マスにも載っていますし、全体で見ればそういう地域かもしれませんけれども、その中

で結局埋もれてしまうというか、はじかれてしまう方々への対応をどうするのかという

ところは、僕はきちんと丁寧にするべきだと思うんです。 

 要するに、このエリアはこういう地域だから高い建物がたくさんできますと。それは

都市計画上そうかもしれませんけれども、じゃ、実際もう何十年も暮らしてきた方々は、

だから高いものが建ってもしようがないんだから、泣き寝入りしてくださいねというん

じゃまずいわけですよね。その区としての対応はどうするのかというところは、どうい

う考えでいらっしゃるのか、伺っておきます。 

○市川会長 ちょっと今の質問は、本来そういう場所なので、それをどうする、こうす

るという議論を、もちろん配慮して頑張りますということになると思うんだけど、その

質問の具体的な具体性がよくわからなくて、この段階で出てくる質問として、その辺も

うちょっと詳しい質問を。 

○萬立委員 先ほど言ったこととも重なりますけれども、今のような声に対しても、い

わば紋切り型で答えているわけですよね。本郷、湯島はこういう地域ですよ、都市核の

あるところはこういう地域ですよと。それでもしかし、納得をされない方々は確かにい

ると思うんです。区の立場として、そういう方々にどう対応するのかということ。 

○市川会長 ちょっと大方委員から。 

○大方委員 特に細かい１メートル、２メートルという話は別として、この辺は中層で

いこう、低層でいこう、あるいは高層のまち並みにしようということは、もう延々と何

年も前から、都市マスタープランをつくる段階から議論してきたことであります。例え

ば商業の４００、あるいは６００％の地域だって、低層住宅地並みの環境を享受したい

という人が、それはいるかもしれませんが、それはある種のわがままということですの

で、例えば少なくとも商業地域で、かつ容積率が高いようなところで一種低層並みの居
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住環境を保護するということは、都市計画上も不適当でありますので、それは必ずしも

保護できないということですね。 

 だからどうしてもそういう自然豊かな、あるいはゆったりとした住宅地にお住まいに

なりたいということであれば、これはやむをえず、しかるべき場所に転居していただく

ということしかないと思います。これは都市づくりということの基本でありますから。 

 かつ、その地域、地域はどういう地域であるべきかということについては、どうして

も何％の方は反対である、３分の２の方は今のままでいいとか、こうしたいとか、いろ

いろ意見が分かれることは当然でありますので、１００％同意というのはなかなか難し

いと思いますが、しかるべき手順を踏んでマスタープランもつくり、パブリックコメン

トもやり、この審議会でも何度も議論をして、その結果でございますので、これ以上４

００％なり６００％の地域で、なおかつそういう静かな住環境を維持したいという方の

声までに応じ切れないと、判断せざるを得ないと思います。 

○萬立委員 ですから用途地域を否定しているわけではなくて、結果として住めなくな

ってしまうという方々や、高い建物が建って困ってしまうという方々にどう対応するか

ということです。それが、今先生の意見はわがままだ、移ればいいじゃないかというこ

とですけれども、区もその立場かということの確認です。 

○市川会長 じゃ、区、お願いします。 

○髙橋（征）幹事 説明会でもそのような議論はかなりありました。そのとき説明させ

ていただいていますのは、今回の絶対高さ制限は、あくまで一つの規制を加えることに

なります。現在の斜線型高度地区に対して、１つ規制を加えるものですから、皆さん６

０メーターに引き上げるわけではなくて、あくまで規制値になります。 

 ですから都心地域においては、一定程度敷地が大きい建物がまとまった場合には、一

定高層の建物が計画できることになりますが、どんなに大きな敷地でも、文京区の場合

にはもう、都市地域であっても６０、７０で抑える、もうこの高さ以上は建てることが

できませんという規制ですというのを、何度も繰り返し説明はさせていただいています。 

 決してそこの高さまで建てることで皆さんの住環境を阻害するという考えではなくて、

それを超えるような建物が万が一建つ場合にも、あらかじめ事前にこの６０で抑えます

というものですので、ご理解いただきたいということで、説明は繰り返しさせていただ

いています。 

○市川会長 お願いします。 
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○萬立委員 ですから丁寧な対応をしていただきたいということなんです。そのわがま

まだというのはちょっと過ぎていると思います。そういう対応は区はしていただきたく

はないと思います。 

○大方委員 ちょっと補足しますが、わがままだと申し上げたのは、そこに住んでいる

のがわがままだと言っていることではなくて、この地域の高さ制限を、今６０であると

ころをさらに４０にしろというのがわがままであると申し上げているだけです。 

○市川会長 お願いします。 

○髙橋（豊）幹事 湯島、本郷地区でございますけれども、隣接する千代田区の秋葉原

につきましては、都の計画で副都心並みの位置づけになってございます。そういった背

景を含めて、高さ制限についても今回の数値としてございます。 

 あと、ただいまありました要件につきましては、個別には地区計画等で対応してまい

りたいと思っております。地区計画の中で、もともとの高さ、そういったご意見が地権

者の方々に多ければ、それらに対応していきたいと考えております。 

○市川会長 ちょっとよろしいですか。 

○萬立委員 もう終わります。 

○市川会長 ほとんど意見が堂々めぐりになっているので。 

○萬立委員 終わります。 

○市川会長 違う質問ですか。 

○萬立委員 はい。最後に終わります。 

○市川会長 最後に？ 

○萬立委員 私の見解はさっき言ったとおりです。 

 最後に、今課長さんのほうから言われた、高さ制限は高さを誘導するものじゃなくて、

最大、いろんな条件が重なってもここしか建ちませんよという規制だということはわか

ります。ですから例えば、現状のまちの状況と、その高さ制限の制限値がかけ離れてい

る場合、これは２次素案で少し調整をいたしました。だけど例えば、２１メートルと決

まっている地域で実際には２１メートルの建物がほとんどない地域で、条件がそろって

２１メートルの建物が建つということになった場合に、建物を建てる方と住民との間で

紛争が起きた場合の対応というのは、区としてはどういう対応をとるんでしょうか。 

○市川会長 ちょっと具体的にもう一回言ってもらえますか。どういう紛争が起きるん

ですか。 
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○萬立委員 だから制限値の範囲内で建物が建った場合、これはその限りじゃ問題ない

んですけれども、しかし近隣の皆さんから、現状のまち並みと比べて随分高いから、ち

ょっと困りますよという声が挙がった場合の区の対応はどうするのかということ。 

○市川会長 じゃ、お願いします。 

○髙橋（征）幹事 今回の絶対高さ制限は、周辺から突出した建物を現行法規で抑えら

れないことで紛争が起こっている、それをあらかじめ抑えようというのが目的ですので、

この高さ制限をかければ、高さを原因とした紛争は一定程度減少することを区としては

期待しています。 

 しかし今の事例ですと、高さ制限で抑えている建物で紛争になった場合ということで

すが、そういった場合にも高さについてはもう、高さ制限以内でおさめているというこ

とで、それは一定周辺の皆さんにも理解していただいた上で、高さに視点を置いたもの

ではなくて、周辺に緑地をするだとか、建物から見おろすプライバシーへの配慮だとか、

そういった高さだけではなく、皆さんの住環境を良好にするための協議のほうに少しシ

フトしていくということも、区としては期待をしています。 

 今の紛争は、高さに視点が集中していまして、階高を１層削った、２層を削ったとい

う争いになっているんですが、そうではなくて、高さ制限内ということですから、ほか

の視点でしっかり、いい方向に協議をしようという形になっていければということを、

区としては期待しています。 

○市川会長 お願いします。 

○髙橋（豊）幹事 現在も法律に合ったものであっても紛争は起きてございます。そう

いった中で、今課長が申し上げたように、高さも絶対高さとして抑えることによって、

紛争をより減らしていこうという考えでございますので、紛争になれば文京区の紛争予

防条例に基づいて対応してまいりたいと考えております。 

○萬立委員 ほんとうに最後。 

○市川会長 もういいでしょう。 

○萬立委員 いやいや、今言われた紛争予防条例にのっとってやられるということです

から、そこには区長の責任、責務も明らかになっていますよね。ですから、この都市計

画が成立した場合、制限範囲内で紛争がもし起こってしまった場合も、真摯な対応をす

るということでよろしいですね。 

 以上です。 
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○市川会長 当然真摯な対応をお願いしたいと思います。ありがとうございます。じゃ、

