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中央区役所の都市整備部長の吉田でござい

ます。中央区役所で街づくりをやっていますが、

実は街づくりなんていう雰囲気は始めからなか

った地域でございます。というのは、中央区は日

本で一番土地が高い所です。月島とか勝どきと

かいう名前を出しますと、「いや下町情緒やコミ

ュニティがあってすごくいい所だ」と。かなりコミュ

ニティはいい地域ですが、一皮剥くとそうでもな

い。例えば、日本で一番土地が高い所ですから、

隣地境界線をめぐって隣同士の仲が悪いことも

あります。また、コミュニティの形成も、真ん中の

１軒の人を共通の敵で両側をはさんで両側同士

が仲がいいとか。また、ある街の祭りでの話で

すが、「締めの挨拶をあの人にさせるのは俺は

許さん」とかそういう話がやはりたくさんあるわけ

でございます。そういう話が何で起きてくるかと

いうと、月島は典型的ですけれども、ここは木造

三階建ての違反建築の巣窟です。そういう所で

「俺が三階建てやった時にあいつがさした」とい

うのは、これはもう始祖代々に語り継がれる怨

念です。中央区は土地の値段がめちゃくちゃ高

かったですから、平成２年がピークですけれども、

平成２年時の土地の値段はとんでもない値段で

す。銀座とか一番高い所から月島、晴海という

一番安い所まで全部平均して、中央区内の平

均の土地の単価というのが１坪あたり 5500 万

円です。それで当時の指定容積率の加重平均

が 550％です。つまり、コンクリートの床１坪つく

って１坪売ってもだめですね、レンタブル比があ

りますから。ただ 0.7 坪ぐらいのレンタブル比を

入れて 0.7 坪ぐらいの専有床に土地代が 1000

万円くっついちゃう地区です。だから今、再開発

なんてやろうと思ったってやれないですよ。なぜ

かといったら、施設建築物の全体の総価格を出

したら土地費が圧倒的に多いです。建築費をい

くら積み上げたって土地費にたどり着かない。 

ですから保留床が出てこないですから、再開発

事業にならないわけでございまして、そういう意

味で再開発事業は絶対だめだと。では小規模

共同化はどうかと言ったら、隣同士仲が悪いか

ら、お互いに顔が見える状況だったら実はなか

なかできませんよという話なんです。都市計画

の世界はかなりきれいごとを言っていますけれ

ど、できそうもないことをいつまでも言い続ける

んですね。それはやはり問題だと思っているん

です。 
我々の部局は街づくりをしなければならないと

真剣に意識したのは、実は昭和 59 年から 60 年

にかけての底地買い・地上げの問題でございま

した。私どもで言うと入船、新富、湊とかいう地

域、或いは築地の一部、こういう地域に入ってい

った。京橋地区なんていう所には入らないで、隅

田川沿いの日本橋、京橋地区の区域に入った

わけでございます。そこに入った時にちょっと深

刻だったのは、一街区全部地上げされてしまう

というような話がいくつかございました。一番最

初にやられたのは入船二丁目一番地という所で

す。そこはがさっと入りまして、某不動産会社が

一街区全部やっちゃいまして、役所は間にはさ

まってひどい目にあいました。実際のところ、区

役所に救助を求めて来るんですけれども、個々

の民間売買でございますので直接的にはなか

なか役所が介入できない。だから集団で防衛運

動をやりましょうということで、不動産会社側との

紳士的な協定のやり方とか、その協定の仕組み

をつくろうとかいうことをやっていました。しかし、

みんなどんどん話がついていってしまって札束



ぼんぼんたたかれて出ていくという状態が出て

しまった。 正直言いますと、10 坪の木造家屋

が、いきなり２億円とかいう世界でしたから、もう

借地権で持っていてもいきなり１億ウン千万とい

うことになるわけですから、みんなどんどん応じ

ていってしまう。そういう中で、では選挙戦になっ

た時のことを考えたらもう区議さんが自分の地

元がぼろぼろ抜けるわけだから、みんな転居報

告の案内ばかり来るわけだから、区役所に「何

とかせい」とかなりがんがん来ました。それでが

んがん来て、その時に、59 年当時私はまだ係長

でございましたのでまさかそんなことになるとは

思っていなかったんですけれども、その時にいき

なり私どもの先代の区長でございますが、「底地

買い・地上げに対抗する要綱を何とかつくりま

す」とか言っちゃったんです。つくれっこないんで

すけれども、「つくります」と言っちゃったんです。

それで全部こっちに来てしまいまして、その時に

住宅附置を柱とする指導要綱というのをうちの

区で考えたわけでございます。 
これは私個人の体験ですが、先ほど申し上げ

た某不動産会社の開発部の部長さんはある意

味では非常に大事な人でございまして、その人

に何てことをするんだよという話をしたわけです。

その部長さんは、私に「あんた方が怠慢で再開

発をやらないから私たちが再開発をやっている

んだ」とはっきり言いました。「だからって再開発

の中身が違うじゃないか」と言いましたけれども、

やはり基本的には「あんた方は怠慢だ」と言わ

れたことを私はその時に忘れなかったし、民間

開発というのは中身というものも基本的には営

利というような方向で動いていくから、その中身

というものはやはり我々がつくる必要があるだろ

うというふうに思って、それではやはり少し再開

発というものを本腰入れてやろうじゃないかとい

うふうに実は動き出したと、私個人としてはそう

いうふうに思っています。 実際に今いろいろな

形で開発を私どもがやってきたわけですけれど

も、実はそういう開発をやる時に私自身は小規

模再開発というような権利者の数が少ないもの

についてはやってきておりません。やろうとして

大抵失敗しておりますから、小規模再開発につ

