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6. 対象事業の目的及び内容 

6.1 事業の目的 

本事業は、武蔵小山駅の南側に位置する約 11,280m2の敷地に、住宅及び店舗、駐車場等を新

設するものである。 

事業区域は「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る。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 品川区）において、

「駅周辺」と平塚小学校跡地の「スクエア荏原」という 2つの地域拠点の核同士を結ぶ賑わい

軸内のまちづくり推進地域「賑わい先導地区」と位置付けられている。また、将来像として「歩

いてふれあう活力に満ちた街～品川区の西の玄関口にふさわしいまちづくり～」が掲げられ、

駅前としての活性化や商店街の継承と回遊動線拡充による賑わいの向上、都市型住宅整備によ

る定住促進などが求められている地域である。事業区域の前面道路である都道補助 26 号線は

都市計画道路であり、事業区域側への拡幅（拡幅幅：約 5m）が決定されている。 

以上より、本事業では、①密集市街地更新による複合市街地の形成、②既存商店街の魅力

を継承した連続的な街並みの形成、③未整備幹線道路の整備等による自動車・歩行者交通の

整序化、④既存の周辺市街地への環境配慮及び改善と防災性向上の 4点を事業の目的として

掲げ、武蔵小山駅周辺に相応しい賑わい形成及び拠点形成を図っていくものとする。 

 

6.2 事業の内容 

6.2.1 位置及び概況 

事業区域の位置及び周辺の状況は図 6.2-1～図 6.2-3 に示すとおりである。事業区域は品

川区の北西部、品川区小山三丁目に位置し、東京急行電鉄（以下、東急）目黒線の武蔵小山

駅前に位置している。事業区域の北西側には東急目黒線が、南西側には都道補助 26号線、南

東側には区道 I-218号線が通っており、北東側は朗惺寺
ろ う せ い じ

が隣接している。 

また、周辺開発として事業区域の北東側で武蔵小山パルム駅前地区第一種市街地再開発事

業（以下、パルム駅前地区）が令和 2 年 1 月に竣工しており、武蔵小山駅前通り地区第一種

市街地再開発事業（以下、駅前通り地区）は令和 3 年 6 月に竣工している。事業区域の南東

側では小山三丁目第二地区市街地再開発準備組合が平成 30年 3月に設立されている。 

事業区域内には現在、武蔵小山商店街パルム（区道 I-163 号線、区道 I-217 号線）及び狭

幅員である私道が 2 本通っており、街区内は店舗や住宅を中心とした密集市街地となってい

る。 

事業区域及びその周辺は平坦で、店舗、住宅等が立地しており、公園等の小規模な緑地が

点在する。事業区域の北側約 500mには林試の森公園がある。 

事業区域は商業地域に指定され、周辺は近隣商業地域、第 1種住居地域に指定されている。 

なお、事業区域内には国、都及び区の指定文化財や既知の埋蔵文化財包蔵地は確認されて

いない。 
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図 6.2-1 

事業区域位置及び 

主な周辺開発事業・周辺施設等 

注）この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺 2,500分の 1地形図を利用して作成したものである。 

（承認番号）4都市基交著第 87号 
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図 6.2-3 

事業区域付近の空中写真 

出典： 

地図・空中写真閲覧サービス（令和 2 年 7 月現在 国土地理院

ホームページ）より以下の写真を使用した。 

・CKT20176-C35-29（平成 29年 国土地理院） 

・CKT20176-C36-28（平成 29年 国土地理院） 

・CKT20176-C37-26（平成 29年 国土地理院） 
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6.2.2 事業の基本方針 

事業の目的を受け、以下のとおり基本方針を設定する。 

 

(1) 密集市街地更新による複合市街地の形成 

・市街地再開発事業による細街路の再編・密集市街地の集約化及び高経年マンションの更

新 

・様々な居住ニーズを踏まえた質の高い都市型住宅を整備 

・周辺住民の生活利便性向上に資する低層部への地域貢献施設の導入 

 

(2) 既存商店街の魅力を継承した連続的な街並みの形成 

・駅前広場と一体となって地区の顔を形成する広場状空地①の整備 

・商店街の安全な歩行者空間確保とともに、隣接地区とも連携した連続的な街並み形成 

・商店街の立体的賑わいを形成する 2階ギャラリーの整備 

・商店街と連携した、賑わい・憩いの場となる広場状空地②の整備 

・新規建物 2階レベルに合わせたアーケードの改修 

 

(3) 未整備幹線道路の整備等による自動車・歩行者交通の整序化 

・都市計画道路（都道補助 26号線）及び区画道路（区道Ⅰ-218号線）の拡幅及び歩道状空

地の整備 

・Ⅰ-①敷地とⅠ-②敷地をつなぐ地下車路ネットワークにより商店街への車両通行を抑制

し、歩車錯綜の抑制及び賑わいの維持に寄与 

・パルム駅前地区と連携した歩行者ネットワークの形成による駅と商店街との回遊性向上 

 

(4) 既存の周辺市街地への環境配慮及び改善と防災性向上 

・東側市街地との緩衝帯となり、周辺地域の防災性向上にも寄与する広場状空地③の整備 

・建物ボリュームの適正配分により、隣接市街地の住環境に配慮した東側建物の低層化 

・防災拠点としての地域防災機能の整備 
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6.2.3 事業の基本計画 

(1) 施設配置計画 

施設配置計画は図 6.2-4及び図 6.2-5（1）、（2）に示すとおりである。低層部に店舗、高

層部に住宅機能を配置する。また、南北の交差点に面する位置には、人々が集える広場を

設け、公共空間と連続しながら施設低層部の商業店舗や緑地と一体となった賑わいと憩い

の空間とする。なお、武蔵小山商店街パルムのアーケードは武蔵小山商店街振興組合にて

本計画に合わせて別事業として改修し、現状より高い位置に架け替える計画である。 

 

(2) 建築計画 

建築計画の概要は表 6.2-1に示すとおりであり、主要な用途は店舗や住宅、駐車場であ

る。計画建物の断面図は図 6.2-5（1）、（2）に、将来の完成予想図は図 6.2-6に示すとお

りである。 

 

