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4. 環境影響評価書案について提出された主な意見及びそれらについての事業者の見解の概要 

環境影響評価書案について、都民の意見書 75件及び事業段階関係区長の意見が 2件(品川区長、目黒区

長)提出された。意見等の内訳を表 4-1に示す。 

これらの主な意見及びそれらに対する事業者の見解の概要を、表 4-2(1)～(6)及び表 4-3(1)～(2)に示

す。 

表 4-1 意見等の件数の内訳 

意見等 件数 
都民の意見書 75 

事業段階関係区長の意見 2 

合計 77 

 

 

表 4-2(1) 都民の主な意見及び事業者の見解の概要 

項目 大気汚染、騒音・振動、自然との触れ合い活動の場 
都民の主な意見の概要 事業者の見解の概要 

品川区に加え、すぐとなりの目黒区にも保育園は商

店街近隣に多くあり、商店街の中は散歩コースにもな

っている。 

騒音や粉塵の子どもへの影響を懸念し、外遊びの機

会が軽減するのではないか。 

評価の指標に適合すると結論付けられていることか

らも、調査が不充分だということを明らかにしている。 

学校の通学路としても子どもたちは商店街を利用

し、工事車両等運搬で危険が増す中、評価の指針を「満

足するもの」と考えると結論付けていることに対して

納得はできない。 

建設機械や工事用車両の走行による大気質への影響

や騒音・振動につきましては、工事が最も集中するピ

ークの期間において環境基準を満足しておりますが、

工事の実施にあたっては、低公害型の工事用車両の採

用、待機時のアイドリングストップや制限速度の遵守、

安全走行等の運転者への指導の徹底、施工計画の詳細

検討による工事用車両台数の集中化回避等により騒音

や粉塵の影響を低減できるように努めます。 

また、工事用車両の出入り口付近や主要箇所への交

通誘導員の配置等を適切に行うとともに、工事計画に

関する関係機関との十分な協議の実施や近隣住民の皆

様への事前周知を行うことで、地域における生活環境

の保全に努めます。 
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表 4-2(2) 都民の主な意見及び事業者の見解の概要 

項目 日影 
都民の主な意見の概要 事業者の見解の概要 

環境基準を満たしていれば良いのですか。次々に建

設される超高層マンションの日影が、複合で地域の気

温を下げ、地域の明るさを奪っています。 

本事業では、高層棟を敷地境界北側から後退して極

力南側に配置することで、事業区域周辺の日影への影

響ができるだけ小さくなるように計画しました。 

計画建築物により日影が生じると予測される範囲に

は、日影規制対象外の商業地域と日影規制対象地域と

なる第一種住居地域等がありますが、全ての日影規制

対象地域で規制時間未満と予測されるため、「東京都日

影による中高層建築物の高さの制限に関する条例」に

定める規制を満足します。 

小山台高校、後地小学校は第一種住居地域、朗惺寺

は商業地域に位置しており、いずれも規制を満足しま

す。小山台小学校には計画建築物に起因する日影は生

じないものと予測しています。 

日影の状況につきましては、「品川区中高層建築物等

の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」に基づ

き、詳細な建物計画が確定したのち、建設工事が始ま

る前にあらためて周辺の方々にご説明する機会を設け

る予定としています。 

都立小山台高校をはじめとした近隣小学校・子ども

施設への影響を懸念する。 

日照確保が不十分だと発育等にも影響を及ぼすこと

を念頭におき、充分な調査をすべき。 
朗惺寺の真南に北街区と南街区の 40階建て、そして

南西に別途（仮称）小山三丁目第１地区第一種市街地

再開発事業の 40 階建てば冬至どころか一年中日が当

たらなくなり、今の緑は保てない。 

複合日影によって日影時間が増加し、影の重複が増

加するが、複合日影図の記載がない。 
対象区域で規制される日影時間は、「東京都日影によ

る中高層建築物の高さの制限に関する条例」において

「都市計画法」の用途地域毎に規制されており、それ

ぞれの建築敷地毎に規制を受けます。 

本事業においては、周辺地域への日影の抑制に配慮

し、Ⅰ-①敷地とⅠ-②敷地の建築物の複合日影におい

て日影規制を満足させる計画としております。 

 「平均」数値での評価をそのまま受け入れることは

できません。毎日２時間は陽が射すといっても、日没

直前の２時間と真昼の２時間とでは全く意味が違いま

す。 

環境影響評価書案本編において、時刻別日影図と等

時間日影図により日影が生じる時刻が視覚的に分かり

やすいよう示しています。 

なお、日影の状況につきましては、「品川区中高層建

築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」

に基づき、詳細な建物計画が確定したのち、建設工事

が始まる前にあらためて周辺の方々にご説明する機会

を設ける予定としています。 
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表 4-2(3) 都民の主な意見及び事業者の見解の概要 
項目 日影、史跡・文化財 

