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大野嘉章

始めに、私共の審査請求に対し、本日、口頭陳述の機会を設けて頂いたことに感謝いた
します。

私は、本件に係わる権利の共有者であり、共に審査請求を申し立てました、父㊥大野久
雄と、妹・稲垣芳子をも代表して意見の陳述をいたします。

私は、練馬区職員として、練馬区環境建築部公害対策課に勤務しており、公害行政に従
事して15年になる地方公務員であります。

池袋の地では2歳の時より30年間を過ごし、その後、池袋を離れて6年になります。
区画整理による移転の完了後は、再度池袋に生活の場を戻す予定で将来設計をしておりま
す。

さて、私共の家族がこの池袋の土地と係わりを持ちましたのは敗戦直後からでありま
す。

疎開先より、この地に昭和23年転入し、化粧品・小間物を扱う小売商として、今日ま
で生業を営んでまいりました。

現在、父の経営の下で妹夫婦が店に従事しております。

本件区画整理地域は敗戦後急速に市街化された地域でありますが、私共一家と同様に、

敗戦直後、当時の若い世代の方々が多数住み着き、戦災復興と歩調を併せて、西口三業通
り周辺の街がつくられてきました。

戦後この地域は、池袋駅が郊外へ延びる私鉄の始発駅であったこともあり、交通の要衝
として著しい発展を見た訳ですが、駅より10分程度歩かねばならないこの周辺は、戦前

には全くの郊外でありました。
即ち、現在この地に見る街の発展は、代々受け継がれてきた繁栄ではなく、私の親の世

代の人々が、敗戦後の焼け野原の中から一代で築き上げてきた繁栄と申せましょう。

私の親の世代の方々の中には既に他界された方も少なくなく、また次の代に家業を譲ら
れた方もおられます。

しかし、この池袋の地の最も変化の大きかった一世代三十年がそのまま自らの労苦と重
なり合う六十代や七十代の地権者は、この街に対し、特に熱い想いを持っております。

戦後の復興の中から今日の街を築き上げてきた世代の方々にとってみれば、この街は一
定のバランスを保つ成熟度の高い自前の街として認識されていた筈であります。

にも拘らず、東京都が本件事業を正当化するに急なあまり、防災的に危険であるとか、
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市街地として整備されていないとかの理由を並べて、事業を押し付けてまいりました。
このことは、こうした背景をわきまえぬ不遜な態度でありました。

事業が一定程度進行いたしました今日、出来上がりつつある街並を見まするに、整合の
とれていた平面的な街並みが、無秩序に立体化しただけの様相となっております。

市街地としての、防災性能、居住性、商業的活気、美観等どれをとりましても決して出
来上りのよい街であるとは誰も思いますまい。

従前は生活の場として完結していた土地利用形態が、本件事業のために、各地権者は大
きな資金の投入や借入れの負担を余儀なくきれ、あらゆる土地が金儲けの場として強制さ

れてしまったかのような浅ましい姿をさらけだしております。

自己の能力目一杯で土地利用を決めているため、建物の用途、階数、壁面線、階高、色
調等は相互に全く調和がとられておりません。

しかしながら地権者が、てんでんばらばらに土地利用の形態を決めてしまったことには

いくつかの理由があります。

一つには、将来の街づくりについて全くビジョンが示されなかったことです。
この地域の将来をどの様な街にしていこうとするのか行政の側からもプランが出され

ず、さりとて住民の合意を形成すべき場も作られませんでした。

事務所的商業施設が中心となるのか、買廻り品中心の商店街となるのか、最寄り品中心
の商店街となるのか、分譲住宅や賃貸住宅がどの位できるのか、昼間人口と夜間人口はど
の位になるのか、どのような生活パターンを持った、どのような所得階層の方が住み着く

