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小石川二丁目マンション新築工事に伴う
説明会議事録

平成23年4月30日(土)10:00-12:20

文京区民センター 3A会議室

31名

NIPPO:小泉・画野

神鋼不動産:大久保・佐々木

日建ハウジングシスナム:早田

間組:吉原・坂東・岩山 E 田中・田口

-事業者挨拶

・メンバー紹介

今回、施工会社の間組を初めて紹介させて頂きます。

発 言 肉
R 旬

令書F

施工会社に依頼している工事は、開発工事とマンション新築工事の施工をお願いしています。

開発工事の進捗は、今年2月に堀坂暫定拡幅が完了し、供用開始されています。その工事は‘太田本土木が施工しました。

今後の開発工事として行う予定の東側擁壁建替工事・提供公園工事・堀坂最終整備工事と、これに平行してマンションの新築工事を間組に

行って頂きます。

・配付資料の確認

1.建設概要(日影図・植栽計画図・歩道状空地計画図含む):A3サイズ・両面印刷・8枚

※前回説明会時に要望のあった建物の寸法、設計時強面、日影投影地盤面等について、追記してあります。

2. (仮称)小石川二丁目マンションにおける近隣要望事項と事業者の対応について:A4・1枚

3.お約束事項(A3サイズ・1枚)、前回説明会(平成23年3月5日)譜事録:A4サイズ・両面印刷・2枚

.本自の説明内容

1.近隣要望事項と事業者の対応について説明

2 配付資料の補足説明

・配布資料「近隣要望事項と事業者の対応について」を一説。

更に、以下のとおり補足説明を行った。

(1)駐車場出入口の考え方は、①堀坂(南側前面道路)のうち、交差点付近から離す。②提供公園の出入口付近から離す。③堀坂の勾配のきつい

東側部分を除〈。④建物の配置計画等を考慮する。その結果、現計画の位置に決めました。

(2)車寄せの考え方は、ゴミ出し;場は、ゴミの収集時間以外は空いていることから車寄せスペースとし、宅配便の荷卸し場・送迎車の乗降等に利用します。

万一‘ゴミ出し:場のスペースがふさがっている場合は、エントランス前のスペースを利用することにじました。

(3)文京区都市計画部計画調整課の前課長:田中氏より近隣の皆さんからの要望事項:7項目が出ているので、事業者に伝えるので、検討して

もらいたいとのことでした。事業者として、出来る出来ないを検討した上で近隣の皆さんへ伝えることを約束しましたロ本日配付

資料の1-7が、その要望です。要望に対する事業者の考え方は記載のとおりであり、同氏との約束は、本日の説明で実行しました。

(4)前回説明会で、「警察から敷地内に車寄せを作るよう指示させているのでは」という質問ですが、警視庁交通部交通規制課先行交通対策係との

打合せの中で、車寄せの設置と駐車場出入口の位置の変更の要望が出ているが、どのように考えているのか問いかけがありました。

その考え方について、先程の説明のとおり返答しました。

配布された(仮称)小石川二丁目マンションにおける近隣要望事項と事業者の対応について(以下「対応書」という。)の1に書いてある最上階の削減は、

最初の建築確認が取り消された時の計画が前提となっている話で、譲歩したと言うことではないので、建物の高さを低くすることと離隔距離をもっと

取ってほしい。前回説明会で質問のあった排気口について説明してほしい。多目的室・集会室の利用方法について説明してほしい。