都民の主な意見の概要 事業者の見解の概要 
概要書 表 7.1-1 に史跡は無いことになっている

が、当該計画地の真南、6mの道路を挟んで日蓮宗朗惺

寺がある。境内には、第十三次満洲興安東京荏原郷開

拓団殉難者慰霊碑、貞享 2 年（1685）に造られた区内

で 2 番目に古い梵鐘がある。これほどまでの縁起を持

つ寺院は史跡というべきであり、これが武蔵小山の歴

史であり、後世に伝えるべき歴史財産である。事業者

はこの町の歴史も知らないで再開発をしようとしてい

る。 

朗惺寺の境内には古木も茂り、この周辺の唯一の緑

である。冬至どころか一年中日が当たらなくなり、今

の緑は保てない。 

史跡・文化財につきましては、環境影響評価書案の

前段階の図書にあたる環境影響評価調査計画書（令和

2 年 1 月）にて既存資料調査を実施し、計画地内には

法令等により指定を受けた史跡・文化財は存在せず、

埋蔵文化財包蔵地は確認されていないことから、環境

影響評価項目として選定いたしておりません。 

ご意見を頂きました朗惺寺は、武蔵小山に関する貴

重な歴史の一部でありますが、計画地の北東側（計画

地外）に位置していることから、本事業により直接的

な改変はなく、歴史財産としての価値を損なうことは

ないと考えております。なお、環境影響評価書案

（p.206,207 参照）に示したとおり、本事業の計画建

築物に起因する朗惺寺への日影につきましては、日影

規制を満足すると予測しております。 

計画地は「武蔵小山駅周辺地域まちづくりビジョン」

(平成23年12月策定)において、「旧平塚小学校跡地(ス

クエア荏原)」と並び、地域拠点の「核」である「武蔵

小山駅前」に位置するとともに、「核」同士を結ぶ「賑

わい軸」に位置し、「まちづくり推進地域」かつ「賑わ

い先導地区」として、「住み続けたいまち」とすること

が位置付けられています。 

これらの背景を踏まえ、武蔵小山駅周辺に相応しい

賑わい及び拠点を形成するまちづくりを、地域住民及

び関係者の皆様にいただいたご意見、ご要望を真摯に

検討しながら進めてまいりたいと考えております。 
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表 4-2(4) 都民の主な意見及び事業者の見解の概要 
項目 風環境 