白石委員、お願いします。 

○白石委員 ４次まで来まして、この指定の目的を達成するために、これがしっかりと

実施されることを期待するものです。第３次素案のときに、そのときの区民のご意見、

または各委員のご意見、私もお話ししたんですけれども、結局既存不適格になってしま

う方々への説明ということで、区のほうで今回、この第４次に当たって回答をいただい

ている中に、４００件近い既存不適格の所有者の方々に郵送で送り、また届かなかった

方には、現地に行ってポストに投函したというような報告文が記載されていました。そ

の点でちょっとお聞きしたいんですが、今回そういう方々が参加されたので、参加者の

ほうも増えたのかなと考えています。そういう方々に対して説明会を行い、ご理解をい

ただける点があったのか、または突起したご意見があったのか、なおかつ割合としてど

れぐらいの方々がご意見を下さったのか、その辺についてちょっと教えていただけます

か。 

○市川会長 事務局、お願いします。 

○髙橋（征）幹事 通知につきましては、４７６件郵送いたしまして、やはり届かずに

戻ってきたものが４０件ありましたが、直接持参をするなどして、最終的には９件だけ

未着という状況になっております。この郵送した時点から、区のほうへの電話による問

い合わせがかなり来ております。まずはそもそも既存不適格と急に言われても、どうい

うことなのかわからない、かなり不安なお話でした。でも１回建てかえ特例の説明をす

ることで、皆さんやはり少し安心をされるということで、じゃ、次に自分の息子、孫の

代は建てかえられるのねと、ある程度安心はされていらっしゃいました。 

 ですから、説明会等のやりとりに関しても、今日のまとめた資料の中にも載っていま

すが、やはり資産への影響だとか、そういったことをかなり心配はされているんですが、

特例のことを聞かれると安心されているというのが実態です。件数としては、電話問い

合わせで毎日１件以上は来ている状況でございました。件数として正確な把握はないん

ですが、１月でやはり３０件以上は来ていた状況でありました。今回いただいた要望書

の中にも、正確にその案件ということで７件ほどは、そういう既存不適格に関する要望

等がはがき等で届いております。 

○白石委員 わかりました。大変ご苦労いただいたことに感謝を申し上げますけれども、

きめ細かに行っていかないと、この高度地区の指定についても、区民の方々がこれから
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住み続けるに当たって不安を抱いてしまうところで、今回、この第４次まで来るに当た

って、区民説明会等も開いていただいて、ある程度の周知はされてきて、この数値につ

いては今後区民が関心を持つとすれば、議論になる地区協定について区民が参加をし、

自分たちの住居に対しての資産について考えていただくというのが本来の姿だと思って

いますので、そういう誘導ができればなと思っています。 

 これが今日通りまして、次の手続に入っていったときに、今後の広報の仕方について

もしっかりと行っていただきたいと思うのが要望でございます。 

 以上です。 

○市川会長 ありがとうございました。ほかはどなたかご質問ございますか。はい、太

田委員。 

○太田委員 ３９９棟の既存不適格がこの規制によってできそうだということなんです

けれども、用途ですとか、あるいはその所有形態というのはどういったものが多いか、

把握されていますでしょうか。 

○市川会長 事務局、お願いします。 

○髙橋（征）幹事 正確な用途は把握していないんですが、ざっとそのうち分譲マンシ

ョンに相当するのが何棟かというのは調べてあります。今、平成２０年度までに調べた

３９９棟から数字がかなり動いていますので、現時点で２０年から追加したもので、最

新の情報で５０３棟ということで把握しております。 

 先ほど数値のほうを４０７ちょっととして、これはまだ調整中の数値ですので、かな

り動いてくるんですが、５００のうち集合住宅が２９５棟。多分これが分譲マンション

や賃貸マンションも入ってくるかもしれないんですが、集合住宅として２９５棟という

のは把握しております。 

○市川会長 太田委員。 

○太田委員 ありがとうございます。現在３９９棟から５００棟ぐらい、１００棟ぐら

い増えてきているという状況があるんですけれども、おそらくこれは都市計画原案を通

って、都市計画の本案になって、決定、告示が来春という中で、駆け込みの建築計画、

あるいは着工というのがどんどん出てくると思うんです。 

 これまで１次、２次、３次素案の説明会をやって、４次案をやって原案とやるという

中で、かなりこの文京区の絶対高さ制限の計画というものの周知は進んでいると思うん

ですが、これからの建築計画が上がってくるもの、あるいは中高層協議で近隣説明会を
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行うような計画に対して、この都市計画原案がこういうのがありますとか、あるいは都

市計画案としてこういうものが来年のこれくらいの時期に入る予定で、こういう今の計

画のままだと、既存不適格という取り扱いになりますよという説明というのはできるん

でしょうか。 

○市川会長 事務局、お願いします。 

○髙橋（征）幹事 区内での開発については、計画調整課のほうに窓口でかなり相談が

来ます。既に３次素案の時点からある程度計画値が見えてきていましたので、文京区と

してはこういう高さ制限を考えていますということをお伝えしてあります。ですので、

その制限値を超えた建物というものは、やはり制限がかかった時点では既存不適格建築

物になりますということもしっかりお伝えした上で、もし若干の高さの調整でその中に

おさまるというものでしたら、そういった工夫を促すようなことを、これまでも行って

きております。 

 また、今日の説明資料の３のさらなる周知のほうで申しましたが、窓口での案内文の

配布、これを今後行っていこうと考えております。これまでは、やはり都市計画手続に

入っていないということで、いつ告示、決定になるのかというのが未確定で、いつごろ

ですという話も行政としてはできない状況でありました。でも今後は都市計画法の手続

に入っていきますので、年度内には告示、決定を目指しますということで、文章として

しっかり業者のほうには伝えていくということで、この制限値については周知していこ

うと考えています。 

○太田委員 ありがとうございます。決定しないことには規制ってできないとは思うん

ですけれども、その既存不適格ができて、そこに資産を投下する分譲マンションの購入

者の方も不幸と言えば不幸だし、近隣の方も、なるべくなら新しい都市計画案に沿った

建物で、まち並みの景観を守っていきたいとお思いになるでしょうし、その指導といい

ますか、駆け込みでこの原案に沿った建物がぼこぼこ建たないような運用をお願いでき

ればと思います。 

 以上、意見です。 

○市川会長 ありがとうございました。高畑委員ですか、ご質問。どうぞ。 

○高畑委員 先ほど、都市計画上我慢していただくという言葉に何とも言えないなと思

ったんですけれども、この第４次素案の説明会も先ほど萬立委員が言っておりましたよ

うに、規制方針と、それこそ規制値の質問というか、そのことに対しての５６.３％、
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半分以上あるわけですよね。だからやっぱり文京区民の皆さんは、絶対高さ制限、これ

