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幸勇秀勇冷
○牛尾委員ちょっと1点だけ。先ほどの緊急融資のことで、例えば港区とかでは、千代

田の場合は3％減という微減でも対象にしますよということで、すぐれているとは思うん

ですけれども、港区とかでは、無利子で貸して、緊急融資をやっているんですけれども、

（発言する者あり）無利子にするというご検討はできないんですかね。 （発言する者多数

あり）

○栗原商工観光課長はい。ほんの数日前から、港区が無利子で貸し付けを－すみませ

ん、無利子になるように区が利子補給をするという制度を受け付けを開始する、ほんの先

日ですね、という情報は入ってきました。区としても、もちろん地域振興部長が答弁しま

したように、状況を踏まえて、無利子となるか、まあ、わかりませんけども、いろいろし

っかり状況を踏まえて、対策は、追加の対策も含めて検討してまいりたいと考えていると

ころでございます。

○小林やすお委員長はい。新型コロナウイルス関連の質問は、これで打ち切ってよろし

いでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

○小林やすお委員長はい。それでは、この時間ですので、お昼の休憩といたします。

午後0時13分休憩

午後1時43分再開

○小林やすお委員長それでは、改めまして、それでは委員会を再開いたします。

初めに、区長より発言したいとの申し出がありましたので、これを許可します。

○石川区長大変、責重な時間を頂戴いたしまして、私からお話をさせていただきたいと

思います。

まず、先週金曜日に、私の次男が三番町、 （「もっと大きな声を出してくれんと聞こえ

んぞ」と呼ぶ者あり）

○小林やすお委員長傍聴の皆さん、静かにしてください。

○石川区長先週の金曜日の報道に関しまして、私の次男が三番町のマンションを購入し

た報道がございました。大変、皆様方にもご心痛を煩わし、ご迷惑をおかけいたしました

ことを、まず、おわびを申し上げます。

この経緯について申し上げますと、私の次男が区内への転居ということで、さまざまな

ましたマンションについても申し込墜をし、かつ~~~~迦牛を探し、そし工些三回堕艮道囚至坦 、

で、最終的に事業者からこの住所についての価格等の提示を受け、 本人何回かの経緯の

が適正な価格であるということで、手付金を本人自身で払ったわけでございます。この提
一 一一一一

案を受けた住戸については、 明快に事業者からこういう住居だという説明はございません

でした。これは、本人にも確認し、販売をしたところに迄確認をしたところであります。

一方、このマンションが総合設計ということでございますが、皆様ご承知のとおり､_過

合設計はかなり判断する墓菫迩細かさ決められておりまL4て、かつﾐｰｰﾙｰﾙが亜ヨエュヱー
して、建築確認の部門が判断をし、そして、かつ、第三者の判断もいただいて、結果とし

て、総合設計という許可を、名前は私が出しておりますが、 私のと亘決裁等については、

ろへ上がってきているわIﾃではな､。事務的に処理をして、判断していただきました。も
－－ q

し、総合設計の許認可の関係のご質問があれば、確認事務を行っております担当管理職か

らお聞きをいただきたいと思います。
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このように、購入の手順。手続を含めて、私の息子が当然やりました。

~~ぞ頂でT三率薇~医秀所言おお話がありましたんで､私の家内が区分
一 一一

所有という判断

をしたわけでありまして、かつ、政治資金規正法による届け出もしているということでご

ざいまして、何ら私がさまざまな形で事業者と折衝をしたことはございません。

以上が私からの説明であります。

○小林やすお委員長はい。今、区長からの発言がありました。この発言につきまして、

皆さんからの質疑をお受けいたします。

○木村委員事前に区長からそういうお話があるというのは間いていなかったものですか

ら、驚きました

驚きました。息

。 （発言する者あり）はっきり言って、

ご夫人が3分の2をお金を出しているん

○

子さ7厭う〔が適正涯而層区長と

じゃありませんか。それで、やっとあのマンションを買ったわけでしよ。何が適正ですか。

3分の2を親に頼っていて、何が適正かと。

きょう、この質問をするんで、各部長、課長に、事前にこういう質問をするから、ちょ

っと準備しておいてと要求したら、区長に呼ばれています、と言うわけですよ。部長、課

長を呼んで、何を話したんですか。

○石川区長それは、どの件で私が管理職を呼んだのかは別として、多分総合設計という

仕組みについては私もわかりませんので、具体に確認をしたということだろうと思います。

○木村委員部長、課長、まちづくり部隊だけではなかったですけどね。金曜日のNHK

のニュースというのは、私は、 三荘王勤幽｣｣_l区長との拮別な関係喜白 日のもとにさら

したと、そう、私は言えると思います。実はB乍年のこの予算

ンションについては取り上げました。しかし、そのときは、

番

前

三

る
、
れ

も

さ

で

開

会

公

憩
珊
一

マンションのうち、既に1戸を区長とそのご家族が入手されていたと。これは問題じゃな

いかということで質問させていただいたんです。しかし、あの金曜日のNHKのニュース

は違っていました

制度のマンションﾝ
｡特定行政庁と上この舅王壹と1ｴｭｰ区長脇｡萱してできた総合設計

の＝室を､雲秦礒力耆函三どして所有していたと。
一一禿ほどﾃﾍﾛｯﾊｰから何の請暁蔵jっだというけｵ極言~そこれは新築時価格表、こ
れはマンションの分譲価格時、分譲したときの分譲時の価格表が書いてあります。見事に

_蕊呈鬘隠=んですよ｡で､その乏烈j頁娠王蝕がお買いになっていた住宅
それで、去年の予算委員会と比べても、一層深刻な、そんな、そのような事実だという

ことで印象を受けました。もともと、事業協力者住戸というのは

ならないわけです。ですから、分譲時の価格表にも載らない。

墓慧雲霧巽巽E灌駕墓琴蘆墓者學蟇涛髻毫鴛豈臺巽E灌鮭主季蘆墓宴駕'二蠕薑蕊
わけではないと思うんだけれども、少なくとも区長の、区長名で総合設計制度を許可した

と。いわゆるこのまちづくり行政が、その許可した区長が入っているわけだから、所有し

ているわけだから、まちづくり行政がゆがめられた、私物化されたという問題と同時に、

もしですよ、もし三井不動産方から何らかの請託を受けていたとしたら、それは贈収賄が

成立しているわけですよ、受託収賄が。そういう性格の重大な問題なんです。そこで、ち

ょっと幾つか具体的にお伺いしだいと思います。
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まず、事業協力者住戸ということなんですよ。これ、なかなか、業界用語だと思うんで、