表 6.2-1 対象事業の内容の概略 

項 目 Ⅰ‐①敷地 Ⅰ‐②敷地 

事業区域面積 約 1.5ha 

建 物 名 称 高層棟 低層棟 

敷 地 面 積 約 8,080m2 約 3,200m2 

建 築 面 積 約 6,100m2 約 2,100m2 

最 高 高 さ 約 145m 約 20m 

階 数 地上 40階、地下 2階 地上 3階、地下 2階 

延 べ床 面 積 約 117,000m2 約 10,000m2 

住 宅 戸 数 約 850戸 ― 

駐 車 台 数 約 443台（住宅用：約 302台、非住宅用：約 141台） 

工事予定期間 2025年度～2030年度（予定） 

供 用 時 期 2031年度（予定） 

注）本計画は今後の関係者協議により変更することがある。 
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図 6.2-4 

施設配置計画平面図 
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図 6.2-5（1） 建物断面（東西） 
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図 6.2-5（2） 建物断面（南北） 
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注)本イメージは、現時点でのものであり、今後の関係機関との協議等により変更する可能性がある。 

図 6.2-6 将来の完成予想図（イメージ図：事業区域北西側からの鳥瞰） 
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(3) 駐車場計画 

駐車場は、建物内地下 2 階に自走式駐車場、地下 1 階にタワーパーキングの乗降口を配

置する計画である。駐車場の換気は機械換気方式で行い、自動火災報知機・非常警報設備・

非常照明設備・消火設備等の防災対策を講じて、安全には十分な配慮を行う。 

駐車場台数は「東京都駐車場条例」（昭和 33年 10月 1日 東京都条例第 77号）及び「東

京都集合住宅駐車施設附置要綱」（平成 4 年 7 月 3 日 4 都市建調第 115 号）の附置義務台

数及び「大規模小売店舗立地法」（平成 10 年 6 月 3 日 法律第 91 号）に基づく算出から、

住宅、商業施設等の合計で約 443 台を計画している。駐車場の出入口については、高層棟

西側の都道補助 26号線に面する側に設け、低層棟には出入口を設けず高層棟と地下車路に

て接続する計画である。（図 6.2-5（1）、（2）及び図 6.2-7参照） 

 

(4) 駐輪場計画 

駐輪場は、建物内地下 1 階に店舗用として約 750 台、3 階に住宅用として約 880 台の合計

約 1,630台の駐輪場を確保する計画である。駐輪場の出入口は事業区域西側の都道補助 26号

線及び南側の区道Ⅰ-218号線沿いに設け、武蔵小山商店街パルムへの自転車の乗り入れが行

われないよう配慮した計画としている。 

 

(5) 発生集中交通量及び車両動線計画 

工事の完了後に計画建築物に出入りする自動車の発生集中交通量は表 6.2-2 に示すとお

り、「大規模開発地区関連交通計画マニュアル（改訂版）」（平成 26年 6月 国土交通省都市

局都市計画課）等に基づき、平日は約 530台/日、休日は約 513台を予定している。関連車

両の主要な走行ルートは図 6.2-7に示すとおりである。 

また、車両の交通処理に係る出入口、経路等の詳細については、今後、交通管理者及び

道路管理者等の関係機関との協議により決定していく。 

 

表 6.2-2 工事の完了後の発生集中交通量（台/日） 

用   途 平 日 休 日 

住   宅 226 222 

商   業 206 188 

公益施設 98 103 

計 530 513 
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図 6.2-7 

駐車場の出入口及び関連車両の

走行経路（供用後） 

注）この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺 2,500分の 1地形図を利用して作成したものである。 

（承認番号）4都市基交著第 87号 
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(6) 歩行者動線計画 

事業区域及び周辺開発計画における歩行者等の動線計画は図 6.2-8 に示すとおりである。

武蔵小山商店街パルムの歩行者動線について、工事中通行止めを行う場合は夜間のみとし、

昼間は開放して通行を確保する。供用後においても 1 階ピロティを整備し、現状と同様の

歩行者動線を確保する計画である。隣接するパルム駅前地区の貫通通路と本計画の広場状

空地③を接続する歩行者動線を整備し、駅からの歩行者動線を整備する。 

事業区域の西側については、区域沿いの都道補助 26 号線未整備部分を拡幅することで、

都道補助 26号線の円滑な車両動線及び安全で快適な歩行者環境を整備する計画である。ま

た、事業区域の北側歩道及び事業区域南側の区道Ⅰ-218号線について、区道Ⅰ-217号線を

一部付け替え、ゆとりある歩行者環境を整備する。なお、事業区域の南北には広場状空地

を設け、ゆとりと安らぎの中で安心して通行できる空間を創出していく。また、武蔵小山

商店街パルム沿いを除く敷地外周部は歩道状空地を確保し、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を確保する。一方で武蔵小山商店街パルム沿いは壁面の後退位

置を統一し、店舗の賑わいの連続した街並みを形成するとともに快適な歩行者空間を確保

する計画とする。 

隣接する「武蔵小山パルム駅前地区第一種市街地再開発事業」や「小山三丁目第 2 地区

第一種市街地再開発事業」と連絡するデッキレベルの歩行者通路を整備し、駅からの賑わ

いの連続性を確保するとともに重層的な商業機能の賑わいを演出する。 

 

(7) 熱源計画 

本事業の施設で使用するエネルギーは、電気及び都市ガスを計画しており、住宅、商業

施設等で利用する熱源については極力集中化を図り、効率的なエネルギーシステムを採用

する計画である。また、空調・換気設備に関しては、住宅、商業施設等の区画毎に設置し、

共同住宅については個別方式を予定している。なお、冷凍機やボイラ等の利用は想定して

いないが、今後、熱源施設・空調換気設備を検討するにあたっては、省エネルギーに配慮

した計画とする予定である。 

 

(8) 給排水計画 

給水については、東京都水道局から供給を受ける予定であり、汚水排水、雨水排水につ

いては、公共下水道へ放流する計画である。 

排水槽等の設置については、「建築物における排水槽等の構造、維持管理等に関する指導

要綱」（平成 16年 12月 16環改計第 298号）、ビルピット臭気対策マニュアル（平成 24年

3月 東京都環境局）等の関係法令等に基づき適切に維持管理を行う。また、雨水等の排水

によって周辺に被害が生じないよう、ます、排水溝、透水性舗装その他の排水設備を整備

する。水循環の保全の観点から地下水涵養に配慮した計画として、浸透性舗装等の浸透設

備を設ける。 

また、「品川区雨水流出抑制施設の設置に関する指導要綱」に準拠した約 660m3の雨水流

出抑制施設を設置し、設置当初の雨水流出抑制施設の機能を十分に維持するため適切な管

理を行う。  
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(9) 緑化計画 

緑の配置方針等 

本事業の緑化計画は、「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」の形成に資する緑のネットワークの形成を図る。 