は必要だとは思っているんですけれども、私は前から、全体高過ぎるんではないかと、

参加していてそう思っております。それをどう住みやすいまちづくりにしていくのかと

いうのが、私は都市計画だと思っておりましたものですから、都市計画上、ここは６０

メーター、５０メーター、我慢しなさいということではないんではないかなと。最初そ

の意見を申し上げておきます。 

 それと、もう一つちょっとわからなかったのは、先ほど都市計画的な観点から１５メ

ーターが１４メーター、そして２２メーターが１７メーター、土地が制しているという

ことで、そういうふうに第２次のときになりましたということだったんですが、制度と

かそれは第二種住居地域３００％で、それから準工業地域が３００％という地域なんで

すけど、２２メーターが準工業地域だから最初から２９メーターにしますよということ

が、今度第４次になったら３１メーター、また上がったわけですよね。 

 そうしたときに、そこで今、商売をやっていらっしゃる方とか、仕事をやっていらっ

しゃる方、住宅兼工場というところがずっとあったわけですよね。それが今、そこで商

業をやっている人がマンションを建てる計画をしている、もう工場は違うところに持っ

ていってマンションを建てると。とても大きい高いマンションができてしまうというこ

とがあるわけですよね。 

 そうしたときの文京区の都市計画、そこは準工業ということで、そういう指定された

指定された地域なんですが、マンションが建っても準工業地域とはなるのか。マンショ

ンというのは住居ということで、昔は働くところと住むところが一緒という計画もあっ

たと思うんですが、今度はそこが準工業地域というところで高いものが建てられますよ

ということになって、マンションが建ちましたと。じゃ、住居じゃないかと私は思うん

ですけれども、先ほど変えられるというか……。 

○市川会長 それは用途地域を変えたいということですか。 

○高畑委員 用途地域。うん。 

○市川会長 ああ、それは違う話です。高さ制限と関係ないです。 

○高畑委員 でも高さ制限、それで用途地域で決めてきたわけじゃないですか。それで

違うと言えるんですか。 

○市川会長 さっきのわがままも説明したでしょう。 

○大方委員 わがままとは言いました。つまりそれは、この地域は商業地域だし、その
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地域の多くの地権者の方は６０ぐらいが妥当だと考えているときに、私はここで商業地

域であるにもかかわらず、一種低層並みの居住環境を享受したいから高さを６０じゃな

くて３０にしろとか２０しろとか言うのは、わがままだとは申しましたが、我慢しろと

は言っておりません。かつ、もし商業地域で高さがもう６０メートルまで建つというと

ころであれば、土地をお持ちであれば十分高値でお売りになることができるわけです。

その値段でもって、同じ文京区の中の環境のいいところに移転されることは十分可能で

しょう。 

 それから、逆に今マンションにお住まいであれば、今回の高さ制限とは関係なく、も

ともと商業地域ですと日照も何も保護されません。しかも事務局が申しましたように、

今までは全く無制限で、現に１００メートルのものが建つような話もあったわけですね。

それを何とか今回は６０メートルに抑えた、それで何とかこの６００％が消化できる状

況になっている、そういうバランスで決めた数字であります。 

 どうしてもやはり今までどおり商業地域の中で、しかも１階、２階に住みたいとおっ

しゃるのであれば、それは日照についてはもともと保護されない場所であるので、そこ

は承知の上で住み続けるしかないだろうと、そういう意味であります。 

 それから、今の準工のところでありますが、ここは現にまだまだ事務所とか工場とか

もあるということなので、マスタープラン上もここは当分の間、住宅もあり、かつ業務

や工業もあるという、まさにそういう混合地帯としての環境を維持すべきだということ

で、準工になっておりますけれども、だんだん今後その状況が変化して、ほんとうに住

宅ばかりになったということであれば、いずれかの時点で住居地域に見直すとか、それ

はあり得るだろうと思います。あるいは地区計画をかけて用途規制をしながら、住環境

をつくっていくということもあると思います。 

 ただ現状では、オフィスなども多いですし、いずれにしろここも、今までは何の高さ

制限もないところですね。６０メートル、８０メートルでも建てようと思えば建てられ

た。そこを今回はぐっと。これはほかの区に比べれば相当厳しい制限だと思いますよ、

３１メートルというのは。戦前と同じ高さ制限ですから。そこに何とか抑えた。そうい

うものだと理解いただきたいです。 

 この数字というのは、この高さに全部まち並みをそろえようという数字では決してご

ざいません。これ以上超えては絶対にいけません、そういう数字なので、やっとそれが

今回ここまで来て、いろいろ説明もしながら、地権者の方も納得していただきながら、
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やっとここまで抑えることができたということなので、もちろんもっと低いほうがいい

というご意見があることはよくわかっておりますけれども、一方でこれでは厳し過ぎる

という意見もたくさんあるわけです。 

 とにかく、今は規制緩和の時代とか言われたりもしますが、これだけの規制強化をし

たのは大変な事務局の、あるいは区長のご英断だと思います。その辺のことをぜひご理

解していただきたいと、私はどちらかというと原案をサポートしたほうでございますの

で、お願いするしかないんでございますが、そこのところよろしくご理解いただきたい

と思います。 

○市川会長 いかがですか。 

○高畑委員 なかなか理解が難しいなと思いながら。それでそこは準工業地帯でしたけ

れども、あと１５メーターが１７メーターになった住居地域がありますよね。これはぎ

りぎりで１７メーターと聞いているんですけれども、そこで説明会のとき、たしか地域

で仮に１７メーターとしても、ほんとうに融資が集まって建物が建てられるか、そこら

辺は難しいという話と、それからそうなったときに、１７メーターまで建てられるんだ

から、土地を集めてというか、そういうことで高い建物を建ててしまうということが現

実にあるんではないかなと思ったんです。 

 それと、私は地域を回って現状を見てほしいと何度も申し上げておりますけれども、

それをどこまで実行していただいたのかということが１つあります。そこまでお聞きし

たいと思います。 

○市川会長 質問は地域をどこまで見て回ったか。 

○高畑委員 はい。 

○市川会長 じゃ、事務局、お願いします。 

○髙橋（征）幹事 当然我々区の職員は、しっかり地域の状況を見ながら設定をしてお

ります。特に今回、原則値より厳しい地域、その住居系の３００％の地域において、本

来ですと指定容積率を活用するためには２２メーター必要なところを、１７メーターに

厳しくしているというところがあります。これについては、ほんとうにそれだけ厳しい

ものにして、区民の皆様に何か影響があるのではないかと、しっかり確認する必要があ

りますので、当然我々も確認しておりますし、今回に関しては東京都さんとの協議の中

でも、しっかりその都市計画との整合性という意味から、厳しくしてもいいのかという

ことで現地を確認いただいております。 
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 その上で、厳しい規制値でもまち並みを見たときに、住居系、低層住宅系と一体とな