建物の高さを下げてほしいという要望は理解していますが、最初の建築確認が取り消されたのは事実ですが、建物の高さが高すぎたことで取り消された

という認識は有りません。自主的に最上階を削減することを皆さんに話しましたし、酉様3戸の削減・メゾネット東の廃止を順次行ったと言うことです。

前回説明会で、「排気口からのどのような影響があるのか」と言う質問がありました。我々の考えとしては、駐車台数が59台で、住戸数が107戸の計画

において、国交省の鼠算で算出すると、一日のピークが朝B時から9時までの1時間で、入る車と出る車で合計6台と言う結果で、これまで何度か説明して

来てます。この試算から、六角坂を通行する車・堀坂を通行する車の台数と比較して多くないと考えます。六角坂の通行台数は、一日で1，000台位通行

することから、駐車場の換気によって空気の賀が悪くなるあるいは健康に被害が及ぶとは考えてません。

多目的棄の用途I孟、個人の書斎・アトリエとして使用する。集会室は、主として入居者の集会等で使用します。

法律上は、目一杯の大きさの建物を計蘭していますね。

容積率の話と考えますが、概要書に記載されているとおり248.40%にたいして220%位使用していて、 20%位余絡があります。



発言者 | 発言内容

Q1 排気口の形状がどうなっているか説明してほしい。

早田 |建築基準法において、駐車場内で万一火災が発生した場合、駐車場から火災による姪を排煙するための排煙口の設置が義務づけられています。

形状I玄、ガラリ(雨が入りにくい格子)と一部排煙窓で考えてます。

また、排煙口は通常時駐車場内の空気の換気のため、外部の空気を吸気するための給気口としても併用しています。また、給気口以外は駐車場、

設備室の換気のための排気回として陵けています。いずれも、近隣僚に宣接面する向きは援とし、側面に関口を設けております。

Q2 計画地の火災の危険度は、文京区の基準で5段階のうち、いくつになってますか?

高野 にの基準の肉容を把握した上で、回答させて頂きます。

Q2 防災対策として文京区がだしているもので、地域の危険度は平成20年2月に東京都が公表した地震に対する危険度・火災の危険度・建物倒壊の危険度

-総合的な危険度を総体的に評価し、地綾別に明らかにしているものです。この基準をご存じですか?

高野 |そのテキストの基準は、建物を新築する際の基準として有るものでしょうか?

Q2 にのテキストは、地域の危険度として、載っているものです。

高野 |そのテキストの基準は、既存の建物の危険度を表したもので、その危険性を改善する指標的なものと考えられますが、この基準の詳細を確認した上で

お答えしたいと考えます。

Q2 にの基準に、この計画が合致していないとかではな〈、この地場における危険度がどうなっているのかを分かっていてほしい。

高野 |この基準の肉容を確認し計画地の危険度レベルを把握し、この基準をどのように反映する必要性があるのかお答えします。

先程、早周が説明した排煙口は、建築基準法上必要とする霞備で有ることを理解下さい。

Q3 入居しているセレナハイム小石JI/・酉館の理事ではないが、管理組合の意向を体していると考えてください。

NIPPOと神鋼不動度の共同事業と理解してますが、毎回神鋼不動産の代表の方が出席しているとは限らないみたいですが、どうなっていますか?

共同パートナーとして、社会的に対等の責務を負っているという、意識でしょうか?