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る。また、一部建築物上での緑化を行うことで、ヒートアイランド

対策にも配慮した計画とする。なお、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、生物多様性にも配慮した樹種選定を

行う。 

 

緑化基準 

「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）、「品川

区みどりの条例」（平成 6 年 3 月 30 日 品川区条例第 19 号）及び「東京都再開発等促進区

を定める地区計画運用基準」（令和 3 年 3 月 東京都都市整備局）に基づき、緑化基準以上

の緑化面積を確保する。「新しい都市づくりのための都市開発諸制度活用方針」における緑

化基準については、Ⅰ-①街区、Ⅰ-②街区において一体的かつ総合的な取組みを行うこと

によって実現する計画であることから、本事業区域全体で再開発促進区を定める地区計画

の緑地基準値 40%を確保する。緑化基準及び緑化面積は表 6.2-3 に、緑化計画図は図 6.2-

9に示すとおりである。 

 

表 6.2-3 緑化基準及び緑化面積 

緑化面積 
本事業の緑化面積 

「東京都再開発等促進区

を定める地区計画運用基

準」による緑化面積 

「品川区みどりの条例」に

よる緑化面積 

3,665.88㎡ 2,668.86㎡ 3,539.75㎡ 

注 1）「本事業の緑化面積」は「品川区みどりの条例」に基づくものである。 

地上部緑化面積： 1,682.86㎡ 

※ 屋上等へ 466.48㎡振替後の緑化面積： 1,682.86㎡－466.48㎡ ＝ 1,216.38㎡ 

屋上、壁面、ベランダ等緑化面積： 1983.02 ㎡ 

※ 地上部緑化面積より 466.48㎡振替後の面積 

注 2）「東京都再開発等促進区を定める地区計画運用基準」による緑化面積 

地上部の緑化面積： （11,280㎡－8,165㎡）×0.40 ＝ 1,246.00㎡ 

建築物上の緑化面積： 3,557.15 ㎡ × 0.40 ＝ 1,422.86㎡ 

注 3）「品川区みどりの条例」による緑化面積 

地上部緑化面積： （11,280㎡－8,165㎡）×0.35 ＝ 1,090.25㎡ 

屋上、壁面、ベランダ等緑化面積： 8,165㎡×0.3 ＝ 2,449.50㎡ 
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図 6.2-9 

緑化計画図 
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(10) 廃棄物処理計画 

建設工事に伴う建設廃棄物は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（昭和 45年 12月 25

日 法律第 137 号）、「資源の有効な利用の促進に関する法律」（平成 3 年 4 月 26 日 法律第

48号）、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成 12年 5月 31日 法律第 104

号）等に基づき発生抑制を図るとともに、廃棄物及び建設発生土の再資源化及び再利用の

促進を図り、適切に処理する。石綿含有材料を使用する建築物その他の施設が存在した場

合には、「大気汚染防止法」（昭和 43 年 6 月 10 日 法律第 97 号）及び「都民の健康と安全

を確保する環境に関する条例」（平成 12 年 12 月 22 日 東京都条例第 215 号）（以下「環境

確保条例」という。）に基づき、遵守事項等に従い飛散防止に努めるとともに、適切に処理

する。また、工事の完了後に発生する事業系一般廃棄物については「東京都廃棄物条例」

（平成 4 年 6 月 24 日 東京都条例第 140 号）等に基づく分別回収を行い、再資源化及び再

利用の促進を図っていく。なお、事業活動に伴い発生する廃棄物のうち「廃棄物の処理及

び清掃に関する法律」及び同法施行令で定める産業廃棄物については、許可を受けた民間

の産業廃棄物処分業者に委託し、確実に処理・処分を行う。 

 

6.3 施工計画及び供用の計画 

6.3.1 施工計画 

(1) 工事計画 

本事業に係る概略工事工程は表 6.3-1 に示すとおりである。工事着手後約 1 年間で既存

建物を解体し、その後新築工事に着手する計画である。2030年度の工事完了を予定してい

る。 

 

表 6.3-1 工事工程 

年  度 2025年度 2026年度 2027年度 2028年度 2029年度 2030年度 

仮設工事       

準備工事       

解体工事       

山留・掘削工事       

地下躯体工事       

地上躯体工事       

内装・設備工事       

外構工事・検査       
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工事内容及び使用する主な建設機械は表 6.3-2に示すものを予定している。 

工事に使用する建設機械については、環境への配慮のため、低騒音、低振動の建設機械

及び工法を採用するとともに排出ガス対策型等の低公害型を採用することに努め、周辺ヘ

の影響の抑制に配慮する。さらに、粉じんの発生を抑えるため、散水、洗車等を実施し、発

生抑制に努める。 

掘削工事に伴う排水は沈砂槽等により適切に処理し、「下水道法」（昭和 33年 法律第 79

号）に定める下水排除基準以下の水質で公共下水道へ放流する計画である。 

また、塗料や防水材料、塗床材、接着剤等の選定に際しては「東京都 VOC対策ガイド[建

築・土木工事編]」（平成 25 年 6 月 東京都環境局）を参考とし、可能な限り VOC の排出抑

制に配慮するものとする。 

工事車両の通行に対しては、制限速度の遵守、主要箇所への交通誘導員の配置等を適切

に行う。武蔵小山商店街パルムの通行止めを行う場合は夜間のみとし、昼間は開放するこ

とで商店街の賑わいへの影響を抑えるよう努める。 

工事内容の概要は以下に示すとおりである。 

 

