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6. 都民の意見書及び事業段階関係区長の意見の概要並びにこれらについての事業者の見解 

環境影響評価書案について提出された都民の意見書及び事業段階関係区長（品川区長、目黒区

長）の意見の件数を表 6-1 に示す。 

表 6-1 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 

  

提出された意見の全文を原文のまま掲載し、意見に対する事業者の見解を以下に示す。 
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6.1 都民の意見及びこれらについての事業者の見解 

項目 大気汚染、騒音・振動、日影、風環境、景観、自然との触れ合い活動の場、その他 

都民の意見 事業者の見解 
・日影について。 

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。現在の調査では不十分である。 

・風環境について。 

完了している武蔵小山駅前再開発の超高

層マンションの影響で、すでに風害を受けて

いる。 

風がある日には危険回避のために駅前周

辺を通ることを避けざるを得ない状況にな

っている。 

小山三丁目第１地区第一種市街地再開発

事業では、「防風植栽や都道 420 号線沿いの

庇の設置等を講じることにより、領域 C 及び

領域 D の地点は領域 B となり改善されると

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。 

・景観について。 

現在すでにある航空法ギリギリの高さ１

４５ｍ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。 

しかし、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。超高層、日影も変

わる、この時点で景観構成要素は変化してい

るため、調査結果は不十分である。 

「『武蔵小山駅周辺地域街並み誘導指針』

で『荏原地区のランドマーク』として機能す

る形態に誘導する。『品川区の西の玄関口～

住宅市街地に向かって穏やかにつながって

いくスカイライン...』」とあるが、街並み誘

導指針の作成に地域住民の関わりがあった

とは思えない。地域住民は「穏やか」な「生

活」を望んでおり、「高層化」の「ランドマ

ーク」を望む声は無かった。圧迫感がすでに

ある中で、さらに超高層を建てるべきではな

い。圧迫感の軽減には、超高層化を避けるこ

と以外になく、調査は不十分である。 

 

【日影】 

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。 

小山台高校への日影の影響につきましては、計画

建築物に起因して日影が生じる時間は、冬至日で

2.5 時間未満と予測しており、当高校が位置する第

一種住居地域の規制時間を満足します。また、後地

小学校への日影の影響につきましては、計画建築物

に起因して日影が生じる時間は、冬至日で１時間未

満と予測しており、当小学校が位置する第一種住居

地域の規制時間を満足します。なお、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。 

【風環境】  
風洞実験の予測結果はご記載いただいた通り、計

画建築物の建設により周辺の風環境に変化は生じ

ますが、防風植栽、建物低層部への庇の設置、高層

部の隅角部を隅切り形状にする等の対策により、領

域 B（低中層市街地相当）までの風環境と予測して

います。これは武蔵小山のような低中層市街地にお

いて一般に見られる風環境とされており、本計画建

築物により著しい影響は生じないものと考えてお

ります。 

なお、風洞実験は事前の予測であり、計画建築物

が建設されたのち、風環境に関する一年間の事後調

査を行う予定です。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。 

【景観】 

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。 

地域景観の構成要素につきましては、本事業では

「建築物、道路、橋梁、緑地、海浜、河川、山、指

定文化財等」の構成要素のうち、「商業ビル、オフィ 
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項目 
大気汚染、騒音・振動、日影、風環境、景観、自然との触れ合い活動の場、その

他（つづき） 

都民の意見 事業者の見解 
・自然との触れ合い活動について。 

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。 

・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。何か計画案があるなら概要を周知

すべきではないか。進め方や公表の仕方がそ

もそもおかしい。 

・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。 

すでに武蔵小杉での超高層による弊害が報

道され、報告があがっている。納得できない。

十分な調査を強く求める。 

・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。 

スビル、マンション等の中・高層建築物」と把握し

ました。このような地域景観の特性把握のもと、「主

要な景観構成要素は大きく変化しない」旨、記載い

たしました。 

【大気汚染、騒音・振動、自然とのふれあい活動の場】 

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、できるかぎり

工事用車両が武蔵小山商店街パルムを通行しない

よう配慮するとともに、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。 

【その他（公益施設について）】 

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。 

【その他（防災機能について）】 

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。 

【その他（地域住民の皆様への周知について）】 

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 
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項目 
大気汚染、騒音・振動、日影、風環境、景観、自然との触れ合い活動の場、その

他（つづき） 

都民の意見 事業者の見解 
（P.49 参照） 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計画です。  
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

ては真摯に検討してまいります。 
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項目 日影、風環境 

都民の意見 事業者の見解 
１．私は、駅前再開発と境界線を接するクレール

武蔵小山西側の３階に居住、毎日極楽浄土に静

かに沈む夕日に合掌し、真っ赤に染まる夕焼け

に一日の心の平安を得ていましたが、駅前再開

発とタワーマンションに生活の全てを奪われま

した。 

太陽は全て奪われ、台風や冬季の西高東低の

暴風は「ビル風」となり、唸りをあげて吹き荒

び、住民は「命の危機」に晒されています。 

再開発は即刻中止するのが僕のとる道です。 

２．準備組合事務局員・・・に支出された、個人

受領、金、・・・円。法人受領、金、・・・円。（令

和３年７月６日開催通常総会議案書９頁記載）

を報告してください。 

【日影】 

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、規制時間を満たす計画としています。 

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。 

【風環境】 

風環境につきましては、計画建築物の建設後

においても計画地周辺の全ての地点において領

域 B（低中層市街地相当）までの風環境となるよ

う、風環境対策に効果のある常緑の防風植栽を

整備するなど適切な防風対策を施します。 

 