のか、住民の定住性はどうなのか。
新しい街づくりというのは、少なくともこれらの方向づけがあって始めてスタートする

のではないでしょうか。

これらの点も示さず、土地利用増進を、区画整理事業の大義名分として掲げるのは偽ま
ん以外の何ものでもありません。

第二には、密室の作業で換地設計をしたことによるものです。
従前の路線型近隣商店街は、分断されたり、人の流れに反する配置をきれたりしまし

た。

専用住宅の土地が、いきなり幹線道路に直面したり、商店街の中にはまり込んだりして
います。

これらは生活する者の意志と離れた密室の作業の結果であって、行政の安易な便宜のた
めに住民はその土地利用に困惑するハメになったと言えます。

●

第三に、事業の進行方法によるものです。
事業の進行は本来、地域全体に影響を及ぼすポテンシャルの高い地域からはじめ、外縁

部に向かって進むのが自然であり、それによって地域全体の土地利用の整合も計りやすい

のではないかと思います。街の中にまずキーとなる施設が出来だし、その間辺でこれを補
完する作業が自然発生的にもできうると期待ができるからです。

しかるに、東京都はこともあろうか、駅より最も離れた、事業地域内では外縁部の方か
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ら着手してしまったのです。このことは自律的な街づくりをも阻害する結果となりまし
た。

このように、地権者にとっては、二重、三重に、将来展望を見えなくされたなかで、と
もかくも、建て替えだけを強制された訳で、自己の責任の範囲で一切の危険を負担しなけ
ればなりませんでした。その結果、見通しを誤り、金融機関の管理下に置かれ出している

物件も既に複数を数えております。

本件区画整理事業の目的は究極のところ、健全な市街地の造成という点にあった筈で
す。

このことが達成されて始めて、いろいろな負担や危険を負う住民にも利益が還元きれ、
公共の利益にも合致すると言うことができましょう。

そのためには、この地で生活を再建する住民の生活基盤が安定して提供されねはなりま
せん。

地域の環境が激変を余儀なくされているにも拘らず、商業調査、商業診断すら行なわれ

ずに、事業を進めてきたことは、住民の生活再建に対して、いかに配慮を欠いていたかを
よく現わしています。

安定した生活再建のためには、換地の位置、形状、地積だけではなく、外的環境の変化
や、住民自身変わらねばならない要因について、もっと多くの情報が提供されるべきでし
た。

ビジョンもなく、住民の合意や支持も得られないまま、脅迫と利益誘導のみで、事業を

強行してきた行政側は、いやでもその結果として具現化した街の姿を見ない訳にはまいり
ません。

現在進行形の、街と呼ぶには余りにも無秩序な、土木建築工事の集積を見なければなり
ません。

これが多くの都税や国税を投入してなされた事業の結果であることを見ない訳にはまい
りません。

土地の減歩や建物の移転などの負担を強いられた地権者一人一人にとってはもとより、

都税、国税を負担した都民、国民にとって、本件区画整理事業はどのような利益の享受を
もたらしたと言えるのでしょうか。

口先では街づくりを言いながら、その実、．通過交通用の補助73号道路という幹線道路

を抜くための事業でしかありませんでした。
今こそ、事業主体としての東京都は、街づくりのかけ声が、単なる方便に過ぎなかった

ことを結果の凝視を通して再認識できる筈です。
街づくりの専門家である筈の東京都の担当部課の職員は、出来上がりつつある巨大な失

敗を目前にする時、街づくりに素人であった私共の先代が築き上げてきた、従前のそれな
りに完結した街を笑うことは出来ないのではないかと思います。
この地に一世代住み着いた者の、この街に対する想いや、生活のあり様を断ち切ったと

ころから事業を始め、住民の合意、支持を一顧だにしなかった行政当局のごう慢さこそ
が、無秩序なこの新たな街並みからあぶり出しにされてきます。
この他の住民の中にも、こうした東京都のごう慢な姿勢が決してよい結果を生み出さ

ず、当の権利者にとってはもとより、事業を支える多くの都民にとっても、そして何より
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行政自身にとって不幸なことであることを看破していたグループがありました。