大久保 |前回説明会の3/5は、出席していました。

共同パートナーとして、社会的責務を負っていると理解してます。

Q3 田中計画調整課長に我々から要望した7項目の要望(r対応書』の1-7)について、今日の説明でもほとんどゼロ回答です。

そういう事で良いのでしょうか?法令違反・条例違反でなければ許されるのでしょうが、法律だけでな〈近隣住民との同意が得られて開発が進むべきである

と考えますが、常識では考えられないくらい軽視・無視してませんか?ここにいる皆さんが、これまでずっと思っていることです。

田中課長から提示された7項目の要望は、少な〈とも守ってほしい。

専門家に聞いたら、『この一等地に建物を建てたとしてもせいぜい5階建てでしょうね。 50戸位でしょうね。 Jというところに、地上9階建て、 100戸、

ぎりぎり建てて、北側の方々の日照権を醤だしく侵害している。グランツオーペルについては、離隔距離が非常に少ない。排気ガスが、そちらに流れる。

我々が住んでいるセレナハイム小石川・西館は、堀坂の一番急峻な所にいるし、廻りの多〈の住民I主、車寄せをちゃんと作ってほしい。

堀坂の東側の急峻な場所には、駐車場の出入口Iま作れないとおっしゃっていたが、ゴミ出し場を作るというが、それも車が出入りするのでおかしい。

しかも、ゴミ出し場を車寄せとして使うと言うことは、改悪と思われるようなことを今日はおっしゃる。

廻りの人達に、交通上の危険が増すと思うし、東側の崖の問題など廻りを取り囲んでいる全ての人達が、これを簡単に認めるわけには行かない。

強い反対が出ている。そういう無理をしなければならないというのは、根本に、 100戸、 9階建てという、かなり無理をした設計をしなければならない

というがあるんだと思う。このまま実行されると、近接する住民の全ての資産価値が下がって、みんなに大変大きな財産よの損害が及ぶことになるし、

それだけでなく子供の通学路でもあるし、車寄せがちゃんと出来てない、その7項目の中で、急峻なところに車の出入口を設けない。それら全てが無視

されていることで、葬常に危険が増す。みんなの財産価値が領壊される。これだけ廻りの人が、考え直して下さいと言うことに対し、全て無視されている。

こういう事を繰り返してもらちがあかないのではないでしょうか?事業者に伺いますが、近隣住民との関係を悪〈して、このプロジェクトを強行しようと

思っているのですか?是非その辺について、お考えを伺いたいロ

小泉 100さんのお考えは、分かりました。最後の質問ですが、我々としては今日説明した形で進めようと考えですロ

Q3 神鋼不動産さん、お答え下さい。

大久保 |今回、事業者としてNIPPOが答えたのと同じです。
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Q4 近隣の皆さんから要望されているのは、「対応書」の10項目だけですか?

小泉 l代表的なものを書いていますが、他にもあると思いますが、何かありますか?

Q4 私が要望した、東側のプライバシー・セキュリティー・下水溝をどうするのか等が載ってないが、どうなっているのでしょうか?