いては失敗の歴史ばかりで、現実にはどちらか

と言うと全部法定再開発事業に近いものしか私

どもとしてはやってきておりません。私個人が、

再開発にはなっていないけれども共同化でまと

めていった第一号というのは今の市場通りと晴

海通りの交差点の所に（築地）共栄会ビルディン

グというのが建っていますけれども、その共栄会

ビルディングが最初です。それでも人数が、権

利者数というか共栄会内部の組合員自体も 60
人おりましたし、パートナーとしての安田不動産

もございましたから 61 人ぐらいの開発です。私

はそれ以来、そういうことも含めてですが、私は

皆お互いに顔は知っているけれども、すごく密接

な関係がないぐらいの人数の規模でないと都心

部ではなかなか再開発ができないと思っていま

して、実はその辺きっと周辺の再開発と随分様

相が違うかなと思っています。私はむしろ小さな

権利者の方がたくさんいらっしゃる所の再開発と

いうのをやっていまして、あまり 10 人単位という

ような開発はあまりやっていないし、中央区では

そういうのはなかなか成立しにくいというふうに

本気で思っています。 
今日は具体的に、月島ムーンアイランドタワ

ーの話をします。この「ムーンアイランドタワー」

というネーミングはそのままじゃないかと。これ

は月島駅前の再開発です。これを軸にしながら、

実際に私どもとして再開発というものをいろいろ

な局面でどういうふうにやっているかということを

少しお話しさせていただきたいと思います。お手

元の資料に「従前権利者」というのが書いてあり



ます。土地・建物所有者と借地権者で 103 人と

なっておるわけでございます。実はここの借地権

者の底地権者というのは東京都でございまして、

実際のところ底地を買ってしまいましたから権利

者には入っていないんです。ここ月島地区という

のは明治25年の埋め立てでできた所です。どち

らかと言うと新佃とか一号地とか言われる所な

んですが、埋め立てでできた所なので、もともと

が土地を東京市が持っていて、それが東京都に

移って、それでそのうち底地をだんだん民間の

方がお買いになってというような地域です。現実

にここにありますように 103 人の方が権利者で

す。103 人の権利者というよりも 103 軒の家作

があったということです。それで全体の敷地面積

5680 ㎡です。これは減歩とか何とかしておりま

せんから、5680 の所で 103 軒の家作があったと

いうのですから、１軒あたり平均してみたらお分

かりになるように、55 ㎡ぐらいしかない。すごく

小さな権利者がたくさんいる所の再開発です。

そして 103 軒のうちの８割までが自分の土地は

11 坪しか持っていない。その 11 坪もすごい形の

11 坪です。モデル的に言うと、路地の中心線に

対して間口が２間、奥行き５間、約 10 坪という感

じです。ここは全部路地が入っていますから、私

道負担分を含めると、実際にお持ちになってい

るのは９坪ぐらい。そういう所の再開発です。 

そうすると現実問題としてうちの権利変換も数字

が良すぎるので、東京都に行くと「そんなに権利

変換甘くていいのか」と言われるんですけれども、

実は結構甘いんです。なぜかというと、元々の

土地が小さいからです。対土地建ペイ率という

やつでやりますと、例えば元のベースが例えば

10 坪ということですから、その 10 坪に対してここ

の権利変換は、この路地に面している（Ｂ）10 坪

に対して 24.8 坪あったんです。対土地建ペイ率

2.48なんて言ったら、それは最悪の所が 2.48な

んて言ったら東京都の人は「あー甘すぎますよ」

とこう言うのですが、元々の土地が 10 坪なんだ

からしょうがないんです。それで、こちら（Ａ）の人

はどのくらいもらったかというと、ここで 10 坪換

算であると 53 坪ぐらいある。月島の対土地建ペ

イ率は、中の人（Ｂ）と表側（Ａ）の格差は 2.25 と

かそんな数字になっているはずです。これは正

直言って、格差はきっと非常に少ないと思いま

す。普通の土地売買だったら、そして今の土地

売買だったら、もう全然めちゃくちゃです。 
僕らが従前これを鑑定評価した時に、中が１、

表側が 3.5 ぐらいの格差がありましたが、その格

差で権利変換をやるとめちゃくちゃになっちゃう

んです。それで私がその時に何をやったかとい

うと、鑑定士とこんなやりとりがありました。「鑑

定評価が学問上どれだけ正確であっても、再開

発がまとまらなければ意味がない。再開発をま

とめるための評価をしなさい」というのが私の主

義です。そう言われてまともに聞く鑑定評価もつ

らいので随分けんかもしました。 
 
1：3.5 評価 ＋ 1：1 開発利益 ＝ 2：4.5  

＝1：2.25                    
これはもうすごく単純な式です。１：3.5 の評価に

対して、とにかく開発利益というのは表も裏も１：

１だと。それで表の人はあまりごねるなら開発区

域から外しちゃえばいいんだから、というハンデ

を背負っているのだよと。だから開発利益につ

いては１：１というのが 50％ぐらいあるだろうと。

とんでもない言い方なんだけれど、これを単純に

たすと 2：4.5 ぐらいになる。そうすると 50％ずつ

ぐらい入れるということは、1：2.25 ぐらいの差な

んです。実は表の方にすればちょっと不満が残

る権利変換なのだけれど、表側にすればある意

味で専有床ベースでまとまったものをきちっと取

れるなら、それも早い時期に取れるならばそれ



もいいやという賛成のケースもございますので、

実体的にはこれで通りました。 
これは実は私が切実に感じているところなの

ですが、やはり開発というのは大きく持っている

人が得になります。例えば家を１軒持っている人

と、２軒持っている人ではやはり違うんですよ。

絶対に自分が使うというスペースがありますか