それが、「池袋北地区の環境を守る会」に結集した住民のグループです。

私はこの住民運動の準備段階より係わりを持つことができ、この運動の中で多くのこと
を学び得た好運に恵まれました。
運動のエネルギーの大半は行政からの攻撃の防御に費やされたことは否めませんが、こ

の運動は数々の実績を残すことができました。

63・64ブロックに対し、昭和50年7月21日、抜打ち的仮換地指定がなされたこ

とに端を発した、「池袋北地区の環境を守る会」の作業を簡単に列挙しただけでも次のよ
うになります。

1．豊島区議会議長への請願書提出。
2．今日まで45回を数える会報の発行。

3．都知事への陳情書提出。
都議会議長への請願書提出。

4．安藤元雄先生、土生照子弁護士、他地区区画整理の住民運動家を迎えての講演会の
実施。

5．審議会委員への公開質問書、並びに回答の公表。
6．区画整理対策全国連絡会議への参加。

7．事業計画決定無効確認訴訟の地裁への提訴、及び高裁への控訴。
8．二度にわたる審議委員選挙への取り組み。
9．深夜に及ぶ度重なる対都交渉。

10．63ブロックの換地設計の変更。

どの作業を取っても、会員の努力によって支えられてきたものばかりです。

権力との対じという不安の中で、個人の不安をその場限りの解決にわい小化させること
なく、全体の問題として取り組んで下さった会員によって今日までの会の活動が支えられ
て来ました。

その結果、

1．換地設計の密室性。
2．合併換地のし意的運用。

3．土地評価の不自然さ。
4．私道処分のし意的運用。
5．73号道指の道躇構造と公害問題。

等の論点を、明らかにして取り組むことができました。

「池袋北地区の環境を守る会」の存在の必然性は、住民の意志を反映しない行政、非民
主的手続きを重ねる行政と相対じする中にありました。

住民運動として、組織的対応ができたため、その力を有効に発揮することができまし
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た。

この「池袋北地区の環境を守る会」は既存の地域の組織を母体に生まれたのではなく、

全く新たな、区画整理を考える組織として、開業医の松村爽先生を代表者に仰いで発展し
てきました。

新しい組織を支えたのは代表者松村先生の人徳と指導力、土生弁護士の適切な助言、区

画整理対策全国連絡会議からの支援、そして会員の熱意でした。
この組織力が、行政に対しても、議会に対しても、そして司法に対しても発揮されまし

た。

地域の中では、行政当局の翼賛組織よりも「池袋北地区の環境を守る会」の主張が絶え

ず注目されておりました。

「池袋北地区の環境を守る会」では、行政訴訟や行政不服審査を積極的に取り親みまし
た。

地権者総数の一割にも及ぶ85名の権利者が、短期間に、「事業計画決定無効確認訴
訟」に結集しました。

訴訟の参加という行動をとる方でさえ、一割に達したのですから、潜在的に疑問を持っ

ておられた方は相当数にのぼったと思われます。
訴訟では、事業の矛盾を正面から取り上げ、ち密な準備書面での立証、証人を立てての

実態に迫る立証を重ねることができ、毎回多数の地権者の傍聴に支えられ訴訟の質を高め
ることができました。

一審、二審共に敗訴とはなりましたが、裁判所の丁寧な訴訟指揮もあり、事業の矛盾は
公判の中でも、住民の目にはいくつも明らかとなりました。

司法審査の中で、事業の無効確認は得られませんでしたが、事業の不当性は充分立証で
きたと思います。

それまでは身近ではなかった訴訟への参加という手続きを経て、自分達生活者の健全な
常識がやはり正しかったことが確認できたように思います。

また会員の中から多数の審査請求が出されましたことはご承知のとおりであります。
審査請求を通して、行政の便宜の優越性、し意的な判断、運用を明らかにすることがで

きました。

一人一人の住民が行政の不公正を指摘するため、一歩踏み出して行動をおこしたという
ことは大きな意義を持っております。

請求を棄却されながらも、会員の正当な主張の積み重ねは、逐一会報で報告され、会員
の中に授透しております。

今日まで、仮換地指定が出される度に、切れ目なしに審査請求が出され続けてきたこと
はご承知の通りであります。
不当・不法に黙して服するのではなく、誤った行政を糾す戦列に自ら加わることで、不

