
 

 

 

平成２８年度第１回 

文京区都市計画審議会会議録 

 

 

 

日 時 平成２８年５月２４日（火）午後１時５８分～午後３時２４分 

場 所 文京シビックセンター２４階 区議会第１委員会室 

出席者 【委員】市川宏雄、大方潤一郎、上田ゆきこ、山本一仁、 

田中としかね、金子てるよし、関川けさ子、若井宣一、 

藤原美佐子、中澤洋司、臼井正人、松浦いづみ、 

大木義徳、太田貴之、佐久間光江 

【幹事】吉岡利行（企画政策部長）、中島均（都市計画部長）、 

中村賢司（土木部長）、曵地由紀雄（資源環境部長）、 

加藤裕一（企画政策部参事 企画課長事務取扱）、 

鵜沼秀之（都市計画課長）、長塚隆史（地域整備課長）、 

土田ひろみ（住環境課長）、前田直哉（建築指導課長）、 

小野光幸（土木部参事 管理課長事務取扱）、 

佐久間康一（道路課長）、橋本万多良（みどり公園課長）、 

髙橋征博（環境政策課長） 

 

 

 

文京区都市計画部都市計画課 
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○鵜沼幹事 定刻少し前ですが、委員の皆様がおそろいのようなので、開会させていた

だきます。開催に先立ちまして、事務局から傍聴の方々にお願い申し上げます。お手元

の資料にございますように、静粛に傍聴していただくとともに、拍手などはご遠慮くだ

さい。また、携帯電話は電源をお切りいただくか、マナーモードにしていただけますよ

うお願いいたします。加えて、録音・撮影などはできないこととしておりますので、ご

協力のほど、よろしくお願いいたします。 

 ただいまより、平成２８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、本審議会にご出席賜りまして、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文京区都市計画部都市計画課長の鵜沼でご

ざいます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 本日の審議会ですが、おおむね１時間半の審議時間を予定してございます。終了時間

は午後３時半を予定しておりますので、ご協力のほどお願い申し上げます。 

 まず、お手元の資料のご説明を差し上げます。 

 次第及び名簿と書かれたＡ４のペーパーがそれぞれ１枚ずつ机上に置かせていただい

ておりますが、これは本日あらかじめお送りさせていただいたものと、委員の皆様の机

の上にはもう１枚ずつ配付させていただいております。訂正事項がございましたので、

机上のものと差しかえお願いいたしたく存じます。 

 次に、クリップどめされた第１回文京区都市計画審議会資料、中身については、右肩

に資料番号が振ってあるものでございますが、Ａ４縦の資料１、Ａ４横の２枚組、資料

２、Ａ４横の資料３、Ａ４横、カラーの資料、資料４といった構成となってございます。

本日の資料はあらかじめご送付さしあげておるところですが、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、事務局のほうへお声かけいただけますでしょうか。 

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

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

うお願い申し上げます。 

 次に、本日の委員・幹事の出席状況についてご報告いたします。村木委員から欠席の

事前のご連絡をいただいております。 

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

だきます。 

 まず初めに、委員の委嘱を行わせていただきます。委員の皆様の任期は、昨年の１０
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月１日からとなっておりますが、本日が最初の都市計画審議会ですので、これから委員

の方に成澤区長から一人ずつ委嘱状をお渡しいたします。委員のお名前をお呼びいたし

ますので、自席にてご起立いただきまして、委嘱状をお受け取りいただきたくと存じま

す。 

 区長、よろしくお願いいたします。 

 市川宏雄様です。 

○成澤区長 委嘱状、市川宏雄様。文京区都市計画審議会委員を委嘱します。平成２７

年１０月１日付。文京区長、成澤廣修。どうぞよろしくお願いいたします。 

○鵜沼幹事 大方潤一郎様です。 

○成澤区長 大方潤一郎様。よろしくお願いいたします。 

○鵜沼幹事 山本一仁様です。 

○成澤区長 山本一仁様。どうぞよろしくお願いします。 

○鵜沼幹事 上田ゆきこ様です。 

○成澤区長 上田ゆきこ様。どうぞよろしくお願いいたします。 

○鵜沼幹事 田中としかね様です。 

○成澤区長 田中としかね様。よろしくお願いいたします。 

○鵜沼幹事 若井宣一様です。 

○成澤区長 若井宣一様。どうぞよろしくお願いします。 

○鵜沼幹事 藤原美佐子様です。 

○成澤区長 藤原美佐子様。どうぞよろしくお願いいたします。 

○鵜沼幹事 金子てるよし様です。 

○成澤区長 金子てるよし様。どうぞよろしくお願いします。 

○鵜沼幹事 関川けさ子様です。 

○成澤区長 関川けさ子様。どうぞよろしくお願いします。 

○鵜沼幹事 次に、関係行政機関選出の委員の皆様でございます。中澤洋司様です。 

○成澤区長 中澤洋司様。よろしくお願いいたします。 

○鵜沼幹事 臼井正人様です。 

○成澤区長 臼井正人様。よろしくお願いいたします。 

○鵜沼幹事 松浦いづみ様です。 

○成澤区長 松浦いづみ様。どうぞよろしくお願いいたします。 
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○鵜沼幹事 次に、区民委員の皆様でございます。大木義徳様です。 

○成澤区長 大木義徳様。どうぞよろしくお願いいたします。 

○鵜沼幹事 太田貴之様です。 

○成澤区長 太田貴之様。どうぞよろしくお願いします。 

○鵜沼幹事 佐久間光江様です。 

○成澤区長 佐久間光江様。どうぞよろしくお願いいたします。 

○鵜沼幹事 以上が委員の皆様でございます。 

 また、幹事につきましては、既に任命が終了してございます。 

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

います。したがいまして、委員の皆様の任期は、平成２７年１０月１日から平成２９年

９月３０日までとなってございます。松浦委員は、人事異動により、平成２８年４月１

日より委員となられましたが、後任委員の任期は前任者の残任期間となってございます

ので、同様に平成２９年９月３０日まででございます。どうぞご承知いただきたくお願

いいたします。 

 それでは、ここで、成澤区長よりご挨拶申し上げます。区長、よろしくお願いいたし

ます。 

○成澤区長 皆さん、こんにちは。区長の成澤でございます。平成２８年度の第１回文

京区都市計画審議会の開催に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

 昨年１０月付での委嘱を現在させていただきましたが、これから２年間、どうぞよろ

しくお願い申し上げます。 

 本日ご審議をいただきます案件でございますが、根津一・二丁目地区の地区計画につ

いてご報告を申し上げるものでございます。これまでに２０年３月に策定した根津駅周

辺まちづくり基本計画の実現に向けて、地域の方々と議論を重ねてきたところでござい

ます。このたび、地区計画案を取りまとめましたので、今後、都市計画決定に向けて手

続を開始してまいりたいと考えているところでございます。本日は、その内容を事前に

説明させていただき、委員の皆様方からご意見をいただきたいと存じます。 

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

ともお力添えを賜りますことをお願い申し上げて、私からのご挨拶にさせていただきま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

○鵜沼幹事 ありがとうございました。 
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 区長は、この後、公務がございますことから、ここで退席させていただきます。 

○成澤区長 よろしくお願いいたします。 

（区長退席） 

○鵜沼幹事 続きまして、会長及び会長職務代理の指名でございます。本来であれば、

新たな任期が始まるということで、会長の選出を改めて行うところでございますが、こ

れまでの経緯もございますことから、引き続き、市川委員に会長を、大方委員に会長職

務代理をお願いしたく存じますが、皆様、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○鵜沼幹事 それでは、市川委員に会長を、大方委員に会長職務代理を引き続きお願い