１．私は、駅前再開発と２メートル境界線を接す

る「クレール武蔵小山」東側に居住しています。 

毎朝東京湾の水平線から静かに昇る太陽に合

掌し、一日の心の平安を得ていましたが、小山三

丁目第一地区・第二地区市街地再開発により 40

階のタワーマンションが建てられ、景観と生活

の全てを奪われてしまいます。 

台風や冬季の西高東低の暴風は「ビル風」とな

り、唸りをあげて吹き荒び、住民は「命の危機」

に晒されています。 

再開発は即刻中止するのが僕のとる道です。 

２．住民を犠牲にした金儲けの再開発は、止めて

ください。 

１．私は、駅前再開発と２メートル境界線を接す

る「クレール武蔵小山」西側に居住しています。

毎日遠くかすむ山の端に静かに沈む夕陽に合掌

し、真っ赤に染まる夕焼けに一日の心の平安を

得ていましたが、駅前再開発とタワーマンショ

ンに、景観と生活の全てを奪われてしまいまし

た。 

台風や冬季の西高東低の暴風は「ビル風」とな

り、唸りをあげて吹き荒び、住民は「命の危機」

に晒されています。 

再開発は即刻中止するのが僕のとる道です。 

２．住民を犠牲にした金儲けの再開発は、止めて

ください。 
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項目 日影、風環境、その他 

都民の意見 事業者の見解 
１．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でしょう

か。再開発地域内マンション区分所有者には、納

得のいく説明がないまま、総会では、９割以上の

賛成を得て可決されたことになっています。区

は、本再開発は、地域住民の願いであると評価を

行っていますが、準備組合員は、本準備組合規約

すら目にしていません。実態が不明瞭な任意団

体が勝手に進める計画を、鵜呑みにしてよいの

でしょうか。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ます。 

２．環境影響評価書の説明の内容は、準備組合か

らの、「環境基準を下回ると予測される」という

一方的説明であり、近隣住民の不安に対し、誠実

な答えはありませんでした。基準以下であれば

問題はないのでしょうか。 

①風害は、現状発生しています。更なる超高層マ

ンション建設で悪化は明らかです。植栽等の

対策では不十分であり反対します 。 

②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。さらに日影を生む再開発には

反対です。 

【日影】  
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。 

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。  
【風環境】  

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。 

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。 

【その他】 

 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。 
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項目 日影、風環境、その他 

都民の意見 事業者の見解 
１、人口増による影響 

住戸数 850 戸 駐車場台数 443 台とのことだが、

周辺の駅、道路環境を鑑み、この人口増による、

朝のラッシュ時の駅、道路状況への影響が考え

られていない。  

また、上下水道の爆発的な増加に耐えうるだけ

の余裕があるのか、考えられていない。  

第二地区とあわせたら、990+850＝1840 戸 駐車

場台数 460+443＝903 台 

２、高層建築物による日影や風の影響 

近隣の小学校、高等学校への日影が著しい。子ど

もの健康を第一に考えてほしい。  

また、風による影響は甚大で、小さな子供は危な

いと考える。 

３、説明会に関して 

駐車場はパワーアップ式と説明したにもかかわ

らず、質問者の質問に対しては検討中との返事。

商業面積も検討中との返事。  

検討中ということは、今後変わる可能性がある

のかという質問には、YES の返事。  

その場合は、環境影響は変化すると思われ、それ

についての説明会は開かるのかという質問に

は、NO の返事。  

これでは、評価が出来ない。やりたい放題になる

可能性がある。 

この計画は準備組合が責任を負うとのことだっ

たが、その準備組合がどういった組織で、どうい

う方々が居るのかという質問に対し、明確な答

えが返ってこなかった。  

東京都としては、説明会の基準をどう捉えてい

るのかお答えいただきたい。  

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。  

よって、説明不足と考える。 

【日影】 

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。 

小山台高校への日影の影響につきましては、

計画建築物に起因して日影が生じる時間は、冬

至日で 2.5 時間未満と予測しており、当高校が

位置する第一種住居地域の規制時間を満足しま

す。また、後地小学校への日影の影響につきまし

ては、計画建築物に起因して日影が生じる時間

は、冬至日で１時間未満と予測しており、当小学

校が位置する第一種住居地域の規制時間を満足

します。なお、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。 

【風環境】 

風環境につきましては、計画建築物の建設後

においても計画地周辺の全ての地点において領

域 B（低中層市街地相当）までの風環境となるよ

う、風環境対策に効果のある常緑の防風植栽を

整備するなど適切な防風対策を施します。 

【その他】 

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。 

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。 

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。 

また、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。 
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項目 日影、風環境、その他 

都民の意見 事業者の見解 
１．日影の特に配慮すべき施設等７番の都立小

山台高校は当該予定の建物の北北西に位置し僅

か 150m しか離れていない。ここは第一種中住宅

地域で、本来大きな建物が立たない地域ある。し

かし後発的に隣地の再開発計画が進んだため、

用途の違う場所に立つ建築物によって既に多大

な影響を受けけている。日影図で示す通り、冬至

では午前中はグラウンドと校舎の全てに日が当

たらない。また、当該予定建物の西側に隣接して

住友不動産シティタワー武蔵小山（41 階建）が

あり、影響する日影は２つの建物合わせて生じ

るため、冬至のみならず、冬季の長い期間にわた

り日が当たらない状況になる。しかも、測定値は

平均地盤面から高さ 4m なので、グラウンドで授

業やクラブ活動をする生徒にしてみたら更に環

境は悪化し、冬季の日が当たらない期間を更に

更に長く体感するはずである。併せて、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。23 区内の都立高校の中でもここまで、

日影の条件の悪い環境は他に無い。 

２．複合日影図の記載がない。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。これが

現実の街区の採光性である。武蔵小杉周辺のタ

ワーマンション群を調査対象とした公益財団法

人日本都市開発計画学会の論文（2019 年 5 月）

によると、「超高層建築物の集積による周辺地域

市街環境への影響が懸念されている。環境評価

法や地方自治体による環境アセスメントの実施

が義務付けられているが、これらは個別の開発

のみに注目した環境アセスメントでは周辺環境

へ与える影響を正確に測ることができない」と

述べており、専門家の中では複合日影としない

ことが正確でないことの認識があることが分か

る。同論文では「単純日影図と比較すると、環境

アセスメントと大きく異なる日影状況であるこ

とが確認できる。単純日影図においては 2 時間

以下の日影のみ観測されるとされていた地域に

おいて、実際には 5 時間を超える日影が趣味レ

ーションされるなど、実態との乖離は大きい。ま

たその状況は極め得て日照が少ない状況下であ

ることから、周辺の住環境は劣悪な条件にさら

されていると言わざるを得ない。」としている。

都市計画学会等の専門団体は複合日影は実態に

合うのは複合日影であるとの認識に立って、そ

の必要性を述べているにもかかわらず、大手の

事業者が認識していない訳はない。複合日影図

とせず、単純日影図とすることが環境の悪化を

極端に少なく評価できることを利用し、むしろ

加工である。評価書 8.6.4 の結果では「日影の

影響を低減している」との記載は全く現実を無

視したものである。 

 