法律でこういうことですと定義されているわけではないんだけれども、答弁できる方はい

らっしゃいますか。

○加藤住宅課長今、木村委員のご質問ですが、事業協力者住戸、今、木村委員のおっし

ゃられるとおり､ 法律用語ではなくて業界用語だと考えております。基本的には、一般公

開の販売用のマンションではなく、等価交換や代替あっせんなどの住戸など、先約、予約

用の住戸という認識でございます。

○木村委員要するに、一般的には地権者を対象に、等価交換で事業協力者住戸にも入る、

と。これが一般的な解釈なわけですね。石川区長は、この三番町のマンション、地権者で

いらっしゃいましたか。

○石川区長私は地権者ではございません。

○木村委員地権者でないのに、なぜ事業協力者住戸に入れたんですか。どんな協力をし
~~

たんですか。 （発言する者あり）

で右T｢厄莨事業協力者というのは、私は、購入手続を私がやったわけではない。かつ、

皆で、価格と場私の息子に確認をいたしましたと の説明も特段なく、最終的な屯一

所の提示を受けたということであります。

○木村委員だから、なぜ三井不動産はそういう配慮をしたのかということなんですよ。

警蒻薑睡毘の,…鴎,こ縮せんの､雲外葱施で…,雲外葱ん…尭”
（

どの区長のご説明だと、何回も申し込みをしたと。抽せんで外れたカードって持っていま

すか、息子さんは。

○石川区長それは、－つの、個人としてどういうことをやったのか、申し込みをやった

のかということについては、当然、持っているのか持っていないのか私はわかりませんけ

ど、それを、－つ－つ、つまびらかにすることはあり得ないと思います。

で、かつ、私は、事業、この販売の会社にも、確かに私の長男が、あ、次男が申し込ん

だということは確認をしております。それだけです。

○木村委員では、なぜ息子さんは、事業協力者住戸を提供されたんでしょう。 （発言す

る者あり）地権者でもないのに。しかも、マンションを買ったけれども、全額自分で払え

ないわけですよ。3分の2は、区長と区長夫人に出してもらっているわけですよ。普通、

VIP吸いしないでしよ。 （発言する者あり）親から3分の2を提供してもらわなければ

マンションを買えない人を、三井不動産がV

○石川区長ご質問ですか。

○木村委員はい、そうです。 （発言する者

○石川区長何回も由_Lﾑ上t江と…こ…

(発言する者

|P扱いしますか。

あり）

段階でこの場所と価格が提示をされ、 て、それを確認して、本

言す＝減ﾌｧ一重一一一‐
そして、

一 一

○木村委員はっ。 （発言する者あり）ああ。

なぜ、三井不動産が息子

はですよ、登記するときは

わけですよ、購入するとき

瀧議鱸
住戸を提供したのか。これは、登記するとき

なわけですよ。当然、区長もかかわっている
～

にぽ-登記するときには。そのときに、そういうやりとりとい
一 ~一一－一一一一
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うのは、息子さんとの間でなされませんでし

○石川区長先ほども申し上げましたように

ﾅﾆ
ﾉｰ

。そのとき

して、当然、
ﾐｰｰ

に区分所有の話があって、そのときに私も－音

最初の段階については、本人にも確認いたし弓

、そのときに私も－部負担をする

本人にも確認いたしましたけど、

ということでありまして、当然

何らこの住宅の性格を、説明も

ない。それで、これは

ういう説明をして脆ういう説明をして例な

して、そ

いということであります。

○木村委員結局、なぜ事業協力－要するに、これが要なんですよ、この問題の。三井

不動産がですよ、普通、デベロッパーが、まず事業協力者住戸に提供するのは地権者なん

ですよ。あるいは、それぞれデベロッパーごとに違うだろうけれども、多くはVIP待遇

の人ですよ。そういう人が、そういう人に提供されるのが事業協力者住戸なんです。三井

不動産だけ、区長の息子さんには特別に事業協力者住戸を提供するという話は聞いたこと

がありませんから。それに対して、どうして事業協力者住戸が提供されたのかを、これを

はっきりさせるのが、区民に対する説明責任なんですよ。あのテレビをごらんになってい

る区民の皆さんが、区長に雲切られた思いだと、たくさん言っておられました。一般的に

ですよ、一般的に、地権者であるとかVIPであるとか、事業協力者住戸を提供する対象

でない人に、なぜ提供したのか。これが、区民が－番疑問に思っていることなんです。と

ころが、それは三井不動産が勝手にやったということでしょう。全く知らないと。三井不

動産が勝手に息子に、息子さんに事業協力者住戸を言わないで、これがあいていますから

どうぞと。で、息子さんから、お金が足りないんで、ちょっと区分所有になってくれない

かということで区長のほうに申し入れがあったということがこれまでの経過ですから。先

ほどの区長のご説明によると。

:副差
一二二

－木村委員も知っているように、最終的に払い込む

て~亨緬呑口塞階で〒私自罰具啄的に息子がザ一
そういうことでありまして、最終的に資金を払うと一夏而鳶言聞夙ているわけではない。~

さ隆 匡竺E喧里迩至2Z.2｣立重二重いま_LJ
↑て、一切、私自身力 、

らさまざまなことをやったわけではないということだけは明快にしておきます。

○木村委員ちょっと。ちょっと、いいですか。 （発言する者あり）すみません。じゃあ、

ちょっと－つだけ。

ああいうNHKの報道があって、その中に事業協力者住戸であったことを三井不動産も

認めたという報道がありました。実際、この価格表に、区長がお持ちの住戸は、部屋番号

から欠落していますから。事業協力者住戸であることは、まず間違いないでしょう。そう

いう住戸に入っていたということを、今、どうお思いですか。その事実を知って。

○石川区長さまざまな、この問題についての取材があったときに初めてそういう性格の

ものだということを、私は知ったわけでございます。 （発言する者あり）

○木村委員今はどうですか、それを知って。

○小林やすお委員長手を挙げてもらえますか。

○石川区長えっ。

○小林やすお委員長木村委員。

○木村委員私が間いたのは、そうじゃないんですよ。事業協力者住戸であることを知っ

て、どう思われたか。－般抽せんで、本来は入るべきところを、事業協力者住戸が提供さ
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れる部屋と。そ

○石川区長ど

ことを知った今日、このことをどうご認識されているかです。

ような、事業者が販売の仕方をするかというのは、まさに事業者のさま

の

の

ざまな過去の経験からの判断だと思います。したがって、最終段階でそういう物件を提示

を受けたということだけは確認をしております。 （発言する者多数あり）

○木村委員まあ、いいや。

○小枝委員関連で。

○小林やすお委員長小枝委員。

○小枝委員今の、事実確認のところは非常に重要な入り□だと思うんですね。で、V|

P扱いあるいは地権者扱いを受けたのか、抽せんだったのかというところは、何か私、一

生懸命聞いているんだけれども、答えていない。答えていないと思うんですね。あと、先

ほどの、抽せんで外れたカードを持っているかということに関しても、何か答える必要が

ないみたいなことを言っているんですけれども、これ、事実確認のところなので、そこは

しっかりと答えていただかないと、いけない部分だと思うんですけど。

○小林やすお委員長じゃあ、再度。

○小枝委員はい。

○小林やすお委員長再度お答えください。

区長。

○石川区長一つの人格ある大人がさまざまな制度の中で申し込みをした。そのことを、

（発言する者あり）書類が残っているか残っていない。そんなことをですね、私が説明す

るあれはないと思います。 （発言する者多数あり）

○小枝委員あるよ。 （発言する者多数あり）

○小林やすお委員長木村委員。

○木村委員この性格は、区長、全然、何といいましょうか、犢罪の念というのが、全く

ないんですね。それで、これをですよ、総合設計制度の許可に携わった、仮に一般職の職

員がですよ、一般職が、の職員が、自分が総合設計制度の許可申請の事務手続に携わった

職員がですよ、できて完成したそのマンションの事業協力者住戸に入っていたと。これは

倫理規定上、一般職の場合、どうなるでしょうか。 （発言する者あり）

○吉村行政管理担当部長ただいまの倫理規定上どうかというご質問にお答えをさせてい

ただきます。

状況を詳細に確認する必要が生じてくるかとは思いますが、千代田区職員の倫理に関す

る規定では、職員の行動基準として、法令に与えられた権限の行使に当たっては、当該権

限の行使の対象となるものからの贈与等を受けること等の区民の疑惑や不信を招くような

行為は、してはならないと定められております。

また、禁止行為の中で、利害関係者から供応接待を受けること等も禁止をされていると

ころでございます。 （ 「そのとおりだ」と呼ぶ者あり）ただし、この規定は、一般職員に

適用されるものであります。実務を担当した一般職員が後に当該マンションの協力者住戸

を|憂先的に購入した場合があれば、倫理規定に抵触することもあるかとは考えます。
○木村委員委舅長。

○小林やすお委員長ちょっとお待ちください。傍聴の方は、ちょっと発言を控えてくだ

さい。次に発言されたら退室していただきますので、よろしくお願いします。
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どうぞ、木村委員。

