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14. 都民の意見を聴く会の意見の概要 

都民の意見を聴く会の内容は表 14-1 に、意見の概要は表 14-2に示すとおりである。 

 

表 14-1 都民の意見を聴く会の内容 

項 目 内 容 

開催日 令和 4年 4月 15日 

場 所 港区立赤坂区民センター 区民ホール 

公述人 17名 

 

表 14-2(1) 意見の概要 

項 目 1.環境一般 

ビル風や騒音に悩まされ、交通量が増え、日照時間は減り、いちょう並木の景観が失われる

再開発のために、なぜ地域住民は 13 年間も大工事に耐え続けなければならないのか。解体工

事や建設のための騒音・振動があり、アスベスト等の有害物質を含んだ建物の解体工事が行わ

れている側を、安心して散歩できない。現存の野球場及びラグビー場の補修では足りず、位置

まで入れ替えて、周辺住民に大きな負担となる長期間の大工事になるのか、事業者には説明し

て欲しい。 

ヒートアイランド現象は定量的に測定しにくく、環境評価の指標になりにくいと言われてい

るが、温暖化が世界の課題になっており、ヒートアイランド現象による影響を評価して欲し

い。 

いちょう並木に野球場を食い込ませるような計画は景観の破壊以外の何物でもなく、都民に

全体イメージを明らかにしないような図を示すのは、事業者の姿勢を象徴している。いちょう

並木の生育環境への悪影響や景観の破壊なしに並木に近接して野球場を建築することは不可能

と思う。 

地下構造物は計画地全体を覆っており、建築物の周辺は水流が阻害された環境だ。掘削によ

り地下に広がった根を切られたいちょう並木は、生育に大きな影響を受けることは間違いな

い。いちょう並木の西側に 20m 以上の構造物が出来れば西日が当たらなくなるのは当たり前

で、いちょう並木は地下水脈が断絶され、十分な日照もない状況に置かれることになり、加え

て高層ビルによるビル風に見舞われることが予想される。 

ラグビー場の環境と景観への負荷、イベント時の騒音が示されていない。建国記念文庫の森

を地下構造物で掘り返し巨大人工物で覆いながら、生物多様性に配慮すると述べているが、生

物多様性の保全とは、豊かな土壌とそこに生息する多様な生物の生息環境を守ることであり、

ラグビー場建設は環境保全に関するあらゆる計画に矛盾している。 

 

表 14-2(2) 意見の概要 

項 目 2.大気汚染 

いちょう並木や、絵画館前広場の円周道も車の通行は不要である。外苑に来た時に排気ガス

の少ないことの良さを知ってもらうことも大切である。 
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表 14-2(3) 意見の概要 

項 目 3.騒音・振動 

騒音について、環境基準を満足するという回答では全く安心出来ない。住民が求めているの

は現状よりも騒音が抑えられる設備に作り替える再開発である。 

ラグビー場は屋根付きなので、屋外への著しい騒音の発生はないものと考えられるため、予

測の対象外としているが、東京ドームでも騒音は相当なものであり、評価をしないなど専門家

の意見とは思えない。 

騒音を防ぐ手段として、神宮球場での一切の鳴り物による応援禁止措置を取るべきだと要望

する。 

 