【日影】 

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。 

小山台高校への日影の影響につきましては、

計画建築物に起因する日影が生じる時間は、冬

至日で 2.5 時間未満と予測しており、当高校が

位置する第一種住居地域の規制時間を満足しま

す。 

日影規制は、住宅地における日照を確保する

ため、中高層建築物が周囲に落とす日影の時間

を規制する基準を定めたものです（建築基準法

第 56 条の 2）。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。 

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。 

【風環境】 

風環境につきましては、計画建築物の建設後

においても計画地周辺の全ての地点において領

域 B（低中層市街地相当）までの風環境となるよ

う、風環境対策に効果のある常緑の防風植栽を

整備するなど適切な防風対策を施します。 

【その他】 

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。 
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項目 日影、風環境、その他（つづき） 

都民の意見 事業者の見解 

３．都立小山台高校は都内でも屈指の教育水準

高いの進学校で、毎年多くの東京大学合格者を

出し、野球班も甲子園に出場するなど、文武にた

長けた高校である。この豊かな人材育成の場に

おいて、環境はとても重要であると考える。文教

地域の指定を受けていればこのような大きな建

造物は建たず、日照も確保されるが、残念ながら

小山台高校の所在地はこの指定を受けていな

い。教育水準の維持と健康維持からも、せめて現

状の環境水準を確保すべきであると考える。今

回の日照障害等は受忍限度をはるかに超えてい

るものと思われる。事業者は日照障害の特に配

慮すべき施設としておきながら、評価書におい

てはその対策が何ら記されていないばかりか、

評価書 8.6.4 の結果において全く説明がない。

あるいは意図的に記載しなかったか。 

４．日照障害、風害、眺望、また、高層階から教

室内が丸見え等、当該建物により生徒たちの安

全安心が阻害されることを懸念する。意見者は

東京都教育委員会に今回の日影の影響について

web フォームより意見をしている。当該日影につ

いて、12 月 8 日に電話で問い合わせをした時点

でも事業者から教育委員会何らかの連絡はない

そうである。地域住民環境評価について説明会

を行うことが課されているのに、これほど甚大

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

に、事業者は説明の案内さえ送ることを怠って

いる。 

５．この意見書は、評価書に対しての意見を記載

するものと認識しているが、2021 年 12 月 5 日

の品川区建設委員会の席上にて、品川区役所都

市開発課長の発言では、今までに集まった意見

書で、賛成 24 件、反対 15 件との発言があった。

またそのことは議事録に残り、まるで賛成多数

かと誤認するのではないかと驚異に思えた。 

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。また、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。 

（P.54 参照） 
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項目 日影、風環境、景観、その他 

都民の意見 事業者の見解 
１．この環境評価意見書は、住民への影響を反映

しているとは言い難く、住民として受け入れる

ことはできません。住民一人ひとりにとって重

要なのは、日々の住環境がどう変化するかです。

年間平均の問題ではないし、どこかで決まった

「基準」に準拠していることではありません。例

えば、 

①風害に関して。タワーマンションが既に２棟

建設されていますが、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

います。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。 

②交通に関しても、既存のタワーマンションの

目黒線への影響は実数値の変化は示されていま

せん。回答は「今後も東急と協議していく」とい

うだけ。これでは「評価」とはいえません。調査

不足は、生活道路への車両流量の変化に関して

も同様であり、お年寄りが多いこの街では、大き

な心配事項です。ひとたび交通事故がおきれば、

当事者にとっては「平均」数値の問題ではなく、

交差点などの重点ポイントごとや、時間帯ごと

の交通量の推移と予想が示されて然るべきで

す。 

③日照や景観の問題も同様に、「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。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。 

 

２．環境影響評価案への意見の前提として、そも

そもこの計画の問題点の多さを指摘せざるを得

ません。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。これが許さ

れるなら、どこに住んでいようとも安心はでき

ず、いつでも慣れ親しんだ土地・住居から追い出

しされる可能性があることになります。これは、

現代の民主主義社会の存立基盤を破壊する行為

です。「しゃれた街」をつくるといいますが、仮

にこの高層ビル群ができたとしたら、それは、さ

さやかな幸せを踏みつぶされた住民の無念と怨

嗟が詰まった「超巨大な鎮魂碑」群に他なりませ

ん。こんな無残な建物ができたならば見るに堪

えません。「怨嗟の塔」はそもそも要りません。 

【日影】 

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。 

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。 

【風環境】 

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

などの防風対策を行うことで、計画地周辺の全

ての地点において領域 B（低中層市街地相当）ま

での風環境となるものと予測しており、本計画

建築物により著しい影響は生じないものと考え

ております。 

なお、風洞実験は事前の予測であり、計画建築

物が建設されたのち、風環境に関する一年間の

事後調査を行う予定です。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。 

【景観】 

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 
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項目 日影、風環境、景観、その他（つづき） 

都民の意見 事業者の見解 

まだ間に合うので、立ち止まり、この計画の進行

そのものを再検討すべきと考えます。 

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。 

【その他】 

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、最も混雑が見られる時間帯に

各交差点で渋滞は発生しないと予測しておりま

す。建物完成後においても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。 
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項目 日影、史跡・文化財、自然との触れ合い活動の場、その他 

都民の意見 事業者の見解 
１．概要書 表 7.1-1 に史跡は無いことになっ

ている。その他、どの評価書にも史跡の記載は

無く、土地利用状況に墓とだけ書かれている。

しかし当該計画地の真南、6m の道路を挟んで日

蓮宗朗惺寺がある。 

朗惺寺は 1574 年（天正 2 年）に開山され、1657

年（明暦 3 年）の明暦の大火で芝に移転、1909

年（明治 42 年）に現在地に移転した。 

境内には、第十三次満洲興安東京荏原郷開拓団

殉難者慰霊碑がある。1943 年（昭和 18 年）、武

蔵小山商店街の関係者らによって満蒙開拓団の

一団として「第十三次満洲興安東京荏原郷開拓

団」が組織され、満州国興安総省興安街（現・

中華人民共和国内モンゴル自治区ヒンガン盟ウ

ランホト市）に入植し、1945 年（康徳 12 年・昭

和 20 年）8 月 17 日に暴徒の襲撃に遭遇、虐殺

や集団自決で約 800 人が死亡した（双明子事

件）。この碑は、辛うじて生還し、再び武蔵小山

で店を開いた有志によって建てられたものであ

る。 

（平野栄次 著『品川区史跡散歩』より） 

境内には、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。 

２．この２年間はコロナ禍で開催されていない

が、60 年以上前から朗惺寺の境内では毎年節分

会が行われている。近所の子供や高齢者たちに

とって楽しみの場であり、日本の伝統・慣習・

地域風俗の学びの場である。 

３．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。木々は植栽によるものであろ

うが、100 年以上の時を経て、自生したもの、新

たな生態系が自然と同化していった。 

こ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。 

予測・評価［自然との触れ合い活動の場］評価

書 8.10.1 自然とのふれあいの場 5)法令による

基準に東京における自然の保護と回復に関する

条例を挙げている。自ら記載しているにも関わ

らず、これは回復不可能なまでの自然の破壊行

為である。 

そもそも自然とは植物に限らず、天空の空、星

や月等の天体も含まれると思うが、空を阻む高

層建築物、高層階の住居の明かりや不要な街路

灯により、現在これらを観測する自然との触れ

合いも奪われる。 

 