○木村委員もしその事業協力者住戸を提供された職員がですよ、仮にその総合設計制度

の手続をしたら事業協力者住戸を提供しますよということを約束されていた場合、それは

どうなりますか。

○吉村行政管理担当部長その場合、協力者住戸の提供と引きかえに、その建物について

は、何らかの緩和等の行為を行った場合、倫理規定上というよりは、職員に対しては結果

的には何らかの処罰が科される可能性もあるものと考えます。

しかしながら、この場合にあっても、あくまで一般職の場合で、制限緩和にどの程度関

与したかなど、事実関係を詳細に調査する必要はあると考えております。

○木村委員いや、これ、普通だと思うんですよ。自分が許可申請にかかわった職員がで

すよ、できたマンションの、一般の抽せんで入れない事業協力者住戸に入っていたと。普

通の感覚だったらね、許されないんですよ。ましてや、 （発言する者あり）一般職を教

育・指導するのが特別職でしよ。その特別職がこんなことをやっていて、一般職に示しが

つきますか。で、こういう性格の問題なんですよ。

それで、先ほど、人格のある云々とおっしゃられました。少なくとも一般柚せんに申し

込んだけれども外れたというふうに答弁されていたわけですよ。これは一旦休憩をとって、

本当にその息子さんが柚せんで外れた、そのことを証明するものがあるのかどうなのか。

（発言する者あり）さらに、事業協力者住戸の提供について、何らかの話が三井不動産か

らなかったのかどうか。この点は、直ちに区長に、ちょっと確認をとっていただきたいと。

○小林やすお委員長暫時休憩します。

午後2時09分休憩

午後2時44分再開

○小林やすお委員長休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。 （発言する者あり）

（拍手あり）

○小林たかや議長よかった、よかった。

○小林やすお委員長答弁からになりますが。

○小林たかや議長えっ、答弁。

○小林やすお委員長質問。

○林委員区長の答弁がありますかと･ ･ ･…

○木村委員さっき･“…

○小林たかや議長答弁。

○桜井委員いやいや、 2点について……

○はやお副委員長2点について、もう一度お答えくださいと。さっきの答弁、繰り返し
答弁になるかもしれない。

○小林やすお委員長区長。

○石川区長抽せんの結果のカードがあるかどうかということについては、ございません。

○小林やすお委員長木村委員。 （発言する者あり）

○木村委員あ。あ。大丈夫ですかね。

○小林やすお委員長どっちも入るよ。

○林委員ハウリングしている…･ ・
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○木村委員要するに、なぜ事業協力者住戸が提供されたのかということについて、さっ

ぱりわからないんですよ。これはまた、 （発言する者あり）またこれは後で、 しかるべき

委員会でということでご提案させていただきますが……

○小林やすお委員長はい。

○木村委員その前に、ちょっと幾つか確認したいことがあります。それは、石川区政に

なって以降の千代田区政と三井不動産との関係です。

－つは、飯田橋駅西口地区の第1種市街地再開発事業。 201 1年に起工しました。2

008年に薑察病院と前田建設本社があった飯田橋西□で再開発が行われたと。で、再開

発等促進区を定めた地区計画がかけられました。ここでは、区長が全国初のCO2排出削

減数値を地区計画に明記したということで、随分PRされました。しかし、－番の目的は

それじゃなくて、再開発等促進区に関する地区計画の導入だったと、私はそう思っていま

す。

この地区計画、再開発等促進区を定めた地区計画を導入することで、基準容積率が41

0%が、計画容積率930%へと、2倍以上に容積率が膨らんだわけです。2段階にわた

って、見直し相当容積率と評価容積率、 2段階にわたって容積率を上乗せできるのが、こ

の再開発等促進区と。で、事務所棟とマンション棟ができたわけです。で、できたマンシ

ョンの中に、ここは長男と区長と区長のご夫人の3人共有名義の免震マンションが所有さ

れていたと。 （発言する者あり）ここでも同じようなやり方なわけですよ。ただ、ここは

事業協力者住戸ではなかった。それは、私は確認しています。

千代田区の再開発等促進区を定めた地区計画で一一千代田区が決定ですよ。これ以外に

ありますでしょうか、担当の所管。

○大森まちづくり担当部長岩田委員の資料請求で……

○小林やすお委員長はい、はい。

○大森まちづくり担当部長再開発等促進区の資料がありますが、都案件が3件、で、区

案件が1件で、区で決定したのはこの飯田橋1件ということになります。

○小林やすお委員長木村委員。

○木村委員そうなんですよ。千代田区決定の再開発等促進区を定めた地区計画というの

は、千代田区でこれだけなんです。で、容積率が2倍以上に膨れ上がり、できたマンショ

ンの一室を購入されたと。で、数年後、売却されました。恐らく、ここは、三番町のマン

ション以上に、中古は高く売れるんじゃないかと。 1 .数倍の中古価格で売れたんじゃな

いかと私は思います。

それから、二つ目に、千代田区政と三井不動産との関係では、私は、今言われている東

京ミッドタウン臼比谷。これも三井不動産の事業であります。2007年から10年越し

の計画でありました。日比谷地区の都市再生事業で、これは三井不動産の提案だったとい

うことであります。これも都市再生事業でありますので。で、開発事業者側が都市計画提

案する、と。それを行政がチェックして認可する。まあ、半年以内に認めるという、非常

にデベロッパーにとっては、使い勝手のいい、そういう制度であります。

同時に、 日比谷プロジェクトの街区を含む、工'」アを含む、有楽町一丁目街区全体の地

区計画。これも、同時並行で、千代田区は地区計画の制定に入りました。そのときに、こ

の三井不動産のプロジェクトの基本設計を担当した事業者と、千代田区が地区計画をつく
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る担当事業者が同一会社だったと。そうでありませんでしたか。これ、担当はどこかな・