いたします。 

 これより、市川会長にご挨拶、お願いいたします。市川会長、よろしくお願いいたし

ます。 

○市川会長 ただいまご指名にあずかりました市川でございます。また、引き続きこの

都市計画審議会の会長の職責を担うつもりでございます。大方先生と一緒にいい文京区

をつくりたいという信念、これからも続けたいと思います。私は、生まれ育った文京区

でございまして、ちょうど２０年に、あと４年でオリンピックがありますけど、私が前

回のオリンピック、６４年のときはちょうど小石川高校にいましたから、２年生でした

ね。それで、実はアメリカ選手団として国立競技場を歩いたという記憶もあって、あの

ころの東京って、空がもう煙っていて臭くて、で、まちは騒音とかね、いろんなことが

あったんですね。今思うと、もうほんとうに時代が考えられないレベルに今、よくなっ

ています。そういう中で、今、文京区がまた東京都心の一角として、また住宅地として

人気のある場所として、いろんな意味でユニークな存在を保っております。これは皆様

のおかげと思っております。私も含めまして、これからますますよい文京区をつくって

いくということに人一倍の努力を惜しまないつもりでございます。ぜひよろしくお願い

いたします。ありがとうございました。 

○鵜沼幹事 ありがとうございました。 

 これ以降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、本日の審議会の進行につきまして、お手元の次第に従いまして、

進めてまいります。 
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 それで、今日の審議事項については、これは報告でございますが、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。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、今申し上げたように、報告事項が１点でございまして、既に区長からお話があ

りましたように、根津一・二丁目地区地区計画についてでございますので、これにつき

まして、事務局から資料の説明をお願いいたします。 

○長塚幹事 地域整備課長の長塚でございます。よろしくお願いいたします。 

 では、根津一・二丁目地区地区計画、こちらの案の内容につきましてご説明いたしま

す。 

 まず、地区計画でございますが、文京区内においては、再開発事業に伴う地区計画と

いうのは幾つかございますが、本件につきましては、そういった事業を伴わない保全型

の地区計画としては最初のものになります。区民公募の委員の方もいらっしゃいますの

で、地区計画についてさらりと。 

 地区計画というのは、用途地域等で面的に全体的に定められた一般的なルールはござ

いますが、地区ごとの特性がございます。そういったものを実現するために、さらに細

かく地区の方々が話し合いをし、ルールを定め、それを都市計画に定めることによって

一程度強制力を持たせていく。そうすることによって、まちの維持、保全、開発等を進

めていく、方向性を定めていくという制度でございます。 

 では、本題に戻りまして、一・二丁目地区の地区計画についてご説明させていただき

ます。区長及び市川先生よりもご説明ございましたとおり、本地区は、平成２０年に

「根津駅周辺地区まちづくり基本計画」というものが策定されてございます。この基本

計画に基づきまして、地域のルールづくりを実現したいということで、２５年度より町

会及び商店会等で構成されております「根津地区まちづくり協議会」、こちらのほうで

地区計画の導入及び導入する際のルール、そういったものを定めてきたものでございま

す。 

 概要でございますが、根津地区、皆様、ご承知の方も多いと思いますが、住宅、商

業・業務、そういったものが共存してはおりますが、主に下町風情を残す地区として有

名な地区でございます。しかしながら、通りを入ったところ等におきましては、建て詰

まり等が進行している点、老朽した木造住宅等が密集している点、そういったところに

ついては、防災上問題のあるところがございます。そうした住環境の改善、防災性の向
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上の課題という中において、敷地の細分化等による環境の悪化を未然に防止し、高さの

制限、こちらにより、現状の市街地環境の保全、こういうものを目的として本地区計画

を策定いたします。 

 地区計画の位置でございますが、根津一・二丁目全域となってございます。 

 資料１、４番につきましては、１枚おめくりいただいて、計画書の中でご説明させて

いただきたいと思います。資料２と資料３、資料４と３部ございますが、都市計画図書、

法的にはこの資料３の計画図でございますが、本来白黒ではございますが、見づらい点

がございますので、資料３のカラー版ということで、資料４のほうをご用意させていた

だきましたので、資料２及び資料４というものをご参照いただければと思っております。 

 こちら、まず、資料２でございます。これが地区計画の計画書、法的に定められた様

式でございます。名称、位置、面積、こちらについては記載のとおりでございます。位

置でございますが、根津一丁目、二丁目の区域について、まちづくりを行ってきたとこ

ろではございますが、都市計画で定めるときに、道路の中心線を基本として区域を定め

ます。その道路の中心線と行政界、町丁目を定めるときにおいては道路の端になってい

る部分等々がございます。そうしたことから、近接する千駄木二丁目及び弥生二丁目が

入っておりますので、ご了解いただければと思います。 

 地区計画の目標、土地利用の方針、建築物等の整備の方針、こちらについては、おお

むね先ほどご説明したような趣旨にのっとった形で書いているところでございます。具

体的な地区内の建築物の制限については、資料２を１枚おめくりいただいた、見づらい

点はございますが、一番左のところに地区整備計画というものがございます。こちらが

建物等を建てる際のルールの一覧表というふうにご理解いただければと思っております。

そして、横軸に、住宅Ａ地区・Ｂ地区、住商共存Ａ・Ｂ、商業Ａ・Ｂ、６つの地区に分

けてございます。資料４をごらんいただけると、それの位置が記載されております。住

宅Ａ、こちらについては、記載のとおり、主に根津神社のところとなってございます。

住宅Ｂ、こちらについては、不忍通りの西側の住宅地域及び台東区との境のほうの、東

南方の部分でございます。住商共存Ａ地区というのがオレンジ色のところでございます

が、こちらは南部に一部出ている区域でございます。商業Ｂ地区、こちらについては、

不忍通りから直角といいますか、交差して入っております濃いピンクのところでござい

ますが、それぞれ通り沿いの部分となってございます。商業Ａ地区というのは、不忍通

りの沿道と。かなり細かく分かれているようには見えておりますが、こちら、用途地域
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と同じような、用途地域ごとに区域を割ったような形となってございます。 

 地区整備計画に戻っていただきまして、まず、１つ目、用途の制限ということでござ

います。基本的な考え方といたしましては、現状ある用途を認めつつ、さらに、一部制

限を加えるというものでございます。加える内容といたしましては、ボーリング場、ス

ケート場、水泳場及びカラオケボックス、マージャン屋及び風営法というものにかかる

一部業態でございます。おおむねこの６地区、同じような制限がかかります。今よりも

その部分については厳しくしますよと。しかしながら、用途地域が違うものでございま

すから、建築物等に関する事項の用途の制限がそれぞれ変わってまいります。そうした

ことから、資料４にございますとおり、用途地域ごとに地区を分けたというご認識をし

ていただければよろしいかなと思っております。 

 続きまして、資料２の３ページ目といいますか、続きになります。敷地面積の最低限

度でございます。こちらについては、２種類のメニューとなってございます。住宅Ａ地

区から住商共存Ｂ地区、言うなれば、住宅が主にあるところ、通りの奥といいますか、

その地区でございますが、基本的な数値といたしまして、住宅系につきましては、敷地

の最低限度を５０平米、不忍通り沿い等の商業系のほうにつきましては、１００平米と

いった敷地の最低限度を設定させていただくというものでございます。 

 その下に１、２、３とただし書きがございます。１につきましては、既存不適格に対

する対応でございます。例えば住居系であれば５０平米でございますが、現在、５０平

米以下で建てられている建築物、５０平米以下で利用されている方につきましては、今

後も、その面積を下回らない範囲、その今の状況であれば建てかえが可能ですというた

だし書きを設けてございます。商業等についても同じです。あと、２番でございますが、

公共施設の用地として提供した。例えば一番わかりやすいのは、都市計画道路ですとか、

そういうもので一部用地を提供した。提供することによって基準を満たさなくなったと。

そういうものについては、やむを得ないという中でただし書きを設けてございます。あ

とは、区長はやむを得ないと認めたもの。これについては特例という形で、事例等につ

いては、また内部で精査させていただきたいと考えてございます。 

 次に、高さの最高限度でございます。住居系のところにつきましては、従前絶対高さ

で主に１７メートルの規制がかかっていた区域でございます。一部１４メートルもござ

いますが。こちらについては１４メートルに合わせていくという数値でございます。そ

の右側、ちょっとページが分かれているのでわかりづらい部分はございますが、商業Ａ
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地区でございます。商業Ａ地区というのは、不忍通りと直交する、それぞれ広幅員の道