ら、その自分が使うスペースというものについて

は、たくさん持っている人も持っていない人もそ

んなに大きさが変わるわけではない。だから、こ

の１軒を持っている人は権利変換で確かに 70
平米近くの住宅を取得できるわけです。その 70
平米の住宅を取得できるけれども自分で使って

しまう。ところが２軒持っている人は 70 平米、一

つを使って、もう一つは貸せるわけでございまし

て、それはきっと20万円近くで貸せるわけです。

そうすると変な話ですが、自分の使うベースを考

えると、本来権利の額では１：２なんだけれども、

資産運用というベースでいくと、０対２０万という

世界が出てくるわけです。 
私どもとしてはそういう格差なり何なりというも

のを自ら設計・デザインして地元の合意をとると

いうことがやはり必要だろうというふうに思って

います。例えば月島でこの土地所有の方が 24
坪の住宅をもらえるという方に対して、私どもが

何をやったかというと、「24 坪使わないでくださ

い。全部使っちゃだめですよ」という指導をしまし

た。なぜかというと、ここで開発したビルの中に

入ると、今まで予定していなかった修繕積立金

と管理費が毎月かかってきます。マンションなん

かでは 12 年ぐらいの時に何十万拠出してくださ

いなんていう話が出ますから、そういうことをや

ってしまうとここの居住者はすごいことになる。

長期的な運用を図って毎月定額で修繕積立金

と管理費をやると、実は修繕積立金は結構高く

なるんです。そうすると大体１坪あたり 1500 円

近くの修繕積立金と管理費の合算額がかかる。

20 坪持てばそれで３万円です。毎月３万円払う

というのは、何てことはないかもしれないけれど

も、今まで自分の家だといって住んできたおじい

ちゃん、おばあちゃんにとっては結構負担になり

ます。中央区はそこで、おじいちゃん、おばあち

ゃんに「それじゃ、20 坪にしよう」と。それでも広

く欲しいのだったら西側は安いですから、「それ

じゃちょっと西側で広めにとって、４坪だけを区

役所に返してください」とやっているわけです。 

この再開発ではみんなが床を少しずつ出してお

りまして、出したものを、大家会というものを組織

してもらって、大家会と区役所の間で協定を結

んで、旧建設省がつくった借上再住の制度を使

い、うちはここの住宅を現在 48 戸借りておりま

す。小さいものを積み上げていって 48 戸になっ

たわけでございますが、それを 48 戸借りて再住

で借りています。借り上げ再住で借りると何がう

まいかというと、毎年の家賃の部分について補

助が来ますので、中央区の家賃補助と含めて、

安い値段でここの再住を貸せる。区の負担はそ

んなに多くならないで貸せるというのが旨味です。

それで何をやっているかというと、実はここの従

前権利者は借家権者が 45 人いますから、その

45 人の人に借り上げ再住を提供して、安い家賃

で入ってもらって、再開発の同意をとったという

ことです。  
きれいごとを言うわけではないですけれども、

私は再開発をやって住民の方の生活が改善さ

れることが必要だと思っていまして、その住民の

人達の生活の改善という部分のある種の将来

設計は我々もやらなければいかんというふうに

思っておりまして、そうした中で当然目に見えて

いる修繕積立金・管理費などという問題につい

てはヘッジしておかなければいけないということ

がありましてこういうやり方をしているのです。 



それと、実は大家さんと借家人との間のもめ事

というのは結構、再開発を長引かせる要因にな

る部分がございまして、そういう部分で逆に借家

人の方に対しては「従前の家賃から比べてあま

り高くならずに新しい住宅に入れますよ」という

形に誘導していくことも、このことを通じてできる

ということのメリットを重ね合わせて仕事をやら

せていただいているわけです。その時にうちの

区から家賃補助を出さなければいけませんけれ

ども、その家賃補助の部分を節約するために再

住制度を使っているわけでございます。実際そう

いうやり方で再開発を進めておりますけれども、

その時の私どものテーマは、ここに住む人が自

分のご意向ではなくて再開発があるために出て

いかなければならないということは避けよう、基

本的には「住み続けられる」ということを本当に

やろうというのが私どものテーマでやっているわ

けでございます。そこのところを是非皆さんに理

解していただきたいと思います。 
実は再開発事業というのはものすごく息が長

いんです。 地方の、例えば区役所にとってみる

と、この再開発事業というのは都市計画決定を

したらオシマイということではなくて、都市計画決

定の時にも、うちの区議会の自民党から共産党

までに基本的には賛成をいただかなければなら

ないですし、その後各年度の予算で補助金の同

意をもらわなければいけない。実はここの再開

発事業がこれだけ権利変換率がいいのは理由

があります。240 億円の事業なんですが、補助

金をほぼ 70 億円近くとっているんです。この補

助率は約 28％でございます。それだけ補助金を

とってくるんですけれども、そのことをきちっと年

度で議決してもらわなければならない。これを自

民党から共産党まで賛成してもらわなければい

けないわけです。私の再開発は零細な権利者

の方に極めて手厚い再開発でございますので、

共産党の支持者と公明党の支持者をまず私ど

もの再開発に賛成させられるわけでございます。

実は今の年度予算主義はひどうございまして、

国全体で再開発補助金が余ったりしますと、い

きなり「使ってくれ」とどかっと来るわけです。うち

みたいに晴海をやっていたり月島をやっていた

り、いろいろ受け入れ口が多いところについては

「いや、繰り越しでいいから使ってくれ」というの

が大体１月の初めに来ます。そうするとそれを３

月補正で処理するわけです。実は私どもが