○早川麹町地域まちづくり担当課長当時、同じコンサルタント会社に事業者のコンサル

タントと千代田区の地区計画をお願いしたコンサルタント、同じコンサルタントでやって

おりました。

○木村委員地区計画というのは、いろんな再開発事業を誘導するためにつくるものなん

ですよ。ところが、都市再生事業の提案をした開発事業の墓本設計再担当した設計株式会

社と千代田区の地区計画づくりに協力してくれた設計会社が同一と。どちらが誘導されて

いるのかわからないような計画だったわけであります。

そして、今度は三つ目として、有楽町一丁目地区の南側。南側に、今、 日比谷・内幸町

一丁目プロジェクト計画が立ち上がりつつあるわけです。これは、帝国ホテルだとか、東

電のホールディングスの本社であるとか、あるいは、 (｢NTT」と呼ぶ者あり)NTT

のビルであるとか、あとはNBF日比谷ビルだとか。ここが今度6ヘクタールの敷地面積

を使って、広大な地域を使って再開発が計画されていると。で、これは再開発が動くに当

たって、地権者からの勉強会の要請、これは千代田区にあったと思うんですが、いつでし

ょうか。

○早川麹町地域まちづくり担当課長地元の地権者さんからの勉強会の区への要請につき

ましては、昨年の1 1月の終わりごろでございます。

○木村委員この内幸町一丁目のプロジェクト、まあ、仮称ですね。このプロジェクトに

閨して、事務局を担当しているのはどこでしょう。地権者で。

○早川麹町地域まちづくり担当課長地権者さんの、更新に向けた検討の事務局につきま

しては、 日比谷のときのコンサルタントと同じ会社がやっております。

○木村委員地権者ですよ、地権者。地権者。内幸町一丁目プロジェクトの事務局で、区

のほうに要望書を持ってきたわけじゃないですか。どこの企業ですか。

○早川麹町地域まちづくり担当課長千代田区のほうに勉強会の要請をいただいた地権者

さんの代表につきましては、三井不動産と、それからNTT都市開発、それから第一生命、

その3社が代表として、 （発言する者あり）要請の文書を出していただいております。

○木村委員要するに、これも恐らく都市再生事業。あれは、すばらしい－すばらしい

じゃないや。すさまじい規制緩和がなされますし、 （発言する者あり）税制面でもすごい

優遇を受けるわけですよ。大体、 125ぐらいが、今、都市再生事業として認可されてい

るけれども、数百億という税金の|憂遇を受けているんじゃないでしょうかね。そういう再

開発事業が計画されていて、そういう都市再生事業といういわゆる究極の規制緩和、こう

いう大きな流れと、 （発言する者あり）区長のいわゆるモラル破壊が結びついたのが、私

は今回の、この三番町の事業じゃないかと、疑惑じゃないかと、そういうふうに思うわけ

です。

なぜモラル破壊かというと、以前もお示ししましたけれども、区長はもう、マンション

の購入転売を繰り返しているわけですよ。これは、大京を除いてですよ、 2007年にマ

ンションを購入され－今お住まいのところですね。で、何と数カ月後に、今度は新マン

ションを購入されている、住友不動産の。で、 6年後にこのマンションを売却され、そし

て翌年には三井不動産のマンションを購入され、で、 3年後にはそのマンションを売却し、

そして今回の、また三井不動産の高級マンションの購入なわけです。こういうことを区長
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になられてからずっと繰り返しているわけですよ。一般職でもだめだと言われていること

が、なぜ区長だったら許されるのか。許されるはず、ないんです。

都市再生事業ということで、三井不動産がどんどん都心の一等地を再開発している。で、

その都市再生事業を進める三井不動産と区長のこういうマンションの売買利益といいまし

ょうか、あるいは本当に深刻なモラル破壊だと思います。その区長が結びついて、今回の

三番町のマンション、事業協力者住戸を提供される、こういう関係が生まれたんじゃない

かと私は思うわけです。

それで、ちょっと委員長のほうにお願いしたいんですけれども、この問題というのは、

私はまちづくり行政の私物化だと思います。同時に、請託を受けて、その見返りとしてこ

うした数々のマンションが提供されていたとすれば、それは受託収賄ということで、これ

は成立する可能性もある、極めて重大な、そういう問題だと思います。

○小林やすお委員長はい。

○木村委員なぜ、三井不動産は、区長とそのご家族に事業協力者住戸を提供し、便宜を

図ったのかと。この解明は、議会がやるほかありません。

○小林やすお委員長はい。

○木村委員議会が区民の皆さんと一緒に進めていくほか、私はないと思います。これだ

けマスコミで大きく報道され、きょうもたくさん傍聴者がおられる中で、この問題は決し

て暖昧に私はできないと思います。それで、先ほど三井不動産がこうおっしゃっていたと

いう話がありましたけれども、きちんと議会がそういった関係者にも来てもらって、きち

んと調査をする、と。そのためには調査権を持った百条の委員会の立ち上げが私は必要じ

ゃないかと、 （発言する者あり）そう考えるわけです。ぜひ、その趣旨を議長にも申し入

れいただいて、速やかな百条委員会の立ち上げを要請したいと思います。 （拍手あり）

（発言する者あり）

○小林やすお委員長はい。暫時休憩を……。 （発言する者あり）

午後2時58分休憩

午後3時59分再開

○小林やすお委員長休憩前に引き続き、委員会を再開します。

｡鷆菫｡今､|木緬雲鬘からご尭言がありました｡大変極めて重要葱案件だというふ
うに認識をいたしております。やり方はともかく、この議会がきちっと区民に説明責任を

する、それで、区長からもある程度のきちっとしたことを受けないと、これ、やりっ放し

な話になったら、今度、議会が、何やってるんだという話になりますから、ここは、議長

もきよう同席されているんで、議会として、ひとつ考えたほうがいいんではないかという

ふうに思いますんで、一応、このことは、きょう予算の審議、まだ残っていますから、そ

このところは委員長のご配慮をいただきたいと思います。

○小林やすお委員長はい。

暫時、休憩させていただきます。

午後4時01分休憩

午後4時12分再開

○小林やすお委員長それでは、委員会を再開いたします。 （発言する者多数あり）
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誰。 （発言する者多数あり）先ほどの質疑の続きを、続けますので、質問のある方は、

どうぞ。

○小枝委員木村委員のほうからるる質問があり、全く答弁がされていない、疑惑が晴れ

ていないという状況ではありますが、私のほうにも寄せられているさまざまな疑問につい

て、質疑をさせていただきたいと思います。－部触れられている部分もあるとは思います

が、明快な答弁をお願いしたいというふうに思います。

まず、こういった－番区民が不思議に思うのは、許認可権を持つ者が、利害関係企業と

契約してはならないというのは、これは、区民から見たら当たり前のことではないかと。

それが、先ほど来、今、区長、5期で、 5軒目一大京を入れたらですけれども、マンシ

ョンということが区民の中でも言われていて、区の、区長の考え方の中に、この許認可権

を持つ者が利害関係企業と取引してはならないだろうという、そういう認識は、ないんで

しょうか。

また、千代田区には政治倫理条例がないという、確かに盲点はあるわけですけれども、

政治倫理条例がないからといって、規範として、やってはならない。そういう意識は毛頭

持っていないんでしょうか。

○石川区長小枝委員の質問にお答えいたします。

許認可と、それから利害関係というご質問ですが、通常その意味するところは、例えば、

区の発注の関係だとか、そういうことが絡んでいるわけでして､~個人のさまざまな、物質

的なものを買うことは、この問題とは全然違います。

○小枝委員そこが、認識として極めて問題があると。その、まちづくりの権限というの

は、極めて重大な、区長が持つ、地方分権の中で、本当は地方分権で区民が権限を得たわ

けですけれども、それが首長が得てしまったことによって、かえって劣化しているという

のが、国の評価であります。

この総合設計制度や再開発促進区の中で、どう、行政、区長をトップとする現場の職員

が対応するかということは、まちづくり関係事業者にとっては、大きな、協力的に、事業

者のほうに協力的に動いてくれるのか、風害や日照やもし＜は騒音その他で、困った困っ

たというふうな区民の側に立って行政が動いてくれるかによっては、日程感も全く変わっ

てきますし、まあ、業者の側からすれば、スムーズ感が変わってくるわけですね。で、こ

の総合設計案件というのはそういう面を含んでいるという認識はございませんか。

○石川区長この制度については、担当部門からお答えさせていただきたいと思います。

○小林やすお委員長はい。

指導課長。

○齊藤建築指導課長総合設計についてのご質問だと思いますので、建築指導課長からお

答えします。

総合設計の許認可に関して、そのスムース感とか、何か反対があるとかということでご

ざいますけれども、そもそも総合設計許可という中には、いわゆる総合設計は、建築基準

法の59条の2に定める、斜線制限と容積率の緩和ということでございます。で、区では、

そちらのほうについては、総合設計の許可要綱というものを定めておりまして、実際に詳

しく容積率の緩和に対する基準、例えば緑化とか、公開空地の舅とか、そういうものとか、

例えば住宅の付置の－あ、付置というか、その上につくる住宅の内容とか、そういうも
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のをさまざま勘案して、そちらのほうの中の規定にのっとって、許可をおろしているとい