路の部分、言問通り等の沿道でございます。こちらについては、従前３１と２４と二通

りのメニューがございましたが、こちらを２４メートルに合わせるという内容になって

ございます。あと、不忍通り沿道でございますが、こちらについては、従前どおりの４

６メートルでございます。申しわけございません。順番が逆でございました。住居系の

すぐ右が不忍通り沿道で４６メートルの記載でございます。その一番右側の部分、商業

Ｂというのが言問通りとなってございます。説明は先ほどのとおりでございます。言問

通り等のピンクの部分につきましては、３１と２４のところを２４に合わせる。不忍通

りについては、４６のままというところでございます。 

 なお、こちらについてもただし書き等入れる予定でございます。こちらのただし書き

については、従前来かかっておりました絶対高さ制限のただし書き等々と同一の内容で

定めてまいる予定でございます。 

 では、資料２、最後のページでございますが、建築物等の形態または色彩、意匠の制

限及びその下にございます垣、さくの構造の制限、こちらについては、記載のとおり、

外壁の色は下町風情に合わせるですとか、生け垣、透視可能なフェンス等とするという

ような目標のもとに定めているものでございます。案としては以上でございます。 

 こちらにつきまして、６月の１１日、１３日、両日につきまして、都市計画法第１６

条に基づく公聴会、これにかわる説明会を開催させていただきたいと考えてございます。

その後、説明会等でいただいた意見をもとに、また、都市計画法１７条の縦覧手続、そ

の後、都市計画審議会に付議させていただき、決定告示へと進んでまいりたいと、この

ような予定で考えているところでございます。 

 説明は以上でございますが、ご意見いただければと思っております。よろしくお願い

いたします。 

○市川会長 ありがとうございました。今、根津一・二丁目の地区計画について、中身

の説明がございました。これにつきまして、ご質疑、ご意見があると思いますので、ぜ

ひお願いいたします。じゃあ、順番に、お願いします。 

○金子委員 では、よろしくお願いします。 

 まず、冒頭の説明にもありましたように、資料にもあるように、根津の一・二丁目と

いうのは、下町の谷根千の一角を占める地域で、この資料にもありますように、下町風

情を残す地区というところで、そういう地区で基本的には保全型の地区計画をつくると
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いうことで、しかも、再開発等は伴わない地区計画としては、区内では初めてというこ

とで、しっかりそういう方向性については、私も確認ができる内容だと考えています。 

 これまで２年間余り、協議会もやられたということで、その中でちょっと質問ですけ

れども、この地区でそういった下町風情や観光、特にまち歩きの観光などが非常に多い、

注目されているし、実際そういう地区として脚光も当たっていると思うんですけれども、

そういう中で、建物の高さの問題についてはね、絶対高さ制限をやるときにも、なるべ

くそういうまちの雰囲気、風情を生かした高さをもってくる必要があるだろうというと

ころで議論があったあの地域だと思うんですね。 

 それで、今、ご説明あった建築物に関する事項のところで建築物の高さの最高限度と

いうところでは、住宅系のところについては１４メートルというところで、資料にもあ

るように説明があったわけですけれども、一方で、ただし書きとして、建築基準法の５

９条の２というところで、これは総合設計制度というふうに言われる制度だと思います

けれども、こういうものがあるわけです。 

 で、質問というのは、協議会の中で、この総合設計制度というのは、この地区にある

この制度が適用された建物も幾つかあると思うんですけれども、そういうものについて

のこれまでの評価、意見というのはどのような意見があったのか。それから、一般的に

その高さの問題についてはどのような議論があったのか、少しご紹介をしていただきた

いと思うんですけど。 

○市川会長 今のご質問は、この地区の中に総合設計でやったものがあるかどうかとい

う話と、その高さについての議論がどうだったかというのは、どういう会話があったか

ということを知りたいと。 

○金子委員 そうですね。 

○市川会長 じゃあ、事務局、お願いいたします。 

○長塚幹事 高さについて、計画書の中でもご説明したとおり、今回の住民の方々で、

地区計画をやりましょうと、こういう手法がございますというご説明をして、総論とし

ては、よろしいですねと。ただ、各論になっていったときに、委員ご指摘のとおり、最

終的に、何といいますか、ご自身の生活になったときに議論が分かれるといいますか、

ご意見が出るという面につきましては、敷地面積と高さでございます。 

 ご質問の高さでございますが、低いほうがいい、高いほうがいいと。高いほうがいい

という方はそれほどいらっしゃらなかったかと思いますが、これまでアンケートをした
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中で、１４メートルに集束してきたところでございます。しかしながら、住み続けられ

ない人が出ると。要は、高さ制限をかけたときに、従前、不適格な部分もございますの

で、それについては一程度救っていかなければいけないよねと。まちづくりをしている

からといって、追い出すようなことになってはいけないというようなご意見等は多々い

ただいております。そうした中で、従前高度地区の際にご説明に上がった、ただし書き

等の基準、そうしたものを活用していく中で、現実的には同じような制限になっていく

という中で、ご提示をして、ご了解をいただいて、協議会としてはご了解をいただいて

いると、そういう状況でございます。 

○市川会長 金子委員、いかがですか。 

○金子委員 はい。面積の問題についても、基準が出ておりますけれども、高さの問題

ではそういう議論があったというのは、この地域というのは、特に不忍通りの沿道なん

かでは、かつては、今は絶対高さでも４６メートルのところまできて、もちろんそれに

今、達している建物もありますし、かつては地元の、４６メートルというと、大体１４

階建てぐらいになると思うんですけれども、ただ、かつてはね、８階までぐらいが限度

だろうというような時代もあったというふうに聞いていますし、それが徐々に緩和をさ

れて、１０階までいい、１２階までいいと。今は１４階に相当する４６メートルまでき

てね、そういうものについての住民の皆さんの思いというのは、そういう高い方向に誘

導されているまちというのはね、根津という地域とは方向性が違うのではないのか、ふ

さわしくないのではないのかという意見も、私はよく聞くわけです。 

 それを踏まえて、もう１点聞きますが、この総合設計制度というのがただし書きで入

っている。これは絶対高さ制限に対する例外とも同じ内容だと、同じ条文をもってきて

いるわけですから、同じだと思うんですが、この例外ですよね、１４メートルというも

のに対する。これは制度としては、高さですから、例えば容積率とかということで考え

ると、基準の容積率のどれぐらいまで緩和がされる、そういう制度なんでしょうか。そ

れについての説明を聞いておきたいと思います。 

○市川会長 一応、今回このエリア全体に地区計画をかけるわけですよね。それで、地

区計画をかけていながら、総合設計が申請されたらどうなるかという質問……。 

○金子委員 まあ、そういうことになりますね。 

○市川会長 事務局、わかりますか、言っていること。はい。 

○鵜沼幹事 事務局のほうから。 
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 総合設計、５９条の２は、許可制度ですので、一概に何倍になるということはないで

すけれども、さまざまな手法が、メニューがありまして、そういったもので、大体許可

される事例でおおむね上限と見受けられるのが、収束していくのは、１.４倍、１.５倍

ぐらいが多く見られます。ただ、それは別にここまででなければだめとかということが

明快に書いてあるわけではなくて、市街地環境に対して、空地をとることで改善に図れ

ると。その度合いによって緩和が決まっていくので、機械的に決まるものではありませ

んが、かといって、何倍も緩和していくような制度ではないというふうにご理解いただ

ければよろしいかと思います。 

○市川会長 よろしいですか。 

○金子委員 じゃあ、今のに関して。 

 １.４か、１.５倍というご説明だったわけですが、これは総合設計制度についての説

明を読むと、１つは、さらにということで容積率の割増制度がありますということで、

それは具体的な開発の計画がなければ、それがここの地区で実施されるかどうかという

のは、それはわかりませんけども、制度としては、１.７５倍という基準容積率に対す

る倍率が使えるという、これは市街地住宅総合設計制度というのがあるようですし、そ

れから、２倍というのもね、都心居住型総合設計かなんかで、そういうふうなことも出

てくるわけですよね。これも、こういった形のものも含む、これはただし書きというふ

うに読めばよいのかということと。 

 それから、その総合設計制度というのは、要件として、地区の規模が一般的には１,

０００平米から３,０００平米というような書き方もされているんですけれども、これ

もただし書きとして、特定行政庁の規則で５００平米から１,０００平米まで引き下げ

が可能というふうになっているんですね。こういった、今、私が読んだ、さらに緩和す

ると、敷地については小さいものでもできますよということも含む、今回このただし書

きというふうに読めばいいんでしょうか。 

○市川会長 事務局、お願いします。 

○長塚幹事 記載のとおり、建築基準法５９条の２、こちらのほうに適合するものにつ

いては、一定の基準のもと、高さについて緩和を行うという内容でございます。 

○市川会長 これは、今、答えたのは、総合設計制度はこういうものだと答えていて、

質問はもうちょっと聞いてて、それ、答えられないんじゃないですか。だから、総合設

計はもちろん当然これは権利ですから、そういうこともあるということが書いてあって、
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それをだめと言っているわけじゃないけども、具体的にどうなのかというのは、また総