 

 

【日影、史跡・文化財、自然との触れ合い活動の

場、その他】 

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

選定致しておりません。 

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「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。  
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項目 日影、史跡・文化財、自然との触れ合い活動の場、その他（つづき） 

都民の意見 事業者の見解 
４．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のである。満洲興安東京荏

原郷開拓団について、意見者の祖父も満州開拓

団に誘われたが迷い行かなかったため集団自決

の悲劇に遭わなかったと聞いている。小学生の

自由研究にもなり地元の人間であればよく知ら

れていることである。品川区もここを再開発す

ることに躊躇が無いところを見ると土地の歴史

認識がないのかと驚く。再開発がここに住む者

の発議ではないことの現れである。 

５．事業者は史跡、歴史財産を守る義務がある

ところ、敢えて記載することなく、これを保護

することも無く破壊してしまうのに、平然と自

己に不利益な事を記載しないという不作為で評

価書を作成している。また、本来これを保護す

べき立場にある、品川区としても品川区民憲章

の「古きよき歴史と伝統を守り、さらに生活文

化を発展させ、これを後世に伝えます。」を自ら

破ることになる。 

６．戦前からこの地の店を営んでいた人が、一

部はこの地に残り、一部が満州に渡り戦後この

地に戻り、商店街を形成した。この地に残って

いた人がいたからこそ戻ってくる場所があっ

た。一時は東洋１のアーケードと称賛され、日

本のみならずアジア各国からも視察が来たこ。

目蒲線から目黒線に移行した際、当初武蔵小山

駅に急行を止める予定ではなかったところ、商

店街の各個人商店と住民が東急電鉄に多額の拠

出金を贈り、島式ホーム２面４線整備の資金に

充て急行停車駅になった。拠出金の芳名のプレ

ートが武蔵小山駅入り口にある。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD% 

A6%E8%94%B5%E5%B0%8F%E5%B1%B1%E9%A7%85 

60年代から 2010年ぐらいまでの長きにわたり、

天狗祭りをはじめ、毎年地域挙げての行事があ

り、住民のコミュニケーションが図られた。80

年の時を架けて住民１人１人が作ったこの街並

み自体が武蔵小山の歴史であり文化である。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。この計画にはハコモノ

や表面上のきらびやかさのみで中身が無い、歴

史も文化もない。その上今この街の文化と歴史

を破壊しようとしている。 

 

 

 

 

 

（P.58 参照） 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%
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項目 日影、史跡・文化財、自然との触れ合い活動の場、その他（つづき） 

都民の意見 事業者の見解 
７．武蔵小山で再開発計画をするのであれば、

街の歴史認識は大前提である。商店街あっての

武蔵小山だと信じている。個人の商店の集まり

がこの街を形成している。昔は殆ど全てが店舗 

兼住宅であった。それが街並みを形成して商店

街の活気であった。無機質な店舗区画は武蔵小

山商店街なのか？今も店舗兼住宅として商店街

に暮らす人も多いが、長期の建設期間に他で商

売し、戻ってくることはできない。仮店舗と新

店舗の２回の内装、外装工事は数百万、数千万

円かかる。土地を離れれば顧客が離れる。仮店

舗の立地で今の売上を確保できるか？行政は営

業補償や生活を補償してくれるのか何も示して

くれない。店舗と居住用のダブルの賃料の支払

いになる。生活が壊され、またここで商売をす

る資金も体力も尽きてしまう。仕事を取り上げ

られたらその後の生活も立ち行かない。現実離

れしたこの計画が賑わいなどではなく、商店街

の終焉になってしまう。 

もし、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。個人

商店では幾つになっても働くことができる。70

代 80 代でも現役で店に立つ人もいて、一国一城

の主で優良な納税者だ。大型商業施設のテナン

トのアルバイトになって時給 1,041 円で働けと

いうのか。品川区は、真摯に商店街で商売を続

けたいという人の視線で考えたことがないのだ

ろう。 

2019 年に建った 41 階建て商業施設（ザモール）

付き高層マンション（三井不動産パークタワー）

の場所には 7 件の商店があったが、戻ってきた

のは 2 件。内 1 件が大手飲食チェーン、もう 1

件は果実店だったのが青果店となり、内装工事

無しで営業している。また、このザモールは、

駅前の商店街の入口にありながら商店街に加盟

せず、ザモールとして独自の商業施設になって

いる。先の再開発では武蔵小山商店街の顔と商

店街の一部を奪ったことになる。 

私はこの街に生まれ育ち、この街を心から愛し、

今も暮らしている。私の家族は祖父の代の 90 年

前からこの地に住んで、商店を構え、働き、そ

のお金で生活をしている。その大切な街が、商

店街とこの街の歴史を理解することなく、また

は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。環境についても、ビル風 

（P.58 参照） 
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項目 日影、史跡・文化財、自然との触れ合い活動の場、その他（つづき） 

都民の意見 事業者の見解 
や日陰だらけの町は、「半地下」となってしまい、

生活が底辺の社会と同じだ。今は人と人とのつ

ながりもある。但しこの計画を秘密裏に進めて

いた事業者寄りの人たち、お金に目がくらんで

いる人たちと、このままがよいとする人たちの

間では深い溝が生じてしまった。前者は自己に

行政の力があることをちらつかせたり、町内会

の訃報の回覧板を回さないなど、無視や嫌がら

せなど、幼稚で陰険な行為をされる。計画地に

店舗兼住宅を構える友人にとっては死活問題で

あり、衰弱するほど毎日心を痛めている。この

計画が噂されてから、毎年固定資産税、都市計

画税がものすごく上がり、周囲の地域と比べて

もかなりの勢いで毎年高くなり続けていると実

感する。土地投機目的のせいであろうが、ここ

に暮らす人にとっては甚だ迷惑である。 

８．この意見書は、評価書に対しての意見を記

載するものと認識しているが、2021 年 12 月 5

日の品川区建設委員会の席上にて、品川区役所

都市開発課長の発言では、今までに集まった意

見書で、賛成●●件、反対●件との発言があっ

た。またそのことは議事録に残り、まるでこの

再開発に賛成多数かと誤認するのではないかと

驚異に思えた。そもそも環境影響評価法のどこ

に賛成、反対の決を取る条文があるのか？ 

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、賛成と捉えられかねず、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。また、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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（P.58 参照） 
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項目 日影、その他 