表 6.3-2 工事内容及び使用する主な建設機械 

工事内容 主な建設機械 

仮設工事 準備工事 バックホウ、トラッククレーン等 

解体工事 建物解体工事、撤去工事 油圧式破砕機、バックホウ等 

山留工事 山留壁構築 SMW掘削機、バックホウ等 

掘削工事 掘削工事 バックホウ、クラムシェル等 

基礎・地下躯体工事 資材搬入、鉄骨建方 クローラクレーン、コンクリートポンプ車等 

地上躯体工事 資材搬入、鉄骨建方 クローラクレーン、コンクリートポンプ車等 

内装・設備・仕上工事 設備工事、外壁工事等 トラッククレーン、コンクリートポンプ車等 

外構工事 道路、内外構、植栽等 トラッククレーン、コンクリートポンプ車等 

 

仮設工事 

敷地境界に鋼製仮囲い（高さ 3.0m）を設置し、入口は事業区域北西側の 1箇所、南西側

の 1箇所及び南東側の 2箇所に設置する。 

 

解体工事 

計画建物の新築工事に先立ち、既設建築物の解体・撤去を行う。 

地上解体工事及び基礎解体工事は、周辺を防音パネル等で囲み、油圧式破砕機等の建設

機械を使用して実施する。また、粉じん対策として、散水、洗車等を実施し、発生抑制に努

める。 

 

山留工事 

山留には、遮水性・剛性の高い SMW 式工法を採用する計画である。山留壁は、事業区域
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周辺の地下水位低下と地盤沈下を防止するため、主な帯水層である武蔵野礫層（Mg）より

も下位にある難透水層である上総層群（Ka）まで施工する。 

 

掘削工事 

掘削は、最大で G.L.-17m程度まで行う。掘削工事にはバックホウ等を使用し、土砂はダ

ンプトラックに積み込んで場外へ搬出する。 

 

基礎・地下躯体工事 

基礎・地下躯体の構築は、切梁等の仮設支保工等により、山留壁の変形を最小限に抑え

ながら行う計画である。 

 

地上躯体工事 

地上躯体の構築は、地下躯体工事後に地上の鉄骨建方、鉄筋コンクリート工事を実施す

る。鉄骨はクローラクレーン等を用いて建方を行い、床版・外壁を順次構築し、上階へ工事

を進める。 

 

内装・設備・仕上工事 

躯体工事が完了した階から、給排水管、空調（換気設備、窓）、電気系統（照明、配電盤、

配線）等の設備工事及び内装建具等の仕上工事を実施する。 

 

外構工事 

構内道路工事、計画建物周辺の植栽工事等を行う。外構工事については、躯体工事又は

仕上工事完了後に適宜実施する。 

 

(2) 工事用車両計画 

工事用車両の走行経路は図 6.3-1 に示すとおりである。事業区域周辺の道路状況を踏ま

え、武蔵小山商店街パルムを工事用車両が横断しないよう計画する。工事用車両の出入口

は、事業区域北西側の 1箇所、南西側の 1箇所及び南東側の 2箇所に設置する計画である。 

工事用車両台数のピークは工事着手後 25 ヶ月目であり、ピーク日において大型車 210台

/日、小型車 20台/日を予定している。（資料編 p.11） 
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注）この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺 2,500分の 1地形図を利用して作成したものである。 

（承認番号）4都市基交著第 87号 

図 6.3-1 
 

工事用車両の主な走行経路 
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6.3.2 供用計画 

本事業の計画建築物の供用開始は、2031年度を想定している。 

本事業の計画建築物の規模は延べ床面積約 127,000m2であり、高層棟には住宅及び店舗を、低

層棟には店舗を導入する。なお、計画建築物は地下 2階、地上 40階を計画している。高層棟

は敷地西側に低層棟は敷地東側に配置する。 

また、高層棟の敷地の北側、南西側及び低層棟の敷地の東側にはオープンスペースを設け

るなど、敷地内の空地を効果的に活用して地域交流や憩いの場の創出、防火性の向上等を図

る。 
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6.4 環境保全に関する計画等への配慮の内容 

本事業に係る主な環境保全に関する上位計画としては「東京都環境基本計画」、「品川区環境

基本計画」等がある。環境保全に関する計画等への配慮事項は表 6.4-1（1）～（9）に示すと

おりである。 

表 6.4-1（1） 環境保全に関する計画等への配慮の内容 

計画等の名称 計画等の概要 本事業で配慮した事項 

東京都 

環境基本計画 

（平成 28年 3月 

東京都） 

「東京都長期ビジョン」（平成 26 年 12 月 東京都）

において示した環境政策をさらに進化・発展させ、東

京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会とその後

を見据え、環境政策と経済成長を両立させた「世界一

の環境先進都市・東京」の将来像やこれを目指した

政策展開を示した計画。 

目標年次を 2020 年及び 2030 年とし、5 つの柱を

定めて政策展開を図っている。 

政策 1 スマートエネルギー都市の実現 

政策 2 3R・適正処理の促進と「持続可能な資源利

用」の推進 

政策 3 自然豊かで多様な生きものと共生できる都市

環境の継承 

政策 4 快適な大気環境、良質な土壌と水循環の確保 

政策 5 環境施策の横断的・総合的な取組 

・住宅用途では、省エネルギー

対策等級 4 を目指す。 

・高効率型給湯設備、節水型器

具、共用部における LED 照明

等の導入に努める。 

・工事に伴う廃棄物は積極的に

再資源化に努める。 

・廃棄物の発生量を抑制するた

め、テナント等への啓発活動を

行う。 

・廃棄物は、建物内に設置する

保管場所に分別、保管する。 

「未来の東京」 

戦略 

（令和 3年 3月 

東京都） 

新たな都政の羅針盤として策定する都の総合計画

であり、「まち・ひと・しごと創生法」（平成 26 年法律第

136 号）第９条第１項にいう「都道府県まち・ひと・しごと

創生総合戦略」に位置付けられている。 

「人が輝く」を中心に、「安全安心」「世界をリードす

る」「美しい」「楽しい」「オールジャパンで進む」東京を

ベースとして、目指す 2040 年代の東京の姿である 20

の「ビジョン」を提示。この「ビジョン」を実現する 2030

年に向けた 20+1 の「戦略」と、戦略実行のための 122

の「推進プロジェクト」を示している。 

【特に環境と関連が高い、目指す 2040 年代の東京の

姿としてのビジョン】 

ビジョン 16 水と緑： 

水と緑を一層豊かにし、ゆとりと潤いのある東京 

ビジョン 17 環境都市： 

ゼロエミッション東京 

【特に環境と関連が高い、2030年に向けた戦略】 

戦略 13 水と緑溢れる東京戦略 

戦略 14 ゼロエミッション東京戦略 

・周辺地域の防災性向上にも寄

与する広場状空地の整備及び

防災拠点としての地域防災機能

を整備する。 

・既存商店街の魅力を継承した

連続的な街並みの形成を目指

す。 

・事業区域の広場等の公開空地

に緑地帯を設け、地域住民、就

業者等が活用できる快適な空

間を整備する。 

・敷地内はできる限り緑化を図

り、周辺の緑と連続させる。 

・高効率型給湯設備、節水型器

具、共用部における LED 照明

等の導入に努める。 
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表 6.4-1（2） 環境保全に関する計画等への配慮の内容 