う許可案件でございます。

○小林やすお委員長小枝委員。

○小枝委員59条の2によって、基準を満たすか満たさないかというのは、当然、そう

いうことになっているわけですけれども、私、今回の三番町の、区案件ですよね、区の総

合設計許可の話で、こういうことになって、つい、－，二カ月前に、区議会には、都案件

ですけれども、この総合設計制度に閨する三番町の方からの不安の陳情というのが出て、

まさにその中で、この日誌どおりの総合設計が、非常に違和感があると。わずか、この、

何ですか、 8メーター道路から1 1と書いてあったかな。その細い道に、こんな60メー

ターのビルが建つということに非常に違和感があって、その一つ一つが、結果的に、もう

当たり前のようになってしまっていると。

で、そういう苦情の、非常に地域住民がまちを守ろうとする努力の過程の中で、結局総

合設計制度で、これは住民の声ですけど、誰が得をするのかといったら、 3者だと言って

いるんですよ。そのS言って誰かといったら、事業主。まあ、こちらの場合は三菱地所レ

ジデンスだったけど、二七通りの場合は三井不動産だと。で、事業主が1、で、千代田区

は税収がふえていいでしょうと。で、三つ目が、そこの高いところに住んで景観を独占す

る人だと。 （発言する者多数あり）

じゃあ、誰が損をするのかといったら、地元住民だと。つまり、原一まあ、原住民と

いうか地元住民は、結局、幼稚園はいつぱいになる、保育園もどんどん建つ。敷地をどん

どん、空地を壊していく。そして、ビル風や、さまざまな、何というか、平穏な生活、善

らし、景観や、なれ親しんだ環境が壊されていると。

つまり、どういうことかというと、まちを守ろうとして頑張っている住民と、どうして

も高い建物を、まあ、－戸当たり、今回で言うと1億2,000万なんですか。そうやっ

て10戸だったら20億。そういうふうなものが建てられる事業者とは、そこにおいては

利益相反なんですよ。まず、そういう認識があったかということを、区長に答えていただ

いて、この計画、三番町計画については、区民説明会とかそういう事務的なところで、ま

あ、これ、詳細調査があるとすれば、そちらでやってもいいんですけれども、どういう手

順・手続を経て、区民からのいろいろな、小学校の保存建物の隣にこんな高層なものは困

るわというような苦情や相談や、ちょっと待ってくれとか、そういうふうな、このプロセ

スの中では－切なかったんでしょうかね。総合設計制度は必ず説明会をやりますし、さま

ざまな意見をとると思うんですけれども、そういうときにどう寄り添ったのか。どっちに

寄り添ったのか。事業者に寄り添ったのか、区民に寄り添ったのかというのは、聞いてお

きたい。まず認識としては区長の認識を聞きたいのと、事務的には担当の認識を間きたい

と思います。担当は事実のほうで結構です。

○石川区長何事も、建築行為については、近隣を含めたご理解をいただくということが、

何も総合設計制度だけではなくて、一般的に言えるだろうと思います。

したがって、今回のあの建物について、地域とどういう形の合意形成があったというの

は、私がやっていることじゃないですから、わかりませんけど、それなりに所管のほうで

説明をさせていただきたいと思います。

○齊藤建築指導課長建築指導課としましては、総合設計、先ほども申しましたように、
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敷地規模とか公開空地や緑地、また地域の災＝防止のための要件、また適正な容積や高さ

の配慮、また、それに加えて、周囲との、当然、事前協議とか紛争予防条例にもきちんと、

誠心誠意対応するようにということで、そういうようなことを基本的な要件として、こち

らのほうを進めております。

○山下環境まちづくり総務課長こちらの案件でございますけれども、早期周知条例に基

づく説明会のほうを1回、それから中高層の建築物の紛争予防調整に関する条例に基づく

個別説明というのを3回、実施してございます。で、区のほうで、この案件について、あ

っせんとか調停とかは行ってございません。

ただ、住民のほうから、事業者のほうに幾つかの要望がございまして、例えば、自転車

置き場の騒音のことですとかごみ置き場のにおいのこと、それから工事中の安全対策に関

すること等、要望いただきまして、そちらのほうは事業者のほうで全ての要望を受け入れ

たという状況でございます。

○小枝委員苦情や心配が当然あったわけですよね、そういうふうに。住民からの苦情や

心配があったと。で、それが、区民にとっては、議会まで陳情を持ってくるというのは、

本当に大変なことなわけですけれども、これに関しては、その声としては、見える化はし

なかった。ただ、その陳情を持ってきた都案件については、委員会でのやりとりで、まち

づくり担当部長のほうから、この都案件だから限界はある中でも、こういう答弁をいただ

いているんですね。近隣に対しても丁寧な対応をとっていただきたいということを、区の

ほうからしっかりと伝えていくということなんですよ。それは東京都案件で限界がある中

で、事業者のほうに地域の方ﾉﾏに寄り添ってくれということを、行政のほうからしっかり

と求めていくということを言っているんですね。

だから、そこからすると、最初に区長のほうから答弁があった、あるいは担当のほうか

ら答弁があった。総合設計制度というのは、広場があって、緑があれば、もうそれでいい

んだというものではなくて、まさに59条の2に書いてあるように、総合的な配慮がなさ

れ、環境の整備・改善につながることという、この目的と照らしてどうかということを、

行政がしっかりと確認し、住民と対話し、住民に寄り添いながら調整した結果、よろしけ

れば10メートルを認めるという立法趣旨のものなんですよ。だからこそ、許認可権限を

持つところの協力者、事業者に寄り添うのか、区民に、地域に寄り添うのかによっては、

建て方が変わってくる。ということであるということなんですけれども、いかがですか。

○大森まちづくり担当部長今、私の答弁のお話がありましたので。

ご指摘の三番町の、今回のとは別に、三菱地所レジデンスさんが計画されている中で、

企画総務委員会に陳情というような形で上がっていた物件だと思います。さまざま、こう、

委員会の中でやりとりをした中で、この陳情に対して、区としても事業者のほうに、丁寧

に対応してくださいということを伝えますということを申し上げたのは、事実でございま

す。

それと、 10メートルを、細かいことで恐縮ですが、 10メートルを認可したわけでは

なくて、総合設計制度で緩和する、許可するというのは、基本的には容積率を緩和いたし

ます。で、高さについては、各部分の高さということで、これは斜線制限です。ただ、ご

案内のとおり、天空率が導入している中で、高さの斜線の緩和ということはしておりませ

ん。これは、もうスタンダードに、建築基準法なんかでスタンダードで、その天空率を活
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用されています。ということで、容積の緩和を、この三井さんのは90%の容積緩和を受