った住宅地ということで、厳しい数字にしても大丈夫であろうという判断から行ってお

りますので、その点に関してもしっかり地域のほうは見ております。 

○市川会長 いかがですか。 

○高畑委員 見ておりますということですが、どれだけの人の意見を聞いたかというか、

そういうこともあると思うんです。それは見ましたということでよろしいんですが、私

は東京都の協議の中で、文京区がこれがいいと思って出したものが、高くなりましたよ

ね。１５メーターが１７メーター、それから２２、２４とか２９が３１メーターとなり

ましたよね。それが先ほど萬立委員がおっしゃったように、地域性とそれから何でした

っけ。 

 ということで東京都全体、隣の区とも合わせますということで高くはなっております

けれども、私はやっぱり現状、住んでいるところをきちんと見ていただきたいと思った

し、説明会を同じところで５回やっていますけれども、私はぜひとも東京都に言って、

文京区がこれでいいと思ったことが一遍でどれだけのことでひっくり返してきて高くな

ったのかという、その辺はわかりませんけれども、もっと文京区民の意見を通していた

だきたかったなと思います。 

 それと、やっぱり説明会で住民の意見として直接お聞きしていただくのと、区の方か

ら文書でお聞きするのでは違うんではないかなと思いまして、先生方にも説明会とかそ

ういうところできちんとご意見を聞いていただきたかったなと思うんです。その辺は私

の要望なんですが、どうなんでしょうか。 

○市川会長 まず東京都が言ったことを文京区がどう受けとめたかという質問ですね。 

○髙橋（征）幹事 東京都との協議につきましては、広域的な視点と都市計画との整合

性ということで行いました。特にこの都市計画との整合性という意味では、東京都が指

定した指定容積率、やはりこれと整合性を合わせることが非常に重要な協議内容となり

ます。その中で、文京区としては良好な住環境を守りたいということで、住居系できめ

細く、１４、１７、２２、２４と制限値を設定しております。 

 特にその中で、１７メートルという数字につきましては、３００％の容積が活用でき

ない、厳しい数字となっております。これは言ってみれば、東京都が定めた都市計画と

整合がとれていません。ということで、じゃ、変更するのかという話があるんですが、

文京区としては、今回の制限値の目的は、あくまで住居系の良好な住環境を守るためだ



 -25- 

ということですので、区民の皆さんと話し合って、慎重に検討を進めて、厳しくても大

丈夫、地域の皆さんも理解されているという上でつくったこの数字については、区とし

ては変える考えはございませんということで、徹底的に協議をした結果、この１７メー

ターの数字についても確保しております。 

 しかしながら、木造密集地域で１５から１７に変えたものにつきましては、指定容積

率３００％のところに２００％程度の厳しい数字をもともと設定していましたので、そ

こは３００％の最も厳しい１７メーターに一応直したということですので、基本的には

住居系の数字は、区の考えをしっかり東京都も理解していただいて、この計画案につい

て理解をいただいております。 

 また、説明会の意見等については、当然会長や大方先生や村木委員にも、こういう状

況ですと、逐次事務局のほうから情報はしっかり提供しております。 

○市川会長 それから今のご質問で、私はもともと文京区民ですから、いろいろ話は伺

っていて、高畑委員がおっしゃるように下げろという意見の人もいるし、こういうのは

困るという意見、いろんな意見を知っています。その中で自分なりに、こういうことか

なと理解はしているので、一方的に誰かの意見を無視しているわけではなくて、いろん

な配慮の中でこうなるんだなと理解しているという状況でございます。 

 それからあと、大方先生は大学は文京区にあるわけでよくご存知で、都市マスもつく

っておられて現状をよく把握しているので、生まれ育ってずっと文京区でしたから、よ

く知っているので、その中でどうするかということは、いろんな方のご意見があること

は存じ上げているという状況でございます。 

 要望はわかりました。まだありますか。 

○高畑委員 今、都市計画的な観点ということで、２２を１７メーターに下げたという

ことはわかりました。だけれども、１５、１４になった、それが第４次案で上がりまし

たよね。だからそういう第２次で下げた、それは都市計画的な観点から、文京区に合っ

たということで下げたわけですよね。だからそれが何でふわっと変わるのかという、そ

の辺がなかなか厳しい。やっぱり東京都との意見で変わったわけですよね。だから２２

から１７メーターまで下げたというところは絶対に譲れないということで、区は頑張っ

たとおっしゃった。 

○市川会長 既に事務局は答えていて、だから都市計画の整合性という一つの大きな話

があって、その中で文京区と東京都が話し合った中で決まったことだということで、一
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方的に文京区が負けたというか、言いなりになったわけじゃなくて、文京区なりのこと

は随分言っていて、整合性の中で唯一消化できない、どうするんですかという部分につ

いては、そういう考えもあるかなという形で対応した、そういうことを答えていると思

うんです。だから１つをとってああだこうだじゃなくて、全体の中でこうなったという

結果ではないかと理解しています。 

○大方委員 しかも、その１５を１７に上げたという件については、前回のこの審議会

で相当議論をして、それでこの素案をつくって、区民の意見を聞いたということなので、

この１５を１７にする話については十分前回議論して、皆さんに可決していただいてこ

ういう案になっているという、そこを思い出していただきたいです。改めてまた蒸し返

しても、ちょっと議論が堂々めぐりだと思います。 

○市川会長 お願いします。 

○髙橋（豊）幹事 １点課長のほうから説明があったんですが、１７メーターの制限値

でございますけれども、住居系が６０％の建蔽率ですと、ほかの規制もございますので、

必ずしも全部が建つわけではございませんけれども、今課長のほうはできないような発

言がありましたけれども、単純にはできないということでご理解いただきたいと思いま

す。可能ではございますので。 

○市川会長 ほかにどなたかかご意見、ご質問ございますか。北嶋委員、いかがですか。  

○北嶋委員 じゃ、ちょっと今のご意見にも関連して、２メーターの話の理解だと思う

んですけど、高さを制限することばっかりに目が行っちゃうと、今度は容積を食っちゃ

うということばっかりを考えていく人たちが出てくるわけですよね。そうすると、非常

に階高の低い粗悪なものがやっぱりできてしまうおそれというのがありますよね。だか

らその辺もある程度考えておかないと、単純に高さばっかりということで良好な住環境

が形成できるのかというと、ちょっと疑問かなという気がします。ちょっと意見です。 

○市川会長 あとほかにまだご意見。山本委員、若井委員、いかがですか。 

○若井委員 さっき太田委員が１次何々と。僕はもう既存不適格の件数が、このアンケ

ートを見ると４００件ぐらいだったんだなということで、結構あるんだなと思ったら、

もっと精査すると、もっと多くあったという今のお答えだったので、今後ももっとより

一層精査していくと、なお一層増えてくるのか、ちょっとそこら辺がどのぐらい出てき

ちゃうのかなという心配もあり、出てきたときに、そういう人たちは当然、所有者さん

はこういうのをちゃんと見て気になるんですけど、住んでいる方なんかはもしかしたら、
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イメージ的に自分のところがと思っていない人もいらっしゃるのかなと思います。 

 そういう人たちも実際に自分のところがとわかったときの対応とか、きちっと考えて

やっていただくのか、より一層また出てきちゃう可能性があるのか、そこだけ確認させ

ていただきたいんです。 

○市川会長 事務局、お願いします。 

○髙橋（征）幹事 件数の増につきましては、当初の３９９件が平成２０年度時点の調

査でしたので、２１年から２４年度までの４年間で新たに建築されたものを調べて、先

ほどの数字まで増えているということです。ですので、これは都市計画決定されると、

当然その高さを超えるような建築物は、特例以外はできないことになりますので、件数

は増えていくことはないということになります。 

○市川会長 だから時間経緯がありますからね。さっき太田委員がおっしゃったように、

ちょっと時間の間に何が起きるかというのはまだわからない。 

○若井委員 そこら辺をきちっとやっていただきたい。 

○市川会長 あと、山本委員、何かございますか。 

○山本委員 質問というよりは、全体的なまとめ、そろそろ原案を作成するということ

ですので、そういった意見になるかと思うんですが、この資料にあるように、さまざま

な区民意見や、またパブリックコメントなど、それに対して一つずつ対応されているの

で、この辺をしっかりと今後も一人でも多くの方が理解できるように、丁寧な対応をし

ていただきたいということをお願いして、私も結局この絶対高さ制限というものに関し

ては、やはり下げたい人、もっと資産価値を上げて高くしたい人と、いろんなお考えの

ある方たちの中でまとめていかなくてはならない、大変な難しい作業であったと思いま

す。 

 ただやはり、今回第４次素案まで行ってしまいましたが、逆に言えば区民の方たちに、

また文京区内において、この文京区の考え方やまちづくりに関することについて、さま

ざまなご意見がいただけたんではないかと思っております。ですので、ぜひこの点、今

回の今後原案に関しては、拙速にということじゃないですけれども、逆にこれが決まら

ないまま行くと、先ほどもお話が出ていましたが、低く下げたいという人にとってみれ

ば、もっともっと高い建物ができてしまうということにもなりますし、この辺で一定こ

のまとめの案で納得をするしかないのかなと。 

 今も地区計画などが千石のほうでも始まっているそうでございますけれども、逆にこ
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ういったことで絶対高さがこういった形で区民の皆さんに広まったということで、さま