表 14-2(4) 意見の概要 

項 目 4.生物・生態系、自然との触れ合い活動の場 

この開発計画により、東京で一般に利用できる緑地の量が減り、都市の居住性を低下させる

ことを心配している。特に、既存の木の半分以上を伐採する計画であることに驚き、失望し

た。東京は、公共の緑地の広さという点で、ロンドンやニューヨーク等と比べると、大きく劣

っていることを考えると、東京に残っている木をこれ以上伐採する余裕はない。 

樹木伐採の理由が「建築計画に重なる」としつつ、モンタージュ図を示せないような未確定

の建築計画のために、多くの貴重な樹木を伐採する理不尽さは到底理解できない。ラグビー場

等は今の場所で建替えれば、多くの樹木が救われる。 

失われる 100 年の樹木の代わりに主に屋上緑化と芝生で補おうとし、外周の濃密な植栽が失

われ、薄い緑と超高層ビルになってしまう計画は、「創建の趣旨にかなう」とは到底言えな

い。既存樹木は多種類であり、芝生が広がる広場では樹木の多様性が少なくなる。 

４列のいちょう並木は保存するとされているが、周辺の既存樹木は 1000 本近くが伐採され

る。「移植等により極力残す計画」と繰り返されるが、樹齢 100 年超の樹木を移植・保全する

具体的な方策などは示されていない。いちょう並木についても、野球場はいちょう並木に近接

し、いちょうの根張りとの抵触が危惧され、保存と言いながら、具体的手法が示されないこと

に疑問に感じる。 

事業者は、移植や、減った分は新たに植樹すれば保全したことになると言っているようだ

が、新国立競技場建設時に移植された樹木を見ると、移殖は樹木にとって過酷な環境であり、

保存される本数にカウントされることは大変難しいことが分かる。先人の知恵と努力によって

継承された 100 年の杜は失われれば二度と取り戻すことはできず、国立競技場建設時に行われ

た同じ過ちを繰り返してはならない。ICOMOS の提言、都市計画やランドスケープ、樹木研究

の専門家の意見を取り入れた詳細な検証を行って欲しい。縦覧により多くの樹木が失われるこ

とまで把握しきれなかったのは、事業者が、敷地内樹木がどれだけ失われ、環境に影響がある

かを調査公表しなかったからである。 

環境影響評価書案資料編に植物確認種が記録されているが、これでは不十分である。新国立

競技場の建設用地とされた都立明治公園のように樹木一覧と評価基準等のデータを審議会に提

出した上で審議して欲しい。データを作っていないなら作るべきである。建国記念文庫周辺

も、１本ごとのデータにすることを求める。 

都市では、古くからあるもの、大きなもの、万人が親しみを持てるものが「自然」であるの

に、今回の再開発は、空も空気も緑も地面も、大地も地下水も含めて、その全てを狭める計画

だ。 
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表 14-2(5) 意見の概要 

項 目 5.風環境 

現在でも伊藤忠ビルの前は風が強く、評価書にある風洞実験結果は、現場を知るものの現実

とはかけ離れ、精度には疑問があり、信頼に足るデータとは言えない。 

計画地中央部の「広場」は木陰が少なく憩う場にならず、周りをラグビー場、複合棟などに

囲われ、強く多方向からの風が吹くことは明らかだ。その影響について、計画地外だけでなく

計画地内の広場や歩行者通路の風速予測も示して欲しい。 

防風対策について、「管理者への説明、引継ぎを行う」としているが、これだけでは対策は

不十分であり、懸念事項があれば、先延ばしではなく事業中に実施すべきだ。 

風環境について、「現状でも危険」という指摘が多くあるのだから、現状を改善する再開発

である必要がある。 

 

表 14-2(6) 意見の概要 

項 目 6.景観 

4 列のイチョウについて、市民が求めているのは「ただ残すだけ」ではない。開けた空にイ

チョウがのびやかに映える、今の美しいいちょう並木を保全できるような努力を求める。 

評価書案の眺望予測図は球場の壁面がほとんど見えない様に作図されているが、実際はもっ

と高く見え圧迫感があるはずで、断面図との錯誤がある。視点を少しでも西に振れば、球場の

60m の建物がいちょう並木に覆いかぶさるように見えるはずだ。 

野球場の外壁が見えないように高木を植えるなど、積極的に景観改善を目指すべきだ。壁面

緑化などの案も示して欲しい。 

ラグビー場棟が建設される第二球場は、現在、防球ネットが張られており、透過性のものだ

が、結構圧迫感がある。ラグビー場棟が完成すると大きな壁が出現する。天空率を用いず、フ

ォトモンタージュなどの写真処理で比較検討、評価すべきだ 。 

景観はみんなの財産であり、高層ビルの建設や樹木の伐採により歴史的景観を壊すことはや

めて欲しい。 

 

表 14-2(7) 意見の概要 

項 目 7.史跡・文化財 

全体が史跡・文化財だということを無視していることに問題の出発点がある。 

 

表 14-2(8) 意見の概要 

項 目 8.温室効果ガス 

新事務所棟について、今の建物を壊して新しい建物を作るのに、ライフサイクル CO2 の 49%

排出する。運用時の削減は約 20%だから、トータルで環境負荷を増大させることになる。建替

えしない場合の CO2 排出量と比較すると、建替えることで過大な環境負荷を与えることにな

り、できるだけ高寿命になるよう修繕していくべきだ。 

この地域でエネルギー消費を減らすことができるわけで、一つ一つの建物が今までの同規模

施設と比べて省エネ的になっているということでは話にならない。 
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表 14-2(9) 意見の概要 