合設計の申請があったときにどうなのかという話だって、そのことを今、ここでさらに

聞いても、というか、答えがこの先、出ないんじゃないかというのが私の意見。 

○金子委員 じゃあ、いいですか。私も冒頭に──冒頭というか、答えたように、具体

的な計画について今、議論しているわけではないので、そういうことを議論しているん

じゃなくて、質問したのではなくて、このただし書きがどこまで制度として、地区計画

ですから、計画内容としてどこまで及ぶのかというのを確認したかったということなん

です。 

 そういうことを確認したかったのは、例えば今回の協議の中で、総合設計制度をこの

ただし書きとして入れましょうという以前には、まち並み、街区制度ですか、それを大

分長い間議論されていて、それは議論の中で採用せずに、今回のこの総合設計制度を使

うという話になったという、大きな流れがあったというふうに読んだんですね。 

 それから、先ほどこの地区、一・二丁目の中で総合設計制度を既に使って、建物につ

いての評価、どんなものがありますか、どういう議論がこの中でありますかというふう

に、協議の中であったかというのを聞きましたけども、協議の記録、全体を見ますと、

例えば根津小学校の前に総合設計制度を使った建物があるんです。これについては、明

確にこの下町風情といったものから考えた場合にね、ふさわしくないんじゃないかとい

う協議会の委員の方の意見も出ているんですね。当然権利制限することになりますから、

開発といったときにあれは困るよという意見も同時に出ていました。私もそれは読みま

した。しかし、ここの地区計画というのは、下町風情ということで特色づけられていた

ものを保全しようということですから、私は、そういった意見を十分に考慮して、この

ただし書きにあるような総合設計制度を使ったものが将来このまち並みを、下町風情と

いったものと反するようなものを誤って誘導していくものに私はなるんじゃないかとい

う危惧を改めて今、このただし書きの内容を確認した議論の中で感じましたので、その

ことは意見として申し上げておきたいと思いました。 

○市川会長 意見としてわかりました。資料２の表のところに地区計画の目標というの

があって、この本地区は、住宅と商業・業務施設が共存した下町風情を残す地区である。

建て詰まりが進行し、老朽した木造住宅等が密集しており、住環境の改善や防災性の向

上が課題となっている。そのため、敷地の細分化等による環境の悪化を未然に防止する

とともに、高さや意匠の制限等により市街地環境の保全を図り、商業地と住宅地が調和
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した、下町風情が残る良好なまち並みの実現を図ると地区計画をやっているので、まず、

これが上位にあるので、今言ったご懸念は、この先、何かあるかもしれないといった話

については、まず、地区計画全体でこういうことをやっているんだとかかっているわけ

ですよね。 

 ただし、その中で、例えば総合設計という、もちろんスキームもあるわけで、それは

いずれあるかもしれないけども、それは建築審査会の判断になるといったときに、地区

計画がかかっている以上は、それを前提に全て動くわけですから、それがどのくらいか

という懸念はね、わかりますけど、ただ、仕組み的にはもうこれでいくんだろうと私は

思っていて、今の話は、具体的に出たときに、地区計画がかかっているじゃないかと。

それはむしろ総合設計においても、そういう仕組みはあるけど、これはちゃんと守るべ

きだという議論にきっといくと思うんですよ。そのときにもう一回言うべきテーマであ

って、今、これ以上ここで、意見として伺ったことはわかりましたので、これ以上また

言ってもね、おそらく答えは堂々めぐりと思います。少なくとも意見としてはわかりま

したので、それはぜひそういうことを記しておきたいということでよろしゅうございま

すか。 

○金子委員 じゃ、ちょっと別の角度の１点だけ言って。ごめんなさい。 

 高さの問題じゃなくて、今、会長おっしゃられたことは、私も一致するものはあるわ

けで、この地区計画の目標というか、いうのはね、きちっと生きていくようにというよ

うなことだと思うんですね。それを考えたときに、もう一つ考えられるのは、例えばこ

の根津一・二丁目の地区計画ということで、面積が全体では２０.７ヘクタールという

ふうになっているわけです。ざっと言って、例えば根津の一丁目と二丁目、つまり、不

忍通りのこっち方と向こう方って分けた場合だけ見ても、まちの、何というんですかね、

いわゆる一言で言うと風情だというか、まち並みというのは、非常に特色と考えた場合

に、異なる特色があるのではないかなと思うわけですね。だから、もう一つ意見として

つけ加えさせていただければ、そういったものもそれぞれ生かしていくと、保全してい

くということを考えればね、私は、一丁目と二丁目で分けるかどうかというのはまた別

ですけども、そういった少し細分化された地区計画という方向性もあったのではないか

なと思うわけです。 

 その一つの証明というか、事例としてね、申し上げれば、例えば不忍通りの沿道は、

先ほど４６メートルの絶対高さ制限で、今は１４階ぐらいまで建てる計画が、建てると
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きには行われるわけですね。ところが、そこの地区であっても、例えば低層の商業施設、

２階建ての店舗などを最近建設されて活用されているという部分もあるんです。根津駅

のすぐ目の前のところですね。大手の牛丼チェーンがあるわけですけども、その並びに

２階建ての長屋形式の店舗の建物が四、五年前だったかな、ちょっと忘れましたが、１

０年たってないですね。建てられているわけです。で、新しいお店も、もちろんこうい

う時代ですから出たり入ったりありますけども、それなりにまちの顔として活用されて

いるわけです。何が言いたいかと言うと、容積率が高く使えるところでも、低層でそこ

の方の、地主の方のご判断だと思いますけども、使われている。そういった地域の方の

思いというのもよく酌んで、一言で言って、低層型にすればいいということだけ、私、

強調するつもりはありませんけども、もちろん安全・防災という点でね、いろんな工夫

がそれこそ専門家の皆さんのお知恵もおかりして、その地域地域にマッチした計画を私

はつくっていくという意見がありますので、まちの方もそういうようなことを実践され

る方もいるということもご紹介をしておきたいと思います。 

○市川会長 ありがとうございました。 

 じゃあ、続いて、関川委員。 

○関川委員 私は、今、本郷に住んでいるものですから、ここのまち並み自体は幹線道

路からは見たことありますけれども、中に入ってということはあまりなかったので、改

めてきのうまちを歩いてみまして、沿道は高層ビルでしたけれども、裏側に入りますと、

やはり根津、下町らしい、特に二丁目のほうが路地もたくさんあって、まち並みがね、

すてきなまち並みがあるなというふうに思って見てきました。 

 今回の計画は都市マスタープランということで、そこから根津のまちづくりというこ

とで、ほかの地域、５カ所の中の１カ所としてやるということで計画が出てきているわ

けですけども、ちょっと基本的なことをお聞きするんですが、先ほど細分化されていて、

住居Ｂ、商業Ａ・Ｂについては、規制の内容がほとんど同じなのですが、これ、用途地

域に合わせたものだということでありましたけど、住居地域と商業地域共存のＡ地区に

つきましては、この１、２、３はほかのところと同じですけれども、風俗営業の規制と

いうことでは、用途地域が違うからということはあるんでしょうけども、地区計画を計

画していくに当たって、お隣のＢ地区がやっぱり風俗のところを規制しているというこ

とでは、ここのＡ地区、住居地域と商業地域共存するＡ地区にもそういう項目を入れた

ほうがいいんではないかなと思いましたのと。 
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 それから、今、不忍通りなどは高い建物、１４階の建物、４２から４６メートルの建