28％の補助率を誇っているのは建設省がそれ

だけ無理して予算を押し込んでくれていますか

ら、非常にゆるやかな目で見ているのでどんど

んもらえるわけです。だけどそれは結果としてど

うなるかというと、例えば３月の補正というのは

補正額が 85 億円あるとして、５億は他の福祉部

や何かの関係の補正で、残りの 80 億は全部都

市整備局の再開発補助金というのが、現実にま

かり通るわけですね。そのことについて、各党が

「再開発の補助金じゃいじってしまったら経理上

ひびくからしょうがないじゃないか」と、これは年

度予算主義の限界だということでみんな認めて

くれるわけです。私はそのことを、現実の今の日

本の社会のシステムというのはやはりそういっ

た全体としての議会制民主主義の中でこういう

再開発事業をやっていきますから、私はそういう

システムの中でどういうふうに再開発を成立させ

るかというのをやはり十分に考えておく必要が

あって、そういう手続きをとっておかなければい

けない。これは外部の方はわからないと思いま

す。役所をやっている人間しか分からない。だか

ら我々はそういう補助金をどんどん出して地元

の地権者のプラスにして行きますけれども、そ

れでもってより一層、地元の権利者にプラスに

することによってより一層、政治的な環境も整え

ることができるということを我々としても身にしみ



てやっているわけです。  
こういう再開発をやりまして、いきなり月島の

木造２階建ての所に大きなの建物を建ててしま

ったわけでございますが、私のところに東大の

大学院の学生さんがちょっと話を聞きたいといっ

て来ました。学生さんは、「吉田さんはすごいと

思いますけれども、吉田さんの再開発にはグラ

ンドデザインがありませんね」と言われました。

私がその時に何と答えたかというと、「俺がそん

なグランドデザインなんか持つわけないじゃない

か。ここの中で一番小さい権利者の人が再開発

の中でどうやって生き延びられるか、そのことし

か考えてない」と。結果として見ると何かすごい、

形態的にもそれから用途的にも混在そのものな

んです。月島の木造長屋をずっと並べている所

にいきなり超高層のビルをどんと建ててもいいと

思っているんですよ。それから現実問題として、

ここもきれいにつくりすぎていやになっちゃって

いるんだけれど、本当はもうちょっと建物も低層

部なんかはもっとごちゃごちゃでいいと思います。

例えば、晴海一丁目のトリトンの商店街もちょっ

と理事長がイタリア趣味なものですから、天井に

フレスコ画とか貼っちゃったりしてきれいにつくっ

てるけど、あれも私の心情とは全然違うんです。 

どういうことかと言いますと、私は再開発できち

っとつくっていい部分というのはあると思います。

もうガチガチにつくっていい。当然内部改修もき

くし、ガチガチにつくっていというのがあると思い

ます。用途的に言えば住宅や事務所はガチガチ

につくっていいと思います。これは後でも作り替

えがきくし、パーテーションで入れ替えたり二戸

一したりという使い方ができる。絶対ガチガチに

つくってはいけないのは商業だと思います。商

業はつらい。変わりすぎる。５年で変わってしま

うから。一番最初にやった共同化は築地市場の

側の共栄会ビルなんですが、１階の店舗はいい

んです。びしーっと入っている。それから人間の

心理って面白いですね、築地市場の側のビルで

すけれども、みんな荷物を持っているから１階、

地下は入ります。最初下って行きますからね。２

階が、これが入らない。店舗エリアをつくったけ

れど何を入れても入らない。最初はスポーツ用

品店を入れて、だめ。その次に讃岐うどんをい

れて、だめ。もういろいろやった。最終的に築地

に盲点がございまして、そのビルの２階が今何

とか持ち直しているのはマクドナルドに店舗を貸

してしまったからなんです。そこは東京でも５本

の指に入るぐらい売れる。それは別にマクドナ

ルドが偉いわけでも何でもなくて、実は築地の特

殊な事情によるんです。築地の場外を見に行っ

た方はお分かりになると思いますけれども、レジ

スターと冷蔵庫だけがお店の中にあって、売る

スペースは道路という世界なんです。ものすごく

狭い。そこで福利厚生施設なんて何もなく、朝早

くから朝食食えやと店員に言っても、これは築地

の人はみんながさつですから大体店主が千円

ずつ出して「朝食を食えや」と店員に言っても何

もないから、実際に店員の一番下端がまとめて

お金を握って行き先がマクドナルドになるんです。 

実際、何が機縁でどういうふうに埋まって、それ

でどういうふうに栄えるか。これは実際、商売は

分からない。だから僕らの再開発設計の中で、

考えなければいけないなと思うのは、用途から

何からすごくガチガチに決めていろいろやるけれ

ども、実は何十年と考えると変わるのが当たり

前なんですよ。その変わる部分をどう設計する

かという問題というのはやはり考えておかなけ

ればいけないし、だから都市計画もすごくガチガ

チでやられるとちょっとそういう意味では困るな

と思っているところがあるわけです。本音を申し

上げると、我々がつくっている再開発ビルは実

際に住宅とか事務所の関係だけだったら 100 年



はもつと思います。スケルトンは 100 年もつけれ

ど、店舗なんて 100 年もちはしません。今の時

点から 100 年前と考えたら日露戦争ですよ。日

露戦争の時に今の時代を予測できる人なんか

絶対いないわけでして、やはり計画できる領域と

いうのはかなり限られていると僕は思っている。

そういう意味で言うと、商業店舗は基本的には

電話線と水道線とガス管と、そういう線がぼんと

あって、電気と、あとの外の形はどうでもしてくだ

さい、バザールの形でいいですわと。それでそ

の店舗がだめになったら、そこを消火栓型か何

かで蓋をしておいて、その周りに松か何か植え