小泉 i我々のスタンスとして、この場で説明しているのは、事業主対応の主だったものとして説明させて頂いてます。

E内固さんのプライバシーの考え方、あるいは擁壁の建替に伴う排水がきちんとい〈かどうかは、以前説明会等で質問として出ておりました。

プライバシーは配慮していこうと思っていますし、雨水対策・排水の問題についても組踊が生じないよう計画しています。この排水計画については、

図面・計算書でお示ししているとおりで、変わっておりませんのでご安'L'下さい。

Q4  にの「対応書」の書き方だと、 10項目がOKであれば全て問題なしという書き方なんですが、全然違いますね。

小泉 Ir対応書』に書かれているのは、ここ最近の説明会， 3/5の説明会の際にも言われていたこと、皆さんの関心のある代表的な10項目としてお示しした

ものです。

Q4 代表的なものと書いて頂かないと、近隣の方々はこれしか疑問を持っていないと言うように勘違いされてしまう。

お約束事項の1の作業時聞は、午前8暗から午後6時とと書いてあるが、後片付けは時間外と書いてあるので、実質7時とかまでがたがたされるのは

迷惑なので、 6時には終わってもらいたい。作業の準備も8時からにしてほしい。

岩山 18持から6時という時間帯になっていますが、工程によりますが作業内容が大部違いますので、騒音・振動の可能性のある作業は6時で対応します。

Q4 午後6時には、きっぱり止めて頂けるのですね。

岩山 l振動・騒音に対しては、そのようにします。例えば、仕上げの段階になって、殆ど音がしない場合Iま作業をやらせて頂きたい。

Q4 そういう場合、事前に近隣にお知らせするのですね。勝手にはやらないですね。

岩山 |場合によっては、そのようにさせて頂きます。

Q4 作業時間は、原則として午前8時から午後6時とあるが、原則という言葉を取ってほしい。

日曜日・お盆・年末年始は、原則として作業しませんと有るが、これも暖昧にせず原則という言葉を取ってほしい。

岩山 iそのように変更させて頂きます。

Q5 駐車場出入口の位置についてお尋ねします。横浜の方で堀坂より緩い坂道で、坂の途中から車が出てきであわやと言う経験をした。改めて心配してます。

特に堀坂は、子供と年寄りが多〈通るところで、駐車場出入口は、東京都建築安全条例を考慮し総合的に判断し、道路勾配が緩いところ、提供公園の

そばでないこと、交差点のそばでないこと雷いましたが、堀坂を歩いてみると分かりますが非常に急で危ない。交差点l主、注意を喚起するところなので

それもどうなのかと。これまでの交通事故で、坂に駐車場があったことで事故の原因になったという事例を調べてほしい。

小泉 |配布した「対応書」の3の対応について、東京都建築安全条例の中に、交差点から5m以内には駐車場の出入口は、もうけでは行けないと言う

規定があります。

Q6 にの建物の一番最初のきっかけは、 2003年10月!こNIPPO・神鋼不動産が共同で、 45億で土地を公団から購入したことです。

そして、 2006年8月に建築確認を取り、どうやら開発はいらないと言うのが文京区の見解だった、建築確認をもらった後、近隣住民が東京都の

建築審査会に審査請求を出して2006年9月に建築確認が取り消されました。先程、文京区の一等地だとおっしゃいましたが、建物が建てづら〈、

道路付けも悪いし、急斜面だし、南illの堀坂が6mあるかないか、そこに107戸のマンションは無理じゃないかと最初から思っていた。

建築確認が取り消された後、 2007年11月から事前協議に入って、「対応書Jの1で、 17年4月に最上階の削減、その後、メゾネット棟を廃止するのは

関係ない話、 2007年11月から事前協議をやって開発許可を得たわけですから、答えになっていない。 20m以下にしてほしい事に対して説明してほしい。

20m以下にしてほしいと言う要望が、なぜ叶えられないのか説明してほしい。

2007年11月から事前協議が始まり、なかなか図面が出ませんでした。それは設計事務所であった清水建設が2008年3.Flに撤退し、設計事務所・

建築会社が決まらなかった。その後、図面を見たのが2008年12月の説明会で出てきた。それを見てびっくりしたのが、 2006年8月の建築確認の

取り;賞された時の図面とほぼ同じ、『対応書」の1.3. 4. 5.7. 8の6項目は、 2005年から出ていて要求しているし、その後、出てきた図面に対し

文京区計画調整課!こ『対応書」の1-7の7項目の要望をして、何も叶えられてない。この間8年たってます。

7項目の要望を叶えてもらえないのを教えて頂きたい。

「対応書」の7の車寄せですが、ゴミ出し場とメインヱントランス前の45mの幅のところだけで、引越とかで廻りの居住者に混乱を起こすので、きちんと



発言者 | 発言内容