計画等の名称 計画等の概要 本事業で配慮した事項 

都市づくりの 

グランドデザイン 

（平成 29年 9月 

東京都） 

2040 年代の目指すべき東京の都市の姿とその実

現に向けた、都市づくりの基本的な方針と具体的な

方策を示した計画。「活力とゆとりのある高度成熟都

市」を都市づくりの目標とし、目指すべき都市像の実

現に向けて、分野横断的な視点から 7 つの戦略を示

している。 

・持続的な成長を生み、活力にあふれる拠点を形成 

・人・モノ・情報の自由自在な交流を実現 

・災害リスクと環境問題に立ち向かう都市の構築 

・あらゆる人々の暮らしの場の提供 

・利便性の高い生活の実現と多様なコミュニティの 

創出 

・四季折々の美しい緑と水を編み込んだ都市の構築 

・芸術・文化・スポーツによる新たな魅力を創出 

・周辺地域の防災性向上にも寄

与する広場状空地の整備及び

防災拠点としての地域防災機能

を整備する。 

・既存商店街の魅力を継承した

連続的な街並みを形成する。 

・事業区域の広場等の公開空地

に緑地帯を設け、地域住民、来

街者等が活用できる快適な空

間を整備する。 

 

東京の都市づく

りビジョン（改定） 

（平成 21年 7月 

東京都） 

経済活力の向上、安全・安心の確保に加え、低炭

素型都市への転換、水と緑のネットワークの形成、美

しく風格ある景観の創出など、「環境、緑、景観」を一

層重視した都市づくりを推進していくため、新たな基

本理念「世界の範となる魅力とにぎわいを備えた環境

先進都市東京の創造」を定め、都市づくりの将来ビ

ジョンを示した計画。 

目標時期を 2025（平成 37）年とし、ハード分野を中

心とする取り組むべき施策の方向を 7 つの基本戦略

として提示している。 

基本戦略 1 広域交通インフラの強化 

基本戦略 2 経済活力を高める拠点の形成 

基本戦略 3 低炭素型都市への転換 

基本戦略 4 水と緑のネットワークの形成 

基本戦略 5 美しい都市空間の創出 

基本戦略 6 豊かな住生活の実現 

基本戦略 7 災害への安全性の高い都市の実現 

・周辺地域の防災性向上にも寄

与する広場状空地の整備及び

防災拠点としての地域防災機能

を整備する。 

・既存商店街の魅力を継承した

連続的な街並みの形成を目指

す。 

・事業区域の広場等の公開空地

に緑地帯を設け、地域住民、来

街者等が活用できる快適な空

間を整備する。 

・敷地内はできる限り緑化を図

り、周辺の緑と連続させる。 

・高効率型給湯設備、節水型器

具、共用部における LED 照明

等の導入に努める。 

・未整備幹線道路の整備等によ

る自動車、歩行者交通の整序

化に努める。 

東京都地域公害

防止計画 

（平成 24年 3月 

東京都） 

環境基本法第 17 条に基づき、公害が著しい特定

の地域等について、公害防止に関する施策を総合的

に推進することを目的として策定された計画。 

都では、昭和 47年に策定した第 1次計画から改定

を重ねながら公害防止に関する諸施策を推進してお

り、本計画は第 9次公害防止計画になる。 

・工事における濁水は、沈殿槽

等の処理施設で下水排出基準

に適合するように処理する。 

・建設発生土、建設汚泥は産業

廃棄物として再資源化し、適正

処理を行う。 
  



- 34 - 

表 6.4-1（3） 環境保全に関する計画等への配慮の内容 

計画等の名称 計画等の概要 本事業で配慮した事項 

東京都自動車排

出窒素酸化物及

び自動車排出粒

子状物質総量削

減計画 

（平成 25年 8月 

東京都） 

自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状

物質の総量の削減に係る各種対策を国、都、特別

区、市、町、事業者及び都民が連携し、総合的に推

進するために、「自動車から排出される窒素酸化物

及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等

に関する特別措置法」（平成 4 年 6 月 3 日 法律第

70号）に基づいて策定された計画。 

平成 32 年度までに対策地域において二酸化窒

素に係る大気環境基準及び浮遊粒子状物質に係る

大気環境基準を確保することを目標とし、平成 27年

度までに監視測定局において二酸化窒素に係る大

気環境基準及び浮遊粒子状物質に係る大気環境

基準を達成することを中間目標としている。 

・建設機械のアイドリングストップ

厳守を徹底する。 

・建設機械の集中稼働を行わない

よう、作業の平準化に努める。 

・低公害型の工事車両を極力採

用する。 

・工事用車両のアイドリングストッ

プ厳守を徹底する。 

 