てしまってもいいんじゃないかと。そのぐらい弾

力性をもって商業を考えないと、実はガチガチに

つくると結構つらいなと思ってます。晴海もちょっ

と失敗してガチガチにつくっちゃったんです。この

月島はもともとの店舗がほとんどないから、蕎麦

屋さん１軒しかなかったので、今はものすごく流

行っていますからそのままでいいんですけれど、

現実の問題としていろいろな所で商売を考えて

いくときにちょっとつらいなと思うのは、再開発の

ビルをやってどこかの店が何階かのフロアで店

のシャッターが閉まってそれが恒久化すると、再

開発ビル自体がもう貧相になってどうにもならな

くなるという問題があります。ところが、厄介なこ

とに容積を上げるんでも何でも空地率だ何だか

んだ言うでしょう。緑地でなければだめだとかい

う話になっちゃうから。空地率で容積を上げまし

ょうというのは、これは都心部は勘弁してよと。 
私も緑は必要だと思う。やらなければならない

と思うのだけれど、実際のところ空地をつくると、

これがまた問題なんです。うちも再開発をやった

り、それから総合設計の認可をしたりしていろい

ろやっているんですが、実はこれはうちの新川

地区で総合設計のケースの時にあったんです

が、基本的には住宅なんです。１階にコンビニが

入って、空地がありましたから広場状空地という

のをとっている。広場状空地の所に木が１本植

わっていまして、その周りを囲むようにベンチを

置いた。そうしたらコンビニがあるでしょう、ベン

チがあるでしょう、コンビニから出てくる食べ物を

目指してホームレスの方が来られて、食った後

ベンチで寝ているんです。それでやっぱり事業

者の方が来まして、「すいません吉田さん、ベン

チの横棒を外していいですか？」と、つまり寝ら

れないようにしましょうと。だから僕は「もういい

からベンチそのものをとっちゃえ」と言ったんです。

現実の問題として都市内の空地というのは結構

問題があるんです。 これはいろいろ人権問題

とか何か差し障りがあるかもしれないけれども、

はっきり言って何千万円とか何億円かけてつくっ

た空間が１、２名の占有者によって誰も近寄らな

くなるということが起こるわけです。身内の話で

恐縮でございますが、浜町公園という所を改修

していて工事中なんですが、その設計図を見た

時にあきれました。もう発注してしまった後に設

計図を見たんですけれど、すごくいいんです。公

衆便所を置いて、かつデイキャンプ場というのを

つくっている。都心の子供達と父親の交流のた

めのデイキャンプ場。思い込みはいい。すごくい

いテーマだと思う。でもこの間、環境建設委員会

で視察に行ったんですね。まだ建設途中なのに

もかかわらず、そのデイキャンプ場にもうホーム

レスが２組の方がいらっしゃいました。現実にそ

ういうことが起きるんです。 私は空地全般を否

定しているわけではないけれども、例えば銀座

とか日本橋でもビルの谷間に空地をつくれと言

ったって、そんなことにあまり意味があると思っ

ていない。例えばビル風はすごく強いというよう

なことを考えたりすると、私個人としては、今度

の都市再生の課題で私どもの区が独自ででき

るならそういうふうにしようと思っていますのは、



実際に屋内のアトリウムみたいな緑、ある程度

管理できる緑、そういうものについての評価を極

めて高くしたい。どちらかというと例えば中央通

りとか何かを歩いている人達が何かちょっと休

みたいなと思う時に、必ずスターバックスに入ら

なくてはいけないということではなくて、その公共

的なアトリウムの空間の中に入っていって憩え

るとか何かということをしたほうがいいだろう。そ

ういうものを例えば中央通りに沿って点在的に

配置することでまた魅力が上がるんじゃないか

と。実際に都市の緑というものについても私は

配置図を描きますよね、それで上から俯瞰図で

見ると緑色で描いてあるからキレイなんだけれ

ど、立体で見てみた場合にこの空地はどうなる

のというのがやっぱりあると思うんです。 
私がこういうことを申し上げるのは、先ほども

言ったように街づくりとか再開発とかいうことに

結構きれいごとが多くて、そこのところを少し疑

ってみて、現実に照らしてみてどうなのかと考え

なければいけない。これから再開発する所も含

めて、やはり私どもは基本的にはいろいろな用

途を混在させたいんです。というのは、これも私

どもの経験なんですけれども、昨年その晴海の

トリトンの住宅とオフィスゾーンが完成し、その時

にちょうど佃にございますリバーシティーの公団

の賃貸住宅も一緒に完成したわけでございます。

晴海のほうは公団の賃貸もございましたので、

公団の賃貸、晴海一丁目とリバーシティーと同

時期に募集しました。 その時に我々も実際に

そういう感覚に毒されていて、どうしたって格と

か環境から言ってリバーシティーのほうがいいと

思って、あちらの値段を高くしたんです。晴海一

丁目はごちゃごちゃしているから下げた。そうし

たら全然違いましたね。晴海一丁目のほうが全

然評価が高いんですよ。それはなぜかなと思っ

たら、実は住民の方自身がやはり単一の住宅

団地というものをあまり評価していないんです。

住民の人達は基本的には例えば晴海一丁目の

場合は、私は先ほど非難しましたけれど、それ

にしても一定の商業施設が例えば 60 店舗ぐら

いある。そういうものを評価しているんです。で

すから現実にこれはうちの区でもそうなんですけ

れど、実は住宅事情がすごく変わってきていて、

今やはりお年寄りがお住まいになる権利変換の

お話しをする時に、基本的に１Ｋスタイルのもの

を望みます。お掃除なんか面倒くさいから。実は、

そういう人達が１Ｋを望むということは従来の日

本家屋の間取りみたいなことを全然考えてない

んですよ。何を望んでいないかというと、端的に

言えば、応接間的なスペース、そんなものは全