物がずっと建っていますが、この計画の中で、後ろ、後背の低中層住宅市街地に配慮し

た中高層を誘導するということであるわけですが、具体的にこれについて実際のところ

はどういうふうになるのかということと。 

 それから、言問通りの商業地域については、絶対高さで１７メートルとなっていたの

を、今回３メートル下げて１４メートルにするということであるわけですけれども、こ

この不忍通りについては、昨日見てきまして、ほとんど高いものがないということでは、

今回の地区計画に当たりましてね、１４メートルまでオーケーとなってはいるんですが、

できるだけその風情のあるまち並みを残していくということでは、言問通りのところに

ついては、できるだけ低い建物でまち並みを整えていくというようなことが大事ではな

いかなと思いますけれども、その辺いかがでしょう。 

 あと、まだ２点あります。すいません。 

○市川会長 今、３つあって、１つ目は、まず、ほかのところにも風俗の話が入ってい

いんじゃないか。２つ目が、わかんなかったんだけど、一応不忍通り、４６メートルの

高さ制限があって、具体的にどうなるかというのは、その具体的にどうなるって、何を

聞きたい？ 

○関川委員 後背地のところに配慮した地区計画を立てていくということで出されてい

ますが、具体的にはどういうふうにしていくのかということと、それから、言問通りは

不忍通りと同じように商業地域、沿道は商業地域ということでありますけども、文京区

の絶対高さで１７メートルというふうになっていまして、今回の地区計画で３メートル

下げて１４メートルということで合意していっていただくという計画ですけれども、き

のう見た限りでは、あまり高いものがね、１４だと８階建てですか、そこまで達するよ

うな建物もないということではね、できるだけまち並みを保全していくということでは、

言問通りは風情あるところにつながっていくところですので、できるだけ低いまち並み

を保存しつつ、風情のある根津地域を残していくということが大事じゃないかなと思っ

たんですが、その辺はいかがでしょう。 

○市川会長 まずは事務局から。 

○長塚幹事 まず１点目、用途の制限でございますが、こちらの計画書、資料２の２ペ

ージ目になっていると思います。こちらについては、商業、住商共存ＡとＢ、制限の内

容は同じでございます。ここになぜ記載していないかというと、もともと用途地域で規
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制されておりますので、ここに記載する必要がないというものでございます。 

 後背地への配慮、ちょっと地区計画の中では文章、見つかりませんが、そういうもの

を配慮しながら、これまで絶対高さ等におきましても、バッファーゾーンですとか、さ

まざまなものが検討されてきた中でございます。それを一程度踏襲されておりますので、

考え方としては、こちらにつきましては、１７と２４、１４と２４、３０、４６等々で

特段その点につきましては、協議会の方々との協議の中では特に出てこなかったという

部分もございます。お示しした中で皆様でご同意いただいているのかなと一程度思って

おります。 

 あと、言問通りについて高さをもうちょっと低くというお話だったかと思いますが、

用途地域の制限上、そういう、ちょっと近隣商業ということで一程度商業も、業務系の

ものも入れていかなければいけないと。下町風情という部分につきましては、協議会等

でもさまざまな議論がございました。高さの関係についてでございます。低いほうがい

いという方もいらっしゃいますが、いや、高くても風情というものは、景観とか、そう

いうソフトなもので一程度担保できるんだと。５階だからといって下町風情がないとか、

１０階建てだからといって下町風情ないとか、そういうものではないというご意見もい

ただいております。個々の建物計画の中で、例えば１階、２階低層階についてファサー

ドの設計ですとか、デザイン的な部分で一程度守っていける部分もあるんじゃないかと。

さりありながら、言問通りですとか、後背地において、３０メートルとか、２０メート

ルとかではなくて、一程度ハードなルールとして１４メートルないし２４メートル、そ

ういうものへルールとして決めていこうというご意見でございます。言問通り等につき

ましても、二丁目のほうにつきましては、絶対高さで従前２４メートル等々という、２

４メートルでございますが、二丁目のほうにつきましては、３１メートルという制限に

なってございます。同じ通りの不忍通りを挟んだ中において２４と３１となっていたも

のを、２４に合わせていくという計画でございます。こちらのほうで協議会としては、

ご同意いただいているという状況でございます。 

○市川会長 よろしいですか。あと２つありました、質問がね。 

○関川委員 はい。今の後背地のことについては、根津駅周辺地区まちづくり基本計画

の土地利用方針のところで書いてありましたので、そのことをちょっと質問、これがも

とになっていますよね、今回質問させていただきました。 

 それから、やはりこのもとになっている根津駅周辺地区まちづくり基本計画の中で、
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モデル事業ということで、路地を生かした整備モデルということでありますけれども、

きのう見てきた中で、「みやなが小路」という路地がありました。それは建築主と、そ

れから、周辺の方がお話し合いをして、で、総合設計とか使わないで路地をつくったと

いう、そういういい例で、看板もかかっていましたけれども、この路地を生かした整備

モデルというところで、建築基準法の８６条の１項の連担建築物設計制度等の活用によ

って、未接道敷地を含む一定の区域において土地所有者、借地権者全員で一定の条件を

定めた建てかえに関する計画を定めて、特定行政庁、文京区ですね、の認定を受けた未

接道敷地でも建てかえが可能になるというようなことで出されていまして、このように

青写真も、あ、黒いですけど、出されていることが協議の中で議論されておりますけれ

ども、どうしても連担制度を使うことによって、だから、容積率を変えてくるというこ

とでは、容積がアップするほうにつながってしまうんじゃないかという、私は、危惧が

あるんですが、これについてはあれですか、この資料２のところで説明がありましたけ

ども、区長がやむを得ないと認めたときというところに該当して、この連担制度を使っ

ていくというようなことも考えられるということでよろしいんでしょうか。 

○市川会長 事務局、お願いします。 

○長塚幹事 まず、冒頭ご説明のございましたみやなが小路、こちらにつきましては、

都市計画法における開発許可でございます。開発許可の中で事業者の方にご協力いただ

いて、そこに通路というものをつくっていただいたというところでございます。ですの

で、こちらについては、制限、例えば地区計画等で建物を建てるときに制限のかかる道

路ではございません。 

 ２点目の連担の制度でございますが、連担をしたから、地区計画の中身が緩和される、

そういったものは一切ございません。本件地区計画においては、容積率については制限

を設けてございません。従前の、例えば建築基準法ですとか、そういうものにも、都市

計画法の用途地域に定められた容積率をもとに建築基準法で細かい部分をチェックして、

確認申請を受け、建築行為がなされるという部分でございます。おっしゃられている連

担については、建築基準法の中でそういう手法があるという部分でございます。 

 なお、根津のこの計画をつくるとき、例えば防災性の向上というものを考えたときに、

本地区計画でも敷地の最低限度を定めて、建て詰まりを一程度防止していこうというス

タンスに立ってございます。共同化を図るというのは、ある意味、防災性の向上には寄

与するというのが一般的な都市計画的な解かと思ってございます。これを地区計画で阻
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害するという部分ではございません。ただし、共同化を図る際、さまざまな手法をお使