都民の主な意見の概要 事業者の見解の概要 
風害に関して。タワーマンションが既に２棟建設さ

れており、猛烈なビル風が発生していることは、住民

の多くが生活の中で実感している。更なる超高層マン

ション建設で悪化は明らかである。 

現状、A 及び B の風環境が計画建築物により変化す

ることは、駅前再開発の影響で風害による脅威を感じ

ている住民にとって恐怖しかない。それを「維持され

る」と結論付けるのも納得できず、風環境に関しては

特に十分な調査が必要。現在の調査結果では不十分で

ある。 

風環境の予測にあたっては、パークシティ武蔵小山

ザ・タワー、シティタワー武蔵小山を含む、事業区域

周辺の半径 440mの範囲の既存建築物を再現し、周辺建

物による影響も考慮し風洞実験を行いました。 

本事業では、防風植栽のほか、低層部への庇の設置

および高層部の隅角部を隅切り形状とすることで、事

業区域周辺の風環境への影響ができるだけ小さくなる

ように計画しました。 

これらの風害対策を確実に実施することにより、事

業区域周辺の風環境は、建設前と同様の風環境である

領域 A（住宅地相当）または領域 B（低中層市街地相当）

に保たれるものと予測しています。 

本予測で用いた「風工学研究所の提案による風環境

評価基準」は、都内のおよそ 100 地点での風観測記録

及びアンケート調査により、領域 D（好ましくない風

環境）を設け、次にそれぞれの観測地点の周辺状況と

年間の平均風速に相当する風（累積頻度 55％）と日最

大平均風速の年間平均値に相当（累積頻度 95％）を関

連付け、領域を A～Cに区分したものとなります。領域

A（住宅地相当）、領域 B（低中層市街地相当）、領域 C

（中高層市街地相当）は、それぞれに対応する都内の

街並み同様な風環境であると解釈するものです。この

評価基準は、広く環境影響評価手続きで使用されてお

り、風環境の評価の指標として妥当であると考えてお

ります。 

なお、風洞実験は事前の予測であるため、事後調査

において一年間、風向・風速の現地実測調査を実施し

ます。事後調査の結果、予測を上回るような風環境が

確認された場合には、その原因を分析し、必要に応じ

て追加の環境保全措置を講じてまいります。 

風による影響は甚大で、小さな子供は危ないと考える。 
近隣の学校への影響として、ビル風の影響が予測さ

れ、子供たちの健全な学校生活に大きな影響を及ぼし、

心身の健全な育成の障害になる。 
商店街に買い物にこられる年配者のお客様がビル風

で転倒するような街づくりには反対です。 

超高層の街になるとビル風が心配です。 

突出した激風は年間平均では数値として出ません。

暴風だけではなく暴風雨もあり、実態はもっと複雑で

す。現状と比べての変化、最も影響が大きい場合の数

値が明らかでないならば、評価のしようがありません。 

完成後もビル風に起因した転倒や破損に対しては速

やかに認定して補償されること、事業者には建築物の

ある限り半永久に保障することを強制し、常に担保を

取るよう、厳しい措置をとることが、許可する立場の

行政の監督責任、認許した責任であり、それができな

いのであれば許可してはならない。 

風洞実験の結果は、実態を表してはいない。なぜな

ら、風洞実験の数字は平均風速であり、体感するのは

瞬間風速であり、異常気象が増加している中、突風な

ど被害を受ける強い風の割合が今後どのように変化す

るのか？平均風速が、基準以下なので良好な環境とい

われても到底理解できない。 
防風林は海風のような横風に対して一面に壁状に植

えることで有効であり、ビル風は上から下への吹き下

ろし・吹上げの縦方向の流れであり有効ではない。 

庇も役に立たない。2020年完成の住友不動産のタワー

マンション、ザモールのところにあるような庇のこと

であろうが、ザモールはいつもビル風、つむじ風が吹

いている。 

上空の風向風速調査地点及び観測期間は調査期間が

1997 年から 2006 年（10 年間）と書かれている。始ま

りは今から 24 年前の 10 年というとても古いデータで

ある。新しい観測地点に於いてデータは蓄積されてお

り、最近のデータを使用することに何の問題はないは

ずである。 

このことからも、10年前のデータを使用する理由は

無く、昔々の長期間のデータ蓄積は陳腐化していると

考えられ、どうしても都合のよい古いデータに固執し

たとしか思えない。 

近年のデータでは風が強くなっているのではないか。 

旧東京管区気象台（大手町）の観測高さは 74.5ｍ、

移転後の東京管区気象台（北の丸）の高さは 35.1ｍで

あり、旧東京管区気象台における観測データの方が地上

物の影響を受けにくい測定値であると考えられるため、

風洞実験に用いる計画地及び周辺の上空風としては、旧

東京管区気象台（大手町）のデータを用いることが妥当

であると判断しております。 
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表 4-2(5) 都民の主な意見及び事業者の見解の概要 
項目 景観 

都民の主な意見の概要 事業者の見解の概要 
景観にしても、説明会で、公園や街路からの予想景

観図が示されましたが、住民にとっては、それが毎日

の変わらない風景として出現するという点で全く異質

のものであり、これを以ての評価はあまりに無理があ

ります。 

景観につきましては、全ての地点からの眺望を予測

することは困難であるため、不特定多数の方々が利用

する代表的な眺望地点からの予測・評価を行っており

ます。 

事業区域を含む武蔵小山駅周辺地区は、「品川区景観

計画」における重点地区に指定されており、「賑わいが

あり歩いて楽しく、生き生きとした活力の感じられる

街並みの形成」を景観目標としています。 

本事業では、駅前広場と隣接し、低層部の商業店舗

や緑地と一体となったオープンスペースの整備や、隣

接する建物や武蔵小山駅との安全で快適な歩行者動線

の確保、商店街沿いの壁面後退位置の統一による店舗

の賑わいの連続した街並みの形成と快適な歩行者空間

の確保などの景観への配慮を行います。 

また、計画建築物を敷地境界線から一定の距離をと

った配置とすることや、「品川区景観計画」における武

蔵小山駅周辺地区の色彩基準に適合する周辺環境と調

和した配色を行い、敷地内、屋上や壁面の緑化を積極

的に行うことにより、圧迫感の軽減を図ります。 

 