東京都景観計画 

（平成 19年 4月

〔平成 30年 8月

改定〕 東京都） 

都市計画法や建築基準法に基づく諸制度、屋外

広告物規制の活用も図り、都民や事業者、区市町

村等と連携・協力しながら、美しく風格のある首都東

京を実現するための具体的な施策を示した計画。 

本計画の基本理念には、景観法に定めるものに

加え以下の 3項目を掲げている。 

（1） 都民、事業者等との連携による首都にふさわし

い景観の形成 

（2） 交流の活発化・新たな産業の創出による東京

の更なる発展 

（3） 歴史・文化の継承と新たな魅力の創出による東

京の価値の向上 

・事業区域の広場等の公開空地

に緑地帯を設け、地域住民、来

街者等が活用できる快適な空間

を整備する。 

・敷地内はできる限り緑化を図り、

周辺の緑と連続させる。 

・駅や隣接再開発事業から連続し

た樹木の配置計画を行う。 

・色彩は「東京都景観計画」に基

づく「東京都景観色彩ガイドライ

ン」に適合し、周辺の建築物と調

和にも配慮したものとする。 

みどりの新戦略 

ガイドライン 

（平成 18年 1月 

東京都） 

首都東京にふさわしいみどりづくりを推進していく

「みどりの新戦略」に基づき、みどり豊かな風格都

市・東京を実現していくため、公共や民間によるみど

りづくりを誘導していく指針として策定されたガイドラ

イン。 

みどりづくりの目標として以下の 3点を掲げている。 

①みどり率の指標により、将来（2025年）の緑の確保

目標を示す。（区部：現況より 2割増） 

②東京のみどりの質の向上を図る。 

③東京にみどりの拠点と軸を構築し、みどりのネット

ワークの形成をめざす。 

・事業区域の広場等の公開空地

に緑地帯を設け、地域住民、来

街者等が活用できる快適な空間

を整備する。 

・敷地内はできる限り緑化を図り、

周辺の緑と連続させる。 

・駅や隣接再開発事業から連続し

た樹木の配置計画を行う。 
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表 6.4-1（4） 環境保全に関する計画等への配慮の内容 

計画等の名称 計画等の概要 本事業で配慮した事項 

東京都資源循

環・廃棄物処理

計画 

（平成 28年 3月 

東京都） 

廃棄物処理法の規定に基づき、都の廃棄物行政

の基本的な方向を示す計画であり、東京都環境基

本計画に基づく個別分野計画の一つ。 

廃棄物の減量や 3R施策の更なる促進により、「良

好な都市環境の次世代への継承」に加え、資源採

取の段階から環境に配慮するための「持続可能な

資源利用への転換」を基本的考え方とし、以下の 5

つの計画目標を掲げている。 

計画目標 1 資源ロスの削減 

計画目標 2 「持続可能な調達」の普及 

計画目標 3 循環的利用の推進と最終処分量の削減 

計画目標 4 適正かつ効率的な処理の推進 

計画目標 5 災害廃棄物の処理体制 

・工事に伴う廃棄物は積極的に再

資源化に努める。 

・廃棄物の発生量を抑制するため、

テナント等への啓発活動を行う。 

・事業系一般廃棄物は分別回収

を行い、廃棄物処理業の許可を

得た業者に委託して処理（再資

源化）を行う。 

・廃棄物は、建物内に設置する保

管場所に分別、保管する。 

東京都建設リサ

イクル推進計画 

（平成 28年 4月 

東京都） 

都内における建設資源循環の仕組みを構築する

とともに、都内の建設資源循環に係る全ての関係者

が一丸となって、計画的かつ統一的な取組を推進

することにより、環境に与える負荷の軽減とともに、

東京の持続ある発展を目指すために策定された計

画。 

建設資源循環の実効性を確保するため、重点的

に取り組むべき事項や特定の建設資材等につい

て、9つの戦略を定めている。 

戦略その 1 コンクリート塊等を活用する 

戦略その 2 建設発生木材を活用する 

戦略その 3 建設泥土を活用する 

戦略その 4 建設発生土を活用する 

戦略その 5 廃棄物を建設資材に活用する 

戦略その 6 建設グリーン調達を推進する 

戦略その 7 建築物等を長期利用する 

戦略その 8 戦略を支える基盤を構築する 

戦略その 9 島の建設リサイクルを推進する 

・工事に伴う廃棄物は積極的に再

資源化に努める。 

・既存建築物の解体、及び計画建

築物の建設工事に伴い生じる廃

棄物は分別し（コンクリート塊、ア

スコン、ガラス陶磁器、廃プラス

チック、金属くず、木くず、紙くず

石膏ボード、その他）、再利用可

能なものについては可能な限り

再利用材として再利用を図る。 

・建設発生土、建設汚泥は産業廃

棄物として再資源化し、適正処理

を行う。 

  



- 36 - 

表 6.4-1（5） 環境保全に関する計画等への配慮の内容 

計画等の名称 計画等の概要 本事業で配慮した事項 

ゼロエミッション

東京戦略 

2020 Update & 

Report 

（令和 3年 3月 

東京都環境局

総務部環境政

策課） 

2030 年までに温室効果ガス排出量を半減する

「カーボンハーフ」の実現に向けて、ゼロエミッション

東京戦略（2019 年 12 月策定）で掲げた 6 分野 14

政策のロードマップをアップデートし、26の社会変革

に向けたビジョン「2030・カーボンハーフスタイル」

と、その実現に向けた 36 のアプローチ、直ちに加

速・強化する 94の取組を新たに提示。 

2021年 3月に策定した「『未来の東京』戦略」を踏

まえた取組として位置づけ、その推進を図る。 

・高効率型給湯設備、節水型器

具、共用部における LED 照明等

の導入に努める。 

・工事に伴う廃棄物は積極的に再

資源化に努める。 

・廃棄物の発生量を抑制するた

め、テナント等への啓発活動を行

う。 

・廃棄物は、建物内に設置する保

管場所に分別、保管する。 

・工事に伴う廃棄物は積極的に再

資源化に努める。 

・建設発生土、建設汚泥は産業廃

棄物として再資源化し、適正処理

を行う。 

品川区 

長期基本計画 

（令和 2年 4月 

品川区） 

将来のあるべき品川区を実現するための指針とし

て策定した基本構想と、それを具体化するために行

う施策及び実現の方向を明らかにした計画。 

「輝く笑顔 住み続けたいまち しながわ」の更なる

実現に向け、今後 10 年間にわたる区政の課題を明

らかにし、「未来につなぐ 4 つの視点」に沿って計画

全体の目標を 掲げ 3 つの政策分野により計画体系

が構成され、将来に向けた区の方針と取り組みを示

している。 

・周辺地域の防災性向上にも寄与

する広場状空地の整備及び防災

拠点としての地域防災機能を整

備する。 

・既存商店街の魅力を継承した連

続的な街並みの形成を目指す。 

・事業区域の広場等の公開空地

に緑地帯を設け、地域住民、来

街者等が活用できる快適な空間

を整備する。 

・敷地内はできる限り緑化を図り、

周辺の緑と連続させる。 

・高効率型給湯設備、節水型器

具、共用部における LED 照明等

の導入に努める。 

・未整備幹線道路の整備等による

自動車、歩行者交通の整序化に

努める。 

・廃棄物の発生量を抑制するため、

テナント等への啓発活動を行う。 

・廃棄物は、建物内に設置する保

管場所に分別、保管する。 
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表 6.4-1（6） 環境保全に関する計画等への配慮の内容 