正義を許さない住民の存在を自他ともに認めさせる人々が続いております。
このように行政訴訟、行政不服審査に取り組むことにより、住民自身が真の住民自治を

支えうる市民に自己変革をとげるキツカケを作ったと思っております。



「池袋北地区の環境を守る会」の存在によって、この地域の中に心をつなぐことのでき
る住民の輪ができたことは、将来に向けての大きな収穫であったとおもいます。

「池袋北地区の環境を守る会」に参加した地権者の方々は、単に自らの打算のみで参加
しているのではありません。

池袋の地に愛着を持っております。

これ以上無秩序な雑居ビルの乱造や、ピンク・ゾーンの拡大を好ましいとは考えてはお
りません。

不動産投資としては、そうした流れに便乗した方が確実かもしれません。

しかし、誰かがそのような選択をした時、街全体の質が低下することを理解していま
す。

自己の利益のみを極大化することにより、全体の利益を省みないという選択はできませ

ん。そのような人々の集まりです。
池袋の街が、酔っぱらいの街、夜の街、学生の街と、単純なレッテルを貼って片付けら

れることを好みません。
そのような単層的な街は脆弱です。

赤ん坊から、年寄りまで、誰にとっても、住みやすい、生活の場として完結した街であ
りたいと願っている集団です。

こうした願いは、理念や建前として看板に掲げられているだけでは意味がありません。

自らの土地の上で、理念に基づいた生活を具現化して始めて、実態が確保されるもので
す。

「地袋北地区の環境を守る会」の代表の松村先生を始め、私の前に審査請求をされてき
た多くの会員が、こうした理念に基づいて、自らの生活のあり様と、土地利用を決断さ
れ、新しい街づくりに寄与されています。

私もその後塵を拝することにより役割を果たしたいと考えております。

私達は、本事業の実例の中で、口先では立派なことを言いながらも、自らの土地利用と
なると、自己中心的、打算的となり、街全体の利益のためには、いかがかと思われる選択
をされるいわゆる有力者も見てまいりました。

このような事業の中で、人間の本性が剥き出しにされてしまうことが、恐ろしい程よく
理解できました。

それ故に、街全体の利益と、自己の利益とを、整合させて自らの態度を決定できる人々

の輪が確保されたことは特に貴重に思います。



私共の権利に係わる土地に関して、仮換地処分以後の経過について申しあげます。

仮換地指定処分のあった昭和57年7月1日以後、一方では事業の違法性、換地設計の

不当性について争うため審査請求に及んだ訳ですが、他方で、三業通り商店街の中心部の
再構築がどのようになされればよいか、私共なりに考えてまいりました。

「池袋北地区の環境を守る会」で討議された蓄積をどのように自分として生かすべきか
苦慮しておりました。

こうした折、民間の一建築設計事務所より、等価交換事業の可能性の打診が、41ブロ
ック内の地権者に持ちかけられました。

住宅・都市整備公団をディベロッパーとして、出来得ることならば41ブロックの全権
利者の参加を得て、都市計画法上の市街地再開発事業として、再開発ビルを建設してはい

かがかという提案でした。

率直に申しまして、私自身はこの話に対して、当初警戒的でありましたし、万一話が進
み出したとしても相当の困難が伴うであろうと考えました。
警戒した理由としては、市街地再開発事業を含むいわゆる等価交換事業というものが、

土地の最大限の収奪そのものであるとして、全国的にトラブルを多発させていたからでし
た。

全国の運動体からの情報は、施行者としての自治体や、ディベロッパーによる地権者の
資産の収奪や、生活の破壊を知らせておりました。

また、予想される困難としては、土地に対する価値観の多様性、生活様式の多様性が、
再開発ビルのような、ある意味で権利者に幾多の制約を課する施設では、保証できないか
らでした。