現在すでにある航空法ギリギリの高さ１４５ｍの超

高層マンション２棟には圧迫感を感じている。 

さらに第２地区と併せ複数超高層が建つ計画がある

とわかり、近隣住民にとって圧迫感と威圧感で「にぎ

わい」は感じられなくなる。 

環境影響評価では、「現況同様、高層マンションを含

む建築物が建設されるため主要な景観構成要素は大き

く変化しない」などと予測している。 

構成要素が変化しない＝「超高層（だろうが何だろ

うが）」OK とする時点で、既に評価対象から「高過ぎ

る問題」を除外している。 
環境影響評価書案の評価結果において著しく景観を

損ねているように感じる。 

圧迫感が発生することは認めざるを得ず＝軽減努力

します、と絵に描いた餅を並べてたて、挙句、最終的

に「賑わいある街並み」になるんだから、良いでしょ？

と言い放つ噴飯ものの結論である。 
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表 4-2(6) 都民の主な意見及び事業者の見解の概要 
項目 その他 

都民の主な意見の概要 事業者の見解の概要 
近隣住民は、武蔵小山賑わい軸地区地区計画に係る

都市計画案の作成に向けた原案の説明を受けたのは 21

年 10 月 13 日わずかの期間に、原案に対する意見、環

境影響評価書案に対する意見を求められています。 

環境影響評価書案に関する説明会におきましては、

出席いただいた皆様に所定の時間内でできるかぎり分

かりやすくご説明するため、スライドを用いて要点を

絞った説明を心掛けましたが、根拠を含めて説明する

ため専門的な資料や土木建築工事に関する事項などを

多く用いていることから、どうしても一般の方々には

あまり馴染みのない専門用語が多くなってしまいま

す。今後、環境影響評価書の作成に当たり、可能な限

り専門用語を具体的にわかりやすく説明することや文

章の表現等を工夫するなど、一般の方々が理解しやす

いものとなるように努めてまいります。 

 