計画等の名称 計画等の概要 本事業で配慮した事項 

品川区 

環境基本計画 

（平成 30年 3月 

品川区） 

環境の視点から目指す将来像「みんなで創り育て

る環境都市」を掲げ、区の環境行政に関わる基本方

針を定めた計画。 

将来像を達成するため、5 つの基本目標と 1 つの

共通目標を設定している。 

基本目標 1 「低炭素な暮らし・仕事・まち」を実現する 

（地球温暖化対策） 

基本目標 2 「持続可能な循環型都市」を実現する 

（資源循環） 

基本目標 3 「水とみどりがつなぐまち」を実現する 

（自然環境） 

基本目標 4 「すこやかで快適な暮らし」を実現する 

（生活環境） 

基本目標 5 「やすらぎとにぎわいの都市景観」を形

成する（文化環境） 

共通目標   「日常的に実践する人」を育てる 

（環境教育・環境コミュニケーション） 

・周辺地域の防災性向上にも寄

与する広場状空地の整備及び

防災拠点としての地域防災機能

を整備する。 

・既存商店街の魅力を継承した

連続的な街並みの形成を目指

す。 

・事業区域の広場等の公開空地

に緑地帯を設け、地域住民、来

街者等が活用できる快適な空

間を整備する。 

・敷地内はできる限り緑化を図

り、周辺の緑と連続させる。 

・高効率型給湯設備、節水型器

具、共用部における LED 照明

等の導入に努める。 

・廃棄物の発生量を抑制するた

めテナント等への啓発活動を行

う。 

・廃棄物は、建物内に設置する

保管場所に分別、保管する。 

品川区景観計画 

（平成 23年 1月 

品川区） 

景観法に基づく法定計画として、景観形成の基本

目標や方針を定め、その実現方法を示した景観まち

づくりのマスタープラン。 

区の景観特性や課題をふまえ、景観を構成する 4

つの要素（歴史・文化、自然、生活、新たなまちづく

り）から導き出される 5つの基本方針を定めている。 

方針 1 歴史あるまちの景観の再生と活用 

方針 2 安らぎを感じる水辺・緑環境の保全と整備 

方針 3 生活に密着した住宅景観の保全と誘導 

方針 4 活力に満ちた賑わいや調和のとれた景観の 

創出 

方針 5 新しいまちの景観の整備と誘導 

・事業区域の広場等の公開空地

に緑地帯を設け、地域住民、来

街者等が活用できる快適な空

間を整備する。 

・敷地内はできる限り緑化を図

り、周辺の緑と連続させる。 

・駅や隣接再開発事業から連続

した樹木の配置計画を行う。 

・色彩は「品川区景観計画」にお

ける武蔵小山駅周辺地区の色

彩基準に適合する配色を行い、

周辺環境との調和にも配慮した

ものとする。 
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表 6.4-1（7） 環境保全に関する計画等への配慮の内容 

計画等の名称 計画等の概要 本事業で配慮した事項 

品川区まちづくり

マスタープラン 

（平成 25年 2月 

品川区） 

自治体自らの創意工夫と住民の意見反映をもと

に地域のあるべき都市像や課題に応じた整備方

針、住宅施策の方向性など、まちづくりの分野を総

合的に定めた都市計画の方針。 

 基本構想に掲げる将来像「輝く笑顔 住み続けた

いまち しながわ」の実現を目指し、8 つのまちづくり

の目標を設定している。 

①土地利用と開発誘導 魅力的で活力とにぎわい

のある市街地の維持・発展 

②防災まちづくり 災害に強く安全性の高いまちの

構築 

③都市基盤 すべての人にやさしい便利で安全な

交通・歩行環境の整備 

④水とみどり 水とみどり豊かなやすらぎとうるおいの

ある都市空間の保全・再生 

⑤都市景観 魅力ある都市計画の創出と歴史ある景

観資源の保全・活用 

⑥環境まちづくり 環境負荷が低くエネルギー効率

の高い市街地の形成 

⑦住まいと住生活 誰もが安心し快適で暮らしやす

い住環境の整備 

⑧計画の実現に向けて 自主・自立・協働のまちづく

りの推進 

・周辺地域の防災性向上にも寄与

する広場状空地の整備及び、防

災拠点としての地域防災機能を

整備する。 

・既存商店街の魅力を継承した連

続的な街並みの形成を目指す。 

・事業区域の広場等の公開空地

に緑地帯を設け、地域住民、来

街者等が活用できる快適な空間

を整備する。 

・敷地内はできる限り緑化を図り、

周辺の緑と連続させる。 

・高効率型給湯設備、節水型器

具、共用部における LED 照明等

の導入に努める。 

・自然換気、雨水利用等の自然エ

ネルギーの利用について、検討

する。 

・未整備幹線道路の整備等による

自動車、歩行者交通の整序化に

努める。 

品川区 

水とみどりの基本

計画・行動計画

－水とみどりがつ

なぐまち－ 

（平成 29年 6月 

品川区） 

水とみどりに関する施策を総合的に進めていくた

め、緑地の保全や緑化に関する目標や施策を示し

た計画。 

将来像として掲げた「水とみどりがつなぐまち」のイ

メージを「区内の 4 分の 1 がみどりで覆われている」

及び「人と生き物でにぎわう水辺が復活している」と

定め、その実現に向けて 4 つの基本方針を定めて

いる。 

基本方針 1 区民の安全や生き物の命を支える水

とみどりを守り育てる 

基本方針 2 水とみどりが身近にある豊かな暮らし

をつくる 

基本方針 3 品川らしい水とみどりを継承しまちづく

りに活かす 

基本方針 4 区民と行政が一丸となって水とみどり

を育む 

・事業区域の広場等の公開空地

に緑地帯を設け、地域住民、来

街者等が活用できる快適な空間

を整備する。 

・敷地内はできる限り緑化を図り、

周辺の緑と連続させる。 

・一部建築物上での緑化を行う。 
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表 6.4-1（8） 環境保全に関する計画等への配慮の内容 