都民の意見 事業者の見解 
１．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。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。超高層建築物が並ぶ地域の方々から

意見を聞いています。日照被害が遠方にまで及

ぶ、強風が吹く回数が増え高齢者は怖くて通行

できない、人口が増えすぎ通勤通学電車に乗れ

ない、小山地域では目黒線地下化による掘削で

地下水が流出し地盤沈下が起きた、保育園や学

校が足りないなど、環境悪化は明らかです。賛成

を表明している方が、地域の防災のため早く進

めてほしいと発言していますが、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。本計画

で、環境は良くなりませんので、反対をします。

また、街をより良いものにしたいと願う地域住

民の意見を聞く街づくりへと転換を求めます。 

２．日影図の説明は全く理解できません。環境基

準を満たしていれば良いのですか。地域住民の

生活を侵害している認識が欠如しています。高

層建築物よる複合日影は、遠く離れた地域の気

温を下げ明るさを奪い大問題であり反対です。

小山台高校校庭、小山台小学校校庭通学路を影

響を受けます。 

 

 

【日影】 

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。 

小山台高校への日影の影響につきましては、

計画建築物に起因する日影が生じる時間は、冬

至日で 2.5 時間未満と予測しており、当高校が

位置する第一種住居地域の規制時間を満足しま

す。また、小山台小学校につきましては、計画建

築物に起因する日影は生じないと予測していま

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。 

【その他】 

ご意見にありますとおり、高層建築物は、日

影・風環境・地下水・地盤といった多岐にわたる

項目に影響を与えます。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

おき、12 項目の予測評価を行いました。説明会

におきましては、予測評価項目も多い中、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、要点をまとめたも

のといたしました。また、スライドでは図表を用

いて視覚的にも理解しやすくなるよう配慮し

て、説明させていただきました。 

学校につきましては、区教育委員会と協議を

行っており、地域における今後の共同住宅増加

等に起因して学校の教室数が不足する場合にお

いては、近接する学校も含めて必要な対策を検

討する旨、伺っております。また、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。 
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項目 風環境 

都民の意見 事業者の見解 
私は 30代の頃虎ノ門の霞ヶ関ビルの下をとお

って通勤していましたが、風が強いときは傘が

おちょこになるなど、ビルの下の道を通ること

ができずに、別の道を通らざるを得ませんでし

た。それから半世紀が経ちますが、今の技術で

も、超高層ビルのビル風の問題は、何も解決され

ていません。今後は、その上さらに、地球温暖化

の影響もあり、気候がさらに激化していきます

ので、超高層ビルを建てる再開発は中止してく

ださい。既に建ってしまった、武蔵小山の駅前で

は、老婦人が強風（ビル風）でバランスをくずし

て転倒し、救急車がくる事故もおきています。 

また、それ以前に、都のしゃれ町条例の第一号

として建った 19階建のビルのすぐ下の交差点で

は、走っていたオートバイの転倒事故、自転車の

転倒事故も発生し、地元の人々が、管理者の三井

不動産（確か）と話し合いをもちましたが、昔の

ような、いつでも安全に歩けた空間にはなりま

せんでした。住民生活は、超高層ビル建設の高度

化の再開発により、生活環境が、むしろ悪化して

しまいました。この街は都心のオフィス街とは

全く性質の異なる街です。人間が、生まれて、死

ぬまで暮らしつづける街です。幼ない子から 90

才、100 才のお年寄りまでが、障害のある方も、

いつでも安心して歩ける街を作りましょう。そ

の為にも、このたびの案には反対致します。 

【風環境】  
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。 

なお、風洞実験は事前の予測であり、計画建築

物が建設されたのち、風環境に関する一年間の

事後調査を行う予定です。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。 

私どものお店は、東急線に乗ってこられる沿

線のご年配のお客様が対象の店です。例えば不

動前、目黒、西小山、洗足、大岡山あたりからい

らっしゃいます。これ等の地域は、年配者の衣料

品を扱うお店がなくなり、小山の商店街をあて

にしてみえられます。これらのお客様たちは筋

力も落ち、年令と共に体幹も弱くなっておられ

ます。 

また、現代は核家族化の時代、女性のほうが男

性より長令の時代ということもあり、買物には、

電車やバスを利用し、おひとりでこられます。こ

れらのお客様がビル風で転倒するような街作り

には賛成致しかねます。  

武蔵小山商店街は高度化による再開発は中止

するべきです。時代を先取りした、土地にあった

再開発を考えたいです。 

むさし小山は庶民的な感じが好きです。戦後

すぐからの歴史ある街並みの商店が軒をつらね

る親しみやすい商店街です。それが超高層の街

になるとビル風が心配です。 また、何年も工事

が続いている間に、私は死んでしまうかもしれ

ません。親しい商店がなくなってしまうのも悲

しいです。私共地元住民の買い物の楽しみをう

ばわないで下さい。 
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項目 風環境、その他 

都民の意見 事業者の見解 
１．環境影響評価書案への意見が求められてい

るが、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。４回の

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。また、

説明を行った準備組合とは、地域の一部の人間

が組織した任意団体である。にもかかわらず、区

は本再開発計画全般を「地権者の９割が賛成し

ている計画であり支援する」と議会で答弁して

いる。準備組合は、準備組合規約を、準備組合員

や、区議会議員が求めても公開しない。品川区は

持ち合わせていないと答弁。規約を明らかにし

ないブラックな団体の計画と、住民の意見を聞

かない品川区を信じることはできないので反対

を表明する。 

 