車寄せを地下1階に作れ園エントランス!玄、出入口としてここしかな〈、駐繍場を使う入、車寄せを使う人と全ての人がここを使うのはあまりにも乱暴

じゃないですか。

「対応書jの4の対応で、段差の低減に努めるとあるが、段差があるのは考えられない。

歩道状空地計画図の歩道状空地部分にツリーサークルが4カ所あり、歩道状窪地に木があることはいいことだが、歩道として使いづらくなる。

歩道状空地1.5m部分の桝上のものは何を表しているのか。

小泉 Ir対応書Jの1の対応の繍に記載している、平成17年4月に最上階の削減・西棟3戸の削減は、おおもとの建築確認取得後取り消されたわけですが

07 

その当時の建物計画から削減したという時系列になります。削減した後に取り消されました。

当初の計画を皆さんに提示してきたので、そこからスタートして削減を決めてきたものです。これ以上の削減I玄、出来ないと言う考えがここに示されてます。

当時、清水建設が設計・施工と言う立場で、この事業に擁わっていた時の計薗と比べても大きさが変わっていないのではないか、 7項目の要望に再度

説明してほしいと言うことでしたが、建築纏認の取消理由として建物の高さが高すぎるという認裁はありません。どこまで削減できるのかと言う要望に対し

このかたちで進めていきたいと言うことです.7項目の要望に対して充たされてないのではと言うことですが、本日提示した10項目は、議々としては

繰り返しになりますが、このかたちで進めていきたいと言うことです。ゴミ出し場は、ゴミがじゃまで宅配業者が駐車できないのではと言う話がありましたが

ゴミ収集の直前にゴミを置く場所で、普段は置く場所ではありませんので、ゴミ収集車が使用する時間以外I主、宅配便の荷卸し等に充分使えると

考えてます。ヱントランス前のスペースですが、いろいろご意見はあると思いますが、車寄せの機能としてはゴミ出し場をメインと考え、そこが使用中の場合

二次的に使用するのがエントランス前と組み立ててます。エントランス前のスペースを利用する車の大きさは、和l用できる範囲内の車種が使用できます。

歩道状空地計画図の質問で、 L型側溝の考えは、堀坂に面し:全長約120m聞に、大小3種類の内5cmタイプと2cmタイプのものを使用することで、

『対応書Jの4のとおり、皆さんの要望に歩み寄る考えです。『対応書」の2の要望に対し、歩道状空地の緑の連動性としてツリーサークルを設けています。

歩道状空地計画図の歩道状空地部分の桝上のものは、図面の提供公園部分の下に引き出しで書いてある雨水の処理用の「雨水排水溝(化粧蓋)J

を表しています。

小高さんから頼まれた要望をお伝えします。

今回の説明会をゴールデンウィークに開催するのではな〈、近隣住民が出席しやすいように考えてほしい。

桜の木の処理は、個人の問題ではなく、北側住民Eそれ以外の方々にも関係するので、説明会で話し合いたい。

計画地北側の植樹の本数を増やしてほしい。北側の地下部分の離隔を取ってほしい。

北側住民の条件は一番悪くなるので、少なくとも、植樹について考えてほしい。

次に、『対応書」の1の対応欄のメゾネット練を廃止し、提供公園を設置したとあるが、開発許可を得た段階で提供公園を設置しなければならなくなった

のは事業者側であり、譲歩したことではないので書き改めて頂かねばならない。

r対応書Jの3の対応欄に条例に合致していますとありますが、法的な事だけでな〈考えてほしい。

『対応書』の9で、ゴミの量がどの〈らいあるのか、ゴミ出し:場が1カ所で足りるのか、ゴミの収集時間と車寄せとかぶらないのか。

小泉さん生活感が全〈たりませんよ。ひとりの人間として考えてください。 100人分の量が遅に2回出るのですよ。

「対応書Jの10の対応欄に建物の規模が小さいから影響が小さいとあるが、この建物の規模Iま本当に小さいですか。

東亜IJの擁壁について、東側の住民が全員が納得していることではない固当時も解決できてないし、今後もできない。

東側と北側の擁壁の地盤調査データを出してほしい。

駐車場の換気について、グランツオーペルは北側ではな〈館内を通って月IJなところに出ているはずですし、そのまま排気していないはずです。

排気がどのように出てくるのか、もう一度説明してほしい。

8年も同じ会話をしてます。この場でちゃんとした会話ができる方を出席させてほしい。

小泉 |説明会の開催日は、東日本大震災によりここの夜間の貸出をしな川いうことと、早〈説明会をしたいということから設定しましたが、次回以降は、皆さんの
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意向に添いたいと考えてます。桜の木iま、小高さん所有で、我々の敷地に越境している。設々の計画において当たってしまうので、切って頂〈ことに