私たちは素人です。素人にわかる説明会を求めます。

理解も納得もしていません。 

事業者説明会に出席したが、「環境基準を下回り」問

題なしとの説明、第３者評価もない一方的説明を聞か

され、納得がいくわけがない。 

現状を示し、どのように変化するのかしないのかを

できるだけ見える化し、理解を得るのが説明会である。

理解を得るためではなく、説明会を行ったというアリ

バイつくりの説明会は認められない。 

説明会の段階で検討中との回答があり、今後変わる

可能性があるということでは評価できない。やりたい

放題になる。 

具体の計画につきましては今後の設計により変更が

生じることも考えられ、説明会の際にはできるかぎり

の回答をさせていただきました。計画に変更が生じた

場合は、必要に応じて変更届を提出するとともに、実

際の工事段階、建物の供用後においては東京都環境影

響評価条例に基づき事後調査を実施し、周辺への影響

や環境保全のための措置の実施状況の確認を行うなど

十分配慮いたします。 

人口の増加による駅への影響、道路交通への影響、

上下水道への影響、保育園や学校への影響が評価され

ておらず不安である。 

鉄道輸送及び駅施設への影響につきましては、鉄道

事業者が実施する車両の増設などの取組により混雑緩

和が見込まれていることなどから、開発に伴う大きな

影響はないことを確認していますが、再開発準備組合

といたしましても、引き続き、関係機関と連携、調整

していきたいと考えております。また、交通渋滞につ

きましては、将来の開発交通量をシミュレーションの

上、交通管理者と協議を行っており、渋滞は発生しな

いと予測しておりますが、車両出入口における交通誘

導員の配置を検討する等、周辺地域の円滑で安全な交

通環境に配慮いたします。 

計画建築物の生活排水は公共下水道に排水する計画

です。完成後の上下水道の容量につきましては、上下

水道管理者と協議しながら、十分な配水・排水容量を

確保するように計画してまいります。 

また、上下水道への負荷低減のため雑用水や雨水を

利用した水資源の有効利用を行っていく方針です。 

引き続き、計画地の周辺環境に配慮しながら事業を

進めるとともに、地域住民及び関係者の皆様にいただ

いたご意見、ご要望を真摯に検討しながら進めてまい

りたいと考えております。 

人口増、自動車増、鉄道の混雑、学校や保育園の不

足、生活廃棄物の増加、電力・都市ガス消費増、加え

てヒートアイランド対策、地球温暖化対策は、現状の

技術を持っては不十分である。 

武蔵小山に建築される５棟すべての生活排水は、西

小山駅の脇を流れる立会川へ、排水されるものと考え

ます。今後予想されるこの地域一帯の世帯数の増加に

よる生活排水、近年、懸念される局地的豪雨を、想定

した環境影響評価を加筆すべきものと思料いたしま

す。 

超高層建築物は、大震災や地震、台風等で電源、生

活インフラが途絶えた時には、住めない建物です。 

本事業においては、地域の防災性の向上を図るため、

防災広場及び防災備蓄倉庫等の防災機能の導入を図り

ます。防災広場においては、災害時の一時避難スペー

スや一時滞在施設として開放し、帰宅困難者の受け入 

防災機能の向上を謳いながら、超高層を建設するこ

とは間違っている。 
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項目 その他（つづき） 
都民の主な意見の概要 事業者の見解の概要 

防災性に問題があるのであれば、そこだけ直せばい

いのではないか。最も安上がりである。公費を投入し、

すでに２棟ある上にさらに３棟超高層建造物を加える

など街の規模景観に似合わない再開発事業はすべきで

はない。 

れを行い、防災倉庫においては、帰宅困難者や居住者

への対応として必要となる水、食料等を備蓄する方針

です。 

停電時に一時滞在施設や住宅の照明等に 72時間供

給可能な自家発電機も整備します。 

また、品川区浸水ハザードマップに基づく予想浸水

高さを考慮した建物入口のレベル設定、雨水貯留槽の

整備など、浸水対策を検討してまいります。 

今後、関係機関と相談しながら、防災性の向上に努

めてまいります。 

本案に対し都と区の説明・質疑の場もなく、どこが

責任を持つ内容なのかが不明。 

環境影響評価書案は、事業者である小山三丁目第１

地区市街地再開発準備組合において作成しているもの

になります。 

小山三丁目第１地区市街地再開発準備組合は法令に

定めのない任意の団体であり、任意の構成員による組

織となっております。今後手続きを経て都市再開発法

に規定のある市街地再開発事業を行うことのできる市

街地再開発組合になります。 

引き続き、計画地の周辺環境に配慮しながら事業を

進めるとともに、今後も「品川区中高層建築物等の建

築に係る紛争の予防と調整に関する条例」等に係る説

明会などを通じて、一層住民の皆様の理解が得られる

よう努めてまいります。 

環境影響評価書を含め、第１地区第２地区市街地再

開発準備組合の運営について、東京都と品川区はどの

ように把握をしているのか。準備組合の実態が不明瞭

である。まず準備組合の民主的運営が行われるようご

指導を切に願うと共に、現段階での本再開発の中止を

求める。 

責任ある準備会の構成要員も伝えられないようで

は、この計画自体の環境への影響に対する賠償なども、

責任もって対応していただけるのかはなはだ不安であ

る。  

ごく少数の「準備組合」なるグループが詳細を明ら

かにしないままにジェントリフィケーション計画を進

め、多くの住民に有無を言わせず強制的に立ち退きを

迫るやり方は、地域住民の誰にとっても看過できませ

ん。 

準備組合は、どこの企業集団と利害関係があり、何

の役割を担って活動しているかを明らかにしていただ

きたい。、一部の企業集団を儲けさせるために、出向、

駐在、派遣などの形で準備組合の身分を装い、実態は

開発利益を狙う企業集団の利益のために働いているの

ではないか。 

甚大な日照障害、風害、眺望、また、高層階から教

室内が丸見え等という環境の影響を受ける当事者であ

る東京都教育委員会に事業者は説明の案内さえ送るこ

とを怠っている。 

本環境影響評価書案の説明会につきましては、事業

区域中心から約 800m の範囲に主要６紙の新聞折込に

て周知に努めました。また、関係行政に環境影響評価

書案の内容を共有し、東京都環境局ホームページ、品

川区広報等にて説明会の実施を周知いただきました。

今後も、環境影響評価手続き及び事業の実施にあたっ

ては、地域住民及び関係者の皆様に十分周知するとと

もに、いただいたご意見、ご要望につきましては真摯

に対応してまいります。 

 