２．風対策が不十分であり、現状の被害が増幅す

るので反対する。タワーマンション建設後、領域

C が４か所増、領域 D が、１か所増えているが、

当日の説明では、風対策後はすべて領域 A と B

の良好な環境になるとの説明のみ。地域はすで

に駅前超高層マンション建設後の風に悩まさ

れ、突風により自転車ごと転倒など実害を被っ

ている。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。超高層マンションが次々建設

されれば、狭い道路を通過する風が増幅するの

は当然であり、植栽とひさしを設ける程度の対

策では、風環境が悪化するのは明らかであり反

対する。 

【風環境】 

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り、計画建築

物が建設されたのち、風環境に関する一年間の

事後調査を行う予定です。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。 

 

【その他】 

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。 

今後も、環境影響評価手続き及び事業の実施

にあたり、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

十分に協議し、周辺環境への影響を低減するよ

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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項目 風環境、その他 

都民の意見 事業者の見解 
１．表 8.8-2 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。10 年前のデ

ータを使用した理由が東京管区気象台が千代田

区大手町 1-3-4 から千代田区北の丸公園 2-1 に

移転したことであるが、東京管区気象台の HP

【「東京」の観測地点の移転について‐気象庁】

には、「風速、‐日照時間に関しては 2007 年に

北の丸公園に移転後、観測値が蓄積されたため、

平均値を更新 ‐移転後の観測値を更新」と書

いてある。 

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/minkan/ 

koushu141114/shiryou1.pdf 

従って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。 

近年の気温上昇に伴い、異常気象となり、異常の

度合いも加速していることは一般でも分かると

ころである。環境の変化についてより実態に合

った評価書を務めるという真意はあれば、最近

のデータを使うのが常識である。仮に 10 年前の

ものを使いたいのであれば、最近の 10 年間のデ

ータを使った結果と比較した上で、納得のでき

る理由を示すべきである。 

２．*気象庁ホームページ：トップ＞各種データ・

資料＞過去のデータ検索（前述の気象庁の HP の

PDF の P24 にも下記リンクが示されている） 

一般に入手できる資料に気象庁の過去の気象デ

ータ検索を下記に添付する 

羽田については移転が無いこと、品川は東京北

の丸公園よりも羽田に近いため参考とした。 

*単純な平均の平均で計算 

 最大風速について、 

 羽田：1997 年から 2006 年の 10 年間の平均は

21.70m/s 2001 年から 2020 年の 10 年間の平均

は 25.03m/s 3.3m/s 以上も強くなっている。 

 東京：1997 年から 2006 年の 10 年間の平均は

14.34m/s 2001 年から 2020 年の 10 年間の平均

は 14.59m/s 2.5m/s 以上も強くなっている。 

 最大瞬間風速について 

 東京：1997 年から 2006 年の 10 年間の平均は

30.94m/s 2001 年から 2020 年の 10 年間の平均

は 31.28m/s 3.4m/s 以上も強くなっている。 

 10 年前のデータを用いた場合には影響力の少

ない数値になる可能性が高く、評価の信憑性は

無い。 

 

 

【風環境・その他】 

旧東京管区気象台（大手町）の観測高さは 74.5

ｍ、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。 

なお、意見書に記載された値は、「1997 年から

2006 年の 10 年間」と「2011 年から 2020 年の 10

年間」を比較したものと思われますが、東京管区

気象台の最大風速は 0.25m/s の増加、最大瞬間風

速は 0.34m/s の増加となります。 

また、「(4)調査結果(ｲ)風速（評価書案 p.226）」

には平均風速（10 分間の平均の風速）の出現頻度

を記載しており、風速の年間平均値とは異なりま

す。 

ご意見の通り、高さによって風の強さは異な

りますので、旧東京管区気象台のデータを基に、

風洞装置内で気流の鉛直分布と計画地周辺模型

を再現し、地上付近の予測を行いました。 

風環境の対策としては、防風植栽、低層部への

庇の設置および高層部の隅角部の形状の工夫を

行う計画としております。これらの対策を確実

に実施することにより、いずれの評価地点も領

域 A（住宅地相当）または領域 B（低中層市街地

相当）となるものと予測しております。 

なお、風洞実験は事前の予測であり、計画建築

物が建設されたのち、風環境に関する一年間の

事後調査を行う予定です。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。 

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、頂いたご意見、ご要望につ

きましては真摯に検討してまいります。 

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/minkan/
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項目 風環境、その他（つづき） 

都民の意見 事業者の見解 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（P.65 参照） 
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項目 風環境、その他（つづき） 