いになるかもしれませんが、高さ及び敷地面積等々、地区計画に定められていることに

ついては、このルールにのっとった形で建築計画を行っていただきたい。そういう趣旨

でございます。 

○関川委員 わかりました。じゃあ、連担制度も使う、範囲として使うこともあり得る

という解釈でいいということですね。そうですね。 

 で、この、先ほど冒頭にありましたけども、保全型の地区計画としては初めてという

ことですので、景観とはやっぱりちょっと角度が違うかもしれませんけれども、根津地

区の景観計画ということで、別のところで議論されていますが、この中では根津のまち

並みの魅力ということで、軒先にあふれる緑とか、生活感の感じられるまちとか、温か

さや落ちつきのある木造の建物、まち並み、風情のある路地、小さな心遣いというよう

なことで、５つの視点で景観の計画のほうで、こういう視点で議論されておりますけれ

ども、こういうまち並みをきちっと残していくということでは、それは新しい手法も用

いながらというのもあるとは思いますけれども、それともう一つは、根津の地域は、防

災の面で地震がきたときに危険度で総合判定でも全部５ということで、根津二丁目につ

いてはやっぱり燃えないまちをつくるということは大事かと思うんですが、一方で、今、

沿道はみんなもう防火遮断帯にするということで、高層の建物がどんどん建っています

が、やっぱり文京区の中でこういう下町の風情のあるところを、せっかく地区計画をつ

くるわけですから、文京区の中でこういう地域もあるんだという、みんなが憩えるよう

な、そして、ほかの区から来た方も、散歩コースになっていますので、そういう憩える

ようなまち並みをこの文京区の中で一角でもいいから残していくという、そういう地区

計画を基本に置いていくことが大事じゃないかなと思いますので、この議論された中の

自由意見のところにも、高いものはできるだけって、それは高いものを望む方もいるで

しょうけど、高いものはできるだけという意見もたくさん出されていますので、せっか

くの地区計画ですので、きちっとそういう点も取り入れながらやっていただきたいとい

うことです。 

 以上です。 

○市川会長 ありがとうございました。ほかの委員の方、何かございますか。じゃあ、

田中委員、お願いします。 

○田中委員 その計画の、こちらの概要にも明記されていますけれども、根津地区には、
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課題があると書いてあるわけですね。下町風情を残した古い木造住宅が密集している地

域であることから、住環境の改善や防災性の向上が課題であると。その課題に応えると

いう姿勢というのが、この地域住民の方々が、その思いですから、その思いをどうやっ

て課題を解決していくかという方向が示されるべきだと思います。 

 景観の保全と住環境の改善、防災性の向上というのは、両立し得るのかという悩まし

い問題になってくると思うんですけれども、難しい問題ですし、だからこそ、まちづく

り協議会を開催して、その地域のルールづくりを実現していこうと、地区計画の策定を

試みられたわけでしょうから、本来であれば、その木密地域については、東京都の認識

におきますと、東京の最大の弱点であるというふうに明言されています。その認識を忘

れてはならないと思います。首都直下の地震の切迫性を踏まえて、東京都は、都民の生

命、命と東京の都市機能を守るために、木造密集地域、木密地域の不燃化のプロジェク

トを発動させました。文京区でも、大塚の五・六丁目地区がその名乗りを上げて、不燃

化特区に指定されました。また、根津と同様に、下町風情を残す台東区の谷中、谷中地

区も、その不燃化特区に指定されました。根津は指定されなくて大丈夫なのかという、

その思いをこの根津一丁目・二丁目地区の地区計画は、ある意味、払拭するようなもの

でなくてはならないと思います。 

 保全のために、先ほどから意見が出ていますけど、保全のために制限を強化すべしと

いう意見が続いたものですから、先ほど出た意見で言えば、総合設計制度というスキー

ムも制限されるべきという話まで出ましたが、あえて言いますが、景観の保全を最優先

してしまっては、住環境の改善、防災性の向上に向けたその設計ができなくなってしま

うというのは、本末転倒だと思います。最優先すべきは、あくまでそこにお住まいの住

民の安心・安全だと思います。で、文京区に１カ所だけそういうのが残ってほしいとい

う、外部からの希望じゃなくて、そこにお住まいの方々がどう望んでいるのかというこ

とを、そのことがあらわれたこの審議会の内容であり、都市計画になると思いますので、

あえて意見として述べ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。ほかにどなたかございますか。藤原委員、お願

いします。 

○藤原委員 質問と意見と両方言っていいんですか。じゃあ、まず、質問から。 

 敷地制限、５０平米、１００平米というふうにかかっていますが、現在の傾向として
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は、住宅地は５０平米より小さく細分化されるという傾向があるのかどうか、まずお聞

きしたいと思います。 

○市川会長 まず、じゃあ。 

○長塚幹事 現在進行形でどちらへ向いているかというところ、申しわけございません。

統計としてとれているものではございませんが、５０平米という定めを定める際に、現

状の数字については把握をしてございます。地区内におきまして、５０平米に満ちてい

ない宅地でございますが、約２割強ございます。５０平米というのも、何となく決めた

というものではなく、住宅の居住水準というものが示されている部分でございます。こ

れを守るために５０平米は必要であろうという中において定めた数値となってございま

す。先ほどの田中委員のご質問にもお答えする部分かもしれませんが、そうした一程度

住環境を伴った敷地において、今後、まちがそういう方向で進んでいただいて細分化を

されていきますと、都市計画的には、一般解としては防災性に弱くなると言われており

ますので、その部分については未然に防止をしていきたいという中で進めてきたことで

ございます。 

○市川会長 藤原委員、お願いします。 

○藤原委員 ２割ということなので、５０平米未満じゃなくて、５０平米以上というふ

うに制限するわけですけれども、２割でしたら、もうちょっと広くてもいいんではない

かと思うんですね。５０平米というと十五、六坪ですよね。そうすると、かなりそれで

も小さいと思うんですね。今、根津とか、あちらの谷中に近いほうは、景観重点地区に

なっているほうは、やはりかなり狭いかもしれませんが、逆側、文京区側のほうは、結

構広いところも、お家もあるようなんですね。このぎりぎりのところですけど、地区の。

そういうところも、今、普通に市場に任せていると、かなり細分化されているので、も

し、せっかく制限をかけるんでしたら、せいぜい２０坪ぐらいというのは無理なんでし

ょうか。 

○市川会長 今の５０じゃなくて、６６平米はどうかという提案ですが、いかがでしょ

うか。 

○長塚幹事 住宅地におきましての数字で、先ほどもございますが、これを、例えば６

０平米の制限にしたとき、一応そこまではカウントは、状況は把握はしてございますが、

６０平米までいきますと、不適格となる案件数といたしましては３０％を超えていくと

いう状況でございます。都市計画的に考えたときに、ちょっと３割は多いのかなという
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認識は持ってございます。 

○市川会長 藤原委員。 

○藤原委員 高さ制限のときも同様な議論がありましたけども、何か促進してしまうん

じゃないかというような気がするので、逆にね、５０平米までいいんだということで、

細分化される傾向が２割しかないということになりますと、促進されるんではないかと

いうような危惧をちょっと抱きます。 

 あと、絶対高さ制限の特例がここで少し、何ですか、維持保全型の地区計画なんで、

少し下がったわけですけれども、これは絶対高さ制限自体の特例、例えば大規模敷地と

か、そういう特例はそのまま適用されるんですか。 

○市川会長 この中に大規模敷地あります、適用されるものが？ 

○藤原委員 わかりませんけど。 

○市川会長 このエリアの中にないんじゃないですか、これ、たしか。 

○大方会長職務代行 お寺をいじればあるかもしれない。ないか、ここは。根津神社は。 

○市川会長 お寺は、お寺はあるか。はい。事務局、わかりますか。 

○長塚幹事 大規模について、こちらに記載されておりますのは、一番、何といいます

か、皆さんのわかりやすいと言ったらおかしいですけど、総合設計という部分でござい

ます。あと、その他のただし書きのところにいきますと、区長がやむを得ない。公共建

築物等、例えばそういったものでやむを得ないものというのを今後基準として定めて明

示してまいりたいと考えております。大規模等につきましては、ただいま検討中である

という部分でございます。しかしながら、地区計画というのは、個別具体の部分を制限

するという部分もございますが、こういった方向へ誘導をかけていくという内容でござ

います。高さ及び敷地について、最終的に制限がかかるという部分につきましては、地

区計画を決定告示後、建築基準法に基づいて条例の中で定めます。それを建築確認の中

で審査をするという流れになってまいります。そうした部分につきましては、精査をか

けていく部分はあるのかなと思ってございます。 

○市川会長 はい、藤原委員。 

○藤原委員 それは後ほど精査するということでわかりました。 

 あと、区長が今、やむを得ないと認めたものというのが、そこで緩和していくという

のもありましたけれども、このやむを得ない場合というのの一定の目安は、やはりそこ

の中で精査していくんですか。それとも、それは一切つくらない。 
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○市川会長 事務局、お願いいたします。 