なると思いますし、また小高さんと話しをしていきたい。植樹の割合が少ないのでは、排気口を下げて植樹できないか、に対して、提案している形で

進めたいと考えています。本日配布した「対応書Jは、我々事業者の責任において作成してます。 1の対応欄の内容は、時系列に削減した内容を

書いています。駐車場出入口の位置をここに決めたのは、 3の対応欄のとおり安全条例プラス全体配置計画を総合的に考えて決めました。

ゴミの量については、生活惑がないと言うことですがご意見として伺っておきます。 10の風環境について、当初計画より建物は小さ〈してます。

当初の計画においては風環境に対する影響なしと言うことでした。風害が問題になるのは、大まかに14・15階建て以上の建物に影響が出て〈ると

認識しています。現計画でI主、そういう一般的な観点からも大きな影響が出るとは考えておりません。

B年問、話の進展がない、上席の出席を希望されてますが、ここに出席しているメンバーが各社の代表という認識をお願いします。

近隣住民の要望と折り合いがついていないので、今後も話し合いは行うのでしょうか。行うとすれば、どのような方法でやられるのですか。

建物の高さで最上階を肖IJったと言っても納得しないので、どのように折り合いを付けるのか、次回まで真剣に考えてほしい。

建築確認を取り消された建物計画を、ある時は、これは新しい建物計画なのでと言われるとダフルスタンダードになるので、使い分けをしないでほしい。

前回の説明では、以前の建物計薗より高さが40cm高くなっている許せない。排気口の説明を細かく書いて説明してほしい。

植樹は日照問題と関わるので、前回の計画ではシマトネリコのような高木は止めてほしいと言ったところ、今回はシマトネリコが入っていないので、

前進なので評価したいが、今回の計闘では3m・4mのものが入っているので、日照を阻害しないサツキ・ツツジ等の低木を強〈要求する。

小泉 |今後の進め方は、皆さんの話を聞いていくことは変わりません。質問・要望に対し全体で話し合うこと、個別に話し合うことを区別して行きます。



発言者 | 発 言 内 容

早田 |高さ40cmの差I立、以前説明の32.44mと言うのは堀坂の下の道路レベルからの高さで、過去の32.04mの高さは、測定レベルが異なっていたことに

より生じたものです。過去の図面をTP(東京ポイント)等からから確認したところ、過去の高さより現計箇35cm低くなっております。

Q9 建設概要の配置図と植栽計画図の記載に間違いはありませんか。

歩道状空地計画図の歩道状空地幅1.5mの中に雨水排水溝が有りますが、水勾記を考慮して道路側に設置してほしい。

また、車道側に電柱がくるのかどうか明快にしてほしい。坂の勾配がきついので、車いす等の通行も考慮して計画してほしい。

駐車場とゴミ出し場の出入口部分は、前面道路に比べ40cm~60cmの高低差があるので、床勾l!ièに注意してほしい。

ゴミ置き場の運用は誰がするのですか。収集時清掃車の停車位置と収集方法はどうなるのか。

Q10 西側の離隔距離が5mになっているが、平成16年7月に、更に7.5mまでセットパックすることになっているが、それを認諾されてますか。

この建物の離隔距離が短い、車寄せが作れない、この場所は駐停車禁止なっていると思いますが、違法駐車の責任はどう考えてますか。

午前中2時間の日照の影響が有りますが、全体としても大きい影響があるのですが、たいしたことないと考えているのでしょうか。

排気口に面している住民に影響がないと言い切れるのでしょうか。

Q11 田中課長から提示された7項目の要望において、安全面に対する疑問が有るので質問します。

駐車場の出入口を勾配の急なところを避けたと言いましたが、むしろゴミ出し場・エントランスの方が安全性にile慮が必要ではないか。

パースは作らないと言うことですが、模型を作るべきです。

建設概要で、建蔽率・容積率による建築面積・延べ床面積について説明してほしい。

Q12 Ir対応書」の10で、今回の計画に対するシミュレーションを提出してほしいが、最低でも以前の検討したときのシミュレーシヨンを提出してほしい。

現況地盤面における日影図を提出してほしい。

Q2 堀坂はスクールゾーンになっているし、過去に事故があった場所なので、交通量調査を行っているので有れぽ、そのデータを見せてください。

小泉 |最後の5名からの質問について、どのように対応できるのかできないのか別途対応を考えさせて頂きます。

今後についてですが、これまでの説明で一定の説明義務を果たしたと考えてますので、建築確認申請等諸手続を進めます。

現地の工事は、開発の工事について開発許可を頂いているので、出来るという認識をしています。建物の工事は、許可取得まで工事の準備を

行っていきます。

以上