この環境評価書の後、16条の公聴会は行われたが、

席上多数の意見があったが、この時期に至って計画が

あることさえ知らない、聞いていない住民が多数いる。

反対意見の人に気づかれないよう、抜け駆けのように

計画を進めている事業者と行政に対して、これは都市

計画法の手続きを欠くものとして無効である。 

まちづくり、再開発事業は、地域住民の理解や協力

が大前提である。 

しかし、小山三丁目第１地区第一種市街地再開発事

業では、地域住民や権利者にさえも再開発事業の十分

な説明がされておらず理解が進んでいない。 

地域住民の周知も進んでいない中で拙速に事業を進

めるべきではない。 
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項目 その他（つづき） 
都民の主な意見の概要 事業者の見解の概要 

意見者はこの意見書では評価書ではなく計画自体に

ついても賛否を記載すべき、かつ、明確に反対と記載

しなければ、意見者の意思に反して、品川区役所都市

開発課長の個人の主観や恣意に基づいて、賛成と捉え

れらかねず、意見者の表現を侵害される虞があるため、

ここに、計画そのものに反対である意思を表します。 

計画地は「都市づくりのグランドデザイン」(平成

29年 9月 東京都)において「中枢広域拠点域」と位置

付けられ、また「新しい都市づくりのための都市開発

諸制度活用方針」(令和 2年 12月 東京都)において「活

力とにぎわいの拠点」に位置付けられています。さら

に品川区が定めた「武蔵小山駅周辺地域まちづくりビ

ジョン」(平成 23年 12月策定)において、「旧平塚小学

校跡地(スクエア荏原)」と並び、地域拠点の「核」で

ある「武蔵小山駅前」に位置するとともに、「核」同士

を結ぶ「賑わい軸」に位置し、「まちづくり推進地域」

かつ「賑わい先導地区」として、「住み続けたいまち」

とすることが位置付けられています。 

これらの背景を踏まえ、本事業では、商店街を挟ん

だ南北敷地一体での再開発推進による商業機能が一体

となった個性ある複合市街地の形成や商店街の活性

化、歩車分離された回遊性の高い交通ネットワークの

形成、広場等の整備による住環境及び防災性の向上等

を行い、武蔵小山駅周辺に相応しい賑わい及び拠点を

形成するまちづくりを、地域住民及び関係者の皆様に

いただいたご意見、ご要望を真摯に検討しながら進め

てまいりたいと考えております。 

 