○長塚幹事 こちらについては、当然ながら、基準を定めてまいりたいと考えてござい

ます。 

○市川会長 藤原委員。 

○藤原委員 ありがとうございます。この協議会の記録なんかを読みますと、カラオケ

のことも随分いろいろと、いろんな意見が出ていますし、また、高齢化した中で電柱に

ぶつかったりとか、そういうことのほうが優先してほしいみたいなことも出ていました。

実は、去年自転車事故で亡くなった方もいますし、不忍通り、結構自転車とか、歩道の

狭さとかのほうが問題になっていまして、そちらもできれば、やはり地区計画の中で整

えていければいいんではないかなと思うんですけれども、それは都道ですから、東京都

の問題と言われるのかもしれませんが、でも、せっかく地区計画をかけるんですから、

例えばですが、車の量のほうを制限するとかね、大きな車は通れないようにするとか、

何かいろんな方法で自転車事故がないような方法、だって、拡幅が難しいわけですよね。

なかなか拡幅できませんし、で、事故も起きている。で、歩道の中に電柱もあるという

状況は変わらない中では、やはりそちらのほうを危惧する声が大きいようなんですね、

これを読んでいると。そっちのほうもぜひ考えていければなと、これは意見です。 

 で、あと、もう一つ意見として、ずうっとここの、さっき金子委員が言っていた総合

設計のときからずうっと問題視してきた周辺の住民の方に聞きましたら、昔はほんとう

に高い建物、嫌だということで、一生懸命運動したんだけれども、もう高齢化しちゃっ

て、中にはもう早く高い値段で売りたいと言っている人もいるし、いろんなふうに変わ

ってきてしまっているのよっていうことで、その中でせめてカラオケができて楽しめる

といいなという高齢者の方もいるということです。 

 そういう中で、今、東京都としても、あと、何ですか、特区、ほら、文化資源区のほ

うの話でもこの辺は住みやすい……。違います？ よくわかりませんけど。いろいろな

先生方がこの辺はやはり住宅地区として、低層で長屋なんかが残っている風情がいいと

いうふうなこともおっしゃっていまして、週日はシンガポールで仕事をして、週末は谷

根千に住みたいなんていうふうに言っていらした大御所もいらっしゃるし、そういうよ

うな風情を残しつつ、不燃化もして、それで安全で住みよい、高齢者にも住みよいまち

というふうな感覚でできれば地区計画は立てていっていただきたいなと思うんですが。 

 あと、不燃化という意味では、木材なんかも随分開発されていまして、不燃の木材と
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かも出ていますので、木造住宅のままで不燃も可能ですので、いろんな方法でいいまち

を実現していっていただきたいと思います。終わります。 

○市川会長 何かあります、いいですか。大方先生から一言ちょっとお願いします。 

○大方会長職務代行 いやいや、簡単なことです。最低敷地の件ですがね、５０平米以

下はだめとすると、何かいかにも５１平米が増えそうに思われるかもしれませんが、５

０をだめにするということは、１００平米以下の土地はもう割れないということなんで

すよね。だから、そんなにご心配されなくてもいい。逆に言うと、６０にしてしまうと、

１２０以上の土地じゃないともう割れないことになって、そうすると、これまたいろい

ろ相続等で大変ということもあるかもしれないので、思ったよりも、５０というのはそ

んなに緩い基準ではないという、そこだけ補足しました。 

○市川会長 ほかにどなたか。はい。じゃあ、お願いします。 

○若井委員 今、皆さんからご意見を伺いながら、私は、今、根津一丁目・二丁目に住

んでいらっしゃる方が今後も安心して安全で住み続けていっていただけるような計画に

なってもらいたいなという思いがあります。特に、やっぱり防災、この向上というのは

当然今の地域上は必要なことだと思っております。それを踏まえた計画をきちっと立て

て、今、住んでいらっしゃる方が今後も安心して住み続けていただけるような計画とし

てできればいいなと思っておりますし、そういう要望を付したいと思っておりますので、

意見として述べさせていただきます。 

○市川会長 上田委員、お願いします。 

○上田委員 はい。ありがとうございます。 

 私は、以前、景観審の委員でございまして、そのときにこの根津のすてきなまち並み

を残しつつも、やっぱり安全性を向上していきたいみたいなお話が景観審でも出ており

ました。景観審の中で根津のまち並みを景観賞の候補になって視察したこともございま

すけれども、新しいいろんな材質のもので、不燃のもので、で、それを見た目には根津

のまち並みを損なわないものにしたりとか、室外機をいろんな、何というんでしょう、

木のもので隠したりとか、そういう工夫をされて、今、根津の皆様は、特にまちづくり

協議会の皆様はまちづくりをされているんじゃないかなと思います。そういった思いを

生かす形でまちづくり協議会の皆様が合意なさった地区計画をぜひ一日も早くかけるこ

とができればいいと思いますし、逆に、先ほどご心配をされていた、ものすごく総合設

計で高いものが建つんじゃないかみたいことがご心配の皆様がいるのだとすれば、それ
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はむしろ、今後、まちづくり協議会の皆様が母体になって、例えばそういった調整を図

っていけるような、事前に、そういった仕組みをつくっていくことのほうが大事なんじ

ゃないかなと思っております。そういった意味で、この委員の中の方も、ほんとうはは

まちづくり条例ができるといいねみたいなこともおっしゃっている方もいらっしゃいま

すし、今日、お返事いただかなくてもいいんですけれども、そういったこの今、根津の

まちづくり協議会の皆様が母体になって、今後根津のまちでできるような、そういった

建物について事前調整ができるような仕組みについてご検討いただけたらいいんじゃな

いかなと思っております。 

○市川会長 ありがとうございました。あと、山本委員、何かございますか。よろしい

ですか。 

○山本委員 いいんですか、我々ばっかりで。 

○市川会長 いや、別に。あと一人残ったので、何かしゃべりたいかもしれないので。 

○山本委員 まず、この地区計画でございますけれども、ほんとうにこの地区計画を策

定するには、相当なご苦労があるというふうに聞いておりますし、このご努力には関係

者の皆様にはほんとうにお疲れさまでしたというふうに言いたいと思っております。 

 もともと根津駅周辺まちづくり、その前の都市マスタープランということでありまし

たけれども、一つは、質問としては、最終的にこの地区計画を策定するためにもともと

そういった方向があって、まちづくり協議会、その前の根津駅周辺地区まちづくり基本

計画というのがあったのかというところをちょっとまず教えていただきたいと思います。 

○市川会長 お願いします。 

○長塚幹事 マスタープランのうち、都市計画としては、一般的というほどではないの

かもしれませんけれども、マスタープランというものを、一定の行政体として行政庁の

範囲内でつくります。その中で各拠点みたいなところについては、開発の機運があった

りですとか、そういう部分があるところにつきましては、それに基づいた簡易の計画と

言ったら、ちょっと言い過ぎかもしれませんが、個別計画とよく言われますが、そうい

うものを策定するという流れが一程度ございます。その流れにのっとりまして、こちら

の根津駅周辺地区まちづくり基本計画というのができているという認識を持ってござい

ます。 

 その中で、それを実現する手法として、どういったものがいいのかというのが次の段

階で検討に入る部分でございます。そうした中、根津地区につきましては、景観につい
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て計画をつくってきたというところでございます。その協議のステージもこの協議会で