ざまな地域において、もっと下げたい、もっと住環境を小さくして守りたいという地域

に関しては、そういった手法もあるんだということも、一定周知ができたのではないか

と思いますが、その辺も適宜地域に出向いて説明をしていただいて、良好な環境をつく

っていただければと思っております。 

 最初にも申し上げましたが、区民の皆様のご意見やご要望に対しての意見と説明と、

また今回特に、第３次から第４次になったという東京都の調整に関する説明は、今こう

いった場では我々は理解できますけれども、多くの方に納得ができるような形で丁寧に

対応していただきたいということでございます。 

○市川会長 ありがとうございました。ほかにあと行政委員の方々、何かございますか。

じゃ、小野委員、お願いします。 

○小野（恒）委員 まず、１つは太田委員もおっしゃっていたように、迅速にこの都市

計画手続が入って、これができるだけ早く決定されることが、一番私なんか期待してい

ることです。それは端的に言えば、駆け込みの高いマンションができちゃうということ

を一番心配しています。多分これって一番大きな目的は、高いマンションを抑えるとい

うことでやられていたのかなと思いますので、その実現をできるだけ早くやっていただ

きたい。 

 それで、ちょっとこれは感覚的なもので申しわけないんですけれども、比喩的な言い

方で、どんないい都市計画ができても、やっぱりいいまちが必ずしもできるとは思いま

せん。いい都市計画をつくろうと思ってあまり時間をつくるよりも、どれだけそれが実

現されて、いいまちができるかということが大事で、その差というのは何かというと、

日本の都市計画というのは、先生方がいる中で何ですが、誘導施策でつくっていくわけ

ですから、その中で一番重要なのは、どうちゃんと経済性を把握して、どうそこの不動

産が有効に現実の中で活用されていくかというのを見据えながら、最もバランスのとれ

たところでやっていく、つくっていくわけだと思っているんです。 

 私もほかの区で、今の髙橋幹事の席に長年座っていたこともあるんです、事務局をや

っていたこともあるんですけど、そこの感覚で言うと、私は途中で都市計画委員にさせ

ていただきまして、非常に丁寧に住民の意見を聞いたり、何度も何度も議論して、多分

ほかの区の都計審よりもかなり長い時間、皮肉じゃなくて、いい都市計画をつくろうと

する理想を追求してきたと思います。 
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 ただし、やっぱり都市計画というのは現実のまちをつくるためのツールですから、そ

の裏にどう経済が動いているのか、社会情勢が動いているのかと、常に追っかけながら

やっていかなきゃいけないので、ぼちぼちそういう意味では、迅速性という手続が必要。 

 それと、私の経済性という言葉がまた、ちょっと誤解を受けるといけないので、少し

だけ補足しますと、多分都市整備局がいろいろ言って、東京都が、お話を聞いていると

強権的に区の意向を変えさせたやに見えますけど、実は私も若いころ、都市計画局にい

た人間なので、ふと思うんですけど、一例を挙げると、いわゆる木造密集地域だと思う

んです、あの１５、１７に区さんがのまれたというのは。 

 でもそれは今、委員の方も言っていましたように、現実的にそこに経済性が入ると、

多分木造密集地域の中で階層をある程度つくろうとすると、非常に低廉なものができて

しまう。床の薄いものとか、防火性の低いもの。ぎりぎり保てるものはつくるでしょう

けど。 

 しかしながら防火の都市づくりを木造密集地域でやろうと、別の計画やいろんな施策

でやっているわけですから、やっぱり経済的に誘導するときも、これからは今あるより

も良質な集合住宅を建てなきゃいけないし、またそこに住んでいる人たちが移転すると

きにも、その補償として土地なんかを売っていくわけですから、そのときにちゃんとし

たある程度のレベルのものをお支払いできるようなことというのを考えていくと、やっ

ぱりそこは良質なある程度の階層の立派なものを建てるとなると、当然１７のほうがい

いなということを英断されたんじゃないかなと思って、多分都のほうもその辺の技術的

なことで話した。 

 今広域性というお言葉を使っていますけど、多分それは建築技術的な広域性の話とい

うのも含めておっしゃられているんだと思います。そうやっていくと、多分私は、恐縮

なんですけど文京区に住み続けていた人間でもございませんし、実は文京区の施策は第

六建設事務所に来てから、もちろん知ってはいましたけど、一生懸命やらせていただい

たのはこの間です。ですから、今の絶対値が地域にあって高いのか、低いのかわからな

いんです。 

 ただ一つだけ言いたいことは、そこに住み続けたい人もいるし、また文京区に住みた

い人もいる、外から来たい人もいるということを、ちょっと頭の中に置いていただきた

いなと。そうすると、これだけの良質な区や地域ですので、ある程度の質のいいマンシ

ョンには、できれば外から来る人はリーズナブルな形で住みたいとか、そういういろん
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な欲求がある中で、最もバランスのとれたところが誘導されてまちになっていくという

ことなので、そういう意味では、十分に議論をされて、適切な数値になったと考えざる

を得ないんじゃないかと私は思っていますので、迅速にこれを実現して、駆け込みがな

いという形をとにかく実現してほしい。 

 それからもう一つ区にお願いしたいのは、それまで若干の時間があって、駆け込みみ

たいなものができないように、やっぱり企業者の方にはいろいろな形で、今指導調整建

築部門の方はしていると言いましたけど、法的規制がきかなくても、企業ですのでブラ

ンドイメージとか、それから今言ったように外から来たい人なんかが来たときに、何か

もめているマンションに住んじゃったらやっぱり損だよねみたいな、ちょっとずるい言

い方ですが、そんな風土になるような広報戦略とか、そういうことも行政でもとっても

いいのかなと思っていますので、その辺も工夫をしていただいて、せっかくですので、

この都市計画がほんとうにいいまちにつながるような形で実行されることを、一番期待

しています。 

 以上です。 

○市川会長 ありがとうございました。あと、塚谷委員、深瀬委員はいかがですか。 

○深瀬委員 これまでの審議の経過と、あとは区民の皆様のさまざまなご意見を踏まえ

た上で原案になっていると受けとめておりますので、今後また予定されているようです

が、この周知並びに説明等につきまして、引き続き丁寧な説明等していただければと思

っております。 

 以上です。 

○市川会長 ありがとうございます。塚谷委員から。 

○塚谷委員 ございません。 

○市川会長 ありがとうございます。あとは本日欠席でありますが、村木委員からは何

かコメントございますか。 

○髙橋（征）幹事 村木委員にも本日の資料を説明いたしまして、説明会の状況等も説

明をいたしました。村木委員のほうからは、この原案で速やかに進めることを望むとい

うことで意見をいただいております。 

○市川会長 これで大体皆様のご意見、ご質問を伺ったんですけれども、この都市計画

原案に基づいて、これから都市計画案を作成するということになるんでございますが、

この状況でよろしゅうございましょうか。 
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（「異議なし」の声あり） 