けているというものでございます。

で、この総合設計の適用を受けた者は、地区計画で60メートルまでと、60メートル

とするということで、何か緩和をしていると、高さの緩和をしているということではござ

いません。

○小枝委員 10メートルの緩和はしているでしよ。だって、 50メートルの地域なんだ

から、それを、総合設計を使わなかったら60にならないんだから。 （発言する者あり）

○小林やすお委員長緩和という言葉が違う。適切じゃないということなんでしよ。

○小枝委員事務的だということですか。全く事務的にやるということですか。

先ほど59条の2のことを言いましたけれども、 59条の2というのは、総合設計制度

の法の趣旨として、総合的な配慮がなされ、環境の整備改善につながることというふうに

なっているわけですよ。だから、機械的に何でも総合設計を使っていいよというわけじゃ

ない。広場があればいいとか、緑があればいいことじゃないんです。

○大森まちづくり担当部長はい。おっしゃるとおりで、そういったものを総合的に判断

しながら、建築審査会の同意を得て、許可していきます。で、繰り返しですが、容積の緩

和を許可いたしました。それで、それは総合設計としての許可です。

一方、小枝委員がおっしゃっている、 10メートルを許可したとか緩和したという話で

はなくて、地区計画に書いてございますが、一般の建築物は、最高限度50メートルとす

る。建築基準法59条の2の適用を受けるものは、高さの最高限度を60メートルとする

ということで、この地区計画の中で、その10メートルを許可するとか緩和するという取

り扱いではございません。

○小枝委員言葉のすりかえだと思いますけれども、じゃあ、 90%の許可と言えばいい

んですね。 （発言する者あり）容積率90%の緩和の許可というふうに。それは非常に行

政的な言い方ですけれども。事業者が欲しいのは、高さであり床ですから。その床と高さ

が入れば、まあ加算されれば、それは、その分だけ利益率に、即、販売価格になるわけで

す。

で、ここのところは、非常に人気があって、柚せんだったんですよね。そこのところは、

あれっ、木村委員のほうが質問するかなと思ったけど、抽せんになったんですよね。 （発

言する者あり）なったということは、それは、ちゃんとした調査をしないと出てこない。

柚せんになったということは、非常に人気が高い。それで、何で人気が高いか。まず、抽

せんになったかならないかの事実、これだけ土日を越しているんですから、調査していま

すよね。

○小林やすお委員長そんなの。 （発言する者あり）ええっ。

○大森まちづくり担当部長委員長、まちづくり担当部長。

○小枝委員どう。どうなの。まあ、きちんと答えてください。
へロ I a－－h圭一←、＝E＝．＝ ＋筒、’'一門＝

○小林やすお委 長担当部長

○小枝委員わ

○大森まちづく

のはわかりませ

かというのを判

。

んない、わかんない。

担当部長すみません。ちょっと私のほうでは、抽せんかどうかという

。その建物が、この敷地の形状で、こういった建物が計画されるかどう

して、許認可をいたします。
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断
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○小枝委員じゃあ、大森さんじやない。

関連。

○小林やすお委員長はい。小枝委員。

○小枝委員区民から見ると、なぜこの人気があるかというと、買うと、株じゃ－優良

株じゃないけど、絶対価格が上がる。だから、仮に1億で買えば－私は幾ら上がるのか

わからない、今、多分調べて－もしかしたら木村委員はもう調べているのかもしれませ

んけど。必ず上がるんですよ。 （発言する者あり）えっ。 （発言する者あり）

○小林やすお委員長時間の関係もあるんで、質問に集中してください。

○小枝委員はい。必ず上がる。ということは、抽せんに入るか入らないかということは、

投資家にとってであれ、買いたい人にとっては、やっぱり公平公正であってほしいところ

なんですよ。それは答弁者や区長しかいなくなっちゃうんだけれども。そういう、まあ、

全部言っちゃうと、そこのところは、結局区長がやっている政策と、全部リンクしてくる

んだけれども、待機児ゼロですといって、どうぞ子どもたち、みんないらっしゃいと、フ

ァミリーいらっしゃいといって、何十億も何百億も投じて、どんどん子どもいらっしゃい

とやって、それでファミリーのが、困っている人はみんな買いたいと言ってきて、分譲価

格が上がって、さっきのウィン・ウィン・ウィン、 3者ウィンの事業者のウィンというの

は、区長のそのやり方というのは、本当に不動産事業者にとっては、価格の値上がりにも

なり、それだけでもちょっと許せないと思っていたのに、区長とその家族がそれを買って

値上がりしているというのは、やっぱり許せないことなんですね。

区民は、この景観の悪化や地域の環境悪化を非常に苦慮して闘っているわけですから、

寄り添うべくはそっちなのに、値上がり物件を買っている。ましてや飯田橋まで。という

ことが、まあ、これはまた詳細な調査でやっていただきたいと思いますけれども、そこの

ところは、やっぱり区民感情としては、もう絶対許せないということを言われております

ので、私のほうからは、その総合設計制度というのは、丁寧にやるか、やらないかによっ

ては、住民にとっては全くその苦しみのレベルが違ってくる。逆に言うと、事業者にとっ

てはスムーズにいくかいかないかというところで違ってくる。

で、ここの近くの三番町の同じ総合設計、都案件のマンションは、東京都のチェックを

受けて、とまっているということなんですよね。だから、そのくらい、総合設計って、や

っぱり人口密度を高めるし、規制緩和ということによって、地域が、学校が足りなくなっ

たりとか、いろんなことが起きているので、東京都案件では、近隣でとまっていると。何

であそこは、あんなすぐ建っちゃったんだろうというのは、やっぱり三番町住民の疑問で

もあったということなので、その点は、ここのところは指摘させていただいて、きょうの

ところは、そういうところで質問。はい。 （発言する者あり）

○木村委員じゃあ、関連で。

○小林やすお委員長はい。木村委員。 （発言する者あり）関連って。どっちなの。 （発
言する者あり）大串さん。

○大串委員 10メーターの件が出たので、ちょっと……

○小林やすお委員長はい。大串委員。

○大串委員すみません。先ほどの小枝委員の質問で10メーターというのがありました。

で、それに対する答弁が部長のほうからあったんですけれども。
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ちょっとわからないから聞くんですけど、金曜日のNHKのニュースでは、 10メータ

ーをさも緩和してあげたから、事業協力者枠を区長が買ったかのような放送がなされまし

た。だけど、今の説明を聞くと、総合設計制度というきちんとした制度の中で緩和したか

らできたんだということですから、特別、区長が何らかの配慮をしたとか、何かがしたと

いうことじゃないという答弁があったんですか。もう一度答えてください。

○大森まちづくり担当部長私もニュースは見ました。で、あそこだけ見ると、もう、本

当にこう、何かいかにもそういう誤解が与えられるような感じだったと思います。

繰り返しになりますが、制度の中で、総合設計で許可しているのは容積率で、容積率を、

先ほど言ったとおり、 90%緩和いたしました。あとは、空地だとかを含めて、総合的に

配慮されている計画であるというのをもってして、要は地区計画で、一般の建物は50メ

ートル、 59条の2を適用したものは60メートルとするということで、この中で10メ

ートルを区長が緩和したとかということではないということでございます。 （発言する者

多数あり）

○大串委員そうすると、そういった何か区長が配慮したということではない。その制度

の中で、できているんだということですから。そうすると、 （発言する者多数あり）事業

協力者枠のマンションを購入したというのが、 （発言する者あり）そういったのがない中

で、三井不動産さんが、そういうのを提供したというのは、これは、あくまでも、三井不

動産の営業上の、どこに販売すれば、今後のことを考えたときに有効なのかということを

考えて、この事業協力者枠を提供したんじゃないか。 （発言する者多数あり）で、それは

○小林やすお委員長それは、 （発言する者多数あり）それは……

○大串委員いやいや、だから、今聞きたいんですよ。今、区長にそれを聞きたいんです

よ。どう思っているか。 （発言する者あり）これは大事なことだから。 （ 「認識、認識」

と呼ぶ者あり）ね。

それで、僕も思いますよ。区長はちょっとマンションを買い過ぎだと思う。 （発言する

者多数あり）それは、買い過ぎだと思うけど、今回のこのNHKの放送がそういう放送の

内容だったから､|改めてこの点は答弁していただきたいと思います。
○石川区長総合設計に関します答弁は部長の答弁のとおりでありまして、私が何らかの

形で配慮するような中身ではありません。

それから、何回か答弁を申し上げていますが、どのような販売方法をするかというのは

まさに事業者の考え方だろうと思っておりますんで、特段、総合設計で、具体的にインセ

ンティブを上げたということではないと、これだけは明快にしておきたいと思います。
へq I f÷士吟→←、＝【＝． ［＝＝ 一pL L－員

○小林やすお委 長木村委員

○木村委員こ

枝委員が総合設

する者あり）そ

必要なわけです

それで、この

存されていない

くったんで、使

。

配盧される関係であることが問題になっているわけですよ。それで、小

についてのことで、 （発言する者あり）容積率が緩和されると。 （発言

で、部長が言われたけれども、 （発言する者あり）建築審杳会の合意が

、同意が必要なわけです。 （発言する者あり）

件を建築審査会で議論したときの議事録の要旨を、残念ながら全部は保

で、ちょっと要旨しかなかったんで、要旨をきのう遅くまでかかってつ

せていただきます。 （発言する者あり）
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で、この議事録の簡単な要旨だけれども、そこで注目したやりとりが1カ所ありました。