ございます。その協議会を引き継いだ中で、協議会の方ともお話ししましたが、根津を

今の風情を残しつつ、防災性を向上させ、よりこの実現を図っていくためには、ソフト

面の景観を含めたソフト的な部分、地区計画を含めたハード的な部分、さまざまなそう

いう違った幾つかの手法を重ね合わせながら、まちのこういう基本計画等々に定められ

たあるべき姿といいますか、向かう方向性といいますか、その実現を図っていくという

のがやり方になっていくと考えております。ですので、ご質問の趣旨からすると、そう

いう流れできている部分でございます。 

○山本委員 ありがとうございました。ややもすると、大体この地区計画が考えられる

状況としては、一定の地域に突然大きな建物が建って、これは困ったなということで、

その地元の地域の方たちが、じゃあ、どうしようということで、今後、じゃあ、一定規

制をかけようということで地区計画をつくろうというふうな形が自然発生的なものだと

いうふうに思っていましたけれども、今回のような形でまちづくりを考えて、そして、

それを達成するためにはどうしたらいいかということでの地区計画ということでござい

ますから、これは、まず、ほんとうに皆様のご努力に、改めまして、ほんとうに大変だ

ったということでご苦労に敬意を表したいと思っております。ぜひ防災性の観点を基本

に、この計画が何年後達成されるかわかりませんけども、お願いしたいなというふうに、

期待をしたいなと思います。 

 あと、その計画の地域のことでいきますと、区内のこちらのほうはいいんですけれど

も、隣接区、台東区さんとの隣接区の地域もありますけれども、今後、その、今後とい

うか、今、現段階で今度縦覧をかけたりするときに意見が出ると思いますけれども、そ

の他区とはいえ、隣接区であって、また、谷根千と言われる一つの大きな歴史と文化が

観光の宝庫と言われている地域でございますけれども、そういった面で、他区との調整

とか、例えばここの地区がまた一つモデル地区になって、これが一つ波及して、我々の

ほうでも関連してやっていきたいなみたいなことになるのかというところはどうなるの

かなというふうな点を教えていただけますか。 

○市川会長 そしたら、短くね。 

○長塚幹事 こちらの案件につきましては、台東区のほうにも、情報を適宜提供いたし

まして、ご説明もしているところでございます。 

○山本委員 すみません。長くなって。あと、最後、細かいことで。 
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 さっきの５０平米の最低の敷地面積の件なんですけども、ちょっとイメージが具体的

に湧かないんですけれども、例えば現在、既存不適格と言っていいのかわかりませんけ

ど、２０％あるというところ、答えをいただいたんですけれども、その後、建てかえを

するときに、計画は決まった後に建てかえするときに、その枠にはまっちゃったときに、

小さいお家を、例えば５０平米に大きくしなきゃいけないような状況になったときに、

隣のお家があったりですとか、あと、あいている土地があったとしても、その５０平米

にしなきゃいけないという縛りの関係で、それはどうしても買わざるを得ないというよ

うな状況になるのか。あとは、販売店が、ハウスメーカーが５０平米以下では売っちゃ

いけないという規制というか、その地区計画のかなりの縛りはあると思うんですけれど

も、法的な部分も含めて、そういったところはどのように考えたら、想像したらいいの

かなと思って、そこだけ聞いて終わりたいと思いますけど。 

○市川会長 これは何か今、あるのはいいって、ちょっと説明。 

○長塚幹事 既存で、決定告示の段階で、例えば３０平米しかないということであれば、

その状態であれば、建てかえは可能ということでございます。 

○山本委員 建てかえの。 

○長塚幹事 ５０平米に増やす必要はございません。３０平米のままで結構でございま

す。 

○市川会長 あと、まだ、公募委員の方、ぜひ何かありましたら。何かありますか。は

い。どうぞ。 

○太田委員 １つ問題提起をしておきたいと思うんですが、今、話題の民泊の件という

のは、建築物の用途の制限でいいますと、旅館ですとか、簡易宿所という扱いになって、

商業系地域でしかできないんですが、実態上は住居系地域でも行われているようなとこ

ろがあって、国で特別区をつくろうじゃないかというような動きになっているかと思う

んですけれども、今後、この協議会なり、地区計画をつくっていくに当たって、民泊の

建物、あるいは事業をどのエリアで認めていくのかとか、認めたくないのかとか、そう

いうご意見って今、出ていらっしゃるんでしょうか。あるいは今後どのように区として

は考えていらっしゃるんでしょうか。 

○市川会長 何かありますか。 

○長塚幹事 地区計画だけの話でさせていただきますと、民泊、いい悪いというものを

この地区計画の制度として定めることはできません。建築基準法の用途でしか定められ
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ないので、民泊というお話は、先ほども電柱のお話とかもございましたが、地区計画は

定められることが決まっておりますので、そうしたものは定められない。ですので、協

議の中でそういったご意見は出てはおりませんが、というのが現状でございます。 

○太田委員 現状はおっしゃるとおり、民泊用の建物というものが、別表第２にないの

で、建築物の用途の制限のところで議論はできない対象になっているんですけれども、

だからといって、今後、谷根千のこの下町風情のある中で過ごしたいという方もいらっ

しゃるでしょうし、古い建物を残していくためにそこの建物でキャッシュフローを生み

出そうとして民泊事業を考えたいという方もいらっしゃるでしょうし、ぜひきちんとそ

こは議論をした上で、認められるところはきっちり正式な形で認められるような民泊が

このエリアでも、ほかのエリアでもそうなんですけれども、せっかくこの協議会をつく

って、公聴会を開いてという機会がありますので、議論していっていただきたいなと思

います。 

○市川会長 それは希望ということで、また。別にこの地区計画ではないので、これは。 

 ほか、よろしいですか。じゃあ、お願いします。 

○佐久間（光）委員 公募委員の佐久間ですが、意見なんですが、この地域は高齢者が

非常に多い地域で、今、防災の問題とか、いろいろな問題とか、景観の問題が出たんで

すが、住みやすさの中で健康づくりというのもあると思うんですが、建築物の用途の制

限で、例えば水泳場というのはプールのことかなと思うんですが、一番高齢者の健康づ

くりに最も重要で医学的に見て推奨されるのが水中運動なんですね。そういうので、こ

の地域から、特に言問通りのほうはまだいいんですけれども、もう少し北のほうに行き

ますと、スポーツ施設で総合運動場にも、スポーツセンターにも非常に公共機関を使っ

ても行きづらい、Ｂ－ぐるも通ってませんし、行きづらい状況にある中で、あ、またこ

の人たちはちょっと運動器官に問題のある人たちが陸の孤島になるなと思って、この計

画を拝見しました。あと、精神的な発散というのでストレスの問題でも、カラオケボッ

クスというのは、やはり高齢者に非常に今、有用な施設になっていますので、その辺が

ちょっと、この辺の感覚の用途の制限が少し古いんじゃないかなという感覚を受けまし

た。 

 あと、これ、散歩していて、私、この隣接の千駄木に住んでいるんですが、根津のあ

たりを散歩していまして、不忍通りの上野寄りの東側のほうを歩くと、非常に風情のい

い古民家を再生といいますか、再利用していい感じの商業施設をつくっているところが
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あって、お、いいなと思うと、大抵住所を見ると台東区になっているというのがあった

ので、これから文京区も頑張ってほしいなと思っております。 

 以上です。 

○市川会長 意見ですね。ありがとうございました。あと、よろしいですかね。じゃ、

よろしゅうございますかね。 

 いろんなご意見をいただいて、ありがとうございました。今後の展開の中でもぜひ参

考にしたいという部分があると思いますので、よろしくお願いします。 

 本日の都市計画審議会としましては、根津一丁目・二丁目地区の地区計画について、

これから公聴、縦覧に向かうということで、ご了承、よろしゅうございましょうか。 

（「はい」の声あり） 

○市川会長 ありがとうございました。 

 報告事項は、本日以上でございます。 

 その他、何か事務局から連絡事項がございましたら、お願いいたします。 

○鵜沼幹事 事務局です。 

 本日は、ご審議、長時間にわたり、ありがとうございました。 

 本日ご報告させていただきました根津一・二丁目地区地区計画については、来年１月

ごろに本審議会に諮問させていただきたいと考えているところでございます。従いまし

て、次回審議会は１月ごろに開催する予定としてございます。日時が確定次第、改めて

ご連絡させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 事務局からは以上でございます。 

○市川会長 以上で本日の日程は終了しました。どうも本日はありがとうございました。

閉会いたします。 

 

―― 了 ―― 