計画等の名称 計画等の概要 本事業で配慮した事項 

品川区 

一般廃棄物処理

基本計画（第 3

次）～「循環型都

市しながわ」の実

現～ 

（平成 25年 3月 

品川区） 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく法

定計画として、品川区の一般廃棄物の処理に関する

基本的な事項を定めた基本計画。 

区民・事業者と協働して次代につなぐ「循環型都市

しながわ」の実現を目指すため、4 つの基本方針を定

め、施策や事業を展開している。 

基本方針 1 発生抑制の推進 

基本方針 2 リサイクルの推進 

基本方針 3 情報提供と区民参画の推進 

基本方針 4 適正処理の推進 

・廃棄物の発生量を抑制するた

め、テナント等への啓発活動を

行う。 

・事業系一般廃棄物は分別回収

を行い、廃棄物処理業の許可を

得た業者に委託して処理（再資

源化）を行う。 

・廃棄物は、建物内に設置する

保管場所に分別、保管する。 

品川区 

地球温暖化対策

地域推進計画 

（平成 22年 3月 

品川区） 

温室効果ガス排出量の現況と品川区の地域特性

を踏まえた将来予測に基づき、地球温暖化防止に関

する目標と特徴を活かした取組内容を定めた計画。 

区民・事業者・区がそれぞれの役割のもと、協働し

て対策を推進するための取組方針を定めるとともに、

特に優先する 5つの重点取組を設定している。 

重点取組 1 省エネ型ライフスタイルの促進 

重点取組 2 環境に配慮した事業活動の促進 

重点取組 3 環境学習・環境教育の充実 

重点取組 4 自然エネルギーの導入促進 

重点取組 5 低炭素型まちづくりの実現に向けて 

・住宅用途では、省エネルギー

対策等級 4 を目指す。 

・高効率型給湯設備、節水型器

具、共用部における LED 照明

等の導入に努め、省エネルギー

に努める。 

・自然換気、雨水利用等の自然

エネルギーの利用について検

討する。 

目黒区景観計画 

（平成 2４年 4月 

目黒区） 

景観法に基づく法定計画として、景観形成の基本

目標や方針を定め、その実現方法を示した景観まち

づくりのマスタープラン。 

区の景観特性や課題をふまえ、景観を構成する 4

つの要素（自然、歴史、生活空間、街並みの変化）か

ら導き出される 5つの基本方針を定めている。 

方針 1 豊かな自然環境や歴史とふれあえる街づくり 

方針 2 身近な生活空間の魅力の向上 

方針 3 地域の特徴を活かした街並みづくり 

方針 4 楽しく歩ける道づくり 

方針 5 イメージしやすく、まわりやすい街づくり 

・事業区域の広場等の公開空地

に緑地帯を設け、地域住民、来

街者等が活用できる快適な空

間を整備する。 

・敷地内はできる限り緑化を図

り、周辺の緑と連続させる。 

・駅や隣接再開発事業から連続

した樹木の配置計画を行う。 
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表 6.4-1（9） 環境保全に関する計画等への配慮の内容 

計画等の名称 計画等の概要 本事業で配慮した事項 

目黒区みどりの

基本計画 

(平成 28年 3月

目黒区) 

みどりの保全・創出・育成に向けた取組を総合的か

つ体系的に進めていくための目標や施策を示した計

画。 

基本理念として「みどりを感じる・みどりと暮らす・み

どりの集う ～みんなが主役のみどりのまちづくり～」

を掲げ、その実現に向けて 5 つの基本方針を定めて

いる。 

基本方針 1 みんなで身近なみどりを育てよう 

基本方針 2 みどりを活かしてめぐろの魅力を高めよう 

基本方針 3 歴史文化の薫るみどりを守り伝えよう 

基本方針 4 多様なみどりをつないでひろげていこう 

基本方針 5 暮らしに潤いを与えるみどりの拠点を 

きずこう 

・事業区域の広場等の公開空地

に緑地帯を設け、地域住民、来

街者等が活用できる快適な空

間を整備する。 

・敷地内はできる限り緑化を図

り、周辺の緑と連続させる。 

・一部建築物上での緑化を行う。 
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6.5 事業計画の策定に至った経過 

本事業に関する協議等の経過は表 6.5に示すとおりである。本事業区域では、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 品川区）における将来像と

して「歩いてふれあう活力に満ちた街～品川区の西の玄関口にふさわしいまちづくり～」が掲

げられており、本事業は駅前としての活性化や商店街の継承と回遊動線拡充による賑わいの向

上、都市型住宅整備による定住促進や防災性の向上等を目標として、既存密集市街地の更新を

行うものである。 

 

表 6.5 事業計画の策定に至った経過等の概略 

時期 主な経緯 

平成 23年 12月 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」において、本

事業区域を含む地域の将来像として「歩いてふれあう活力に満ちた街～品

川区の西の玄関口にふさわしいまちづくり～」が掲げられた。 

平成 24年 3月 品川区が定めた「武蔵小山駅周辺地域 街並み誘導指針」において、本

事業区域を含む地域での「賑わいと憩いの街並み形成」及び「拠点性を象

徴するスカイラインの形成」に配慮したまちづくりの誘導指針が示された。 

平成 24年 5月 小山三丁目第 1地区市街地再開発準備組合が設立した。 

平成 29年 12月 東京都が定めた「都市づくりのグランドデザイン」において、本事業区域を

含む地域が「中枢広域拠点域」と位置付けられた。 

平成 31年 3月 東京都が定めた「新しい都市づくりのための都市開発諸制度活用方針」

において、本事業区域を含む地域が「活力とにぎわいの拠点」と位置付けら

れた。 

令和元年 10月 品川区が定めた「武蔵小山駅周辺地域 街並み誘導指針（追補）」におい

て、本事業区域を含む地域が「賑わい先導地区」と位置付けられた。 

令和元年 12月 東京のしゃれた街並みづくり推進条例に基づき、本事業区域を含む地域

が「街並み再生地区」（名称：武蔵小山賑わい軸地区）に指定された。 
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