都民の意見 事業者の見解 
調査結果(4)イ）では「平均風速 2.0～2.9」とあ

るが、上記と同じ東京のデータでは 1996 年の平

均風速は 3.3m/s、10 年間の平均風速 3.1～3.7

である。東京管区気象台の数値（風向・風速計設

置高さ 地上 74.5m）は気象庁の数値より低い。

風は地上よりも上級の方が強いはずである。東

京管区気象台の数値 地上 74mは採用できない。

また、当該建物が 140m を超えることを考えると

地上 74m の値の根拠が不明である。 

３．ビル風は建物に吹き付けられた風が流れを

変え、局所的に強まる。穏やかな天候でも、高層

建物付近だけ微風を集めて強風になっている。

ビル風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。しかも植木 1、2、本で何

が対策なのか意味不明である。植木を敷地内に

植えたところで全く効果はないばかりか、強風

で折れたり倒れれたりすれば却って危険であ

る。ここはベビーカーや車いすも通り高齢者も

歩く場所である。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。

当初はテラス席があったが、強風のためか撤去

されている。あれで対策をしている結果であれ

ば、当該建物でも庇は役に立たず、常に強い風が

吹くことは実証済みと言える。 

ビル風は今の技術では抑制できないとされてい

る。一方一度建ってしまい、多くの実害が出ても

何の対策もできなくなる。 

４．既にタワーマンションが乱立する武蔵小杉

では強風に悩まされると聞き、ネットや新聞で

もよく目にする。神奈川新聞 2016 年 3 月 28 日

(月)によると「超高層のビルやマンションが林

立した結果、強いビル風が吹くようになり、転倒

や窓ガラスの破損といった被害が続発している

からだ。武蔵小杉のビル風は風速 20m。気象庁の

データでは 10 年で 3.3 メート増しの強風とな

る。10 年後は風速 30m。自転車は走行中でもひ

っくり返される。20 年後は風速 40m。大変強い

台風並みの風速で、とても立つ子音ができない。

住民らは事業者による環境アセスメントの風害

評価と実態に差があると主張し、行政による調

査を求めた」とある。店頭や骨折に至ることもあ

り、コンビニは自動ドアを二重にするなど、結局

周辺が被害を被。神奈川新聞には、『住民が環境

アセスメントを求めだが、住民からはなおも課

題を指摘する声が上がる。風観測は基本的に事

業者が実施しているため、「例えば、観測機器は

通行の妨げにならない場所に設置される。人が

往来する場所の数値とは異なる結果となる可能

性がある」』とある。事業者の無責任さ、逃げの 

（P.65 参照） 
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項目 風環境、その他（つづき） 

都民の意見 事業者の見解 
姑息さが伺える。武蔵小山が武蔵小杉の二の舞

になってしまうことは目に見えている。完成し

てしまえば、事業者は逃げて一切の責任を取ら

ない。これのどこが公共の福祉と言えるのか。 

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。 

５．諸外国でもビル風を起こさせない取り組み

をしている。ロンドン金融地区の中心地を管轄

するシティ・オブ・ロンドン自治体は 2019 年 9

月、英国初の「風の微気候ガイドライン」（wind 

microclimate guidelines）」を発表し、ビルが原

因で起こる強風を防ぐべく、新たにガイドライ

ンを制定した。こうした動きは北米にも広がっ

ており、“ビル風”を抑えることが街の人々の生

活の質の向上につながるという期待が高まって

いる。韓国では 2020 年 9 月、台風９号「ＭＡＹ

ＳＡＫ（メイサーク）」と１０号「ＨＡＩＳＨＥ

Ｎ（ハイシェン）」が相次いで韓国釜山（プサン）

を襲い、秒速 40 メートルに達した。低層階の窓

ガラスが割れ、木々をなぎ倒した。超高層建物の

乱開発でビル風問題を大きくしたという指摘と

あわせて、市民の安全のために対策を用意しな

ければならないという声が大きくなっている。

強風に対して偽りのデータを見て見ぬふりが都

市計画のすることとは思えない。この時代にこ

のような強風を起こす建築物を推奨している東

京の都市計画は世界基準以下かもしれない。都

市計画の本旨の公共の福祉に従うのであれば、

行政はビル風を起こさせない毅然とした態度が

無ければ、区民、都民、国民の信頼など得られな

い。 

６．この意見書は、評価書に対しての意見を記載

するものと認識しているが、2021 年 12 月 5 日

の品川区建設委員会の席上にて、品川区役所都

市開発課長の発言では、今までに集まった意見

書で、賛成 24 件、反対 15 件との発言があった。

またそのことは議事録に残り、まるで賛成多数

かと誤認するのではないかと驚いた。 

私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、賛成と捉えられかねず、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。 

（P.65 参照） 
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項目 景観、その他 

都民の意見 事業者の見解 
１）環境影響を「評価」する意義 

そもそもが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。これに異論は無いはずとの前提

で意見を進める。 

 さて今回の小山三丁目第１地区の事業の核は

「超高層」建造物である。依って「超高層」に関

する環境影響評価が軸となっているのだが、そ

の全ての項目で環境に与える「悪」は無いと評価

されている。ここに限らず、殆どの再開発事業に

おいて不可欠な要素である「超高層」だが、評価

の結果が「悪」どころか、環境に影響しない、む

しろ都市景観などという謎の価値観の導入によ

ってプラスの影響をもたらす云々・・という論調

展開が見られる。 

 とんでも無い高慢な見解といえよう。現状に

おける其れと、計画後の其れは全くの別物、環境

は激変する。必ず現時点より良くなるか悪くな

るか、に針は振れるはずである。だが、そうは表

現されていない。 

 一つには、環境基準を設定することにより、そ

の範囲内に収まるのであるなら、環境にあたか

も影響しないかのような誤認誘導がされている

ことだ。事実を歪曲する表現手法である。 

 もう一つ、評価の手法そのものが、疑問としか

言いようのないものである場合がある。環境ア

セスにおいて必ず存在する「景観」の評価手法が

それである。ここに関しては次項で詳しく述べ

るが、どちらにせよ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。 

 

２）「8.9 景観」に関する考察 

環境影響評価の中でもとりわけ感覚的な要素の

多い「景観」の評価ではあるが、心理的な感覚を

数値化しながら検証してゆくらしい。 

 それは風景写真への完成予想モンタージュで

測られる。人間の視野を想定した水平（に近い）

視線での検証と、天空方向の魚眼レンズによる

180 度視野での形態率変化を数値化したもので

の検証が行われたようだ。 

【その他】 

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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項目 景観、その他（つづき） 

都民の意見 事業者の見解 
 さて、どちらの検証手法においても著しく景

観を損ねているように私は感じる。多くの人も

同様な感想を抱くと思われるが、いかがであろ

うか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重要なのはここからである。事業完了後の予測

として以下の、 

〇現状で多様な高層建築物が立地している。な

ので新たにマンション等高層建築物が建設され

ても「景観構成要素」は変化しない。 

〇賑わいある街並みを形成するものになる。 

という極めてご都合主義の観点からスタート

し、 

●「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」を満足する。 

●圧迫感は発生するが、軽減を図る。 

なる結論が展開されている。「賑わいがある」と

「超高層」は無関係である！・・・しかし一体、

どの部分で、環境を評価したのだろうか。 

 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」を除外しているうえ、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（出来てないが）、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。 

 現況で立派に賑わっている街並みを破壊して

おいて！である。 

 ほんの一部を取り上げただけだが環境評価

（勿論本計画自体を含めて）疑義を呈さざるを

えない内容であると考える。 

深い再考と、慎重な判断を、要望するものであ

る。 

【景観】 

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。 

地域景観の構成要素につきましては、本事業

では「建築物、道路、橋梁、緑地、海浜、河川、

山、指定文化財等」の構成要素のうち、「商業ビ

ル、オフィスビル、マンション等の中・高層建築

物」と把握しました。このような地域景観の特性

把握のもと、「主要な景観構成要素は大きく変化

しない」旨、記載いたしました。 
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項目 その他 

都民の意見 事業者の見解 
１．環境影響評価を含め、実態を明らかにしな

い、アリバイつくりの説明会は認められない。隠

ぺい体質の準備組合が、地域を壊す本計画に反

対する 

 説明会の内容は、準備組合からの、「環境基準

を下回ると予測される」という一方的説明であ

り、近隣住民の不安に対し、誠実な答えはなかっ

た。事業者が行い、第三者の評価がない調査結果

を、そのまま信じるわけにはいかない。当日の資

料不十分、日影図も、風環境も、電波障害も、ス

ライドで数秒映し出されたのみ。スライドの資

料を求めたが、準備組合理事会の協議で拒否さ

れ、「縦覧・HP で見ていただくのが公平性」との

説明には、唖然とするばかり。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。また、準備

組合規約を地権者が求めても、議員が求めても

公開しない。こんなことが許されてよいのか。ブ

ラックな準備組合を、都と区が、チェックせずに

支援してはならない。 

 