それでも私としては、以下の点を考慮し、この事業の可能性を探ってみることにしまし
た。

即ち、既に区画整理が進められている地域の動向を見ると、自己の土地の自己完結的利
用に拘ることのデメリットが目立っておりました。

この地域の特性を考えると、相互に価値を高め合う土地利用の必要性、副都心地袋とい
う地域での社会性を考慮した土地利用が地権者に求められていることを考えました。
また41ブロックが、容積率600％の指定にレては、接道長さの短い、過小宅地の集

合として換地設計されていることを考えると、個々の仮換地上に、個別に住宅併用店舗を
建設しても決して質の高い施設が出来るとは考えられませんでした。

41ブロックが持つ潜在的なポテンシャルを長期にわたり確保するためには、それ相当



の社会資本が投下され、良質の住宅、良質の商業施設の蓄積が有用であると考えました。

しかし、先に延べたように土地に対する価値観や、生活様式の変化は急に変えられるも
のではありません。

そのための準備は何もなされてはおりませんでした。

私はまず、41ブロック内の地権者のコンセンサスが得られるか吾がを知るため、再開
発事業の持つ利害得失を明らかにするための、地権者レベルでの勉強会を重ねました。

建築設計事務所、住宅・都市整備公団、豊島区都市計画課の積極的な支援を得ながら合
意作りが行なわれ始めました。

これに対し、区画整理事業の施行者である東京都第三区画整理事務所からは、「41ブ

ロックは問題の多い権利者がいるからやめた方がよい」という助言をいただいただけでし
た。

このブロック内から3件の審査請求が出されていたのを快く思っていなかったからなの
でしょうか。

しかし、地権者の中から、共同化の可能性を追求する作業を進めてみようという気運が高
まり、「41ブロックの共同化を進める会」を組織して具体的検討作業に入りました。
私は、会の理事として事務局を担当することになりました。

「41ブロックの共同化を進める会」の設立趣意書には次のように述べられています。



「41ブロックの共同化を進める会」

設立趣意書

私達は、区画整理事業の施行に伴う地域社会の混乱の中にあって、健全かつ、調和ある
コミュニティを形成し、新たな秩序を回復すべく、種々検討を重ねてきたところである。

私達は、周辺地域との調和を図りつつ、地域の健全な街づくりに寄与するため、活力あ

る商店、並びに良質の住宅の確保が最重要課題であり、そのためには建築物の共同化を強
力に推し進めることが最善の方法であるとの認識で一致した。

ここに41プロ、ソク内の権利者が集い、関係各機関の協力を仰ぎ、共同事業を成功させ

るため、「41ブロックの共同化を進める会」を設立するものである。
健全な街づくりは良質の入れ物を作るだけで完結する訳ではない。

建物が出来て後の運用も又極めて重要である。
区画整理事業による周辺整備、地域環境の変化は、私達店舗の経営や、不動産資産の運

用について、その姿勢や方針の変革を迫ることになろう。

差し迫る地域商業の再編成に対処し、新たな商業活動を自主的に展開することもこの共
同化の作業の重要な一部である。

遊興歓楽的商業活動におもぬることなく、住。商の調和した健全な街づくりを指向する
ものである。

副都心池袋において営業し、あるいは生産する者として、私達の土地の効率的高度利用
は社会的要請にも充分応えるものである。

関係行政機関においては、この点に蛇み、私達の活動に対し、強力かつ迅連な協力を配
慮されるよう強く望むものである。



途中、ディベロッパーを住宅・都市整備公団から、民間ディベロッパーに変更する等の
曲折もありましたが、最終的には、41ブロック全敷地600坪の3／4に相当する47
0坪の土地が共同事業に供されることになりました。