項 目 9.環境影響評価制度の手続等 

環境影響評価手続きの途中にも拘わらず、地区計画の変更を行うことは、計画の枠組みを決

めてしまうことであり、環境影響評価の反映が難しいことが出てくると考える。日本スポーツ

振興センターが環境影響評価及び地区計画変更の手続き中にも関わらず、新秩父宮ラグビー場

の整備運営事業に係る入札を行っていることも、地区計画変更の決定と同様、環境影響評価手

続きを軽視していると言わざるを得ない。環境影響評価書の告示までは、再開発の事業認可申

請及び認可手続きを進めないようにして欲しい。 

絵画館前広場は、環境影響評価の範囲に入っていないが、対象区域にあるテニス場が絵画館

前広場に移転し、外周にある樹木が大量に伐採または移植される。評価書案では「計画地外の

緑地も含めた緑豊かな景観が維持される計画である」としているが、神宮外苑の環境を大きく

変えることになるので、計画に含めて評価すべきだ。 

環境影響評価条例に基づく縦覧は、事業者の意向でインターネット公開されず、計画内容を

知ることができにくくなっており、計画の公開性にかけ、国の環境影響評価の趣旨に反してい

る。「東京都公園まちづくり制度実施要項に基づく神宮外苑地区公園まちづくり計画に関する

説明会」の参加資格は案内を配布した範囲に限られ、近隣以外を排除する説明会が公開性が高

いと言えるのか。 

見解書において意見への事業者のコメントは杓子定規に答えているだけで、計画案の変更等

は見受けられず、事業者の真摯な対応は一切感じられない。 

 

表 14-2(10) 意見の概要 

項 目 10.事業計画等 

「神宮外苑地区再開発事業」の上位であると言われている「東京 2020 大会後の神宮外苑地

区のまちづくり指針」は都市再開発法の趣旨から逸脱しており、撤回を求める。 

街を育てていく、成熟させていくということが先進国のまちづくりの基本。100 年前の人た

ちがやってくれたことを誇りを持って継承していくことをもう一度考えてほしい。 

神宮外苑の整備は、近隣からも他の地域からも反対されており、住民の意向を丁寧に集めつ

つ、改修や修繕の方向をさぐるべきだ。緑の保全や拡大を実現すべきであり、それに反するこ

の事業の根本からの見直しを求める。 

本計画は充分な周知がされずに進んできたが、国内外からの献木や全国からの奉仕による植

樹等、神宮外苑の成り立ちから、関係地域だけでなく、広く国民に説明責任がある。神宮外苑

の環境をこれからも継続して欲しい。「国立競技場を建て替えるため」という大義名分のもと

始まった神宮外苑地区の規制緩和だが、必要以上に巨大な競技場がホワイトエレファント、不

要の長物のごとく建っており、これ以上神宮外苑の樹木を減らすことなく、スポーツ施設は現

在地での建て替えに見直すよう強く望む。 

「神宮外苑 1000 本の木を伐らないで、再開発計画の見直しを」の電子署名に５万７千人が

署名していることは、単に、感情的な問題だけでなく、都市計画、都市再開発に対する底知れ

ぬ不安感と不信感があり、住民不信の目は、委員や、事業者と代理人に向けられていることを

忘れてはならない。 

神宮外苑の歴史的経緯や先人達の努力と工夫を無視するような再開発を見直して欲しい。神

宮外苑の環境と景観を保全しつつラグビー場と野球場の施設の更新を図るには現在地での建て

替え以外には考えられない。事業者は 100 年前の先代から受け継いだ遺産を未来の世代に責任

を持って受け渡してゆくべく計画を練り直すべきだ。 

宗教法人明治神宮には、広く市民に開かれた外苑を管理・提供してきたことに感謝すると共

に、現在の公益性が損なわれないよう尽力して欲しい。先人が 100 年後に自然の生態系を有し

た森になるように作ってくれた自然は現代の財産となっており、現代の美しい景観や外苑の

木々を残すよう努力することが賢明な街づくりではないか。 
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表 14-2(11) 意見の概要 