賑わい、文化、コミュニティを謳っているが、昨年

一昨年前に建ったタワーマンションの住民は町会加盟

しようとせず、地域交流をしない、このタワーマンシ

ョンと一体化した商業施設、ザモールは商店街の入り

口にありながら、商店街に加盟せず、独自の組合を形

成しているいわば商店街の商売敵である。 

大型の商業施設が入れば、個人商店は立ちいかなく

なるかもしれない。皆、自分の所有権の店舗だからこ

そ、このコロナ禍も家賃の負担がないから生き残るこ

とができた。これが、ザモールのような施設のテナン

トで小作農となっては今の商売はできなくなる店が多

い。よその土地からこの地の今の賑わいと土地の買収

を目的にやってきた者と、再開発と称して踏み込み、

街の歴史と戦後 80 年続く街並みを壊すことには憤り

を感じる。今のままで十分暮らしやすいし、今のまま

の方が街の温度感があり絶対に暮らしやすい。 

にぎわいの担保はあるのか。言葉が躍っているだけ

ではないのか、集客や商店街店舗の客単価などの見通

しを具体的に示せないということは開発ありきの計画

と判断せざるを得ない。 

公益施設の概要が分からない。区民・都民の税金が

事業に投入されるのであれば、公益施設について地域

住民にとって必要な公益施設のアンケート調査をすべ

きではないか。 

本事業においては、周辺住民の生活利便性向上に資

する地域貢献施設を低層部に整備し、地域交流の活性

化を図る方針です。現時点では施設詳細は未定でござ

いますが、今後、品川区をはじめとする関係機関と相

談しながら詳細を検討してまいります。 

評価書案の前提で用いられている数値は平成 20 年

代のものが多く、今後恒久的に建設が目論まれている

超高層建造物建設計画にあたって使用するのは不適当

です。令和になってからのものについてはコロナ禍の

最中であり、数値として使えないものです。 

環境影響評価書案の予測・評価に用いている既存資

料は、概ね予測・評価の段階の過去５年間以内の、可

能な限り新しい資料を用いています。現地調査につい

ては平成 31年 2月から令和 2年 6月にかけて行ってお

り、コロナ禍による緊急事態宣言の期間を避けるなど、

調査時期にも配慮して実施しています。 

環境影響を推し量る真意とは何であるのか。 

該当する地区に計画される建造物その他が、地域の

「環境」に如何なる影響を及ぼすかを推量し、それが

「悪」影響をもたらす予測が成り立つならば速やかに

その事実を公表した上で、 

①住民に意見を求めること。 

②その意見を検討し、計画を改善し、より良い計画を

策定することであろう。 

環境にどれほど悪影響が予想されようが、それを

「悪」とは捉えないスタンスで評価するのなら、もは

や環境影響評価を検証することそのものが無意味では

あろうと考えられる。環境を保全し、かつより良いも

のとする為には、今回の環境影響評価書案では不十分

で、目的を果たしていない。本来の環境影響評価の意

義に則した再検討を切望するものである。 

東京都の環境影響評価は、計画の初期段階において

高層建築物が周辺環境に与える影響について調査・予

測・評価を行い、周辺住民の皆様の意見をいただきな

がら、計画に反映させていく仕組みとなっております。 

本事業では、できるかぎり周辺環境に配慮した計画

とすることを念頭に、12項目の予測評価項目を選定し、

調査・予測・評価は東京都環境影響評価技術指針に基

づく手法により実施しております。 

12項目の予測・評価においては評価の基準を満足す

る結果を得られましたが、地域住民及び関係者の皆様

にいただいたご意見、ご要望につきましては関係機関

と十分に協議を行いながら、工事中・供用後とも必要

となる環境保全のための措置を確実に実施し、周辺環

境への影響をできるかぎり低減するよう努めるととも

に、必要となる環境保全のための措置の実施状況につ

きましては事後調査により確認してまいります。 
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表 4-3(1) 事業段階関係区長(品川区長)の主な意見及び事業者の見解の概要 

項目 環境全般 

区長の意見 事業者の見解 

工事施工前、工事施工中および供用開始後に、地元

住民等への説明や安全確保を十分おこなうほか、理解

と協力が得られるよう最大限努力してください。ま

た、地元住民からの問い合わせ、苦情等に対し、速や

かに対応してください。 

工事の施行前には「東京都中高層建築物の建築に係

る紛争の予防と調整に関する条例」に基づき説明会を

実施いたします。また、工事施工中および供用開始後

においても、地域住民の方等からの問い合わせ等に対

してできるかぎり理解を得るべく説明するよう努め

てまいります。 

項目 騒音・振動 

区長の意見 事業者の見解 

・騒音・振動の予測値が規制基準値に近い作業がある

ので、関係法令の基準を遵守するとともに、低騒音・

低振動型の建設機械・工法の採用を図り、騒音・振動

の低減に努めてください。 

・夜間を含めた作業期間や時間については、周辺住民

への騒音・振動による影響を最小限にとどめるよう配

慮してください。 

低騒音・低振動型の建設機械・工法を採用するほか、

建設機械の分散稼働、アイドリングストップの徹底な

ど、騒音・振動の低減に努めます。 

作業期間・作業時間につきましては、周辺に与える

影響を最小限にとどめるよう、今後検討してまいりま

す。 

項目 その他 

区長の意見 事業者の見解 

区内において調査等を実施する際には、当区の所管

部門と連携し、事前に十分な住民説明を実施してくだ

さい。また、本再開発事業の事業化に関しては、引き

続き関係機関と連携し調整するよう努めてください。 

区内において調査等を実施する際には、品川区の所

管部門に相談させていただき、必要な住民説明を実施

いたします。本事業の事業化に関しては、引き続き関

係機関と連携、調整いたします。 
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表 4-3(2) 事業段階関係区長(目黒区長)の主な意見及び事業者の見解の概要 

項目 騒音・振動 

区長の意見 事業者の見解 

⑴小山台高校北の工事車両の搬出入経路において、一

部狭あいな道路を通行するため、近隣に対する騒音

振動については留意されたい。  

⑵ピーク日には200台以上の工事用大型車が出入りす

る事から、コンクリートポンプ車の道路上での待機

等に伴う騒音振動について留意されたい。 

コンクリートポンプ車を含めた工事車両につきま

しては、事前に作業計画を十分検討するとともに、環

境影響評価書案 p.137に示したとおり、集中稼働を避

けること、規制速度の厳守、アイドリングストップの

周知・徹底、路上駐車の禁止など、環境保全のための

措置を確実に実施することにより、騒音・振動の影響

の低減に努めてまいります。 

また、これらの工事に関する環境保全のための措置

につきましては、今後決定する施工者に対して、確実

に実施するよう要請します。 

 