一つが、この建築審査会の委員さんが、 「延べ床が1万平米を切っているのは、何か特段

意味があるんですか？」というふうに委員さんが聞いて、それで、区の担当者が、 「1万

平米を超えると、区の総合設計制度を使えなくなる。都の総合設計制度を利用すると、制

度要件が厳しくなるため」と聞いていますと。要するに、こういう形で、都の制度ではな

く区の制度を使ったわけですよ。

それで、ちょっと具体的に担当者にお伺いしたいんだけれども、総合設計制度を使うと

きに、公開空地をつくる、と。で、公開空地の中身の一つに、歩道状空地というのがあり

ます。歩道状空地。このときの東京都の総合設計制度の要綱では、歩道状空地って何メー

トルになっていますか。

○齊藤建築指導課長その当時の東京都の歩道状空地の要求幅員というのは、 3メートル

でございます。

○木村委員その当時の区の要綱の幅員は、何メートルになっていますか。

○齊藤建築指導課長その当時の区の幅員については、要件としては2メートルになって

おります。

○木村委員私、おやつ、と思ったのは、この建築審査会は、平成27年、 2015年2

月18日でした。で、2月18日にこの建築審査会の議論がなされて、7カ月後ですか、

平成27年9月に千代田区の総合設計制度要綱が改正されています。だから、これが、こ

れで同意されてから約半年後ですか。そのときに総合設計制度要綱が改正されたんだけれ

ども、改正した背景というのは何でしょうか。

○齊藤建築指導課長改正した主な背景としましては、平成26年12月に、マンション

建替法等の円滑化に閨する法律の、マンション建てかえに関する規定の適用にございまし

て、いわゆる、すなわちマンションを建てかえるときの、 （発言する者あり）マンション

建替法を利用する場合には、国のほうから、容積率について、総合設計と同様に緩和する

ようにということで、それに伴って、各自治体も、容積率の緩和、マンション建替法に基

づく建てかえをする場合の容積率の緩和を行うという改正を行っております。

○木村委員あと、もう一つ。東京都の総合設計制度に並んでいくという、そういう考え

方というのはありませんでしたか。

○齊藤建築指導課長今ご質問いただいたんですけれども、マンション建替法に基づいて、

総合設計要綱を見直しする際に、区の要綱についても、さまざまな諸般の、その時代の背

景、平成27年の時代の背景に伴いまして、内容についても、改めて見直しをしたという

ことでございます。

○木村委員その見直しによって、先ほどお示しした、この歩道状空地の区の総合設計制

度の要綱は、何メートルになりましたか。

○齊藤建築指導課長歩道状空地については、 2メートルから、東京都に合わせて3メー

トルということで、変更させていただいております。

○木村委員つまり、この歩道状空地が、何メートルにするかによって、計画建物に影響

を与えるわけですよ、もちろん。どの敷地境界からどれだけ下がるかということでありま

すので。

で、この歩道状空地を、千代田区の要綱2メートルから3メートルに、いわゆる見直し

38



令和2年3月9日予算特別委員会（未定稿）

ている最中ですね。この期間とこのマンションの総合設計制度の申請時期というのは重な
るんじやありませんか。重なる部分がありませんか。

○齊藤建築指導課長今のご質問ですけれども、確かに、総合設計制度の許可、今回の案
件についての許可の時期と見直しの時期というのは、非常に近い時期ではございます。
ただしながら、今回の見直しというのも、基本的に、見直しの背景としましては、やは
り千代田区というのは、当初、総合設計をつくったときには、非常に人口が少なかった時
期につくっておりまして、いわゆる人口回復のために必要な住宅をできる限りつくってい
こうという形の総合設計でございました。ただ、今回、昨今見直しがかかっているときに、
その内容を、なぜこれを変えたのかということにもつながってきますけれども、実際には
人□がある程度回復してきて、区の人口も5万人を突破したという時期に重なっておりま
す。

また、あわせて、その見直しの中で、そもそも住宅という－－人□がふえてきた中で、
いわゆる住宅量をふやしていこうというよりは、いわゆる公開空地等を有効な市街地環境
の改善ということで、そちらのほうを墓本とする構成に改めようという考え方がございま
した。その中で、やはり公開幸弛によ高市街地禮借の酌垂春華宣す三ﾙｰい≦テルi十 ミ話,一

いわゆつ1王毛重包ふやしていこうというよりは、いわゆる公開空地等を有効な市街地環境

の改善ということで、そちらのほうを墓本とする構成に改めようという考え方がございま
した。その中で、やはり公開空地による市街地環境の改善を誘導するということは、逆に
言うと、それまで2メートルだったものを3メートルに広げることによって、有効な敷地
環境を設けていiこうという動きでしたが、実際にこれを行うに際しては、なぜ10月にな
ったか、 9月30日の変更ということでございますが、実際に、その上位計画とか、ご案
内どおり、住宅基本計画というのの中に、総合設計制度の内容が載っておりまして、それ
までの第2次住宅基本計画に比べまして、第3次ではそういう見直しをかけていったとい
うことです。

で、ちょうど住宅基本計画、議会でもさまざま議論されておりましたけれども、議論が
終わって、第3次の改定が行われたのがちょうど同時期で、ちょうど10月なんですけれ
ども、ほぼほぼ内容が固まった時点で、私どもの総合設計制度の改定も行ったということ
でございます。

○木村委員ちなみに、この総合設計制度の改定後に、千代田区への総合設計制度の許可
申請は、実續ありますか。

○齊藤建築指導課長はい。これについては、実際には、事業者がどう判断して、その事
業用地がそれに当てはまるかということもございますけれども、実際にはo件でございま
す。

○木村委員つまり、この総合設計制度が東京都と同じように、歩道状空地を2メートル
から3メートルに拡充したことで、実績なくなっているんですよ。なぜ2メートルから3
メートルにしたのかというのは、その背景として、一つはマン建法。要するに建てかえる。
耐震化であるとか、これまでのマンションのいわゆる老朽化対策とか、そういった意味で、
建てかえについては、容積率を緩和する。しかし、新築マンションについては、人口もふ
えているので、住宅の菫というよりも、住宅の質、環境を重視しようということで、総合
設計制度が改定されたと。ちょうどその改定の時期と、この三井不動産の総合詔言+諾||暦ｨL/ここ。つよっとその改定の時期と、この三井不動産の総合設計制度、

ているわけですよ。

三井不動産が言っているように、 3メートルだと、いろいろと大変だと。
うですから。東京都の総合設計制度は制度要件が厳しい、と。だから、

許可審査がダブ

そうしますと

東京都の要件が

一
一

、

そ
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千代田区のをつくりたい。これは、千代田区は2メートルですから。ところが、見直し時

期が同じだというと、本来、その2メートルから3メートルに変更する際の時期について、

何らかの三井不動産への配慮があった。要するに、駆け込み的に2メートルでやっている

わけですよ。2メートルの時期に、総合設計制度が許可された最後の物件ですから。そう

いうものを考えると、やはりそういう中での事業協力者住戸でありますから、区民の皆さ

んが何か怪しいと思うのは、当然じゃありませんか。

○大森まちづくり担当部長まず、そのフリップに書かれている件でございますが、基本

的には、その敷地規模を勘案して手法を選択するというのは、これ、当然でございます。

その、やはり、都の要綱なり都案件というのは何万平米もなりますんで、それなりの敷地

で－あ、先ほど三番町の三菱にもありましたけども、やっぱり、一定程度、こう、敷地

が大きくないと、ちょっとなかなか使いづらいという点はあります。で、ここの案件のそ

の敷地の状態の中から、区の要綱を選択一区の手法を選択したというものだと思ってお
ります。

その時期の問題なんですけれども、 9月30日に区の総合設計制度を変えました。木村

委員がおっしゃっているのは、その4月13日に総合設計の許可がおりたと。これは近い
んじゃないんかということだと思うんですけども。区の総合設計の改定は、国のマン建法