然考えていない。逆に言えば応接間みたいなも

のは、実は外に求めたほうがいいだろうと思って

いる。そんなにしょっちゅう使うわけではないけ

れども、例えば晴海トリトンのレストランとか何か

というものがあるのは、自分の応接間がある感

覚なんです。それからこれもまた実際にうちに入

っているスーパーとかコンビニの動向を追っても

そうなんだけれど、うちの区の人口などは特に

そうですが、今うちの区の人口に対して１所帯あ

たりの人口は 1.92 人ぐらい、２人を切っている。

ものすごく世帯人員が減っています。私どもの

再開発をやっているところのお年寄りのおばあ

ちゃんなんかは特にそういう話になっちゃうんだ

けれど、自分の家で材料を使って朝御飯をつく

ったりするというのは結構不経済であったり危険

だったりする。11 月に着工しますけれども、浜町

の再開発をやっているんですが、そこの金子さ

んというお婆ちゃんが実は私の個人的なファン

でございまして、何でも私に相談する人なんです。

去年の夏、そのお婆ちゃんの電話がちょっと途

絶えたので心配していたら、９月ぐらいになって

から少し元気になって電話してきた。「金子さん、



どうしたのよ」と言ったら、「いや、私、ソバ茹でた

のよ。そうしたらちょっと勘定間違えてたくさん茹

でちゃったの」と、戦前の人ですからもったいなく

て捨てられなかったんですね。二日間、ソバば

かり食べていて、少し傷んでいたんでしょうけれ

ど、お腹をこわしちゃった。実はそのお婆ちゃん

結構金持ちなものですから、それでお一人なん

ですよ。だから私は「おばあちゃん、やめなよ。

朝飯なんかカーサで食えばいいし、昼飯はとき

どき遠出もしながら大江戸のうなぎでも食ってい

ればいいじゃないの。少しそういうふうに歩くよう

にしなさいよ」と言ったんですよ。そうしたら１週

間ぐらい経って「吉田さん、大江戸のうなぎ食っ

てきたわよ」と電話をしてきました。そんなことが

ありました。 実はかなり所帯人口が少なくなっ

てきているから、外食の機会というのはものすご

く増えてきているんです。これは街自体を変える

要素だと思っているんです。私はもうこれで 45
年間ぐらい阿佐ヶ谷という所に住んでいますけ

れども、20 年前ぐらい前までは阿佐ヶ谷には蕎

麦屋が２軒ぐらいしかなかった。商店はありまし

たけれど、飯屋というのはそんなになくて、みん

な自宅で食べるのが当たり前だと思っていた。

今は洋食レストランが２軒あって、イタリアンレス

トランが５、６軒あるのか、ものすごく数が増えて

います。いわゆる既成の住宅街の中でもそうい

う食堂、レストランというのは増えています。これ

はやはり基本的には外食化の傾向というのがど

んどん強まっているのだと思います。 だから実

際には、皆さんも資産の持ち方も関係もあるの

でしょうけれども、実際に自分の城というものは

城であって、そこのところに家族以外の者はあ

まり立ち入らせませんよという構造が心の中に

結構あって、人をお迎えするとか何かというのも、

できれば駅で会いましょうとか、ホテルで会いま

しょうとか、そういう形に生活の形が変わってき

ているし、場合によってはどんどん外食にも行っ

てしまうというふうに生活の形が変わってきてい

る。そういう意味で言うと、これはきれいな言い

方になってしまうかもしれませんが、住むという

ことは「一つの住宅で住む」ということではなくて、

「街で住む」ということになってきているのではな

いかというふうに思います。 
うちの区でもそうなんですけれども、今たくさ

ん区立住宅をいろいろ持っているわけですけれ

ども、そういう区立住宅も、実は区役所が区立

住宅を持っていると厄介なことに結構家賃を滞

納する方がいらっしゃる。その方達が区役所大

家といますとみんな結構居直って「こんな困って

いる時にお前らは俺らを突き落とすのか」とか言

いまして、「それは突き落としません」と言います

と、「それじゃ俺は払わないでまだいるよ」という

ことになる。結構、滞納が多いんですが、実は滞

納が全然ない住宅がございます。それは銀座の

松屋の裏にペントハウス住宅が２軒あります。こ

れはうちの区役所が公衆便所の敷地と不良再

建の処理の部分と一緒にして建てたやつなんで

すけれども、12 階、13 階ぐらいにあるんです。

銀座のど真ん中。そういう所に２棟あるんですが、

そこの住宅の人は絶対滞納しません。なぜ滞納

しないのかというと、滞納とか何かで出て行けと

言われるのが嫌だからです。絶対に出て行きた

くない。「銀座に住む」ことに評価というのがある

わけです。そういう意味で言うと、従来のような

感覚で誘導居住水準とか、人数何人で誘導居

住水準いくつとかいう話とは、大分住宅に対す

る感覚も違ってきているのかなと。つまり私ども

のところで再開発で相談しますと、どちらかとい

うと極小化と極大化みたいな形で、真ん中の住

宅を望むのではなくて小さいものか非常に大き

いものを望むか、どちらかになっているなという

気がします。もっとも、どこでもヒヤリングすると



みんなそうなのですが、大きい住宅をご希望さ

れる方は例えば８畳ぐらいのウォーキングクロ

ーゼットが欲しいとかいう要望が出てきたりしま

すけれども、逆に老後のことも考えてそんな大き

なものはいりませんというふうな希望と、極端に

言うとそう分かれています。だから再開発の中で、

我々は意識的にやっていきますけれども、やは

りどうしてもいろいろな用途を、まぁ少し整然と区

分けはしますけれども、混在させることになるだ

ろうと思っております。私どもとしてはうちの区の

良さをある程度残すために、開発をしていく中で

絶対にやっていきたくないと思っていることは丸

ビル型の開発はしたくないということです。全部

建物でもって街区を覆ってしまって、それでビル

の中に店舗を入れたり何かするということはきっ

としないだろうと思います。例えば開発区域が何