項目 生物・生態系 

区長の意見 事業者の見解 

「目黒区生物多様性地域戦略」では、都立林試の森

公園を含めた周辺を「めぐろの森」の一つである「下

目黒不動の森」のとして位置付けている。「めぐろの

森」は、区外からのいきものの導入と、地域のいきも

のの供給等の機能を持つ、核となる緑地が広がる一帯

としている。また、近傍には朗惺寺等の緑地も存在す

る。 

環境影響評価項目の選定において、「公園等の小規

模な緑地が点在するものの、現存する動植物は市街地

で普通に見られるもの」（環境影響評価書案-第１地区

-46 ページ）、「緑は街路樹や住宅内等の植栽程度であ

り、良好な生物の生息、生育環境は分布していない」

（環境影響評価書案-第２地区-47 ページ）」と記載が

あるが、動植物（特に飛翔する動物）調査等の実施を

含め、生物多様性に配慮した計画とすること。 

 

本事業では、武蔵小山駅周辺地域まちづくりビジョ

ン」（平成 23年 12月 品川区）において示されている

「環境軸」の形成に資する緑地の整備を行う計画で

す。 

各街区の敷地外周部では、地区施設として整備する

「歩道状空地（幅員 2～4m）」や「歩行者通路（幅員 2

～4m）」において高木による緑化を行い、計画建築物

周りの広場等の公開空地には緑地帯を設けます。ま

た、一部、建築物上での緑化を行います。 

緑化に際しては「植栽時における在来種選定ガイド

ライン」（平成 26年 5月 東京都環境局）を参考とし、

生物多様性に配慮した樹種選定を行います。 

項目 日影 

区長の意見 事業者の見解 

短時間ではあるが、目黒区内に日影を生じさせる計

画となっている。法律的に問題があるわけではない

が、区民から要望などがあれば、丁寧に説明して理解

を得るようにしてほしい。 

 

日影による周辺地域への影響につきましては、近隣

の皆様から要望があった場合には、必要な情報提供・

説明を行います。 

項目 風環境 

区長の意見 事業者の見解 

目黒区内にも建物による風の影響が起こる可能性

がある。区民から要望などがあれば、丁寧な説明と対

応をお願いしたい。 

 

風による周辺地域への影響につきましては、近隣の

皆様から要望があった場合には、必要な情報提供・説

明を行います。 

 

項目 景観 

区長の意見 事業者の見解 

緑化景観の部分では、単に量的なみどりの確保だけ

でなく、生物多様性に配慮し、質を高める視点を導入

すること。 

量的なみどりの確保はもとより、広場での高木を主

体とした緑化や、「植栽時における在来種選定ガイド

ライン」（平成26年5月 東京都環境局）を参考とし、

生物多様性に配慮した質を高める計画とするよう努

めてまいります。 
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項目 自然との触れ合い活動の場 

区長の意見 事業者の見解 

生物多様性に配慮した自然との触れ合い活動の場

とすること。 

本事業では、生物多様性に配慮した緑地整備を行

い、「荏原北西部コース」・「武蔵小山商店街と薬

草園コース」等の散歩道とのつながりを意識した計

画とします。 

項目 その他 

区長の意見 事業者の見解 

⑴武蔵小山駅周辺地区において、自転車放置禁止区域

を指定してあり、再開発事業に係る路上放置が発生

しないよう、駐輪場整備を行われたい。  

自転車の路上放置が発生しないよう、必要な台数の

駐輪場の整備を行います。 

⑵工事中をはじめ完了後において、目黒区道に車両が

通行する場合、警察署の指導のもと十分な対策を講

じられたい。 

工事用車両および関連車両の走行につきましては、

警察署の指導に基づき、十分な対策を講じます。 

⑶資機材等の搬出入にあたり、道路法 47 条に基づく

手続きを適正に行われたい。 

今後決定する工事の施工者に対して、確実に実施す

るよう要請します。 

⑷工事に伴い、道路を汚損しないよう措置を講ずるこ

と。 
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