の技術的助言も受けながら、実際にはやはり東京都に合わせていこうということで、東京

都の改正したのが4月1日です。東京都の総合設計要綱が改正されたのが4月1日です。

で、なおかつ、ご案内のとおり、いきなり、いきなり許可するもんじゃなくて、その総

合設計の申請を受けたのが2月4日。さらに、この計画の早期周知条例。早期周知条例と
して、この計画を地域に説明しているのが、 26年の、前年の10月です。したがいまし

て、何かこの、区のほうで、この計画に配慮して要綱改正をおくらせたんじゃないかみた
いなことは、一切ございません。

○木村委員東京都の総合設計制度、 3メートルにしたのが平成22年ですから、前から

厳しいわけですよ。で、この26年のマン建法による、マン建法の見直しでしよ。時期が

4月というのは｡私が聞いたのは違うから｡マン建法の改正じゃなくて､その時期に東京
都の要綱に沿って見直し。で、実は、例えば渋谷区だったかな、平成26年中に改定して
いますよ、総合設計制度。

○大森まちづくり担当部長ええ。おっしゃるとおりなんですが、要は、その、前の要綱
というのは、結局、たしかその平成12年か13年もそうなんです。千代田区内に1戸も

住宅が供給されない年があるとかですね。要は、人口回復が区の最重要政策だったわけで

す。その中で、住宅の鬘をふやすという要綱だったわけです。ただ、今回のマン建法とあ
わせて、外から人を呼び込んで、ああ、住戸をいっぱいつくって、外から人を呼び込むと

いうよりも、今いるマンションの建てかえだとか、今いる人たちの建てかえに、市街地環

境を含めて、歩道状空地を広げたりして、今いる人たちの建てかえと今いる人たちの環境
をよくするように変えようという形で、まあ、足りている足りていないはあれですけれど

も、そういう改正の趣旨で、ここで変えさせていただきました。

○木村委員ですから、それはよくわかる。非常に大事な視点だと思いますよ、その改正

は。その改正が半年早かったら、これ、できなかったんですよ、三井不動産。 3メートル

になっちゃうんだから。だから、その辺の見直しの時期が、 （発言する者あり）非常に不
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透明だということを言っておきたいんです。

○大森まちづくり担当部長ちょっと繰り返しになりますが、その総合設計許可一区の

ですね。区の|日要綱で許可した4月13日の前年の、 26年の10月に早期をやって、計

画というのは、もっと前から当然練っていますし、協議を受けたりしています。さらに、

例えば、ここでもし変えようとしていても、当然、不足があって、これは東京都もそうで

す。不足があって、今、申請を受けているものとか、今、計画中のものは、 ｜日法で、旧要

綱で対応します。そうしないと、やはり混乱します。決して、木村委員が言っているよう

な、何かこれを、この案件を特別にしているということは、繰り返しですが一切ございま

せん。

○小林やすお委員長はい。

○木村委員普通に聞けば、そうなのかもしれないけど。

○小林やすお委員長この件については、そろそろ時間を見計らって質問を整理していた

だきたいんですが。この後の関係もありまして。

小枝委員。

○小枝委員区民に対して、対区民に対して、ここは、何というか、行政用語的なやりと

りになるわけですけれども。結局先ほどの、大串委員も言われたんだけれども、いや、 1

0メートルじゃないんです、 90%ですと言われると、 じゃあ90%って、何メーターな

のということになるわけですけども。区民、対区民に対して、これって、今、もう、現在、

既に千代田区の信頼性というのは、すごく、もう地に落ちている。信頼が回復できないほ

どに落ちている。というふうに、ネットの中で見ても、私は思っているんですけれども。

いや、こういう行政用語で、 10メートルだ、いや90%だという、そういう、どちら

にしたって、許可権限を持っている区長が、そこから優先枠で買ったと。で、その買った

ことを、子どもから相談されて知っていると。でも、自分がそのお金を出したのだか何だ

かは、 1年半だというけれども、買うことについては知っているわけですよ。知っている

わけですよ。そういうふうなことがどうなんだということを、区民にわかる言葉で、ちょ

っとしゃべってもらいたいんですよね。そのことが、どう－区民の皆さんの信頼回復で

きるような言葉で、 しゃべってもらいたいんですよ。

○小林やすお委員長ちょっと、質問の趣旨は、言われていることはわかるし、今後質問

も続けていかなければいけないと、この問題についてはいけないと思ってはいるんですけ

れど、この後、まだ一般の質問の－あ、予算の質問事項が、かなりの数、控えておりま

す。それと、それに伴った、ちょっと討論であるとか、いろんな日程も入っておりますも

んで……

○小枝委員うん。委員長。

○小林やすお委員長ある程度の時間を、本当は切ってはいけないんでしょうけど切らせ

ていただいて、次のところで、皆さんの意見を集約した、ちょっと意見も言いな－ちょ

っと、 （発言する者あり）して、次の段階、次の日程に進めていきたいと思っております

が。

○小枝委員関連。

○長谷川委員関連で。

○小林やすお委員長いえ、どちらなんですか。手を挙げたのは小枝さんだったんだけど。
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○小枝委員あ、いやいや、どうぞ。

○長谷川委員いいですか。すみません。

○小林やすお委員長私の言われたことは、理解していただきましたか。 （発言する者あ

り）はい。

長谷川委員。

○長谷川委員小枝さんもおっしゃっていたとおり、区民への説明のところを丁寧にして

いただけたらと思うんですが。NHKのニュースで出ましたから、やっぱり、そこで、ニ

ュースで、そういうことを知った方々に対して説明するには、ホームページであったりと

かということにはならないので、どこかできちんと、公に説明できるような場所を、区民

に対しての説明を考えていらっしゃるでしょうか。

○石川区長今回の報道に関しまして、必ずしも事実と違う部分が報道されたというふう

に私は思っておりますんで、 （発言する者多数あり）きちっと、きちっと、我々のほうは、

区民にわかりやすく、この問題について説明することを考えております。 （発言する者あ

り）

○長谷川委員すみません。

○小林やすお委員長長谷川委員。

○長谷川委員もしそうであれば、何らかの記者会見みたいなのをお考えですか。

○石川区長ぶら下がりで、もう会見も終わっております。しかし、この問題はなかなか

わかりにくいから、きちっとわかるように、何らかの形でアナウンスをするということを

させていただきたい……

○長谷川委員何らかのが。はい。 （発言する者多数あり）

○小林やすお委員長今までの中で皆さんからご意見をるるいただいて、まあ、ちょっと、

このまんま、－体は、幾ら言ってもなかなか希望の答えは出てこない。きょうの場面では

ね。かなと思ってはいます。

で、それに当たりまして、皆さんとの、区長との議論を間いておりまして、この件につ

きましては、この委員会の中でこれ以上続けても平行線かなという部分がありまして、こ

の予算特別委員会の委員長として予算を審議するということが第一目的であり、まあ、も

ちろん、このことは－この問題もかなり重要な問題ではありますが、皆さんの意見を間

いていますと、この件につきましては、百条の、先ほどどなたからかも出ましたけど、百

条の調査権による調査が不可欠だと考えております。このことについて議長に申し入れ、

また新たな場をつくっていただくような形をしたいと思っておりますが、それで、きょう

のところは通常の予算の質疑に戻していただきたいんですが、いかがでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○小林やすお委員長よろしいですか。すみません。

そういうことで、このことについて議長に申し入れることにいたしますので、よろしく

お願いいたします。

それでは、皆さんから出ておりました質問項目に戻りたいと思います。まず最初に、質

問を受けます。

○桜井委員全然違う項目です。 （仮称）二番町の高齢者施設の開設支援について、質問

したいと思います。
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