２．超高層の建築物をこれ以上作ることは、超過

密の地域をつくり、環境悪化は必然、地球温暖化

対策に逆行し反対する 

 街づくりとは、子供たちや孫たちに今より良

い環境を残すことであり、そこに住む人、働く

人、訪れる人の総意で作り上げるものと考える。

本計画は、地権者の意見も、近隣住民の意見も聞

かず進められている。住宅戸数合計 1840 戸、駐

車場台数合計 903 台。小さな広場を設けても、

145ｍのタワーマンションを現状より更に３棟

も建設すれば、今よりはるかに人口密集地とな

り、地域環境にも地球環境にも負荷をかけるの

で反対。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。 

【その他】 

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。 

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。 

学校につきましては、区教育委員会と協議を

行っており、地域における今後の共同住宅増加

等に起因して学校の教室数が不足する場合にお

いては、近接する学校も含めて必要な対策を検

討する旨、伺っております。また、本施設におい

ても子育て支援施設を整備する方針で検討をす

すめております。  

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、最も混雑が見られる時間帯に各交

差点で渋滞は発生しないと予測しております。

建物完成後においても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。 

また、建物の環境負荷軽減策としては、雑用水

や雨水を利用した水資源の有効利用、熱負荷を

低減するための外壁仕様やガラスの採用、エネ

ルギーを有効に使える照明器具や設備機器の選

定などを行うことでエネルギーロス低減に向け

た取り組みを行っていく方針です。 

今後も、環境影響評価手続き及び事業の実施

にあたり、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

十分に協議し、周辺環境への影響を低減するよ

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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項目 その他 

都民の意見 事業者の見解 
私くしは、立会川が流れる、隣駅西小山駅を主

に利用しておりますが、西小山駅前開発プロジ

ェクト、武蔵小山タワーマンション５棟プロジ

ェクト、賃貸物件新築など、今後、懸念される局

地的豪雨の際に、起こる水害について、大変、心

配しております。 

冒頭のあいさつで、いの一番、『災害に強い街』

と云う言葉がありました。武蔵小山は、西小山に

対し、海抜が高いので、排水に対する問題は、少

ないのかもしれません。 

説明会の質疑応答において、完成後の生活排

水の行方について、質問しました。 

司会者より、環境影響評価の評価項目には、完

成後の排水項目はありません。との、回答であり

ました。そこで、排水ルートを質問したところ、

回答は、26 号線側に排水する。との回答でした。 

帰宅後、東京都下水道局『下水道台帳情報』を

閲覧、確認すると、すでに建築済みの２棟のタワ

ーマンションも含め、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、排水されるものと台帳より読みまし

たが、それが間違いなくば、やはり、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。 

くれぐれも、災害発生時、【想定外】でした...

と云う常套句は、聴きたくありません。ので、ご

再考、ご検討ください。 

【その他】 

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。完成後の下水道の容量につきまし

ては、下水道管理者と協議しながら、降雨時に対

しても十分な排水容量を確保するように計画し

てまいります。 

また、ゲリラ豪雨時など急激な雨水による下

水道への排水を抑制するため、「品川区雨水流出

抑制施設の設置に関する指導要綱」に準拠した

雨水貯留槽の設置など、十分な流出抑制対策を

実施してまいります。 

 
項目 その他 

都民の意見 事業者の見解 
（１）評価書案の内容について、すべての面で反

対いたします。環境保全上受け入れられないの

は勿論、事業計画そのものが武蔵小山の住民で

ある地権者、借家人、店子、広範な品川区民、目

黒区民など、関連する住民や営業活動をする

方々にとって害悪である事を申し上げます。 

（２）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。これらのものを平気

で出してきて評価書案に反映させている狙い

は、最初からスケジュールありきで、住民である

地権者、借家人、店子、広範な品川区民、目黒区

民など、関連する住民や営業活動をする方々の

ことよりも、目論んでいる期間で作りたい、金利

負担などを少なくし、「開発利益を享受したい

側」のよこしまな考えがあると判断します。その

ような「開発利益を享受したい側」になぜ、区民 

【その他】 

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 
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項目 その他（つづき） 

都民の意見 事業者の見解 
の生活や地域の営業活動を譲らなければならな

いのでしょうか。一部の企業集団を儲けさせる

計画書案に、断固反対します。 

（３）（２）項で述べた通り、計画書案は、環境

を隠れ蓑にして「開発利益を享受したい側」のた

めに作られたアリバイ書にしかすぎません。私

を含め、この地域に係わりある方々が生活や営

業を侵されることなく、平穏に過ごせることこ

そが「環境」の主眼といえるのではないでしょう

か。その面に十分触れられていない、この計画書

案は落第です。住民の生活と営業する方々の優

先順位を下位にする、計画書案はすべて白紙に

し、破棄すべきです。 

（４） 計画書案は、小山三丁目第１地区および

第２地区市街地再開発準備組合（以下準備組合

と記述）によって編纂されている。その編纂者

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。（２）項で述べたように、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。地権者の証言によると、彼らは準備組合

に加入するすべてが事業計画に賛成していると

いうカウントを行い、また法律上応じなければ

ならない義務もない物件調査をすると持ち掛け

ている。このような民意を不当に歪め開発利益

を目論む企業集団からのひも付き人員が中核に

いる準備組合は、即刻解散すべきである。 

（５）（３）項で述べた通り、「環境」の主眼はど

こにあるかは明白であるが、環境のベースとな

る事業計画そのものが本来の「環境」の主眼から

外れ、一部企業集団の開発利益のために作られ

たものであることは明らかである。以下 

①活力とにぎわいの拠点、にぎわい軸 

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。この

事業計画により、既存のパルム商店街は活力を

削がれる可能性がある。 

②防災性向上、未整備幹線道路の整備 

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。そもそもの事業の目

的そのものが一部企業集団の開発利益ありきで

作られている。街壊しの事業計画は中止すべき

である。 

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。  
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。今後の環境影響評価手続

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。 

本事業では、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。 
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6.2 事業段階関係区長の意見及びこれらについての事業者の見解 

6.2.1 品川区長の意見と事業者の見解 

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頂き、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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6.2.2 目黒区長の意見と事業者の見解 

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。 
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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。 

 
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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