○市川会長 じゃ、了承いただいたということで、どうもありがとうございます。 

 以上で、東京都市計画高度地区の変更について、絶対高さ制限を定める高度地区の指

定（都市計画原案）の審議を終了いたします。 

 本件については今後、都市計画原案をもとに、都市計画決定に向けて、都市計画法の

手続を進めていくことといたします。今後について、事務局から何かございますか。 

○市川会長 ご審議ありがとうございました。 

 今後のスケジュールですが、絶対高さ制限を定める高度地区の指定（都市計画原案）

について、８月２０日発行の区報特集号などにより、区民の皆様へ周知していくととも

に、８月２０日から９月３０日まで意見募集を行います。あわせて９月６日から５地区

において、都市計画法第１６条に基づく区民説明会を実施いたします。その後、都市計

画案を作成し、都市計画法第１７条の縦覧を行った上、都市計画決定に向けた作業を行

ってまいります。 

 これらの手続に入る前に、本日ご説明いたしました資料１、計画書につきましては、

最終確認したものを委員の皆様に送付させていただきます。 

 以上です。 

○市川会長 ありがとうございました。 

 それでは審議項目は終わりましたので、この後報告事項に入りたいと思います。お手

持ちにございます文京区景観計画（案）につきまして、事務局からの資料説明をお願い

いたします。 

○髙橋（征）幹事 はい。それでは、文京区景観計画（案）についてご報告いたします。

右肩に説明資料と書かれています、「文京区景観計画（案）について」をごらんくださ

い。 

 １、文京区景観計画の検討の背景ですが、区は、平成２３年に都市マスタープランの

改定において、景観法に基づく景観行政団体へ移行することにより、体系的なまちづく

りを進めることを定めました。 

 このことを受け、景観行政団体へ移行することにより、建築物等の形態・意匠・色彩

などについて、法に基づく規制等を行うことが可能となる景観行政団体に移行すること、

及びそのために必要な景観計画の策定について、平成２３年度より検討を進めてきまし

た。 
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 このたび、２５年５月１日に晴れて景観行政団体に移行し、現在、景観行政団体とし

て景観計画の策定に向けた検討を行っているところです。 

 ２、文京区景観計画の策定ですが、検討に当たりましては、平成２３年度より、文京

区景観審議会、文京区景観計画検討委員会、景観計画検討庁内連絡会における検討を行

うとともに、パブリックコメント及び区民説明会を実施してきました。 

 本日配付しています資料２の計画書の１５５ページをごらんください。資料２のこち

らの厚い文京区景観計画、本書になります。こちらの資料編の１５５ページに、これま

での計画策定の体制や経緯を載せております。 

 １ページおめくりいただきまして、１５６ページの真ん中、平成２４年１１月１６日、

第６回文京区景観計画検討委員会とあります。これは、隣の１５７ページに委員名簿が

載っていますが、景観計画を検討するための専門委員会を立ち上げております。この専

門委員会には、区民公募委員の方も含まれております。この委員会において議論を重ね

てまいった結果が、今日の景観計画となっております。 

 今後は、景観法第９条第２項の規定に基づき、本日の文京区都市計画審議会の意見を

聞いた上で、文京区景観審議会への諮問など手続を経て、１１月１日に文京区景観計画

を策定いたします。 

 スケジュールについては記載のとおりで、１１月１日の文京区景観計画策定・実施を

目指して進めてまいります。 

 説明資料については以上です。 

 続きまして、資料１、「文京区景観計画（案）概要版」をごらんください。 

 １ページおめくりいただきまして、文京区景観計画の構成になります。第１章、文京

区の景観の特性では、文京区らしい景観を構成する要素や場所を「景観特性」として、

地形、歴史・文化、緑など、７つに整理をしております。 

 第２章、景観づくりの目標と基本方針では、景観づくりの目標を掲げ、景観特性を生

かすことを基本的な考え方として基本方針を定めています。 

 第３章、良好な景観づくりのための景観形成基準では、建築計画などを規制誘導する

ための具体的な基準を定めています。 

 第４、５、６、７章につきましては、景観形成の推進のために必要な事項を定めてお

ります。 

 １ページおめくりください。文京区の景観の特性（第１章）になります。文京区らし
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い景観を構成する要素や場所を景観特性としてまとめております。地形、起伏に富んだ

地形を象徴する坂道や、歴史・文化、地域の景観の基礎となる歴史・文化的資産や、次

ページの緑、大規模な緑のまとまりなどに、景観特性として抽出してまとめております。 

 １ページおめくりください。４ページになります。文京区らしい景観は、今ご紹介し

ましたそれぞれの景観特性が、文京区の特徴的な地形の上に積み重なって形成されてい

るということを図示しています。 

 次ページをごらんください。景観づくりの目標と基本方針（第２章）になります。景

観づくりの目標を「～協働で取り組む～『坂』と『緑』と『史跡』をつなぎ、文京区ら

しい魅力溢れる景観づくり」と掲げております。下の景観づくりの基本方針では、景観

特性ごとに、地形では、起伏に富んだ地形が誘起する景観の魅力を高めるや、歴史・文

化、歴史・文化を物語り、まちの記憶を呼び起こす景観を大切にする。下に行きまして、

緑では、多様な緑を生かし、潤いのある景観をつくるなどと基本方針を定めております。 

 １ページおめくりください。６ページになります。良好な景観づくりのための景観形

成基準（第３章）になります。ここでは、建物を計画する際に、良好な景観づくりのた

めに守ってもらう具体的な基準を示しています。 

 下の表に示すように、景観特性ごとに基本方針があり、これらを実現するために景観

形成基準として、３種類の基準を設定しております。一般基準は、区内のどこの場所で

あっても守るべき基準となります。景観特性基準は、景観特性を守り、育てるための基

準となります。地区限定基準は、神田川や文化財庭園のそばの地区限定に係る基準とな

ります。 

 次ページの７ページでは、これらの景観形成基準がどのように適用するかというのを

表にまとめております。左から一般基準のみが適用するものや、一般基準と景観特性基

準の対象範囲に該当するもの、また一般基準と景観特性基準、地区限定基準の対象範囲

に該当するもの、これらにつきましてはそれぞれの基準への適合を求めていくことにな

ります。 

 １ページおめくりください。基準をまとめたものになります。まず一般基準ですが、

対象範囲を区内全域としています。景観形成の方向性としては、地域の個性が感じられ

る景観や調和のとれた景観を目指す基準となっています。 

 資料２の文京区景観計画、本章の４５ページをごらんください。こちら、一般基準に

なります。基準につきましては、配置や形態・意匠・色彩などの項目ごとに整理してい
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ます。形態・意匠・色彩の１番では、建築物全体のバランスだけでなく、周辺建築物等

と意匠や素材を合わせるなど、周辺の景観との調和を図るなどとしております。３番で

は、周辺の建築物群のスカイラインを考慮し、上層部のセットバックや壁面の分節化、

色彩の工夫などにより、周辺のまち並みとの調和に配慮するなどとしております。 

 計画書の５０ページをごらんください。景観特性基準の中の坂道基準になります。景

観特性基準については対象範囲を定めております。坂道基準では、区内の名のある坂道

をはじめ、区内にある全ての坂道の沿道の敷地及び坂道の突き当たりに面する敷地が対

象となります。 

 次ページの景観形成の方向性ですが、地形の豊かさが感じられる心地よい景観をつく

るための基準となっております。下の表は具体的な基準となっております。 

 １ページおめくりいただきまして、基準に基づく工夫や配慮のポイントを示すイラス

トを載せています。先ほどの概要版のほうでは、こちらのそれぞれの景観特性基準の対

象範囲とこのイラストをまとめて記載しております。 

 計画書の６７ページをごらんください。拠点基準になります。対象範囲は文京区都市

マスタープランに位置づけられた拠点の範囲のうち、駅を中心とした一部の範囲となり

ます。本日審議していただきました絶対高さ制限における都市核は、この基準に適合し

た計画を求めていくことになります。 

 １ページおめくりいただきまして、景観形成の方向性としては、それぞれの拠点にふ

さわしいにぎわいのある景観をつくる。基準といたしましては、配置としてオープンス

ペースや辻広場を設けるなど、にぎわいの連続性に配慮するよう配置を工夫する。形

態・意匠・色彩では、１、それぞれの地域の拠点の特性を踏まえ、形態・意匠を工夫し、

魅力ある景観形成に配慮するなどとしております。 

 概要版の１１ページにお戻りください。概要版の１１ページは、地区限定基準になっ

ております。これは神田川のそばや小石川後楽園などの文化財庭園のそばに限定した基

準となっております。 

 １ページおめくりいだきまして、今説明しました基準に基づき、届け出をしてもらう

対象となる行為や規模をまとめた表となっております。建築物の建築等では、第一種低

層住居専用地域においては、敷地面積２００平米以上の建物が届け出対象となります。

その他の地域では、敷地面積４００平米以上、または延床面積１,０００平米以上のも

のが対象となります。これらの規模の建物に関しては、届け出により規制誘導を図って
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いくということになります。 