万何千平米あるとしたら、その４分の１ぐらいの

所で超高層を建てて、周囲の空地の部分の４分

の３の所にきっと低層建築物をごちゃごちゃと並

べて居酒屋をやらせたり何かということをやりた

がるんじゃないかと。 
実は公団サイドとやっている話でございます。

公団は保留床を取得してくれる社としては都市

整備公団ほどありがたい社はございません。非

常に高い値段で住宅を買っていただけるのと、

それから一旦契約さえ結べば間違いなくお金を

支払ってくれる、かつお金を支払ってくれる部分

について権利変換の計画が承認されますと、ま

ず土地代も払ってくれますし、できあがった後、

建築物分払ってくれますから、金利なんかを考

えちゃったらもうめちゃくちゃお得というか、どの

民間不動産会社に売っても全然話にならないぐ

らい卓越した保留床購入社でございます。実は

今までやってきた再開発、私が本質的にやって

いるのは公団を骨までしゃぶろうという再開発で、

住宅中心だったわけでございます。住宅中心だ

ったということは実は背景としてうちの区が底地

買い、地上げとかいうことも一つの大きなピーク

にしながら、都心の空洞化と言われていた人口

減少の問題があったからでございます。ところが

今一斉に人口が戻ってきておりまして、ここ５年

間、夜間人口は回復しております。今、私どもの

区はここの５年間の中で大体 1 万 4000 人増加

しまして、8万 5000人ぐらいのベースになったわ

けです。最悪の時が 7 万 1000 人でございました

から、ここ５年間に増えています。そしてこれか

らも住宅系の開発は目白押しです。だから本音

を言うと、公団をとことんしゃぶろうというプロジェ

クトはもうそろそろ終わってもいい。民間でどん

どん住宅を建ててくれますから、あまり積極的に

やる気はない。一方で、業務が低迷しておりまし

て、国勢調査の速報が出たんでございますが、

実は平成２年の時には中間人口は 75 万人いま

した。それが平成７年の時には５万人減って 70
万人。それで今度の国調がまた５万人減って 65
万人になっちゃった。これは正直言いましてＯＡ

化とかＩＴ化の中で、そういうＯＡ化、ＩＴ化の業務

の流れに耐えうるオフィスビルを供給できるよう

なスペースがどこにもないということなんです。 

うちの基本的な街区というのは例えば月島とか

何かは先ほどお話ししましたように埋め立てで

ございますし、それからその前の、既成市街地と

言われている部分の京橋、日本橋地区につきま

しては、関東大震災後の土地区画整理事業で

ひいてきている。その土地区画整理事業も東京

都で一番、二番という話ですから。一番、二番と

いいますから、実は街区の基本的な大きさは大

体 2000 平米から 4000 平米の間なんです。街

区自体がです。これは丸の内が平均で大体

8000 平米ぐらい入りますし、新宿副都心に至っ

ては１街区の面積は 1 万 5000 とかいうクラスで

すから、実際には中央区の規模がものすごく小



さすぎる。だから昭和 53 年から本社機能が減っ

ているんです。そういう事情がありまして、結局、

昼間人口がどんどん減っている。 
昼間人口が減っていると何がまずいかという

と、昼間人口で地域に金を落とすんです。典型

的な例ですけれども、うちがトリトンを開業しまし

たが、この再開発で２万人近くの昼間人口がい

るんです。10 年にできたのですが、実はその前

に第一次もんじゃブームというのがあって、月島

のもんじゃ焼き屋ばっかりできちゃった。商店主

が根性なしなんですよ、もうかるといえばもんじ

ゃやっちゃうんですから。それでもんじゃ焼屋ば

かりになった。それが一時かげりが見えて、ちょ

っとまずいかなという状況の時にトリトンが開業

した。そうしたら今はもうどこのもんじゃ屋だって

予約をとるのがなかなか大変ですからね。結構、

混んでます。これはトリトンのおかげです。非常

に単純な荒っぽい推計でと言われているんです

けれども、昼間人口がその地域に落とす金額は

実際のところ一人あたり年間 200 万ぐらいだろう

と言われています。つまり、どうもこういう計算ら

しいんですが、お酒ではない普通の飲食とたば

こを買ったりするということで、基礎的に１日

2000 円ぐらい使うらしいです。それで週に数回

爆発しますでしょう。うちの区なんかは特にそう

なんですけれども、結構揃っていますから自己

完結型で他の区に行かれない。この爆発という

のが 1 日平均 1500 円ぐらい使うらしい。そうす

ると例えば 1 日 3500 円使って 20 日間と考える

と、それで７万円。７万の 12 カ月で 84 万円、さ

らに昼間人口一人あたりに直してしまっているけ

れども、会社のイベントだとかサークル的な活動

であるとか会社の接待とか、そういうものを人口

あたりに割り付けていくと、そういう直接使う経

費の 1.2 倍ぐらいのものを会社側で使うというわ

けです。結局一人あたり 200 万とかになると。 

うちが 10 万に減っているということは１年間に

地域経済的に言うと 2000 億円ぐらい以前に比

べて減ったかなということになる。 うちの区の

個別利害から申し上げるとやはりそれを取り返

すというか、2000 億円を取り戻せというふうにな

るし、それをもうちょっと増やしていきたい。地域

の経済的に言うと、そう思っているわけです。た

だこの件について、そう言いながらも私にも茶さ

じ１杯の良心があるとすると、中央区の援護だ

けでそういうことを考えていいのかなということは

本質的にあるわけなんです。結局、他の所をが

らがらにしても中央区だけ良ければいいやとい

う話にある程度なってしまうわけです。その点が

ちょっと問題があるわけですけれども、そこのと

ころについては私はむしろすっきり割り切って考

えております。と申しますのは、これも中央区ら