項 目 10.事業計画等（つづき） 

伊藤忠商事は中期経営計画において「SDGS への貢献・取組み強化」を掲げているが、地域

合意の高さ制限を破ってまで多大な床面積を取得する理由と、改修を上回る環境負荷の大きさ

に対しての考えを示す必要がある。 

三井不動産は現状の公園区域を除外し縮小した区域に複合棟を建て、床面積を取得するので

あれば、元社長の「自然環境および地域社会と調和し、投機的土地取引を戒める」とする使命

及び倫理に反する行為になると思う。 

明治神宮は、鎮座百年を迎え、10 万本もの献木により造営された永遠の森を守るとうたい

ながら、多くの既存樹木を伐採し自然環境を改変する再開発を行うことに矛盾を感じざるを得

ない。 

日本スポーツ振興センターは、環境影響評価手続き下にある中で、PFI 法に基づく新ラグビ

ー場の設計、建設の事業者入札の募集を開始しているが、計画から運営・維持管理も PFI によ

る事業者任せで、環境保全への主体性が感じられない。 

事業者は説明責任を自覚し、百年先を見据えた持続可能な我が国の文化・資産の継承を担う

べく、事業の見直しをして欲しい。 

13 年にも及び長期且つ大規模工事で住環境への影響があるにもかかわらず、周知努力、広

報活動が全く見られていない。都市計画案へも、再度広く意見書の募集及び都市計画審議会の

やり直しを検討することが妥当な判断だと思う。 

都市の貴重な自然景観を維持し、建築物を規制する風致地区において、これと正反対である

規制緩和により大規模開発を促進する、再開発等促進区を適用し、市街地再開発事業を行うこ

とが基本的な問題である。さらに、公園まちづくり制度と一体に行うことにより、都市計画公

園から除外する区域をつくり、除外した区域に複合棟を建てる計画も問題であり、なぜ、風致

地区において、スポーツ施設とは関係のないオフィス、商業、宿泊施設等が大半を占める計画

を行うのか、事業者に明確な説明を求めたい。 

地区計画の容積移転の考え方は「東京都再開発等促進区を定める地区計画運用基準」に則る

べきであり、このような巨大な容積率にする必要があるのか。 

「いちょう並木を切らないで」という都民意見について、「並木を保存し景観を活かす」と

いう事業者回答が伝わらず、議論以前の展開になっていることが非常に残念である。明治神宮

が、「切られる予定だった木はすべて神宮境内に移植する」と明言して初めて、先人達の気持

ちに応え、自然との共生を体現してきた神道のあかしである。 

計画段階では、国民・都民のほとんどは知らされず、事業段階になってクローズアップさ

れ、賛否が渦巻く事態はおかしいのではないか。事前に十分に周知し、賛否を含めて議論した

うえで、計画を説明すべきだ。 

近隣地域住民であるにもかかわらず、外苑前の再開発、大工事について知ったのは、2 月 16

日に市民の方が始められた計画見直しを求めるオンライン署名だった。住民に知らせる広報活

動が不十分である。 

このプロジェクトの透明性を高め、一般の人々から意見を募集し、フィードバックを考慮し

て欲しい。 

高層ビルの下に作る広場は、大震災の火災時には火災旋風が起こって、かえって被服廠のよ

うな危険があるのではないか。また、震災の際に人工地盤が崩壊するおそれはないか、技術的

条件を示して欲しい。 

今回の計画では、スポーツに触れ合う、市民が気軽に楽しむという性格が失われてしまう。

神宮外苑は広域避難場所に指定され一時避難場所として活用される。大地震の危険性、防災の

観点から公園面積を確保すべきだ。就業人口や集客人口も示して欲しい。 

工事期間中、神宮外苑地区を閉鎖したら、アマチュアスポーツ愛好家が楽しむ機会が失われ

てしまう。 
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表 14-2(12) 意見の概要 

項 目 10.事業計画等（つづき） 

野球場のエントランスも広場や経路として不備がある。秩父宮ラグビー場はこの場所この施

設だからこそ、ラガーマンの憧れの地であり、日本スポーツのレガシーとして守られるべきで

ある。 

工事期間は 13 年間あるとされており、工事期間中でも通路を確保することを強く要望す

る。また、工事期間中の広域避難場所はどこか、東京都と周辺区で協議し、地域住民に配慮し

た形で告知して欲しい。 

 

357,(仮称)神宮外苑地区市街地再開発事業,環境影響評価書（本編）