 １ページおめくりいただきまして、最後のページですが、届け出制度のフローチャー

トとなっております。現在行っております景観づくりの事前協議と大きく異なりますの

は、４段目の景観法に基づく届出の部分の基準への適合審査というところから、左側の

矢印、不適合の場合に、景観づくり審議会の意見を聞いた上で、勧告・変更命令等を行

えることになります。より実効性のある景観形成を推進していくことが可能となる手続

となっております。 

 事務局からの説明は以上となります。 

○市川会長 以上でございますか。 

○髙橋（征）幹事 以上です。 

○市川会長 ただいま、報告でございますので説明がございましたが、この説明につい

て何かご意見、あるいはご質問がありましたらお願いいたします。 

○高畑委員 計画案のほうの６２ページ、下町風情あるまち基準というところ、形態・

意匠・色彩で、「特に歩行者の目線が集中しやすい」、これが前審議したところよりも

加わっておりますけれども、これはどういう審議の中で加わったのかということと、そ

れから７３ページの景観形成の方向性ということで、水と緑の一体化が連続して感じら

れる河川景観の形成というところがありますが、「神田川の景観形成は、水と緑の一体

的な景観をつくり出すのが重要です」とありました。 

 それと、その前の案には、また川の流れに表示を加えることは、川床に水生植物を植

えとか、いろいろ水と緑が一体感を持った景観という形でここにうたってあったかと思

うんですが、それと、第３回の景観審議会の会議録をちょっと読んだ中でも、神田川と

いうか、水の問題はものすごく丁寧に扱わなければいけないというか、水の問題がもの

すごく審議されていたかなと思ったので、その辺は削っていいのかどうなのか、最初に

その辺をお聞きしたいと思います。 

○市川会長 じゃ、お願いします。 

○髙橋（征）幹事 最初の６２ページの件ですが、ご指摘のとおり形態・意匠・色彩、

１の４行目の「特に」からは、景観行政団体の移行に向けて、東京都との調整の中で加

えた部分になります。視点としましては、これまでは戸建ての建物、下町のまち並みを

意識した基準であったんですが、４階建て、５階建て等のマンションについては、やは

り視線が集中する低層部、特にここの部分についてはしっかりと配慮してほしいという
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ことで、それを抜き出して、より明確になるような形でこの部分は足しております。で

すから、よりプラスの方向での変更となっています。 

 また、７３ページなどにつきましても、これも景観行政団体の移行に向かっての調整

の中で出てきたもので、文京区内の場合では、神田川を使って生物の育成等が難しいと

いうことから、その生物の育成という文章については削除をしております。 

 こういった変更点については、景観審議会の委員の皆様や景観計画検討委員会の皆様

には、この変更した時点で送付はしてありますので、その時点で変更点については変更

箇所ということでつけて伝えてありますので、皆さんそちらを見て、しっかり了承いた

だいている内容にはなっています。 

○市川会長 高畑委員、いかがですか。 

○高畑委員 神田川は水道のほうというか、向こうに行くとコイなんかが泳いでいます。

また、水と緑という流れの中の景観もあるのかなとちょっと思ったものですから、削っ

ていいものなのかどうかと考えました。 

 それともう一つは、７６ページに、これは建設委員会で、小石川植物園が加わります

ということだったものですから、それが一定景観特別基準というところで小石川植物園

が加わったのはとてもいいことだなと思って、そうした中でやっぱり、小石川植物園の

図も何ページか、地点という形で出されて、黒丸がついていましたので、それはとても

よかったなと思ったんですが、それとそのところで、９９ページに景観重要都市公園と

記載されていないんです。だからこの記載の予定というか、景観計画もどのぐらいの形

で見直しをしていくのかということと、小石川植物園の景観という特別都市公園という

記載はいつごろになるのかというか、その辺はどうなんでしょうか。 

○市川会長 事務局、いかがですか。 

○髙橋（征）幹事 小石川植物園につきましては文化財に指定されたということで、こ

の景観計画に反映をさせました。景観審議会の審議等では、１２月時点での第３回景観

審議会でしたので、その後、その案をもって５月１日の景観行政団体移行に向けて調整

を行っておりました。その中で、小石川植物園については、この特別地区基準に入れて

いくということで、報告はしております。その結果、本日の資料に関してはしっかり、

小石川植物園を載せることができております。 

 ご質問にありました地点というのは、１３６ページの小石川植物園の図のことだと思

います。これは小石川植物園の中から周辺の計画される建物を見て、シミュレーション
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する地点というのをしっかり定めまして、この地点に基づいて協議をする、こういった