しいものの言い方だと聞いていただければいい

んですけれども、うちの区ほど大量輸送機関が

集中している所はないんです。都市基盤という

ようなものの言い方をして、今度の容積率の改

定なんかについても東京都なんかはよく言うの

ですが、街区の面積と道路の状況ということが

都市基盤の一番大きな判定要素になっておりま

す。しかし実は大量輸送機関をどういうふうに入

っていて、どれだけの選択性があるかということ

のほうが都市基盤として重要だと思っています。

そういう都市基盤が集中している所に素直に人

を集めることこそ都市構造としてはむしろ大事な

のではないだろうかと私は思っているわけでご

ざいます。 今、都心再生という動きの中でうち

の区の陸地面積の７割が都心再生の緊急整備

地域に指定されました。そういう指定を受けまし

たけれど、その地域指定を受けながら私どもとし

てはこの中でやはりうちの区のしっかりした基盤

をつくっていきたいというふうに思っています。実

はそういう中で今私どもが一番力を入れてこれ



からやらなければならないと思っているプロジェ

クトがございます。その話をさせていただいて、

今日は終わりにさせていただきたいと思います。   
私どもの一番頑張らなければいけないなと思

っているのは、東京駅前の長いプロジェクトでご

ざいます。これは東京駅前の外堀通りから中央

通りをはさんで昭和通りまでのラインを長く再開

発しようという話でございます。一応、地元の町

会長等の話し合いを終わって、これから地域の

具体的な住民の中に入っていって調査を始める

という状態になっているのですが、ここでは実は

都営浅草線を東京駅に接着するという話をこの

再開発を通じてやりたいわけでございます。都

営浅草線東京駅接着というのは、既に平成 12
年の運政審で構想だけは採択されています。 

実は初期の計画では八重洲通りの地下にその

まま入れようという話だったのですが、国土交通

省のほうも東京都のほうもかなり否定的になっ

てきておりますけれども、八重洲通りの地下とい

うのは東京駅に近づけば近づくほどそうでござ

いますけど、地下街がありまして、地下街の駐

車場がありまして、機械室がありまして、という

かたちでかなり深いのです。下に入ると地下

50m なのです。そうすると都営浅草線の接着は

「東京駅から成田に行けます。羽田に行けます」

というのが売りです。この売りで、大江戸線じゃ

あるまいし、国際線の大きな貨物を持った連中

がそんな深い所にがたがたと入って行くだろうか。

しかも昭和通りから東京駅まで八重洲通りの地

下に入れるのに 3000 億円かかると言われてい

る。そんな投資をして実際に地下 50ｍとか 60ｍ

の世界だったら地下鉄の駅だったらどうしようも

ない。 実は今、検討会がされていまして、これ

は京成も京浜急行も来て、そして東京都も国も

入って、私も出ているんですが、私はとうとう場

所を省みずひどいことを言ってしまって、「そんな

地下 50ｍで行ってみたら小豆色の電車が待っ

ているなんていうのは全然イカさないんじゃない

の」と言ったら京浜急行の人がいやな顔をして

いましたけれども。小豆色の電車っていうのは

京浜急行だったのでまずかったんですけれども。

実際に私自身としては、やはり東京駅という多

様なものが集中している所に空港とのアクセス

を持つということはいいことだと思います。ただ、

それを使われるようにしなければいけないし、か

つある種、風格があるものでなければいけない

と思う。そうすると、その点ではちょっと地元でも

本当にできるかどうか検証する必要があると思

ってこの街区全体にかけているんです。実はこ

この全体の所に声かけして、地下 50ｍ入らなく

ても、地下１層分ぐらいの所できちんとすいつい

て、それで上は例えばグランドセントラルステー

ションではないけれどもすごく大きな天窓を持っ

ていて広い空間の中に地下鉄というイメージが

なく列車が入っている。八重洲口には東京駅が

なかったので、ここに新しい東京駅をつくるぐら

いの感じで再開発と一体型でつくれたらいいん

じゃないかなと。そのほうがまた経費もいろいろ

安くできるだろうというようなことがありまして、そ

ういうことも含めて今、地元の方と話し合いを始

めています。都心再生と言っているんですけれ

ども、都心再生の目標は何かというと、やはり国

際経済都市として東京を復権させることがまず

第一の目標だろう。二番目の目標はきっとコン

パクト・シティといいますか、そんなに大きな半径

50km 圏なんていう都市ではなくて、もう少し中

心に集まった小さい都市を実現して環境共生と

いうようなことをやっていこうということが都市再

生の目標だと思います。そういう、ある種の目標

に鑑みながら、現実にこの中央区という場所を

私どもとしては例えば国際的な交流も含めた、

人が交流する街、交流することで価値を見いだ



せるような街にしていけないか。そういうことを仕

掛けていくために、地域の再開発の中で一つは

そういった基盤づくりも一緒にやっていかなけれ

ばならないのではないかというふうに思っている

わけでございます。私どものところではこれから

もそういう意味で言いますと、きっとうちの区ぐら

いが頑張ってやらないと事業というのはなかな

か出てこないと思っておりますけれども、そうい

うところをこれからもずっとうちの区の方針として

都市開発をやっていきたいと思いますし、先ほど

も申し上げましたようにうちの区は土地区画整

理事業も大正から昭和にかけて、それから戦後

の復興というのも都心ですから早いんです。だ

から都心部の中で結構規模も小さく古い街にな

ってしまっている。もう再開発するしかない街で

す。 ですからそういう意味でどんどんいろいろ

なレベルで再開発をやっていきますので、どうぞ

よろしくお願いいたします。本日はどうもありがと

うございました。  
 