共同事業に参加された地権者総数は18名に及びました。
延床面積2800坪、鉄骨鉄筋コンクリMト構造、12階建ての住商複合建築物とし

て、建築確認も得て、先日着工する運びとなりました。

私は、この共同事業を成功させるにつき、幾多の勉強をさせてもらいました。
建築設計事務所、民間ディベロツパ岬、、建設会社のねはり強い努力を得ることにも恵

まれました。

複数の地権者と、民間業者との間で、民間ベースの共同事業を行なうには、すべての面

で当事者の合意を前提にしなければ成り立ちません。

この努力を支えたものは、関係者の単なる打算ではなく、「41ブロックの共同化を進
める会」の設立趣意書に記された理念の共有であったと自負しております。

通常のケ岬スでは、12階にも及ぶ高層建築物が予定されれば、同一ブロック内はもと

より、周辺ブロックからも建築上の紛争がおきても不思議はありません。

しかし、この共同事業の建築物については、一件のトラブルも発生しませんでした。
周辺からも、この地域の発展の一つのキーとなる施設として期待されている反映と考え

ております。
その意味では、この共同事業の必要性については、地権者内部のみの合意だけでなく、

周辺をも含んだ地域的合意が形成きれたものと自負しております。

聞くところによれば、この共同事業の結果、建築される商業施設を含んだ集合住宅は、
池袋周辺では五指に入る規模になるようであります。

これだけの規模の施設が地域から期待を持たれて建設されることとなったことを、私は
率直に喜んでおります。

周辺地域の新たな性格づけをするに足る規模と質を確保し得たと考えております。
この共同事業は、本件区画整理事業地域全体の中で見れば、単に一つのブロック内のこ

とではありますが、この成功は既に他のブロックからも熱い注目を集めております。

今後、周辺でも相互に地域の質をたかめあう施設ができ、今回の共同事業がそのこう矢
となれば幸いであります。
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ここで特に理解して欲しい点は、この民間ベースでの事業は、何等の権力をも持つこと
なしに、関係者の理念の共有という一見ひ弱な価値の上に成立したことです。

強大な権力を背景に、土地区画整理事業を進める東京都が、何等新たな質を生み出すこ
とができないでいることと比較した時、街づくりにおいて基本的に必要なものが何である

か明らかであろうとおもいます。
新たな街づくりの視点についても、私共は東京都より高い地平に立つことができたと思っ
ております。

区画整理事業の遂行に際し、理念が欠落し、住民との合意を放棄し、権力のみを剥き出

しにする行政体を持ったことを我々は残念に思います。

理念と合意の欠如した行政によって、さまざまな都市間題が発生してきました。
地域的な合意のない街ではコミュニティ形成が困難であり、無秩序な土地利用に対して

無防備になります。

無秩序な土地利用は、さらに、秩序に欠ける生活様式、営業様式を生み、悪循環が繰り
返されます。

その結果、近隣紛争の増大という形で新たな行政負担となって還元きれることを、私は
公害行政の現場に長くいて見てまいりました。
権力をふりかざして、都市計画事業を遂行する行政のセクションは、その結果としての

コミュニティ破壊まで責任を負いません、別の行政負担となってはね返ってくることを知
りません。

このように最終的な結果に責任を負わない体質が、過ちて改めざる行政姿勢を支えてい

るのです。

私共の共同事業は、行政が当然にして負うべき作業と負担をも、地権者自身の努力で成
し遂げたものと思っております。

本来区画整理事業の計画の中で充分考慮されるべきであった、街の将来像について、住
民の認識の共有と合意とが作り出せないまま事業は強行され今に至っています。

住民は先の見えない将来に、不安を持ちつつも、現在を生きねはならぬハメになり、こ
の状況は拡大再生産されております。

現在及び将来にわたる危険負担をすべて住民の側に押し付けているにも拘らず、事業運
営は行政的にかしがない、或は公共の利益に合致するとの強弁を、これ以上放置させてよ
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いとは考えられません。

東京都民の自治組織体としての東京都が、過去の誤りに対し謙虚に自己批判をし、将来
の事業運営に対し、健全な街づくりを住民の合意の上で達成する姿勢を回復させるべく、
審査庁よりの強い指導を願っております。

昭和59年5月30日
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