ものをつくっておりましたので、やはり景観に載せるのは若干時間がかかりましたとい

うことと、９９ページの景観重要都市公園につきましては、この指定をするためには、

その公園について、しっかり今の景観のレベルを維持するための維持管理計画というも

のを定めていただいたものに関して指定をしております。 

 もともとこの３園につきましては東京都の景観計画から引き継いだものでしたので、

その時点でこの３園については維持管理計画がありました。ですので、小石川植物園に

つきましても、そういった維持管理計画が策定された場合には、この景観重要都市公園

に指定するということを、所有者である東京大学のほうと協議をしながら載せていくと

いう手続になると考えています。 

○市川会長 いかがですか。 

○高畑委員 維持管理計画というのは、文京区と東京大学で一緒にやるわけですか。 

○髙橋（征）幹事 所有されています東京大学、小石川植物園さんがつくる維持管理計

画になります。 

○高畑委員 わかりました。 

○市川会長 よろしいですか。ありがとうございます。ほかにどなたか何かご質問ござ

いますか。浅田委員。 

○浅田委員 ここに出てくる景観形成基準に関連して、ちょっと質問させていただきま

す。この計画案の３ページなんですけれども、景観計画策定の背景というところに、文

京区が、「平成２２年度までの１１年間に１,１７２件の協議を行い、調和のとれた景

観の形成を誘導してきた」ということが書かれていますが、やっぱりかなりどうしても

景観というのは、主観というものも入ってこようかと思いますが、文京区として誘導し

てきて、これはほんとうに先ほど言われました文京区らしい景観であると自信を持って

言えるところ、例えばどの地点から見たどういうところというのがあれば、二、三教え

ていただければと思います。文京区としてやってきたということです、ここに書かれて

あるもの。 

○市川会長 今の１１年間に１,１７２件やった中で、どれか幾つかいいのがあるか、こ

ういう質問ですか。 

○浅田委員 文京区らしいと言われる。 

○市川会長 文京区らしい。 
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○浅田委員 誇れる。 

○市川会長 みんな誇れるんじゃないですか。みんな誇れるから。 

○浅田委員 調和のとれたという。 

○市川会長 事務局、お願いします。 

○髙橋（征）幹事 この景観の誘導というものは、決してその建物自体がすぐれていて

立派なものであるとか、魅力のあるもの、そういったものを誘導するものではございま

せん。実際の指導の内容ですが、しっかり緑化する場合には、その中に住む人だけが見

えるのではなくて、道路側から見えるような場所に緑を配置してほしいとか、ごみ捨て

場を隠すような緑を配置してほしいとか、駐車場も外に丸見えにするんではなくて、な

るべく内側に隠すようだとか、そういった指導もしております。ですから、建物自体の

単体の美しさというよりは、周辺環境への配慮をした建物を誘導するような内容になっ

ています。 

 しかしながら建物自身には、使ってはいけない色彩だとか、色彩基準というのを持っ

ていまして、真っ赤な建物が建てたいだとか、そういったものができないのはしっかり

指導はしておりますが、建物単体というよりは、周辺にしっかり配慮したような建物計

画になるような誘導を、この事前協議でこれまで１,１７２件について行ってきており

ます。 

 また今後は、本日審議いただきました高さ制限に基づいて、建物は一定都市計画で抑

えます。その範囲内で建物を計画する際に、この景観計画で周辺、景観に配慮した建物

計画になるように誘導していくことで、これらが連携することで良好な住環境、魅力あ

ふれるまちづくりをしっかり実現していこうと考えています。 

○市川会長 ちょっと質問なんだけど、浅田委員が考える、とても文京区らしい景観と

いうのは何なの。 

○浅田委員 こういうふうに行ってきたというのであるならば、ここを見てほしい、こ

れがこれまで文京区の指導、誘導してきたまちであり、道路であり、景観だという、そ

れを胸を張って言えるところは具体的に。 

○市川会長 いや、だから今一応答えているんですよね。 

○浅田委員 それは内容だと思うんです。 

○市川会長 浅田委員がおっしゃっている文京区らしい景観とは一体、浅田委員的解釈

から言うと何なのかというのをまず言っていただかないと、答えが出ないです。 
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○浅田委員 いえいえ、ここに書かれてある内容について。 

○山本委員 単純に丸がついているところ。 

○浅田委員 そうです。 

○山本委員 それの詳細を聞いてどうする。 

○髙橋（征）幹事 会長、わかりました。この事前協議においては、これから新しく建

てる一定規模大きい建物に関しては、区が規制誘導でしっかり景観に配慮したものを誘

導してきましたので、この建物がいいですというのは紹介できないんですが、この景観

計画の資料編の中、１４６ページに、これまでの文の京景観賞を載せております。これ

は景観創造賞だとかふるさと景観賞、景観づくり活動賞、これは我々の事前協議で誘導

したものではないんですが、いわゆる文京区らしい文京区のいい景観というのは、まさ

にここに一覧で載っているというご説明でどうでしょうか。 

○市川会長 よろしいですか。 

○浅田委員 わかりました。文京区としては、この景観賞も存じ上げておりますけれど

も、これが文京区として、ある意味誇れるというか、自慢できるものだということで理

解はさせていただきます。いいとか悪いとかということは、ちょっとまた別の議論です

のでわかりました。それが１点。 

 それともう一点、１８ページのところに、面的に整備された市街地というのがござい

ます。その中に、一番上のところなんですけれども、「戦災復興や震災復興土地区画整

理事業により整備された街区」云々という話があって、教育の森公園周辺の写真等も載

せられて、この辺がそれに該当するのかなと思いますけれども、震災復興ということで

言えば、元町公園というのがあって、これが非常にさまざまに議論はあろうかと思いま

すけれども、これについてはどのような基準、評価をお持ちなのかということについて、

区の考えをお願いいたします。元町公園及び旧元町小学校校舎、これはセットのものと

してあると思いますので。 

○市川会長 これは景観審議会のほうでつくってきた報告書で、それをここで質問する

というのはちょっと。個人的な意見を聞いているというならわかるけど、個人的な意見

を聞く場所じゃないので。だからここに何で載っていないのかという質問であれば。 

○浅田委員 なぜ載っていないのか。 

○市川会長 それはちょっと事務局から、なぜ載っていないんですか。 

○髙橋（征）幹事 元町公園につきましては、６９ページの緑のまとまり基準というこ
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とで、当然区立公園ということですのでほかの公園と同じ扱いで、これらの基準の対象

範囲ということで扱っております。 

○浅田委員 校舎は。 

○市川会長 写真はないけど、この地図に載っていると思います。 

○髙橋（征）幹事 すいません、対象範囲の地図がちょっとわかりづらいんですが、当

然元町公園の位置にちゃんと。 

○市川会長 緑のまとまり基準の中で考えている。 

○髙橋（征）幹事 ちゃんと複写がついていますので。当然この周辺ではこの緑のまと

まり基準に適合した建物を誘導していくということになります。 

○浅田委員 ですから、その元町公園及び旧元町小学校校舎というのは、歴世について

は皆さんご存じだと思いますので、一々私が言うことではないんですが、そういったこ

とについても当然この中の基準には含まれるという理解でよろしいわけですね。 

○市川会長 お願いします。 

○髙橋（征）幹事 あくまで６９ページの緑のまとまり基準の中の区立公園という扱い

になります。今文化財等というお話があったんですが、５３ページの歴史・文化的建造

物等基準ということで、文化財に指定されている建造物等、また東京都選定歴史的建造

物、こういったものに関してはこちらの基準で周辺の建物を誘導することで、それら建

造物をまとめるという基準になっています。ですからこの中に元町公園は含まれてはお

りません。 

○浅田委員 おりません？ おります？ 

○髙橋（征）幹事 おりません。これを見ていただくとわかるんですが、含まれており

ません。 

○市川会長 よろしいですか。ほかに何かご質問ございますか。今日は報告なので、こ

こであまりどうしたという質問をしても答えられないというか、こういうのが出ていま

すということですね。今若干のご質問がございましたけれども、大体こうまとめたら必

ず何かあるというのは当たり前で、いろんな意見はあると思うんです。その中で何とか

まとめていくという作業だと思うんですけれども、少なくとも文京区の都市計画に整合

はとられているということであれば、都市計画審議会としては、この景観計画の案に基

づいて景観計画を策定してもらっていいんじゃないかと考えますけれども、いかがでご

ざいましょうか。よろしゅうございますか。 
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○大方委員 一言だけ。 

○市川会長 じゃ、一言大方委員から。 

○大方委員 質問ではございません。大変ご苦労されて、随分文京区の景観なども分析

されて、方向性は明確になったと思いますが、ただ定量的な基準という点で言いますと、

色彩のところはかなり明確になりましたが、その他の緑化のところとか建物の配置、形

態については、「できるだけ」とか、「工夫する」とかという、まだ専門家ならわかる

けれども、審議会なんかにかかっても非常に意見が分かれるような書きぶりがまだまだ

多いと思いますので、まだ案の段階でございますから、できるだけ判断が分かれないよ

うな、抽象的でなく、定量的ならすばらしいですが、そうでなくても一定の方向性を定

性的に示すぐらいのものでもいいですが、基準をやっぱり明確にしておかないと、かえ

ってこれから近隣の住民の方が、こう書いてあるじゃないか、もっとやれと言うし、事

業者のほうは、いやいや、このとおりやっていますとなって、水かけ論になって、区の

行政が間に挟まってますます苦労するということになりかねませんので、ぜひその辺さ

らにご努力されたらいいんじゃないかなと思います。老婆心ながら。 

○髙橋（征）幹事 まさにこの計画書は、つくった後にいかに規制誘導するかというこ

とが課題ですので、実はこの基準を説明するための解説書をつくっております。具体的

にわかりやすいもの。それは景観審議会のほうでは、こういったものをつくっています

ということを報告する予定になっております。 

○市川会長 わかりました。それで安心しました。それを見ないと、工夫をしろとか考

慮しろというんじゃ、これは無理じゃないかというところがあったので、よろしくお願

いいたします。 

 では一応これにつきましては、今後この流れに従って景観計画を作成いただくという

ことで、皆様のご意見もありがとうございました。 

 報告事項は以上でございます。 

 その他何か事務局から連絡はございますか。 

○髙橋（征）幹事 景観計画につきましては、本日いただきましたご意見を踏まえた上

で、７月３１日開催の景観審議会において審議させていただきます。 

 事務局からの報告は以上です。 

○市川会長 ありがとうございました。 

 以上で本日の日程は終了しました。これで審議会を閉会いたします。どうも今日は長
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時間ありがとうございました。 

 

―― 了 ―― 


