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13．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の 

意見の概要並びにこれらについての事業者の見解 
 

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の意見の内訳は、表

13-1 に示すとおりである。 

都民の意見書及び事業者の見解は表 13-2～55 に、事業段階関係区長の意見の内容及び

事業者の見解は表 13-56～58 に示すとおりである。 

なお、意見の内容については意見書毎の原文をそのまま掲載する形を基本とし、複数の同

文・同様の意見書に関しては、代表的な意見書の原文をそのまま掲載した。 

 

表 13-1 意見等の件数の内訳 

 

 

 

 

 

 

  

意見等 件 数 

都民の意見書 85 件 

事業段階関係区長の意見 2 件 

合 計 87 件 
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表 13-2 都民の意見書の内容及び事業者の見解 

意見の内容 事業者の見解 

項 目 大気汚染、騒音、その他（事業内容全般） 

・主に予測・評価［大気汚染1］［大気汚染2］について 

 

（図面・写真あり） 

特例都道鮫洲大山線（通称26号線）から小山3丁目と荏原3丁目

の間の北東方向に延びる道路を8ｍに拡幅するとの説明を2021年

11月18日、スクエア荏原における事業者主催の説明会にて説明を

受けた。当該道路については地図にて桃色で示す通り。黄色で

囲った地域の用途は第一種住宅地域（用途地域についてはP68） 

現状：この道路は道幅4ｍ、1車線通行（一方通行）で北東地点

（×で示した）で道幅2ｍ未満となり、車両通行不可となる。また、こ

の地点は第一種住宅地域であることから、デイサービス等の地域住

民のための車両や地域住民以外の車両の侵入は殆どなく、抜け道

にもならないことから、車の排気ガスや騒音の影響が極めて少な

い。 

1.調査期間について一般環境：令和2年2月12日～令和2年2月18

日、令和2年4月17日～令和2年4月23日、道路沿道についても同

じく令和2年2月12日～令和2年2月18日、令和2年4月17日～令和

2年4月23日にい調査を行っている。 

令和2年2月12日～18といえば、当時の状況については、2月5日

厚生労働省ＨＰダイヤモンドプリンセス号の船内でコロナ感染者発

表－厚生労働省第1報－、2月12日－厚生労働省第5報－船内の

39人の新規感染者発表、18日－厚生労働省第12報－船内で新

規88名の感染、延べ542名のコロナ陽性発表。2月13日はコロナ感

染による初の国内死者が確認された。街のドラックストアからマス

ク、消毒液、トイレットペーパーが売り切れになり、感染流言も多く、

極端に人出が減った時期であることが記憶に新しい。 

令和2年4月17日～令和2年4月23日当時の状況については、令

和2年4月7日～5月25日緊急事態宣言中。不要不急の外出・移動

の自粛要請をされていた時期であり、特に第1回目の緊急事態宣

言では人でも車両も極端に少ない。 

交通量：令和3年4月19～20日（蔓延防止重点措置期間）、令和

3年4月24日（蔓延防止重点措置期間）、令和3年4月25日（緊急事

態宣言期間）。東京都ＨＰによると令和2年10月27日の品川区の新

型コロナウィルスの患者数は1126人と増加傾向の時期であったこと

が分かる。緊急事態宣言及び蔓延防止重点措置期間中は不要不

急の外出・移動の自粛要請をされていた時期であり、極めて交通

量が少なかった時期である。この時点の交通量や大気を基準とし

て、予測値を加算しても、もともとの数値が平時に比べ著しく低いた

め、結果としては基準値を下回るうように見える。新型コロナウィル

スによるパンデミックが収束した際には実効値は評価書の数値をは

るかに超える可能性が高い。平時を基準とすべきであり、平時の交

通量を勘案した増加した値こそ評価結果となるべきであり、この調

査期間の数値から計算したものは著しく大気の汚染物質が低く計

算されている可能性が高いため採用できない。 

【次ページへ続く】 

新型コロナ感染症の拡大と、それに

伴う緊急事態宣言等による影響につ

いては、可能な限り回避するよう努め

ましたが、発令時期及びその影響を

事前に予想することは難しく、現地調

査を実施した一部の時期において、

社会活動が低下していた可能性があ

ることはご指摘のとおりです。 

しかしながら、大気汚染の現地調査

結果は、既存資料調査結果（新型コ

ロナ感染症の影響を受けていない時

期のデータ）と大きな差が無いことを

確認しており、また、大気汚染の予測

におけるバックグラウンド濃度として

は、過去5年間（平成27年度～令和元

年度）の既存資料調査結果（新型コロ

ナ感染症の影響を受けていない時期

のデータ）を使用し、その上に本事業

によって発生する負荷分を加算して

予測しているため、平時を基準とした

環境影響評価になっていると考えま

す。 

交通量についても、現地調査結果

と「平成27年度道路交通センサス」に

おける調査結果（新型コロナ感染症の

影響を受けていない時期のデータ）を

比較して大きな差異はなかったことか

ら、現地調査結果を現況交通量として

設定し、調査時点では開業前であっ

た「武蔵小山駅前通り地区第一種市

街地再開発事業」の交通量と、計画

進行中である隣接開発事業の「小山

三丁目第１地区市街地再開発事業」

の交通量を加算し、その上に本事業

によって発生すると想定される負荷分

を加算して予測しているため、平時を

基準とした環境影響評価になっている

と考えます。 
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（意見書に添付された図面・写真等） 
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表 13-3 都民の意見書の内容及び事業者の見解 

意見の内容 事業者の見解 

項 目 大気汚染、騒音、その他（交通安全、環境影響評価、事業内容全般） 

【前ページから続く】 

2.予測・評価［大気汚染1]［大気汚染2］には道路を

拡幅する予定であることに記載が無い。当該建物

の建設中には工事車両の進入、完成後は駐車場

入り口になるが、このような重要な事実の記載が無

い。他の地点と比べても尤も大気状況の悪化が懸

念される地点である。 

評価書には拡幅による交通量の増加とそれによる

二酸化窒素および浮遊微粒物質（排気ガス等）の

説明の記載が一切ない。 

ここに8m幅の道路ができた場合には静寂な環境で

あるべき第一種住宅地域に排気ガス及騒音の問題

が生じることは必至であるのにも拘わらず、この項目

に於いて8mに道路を拡幅するという重大な事実を

意図的に記載せず、その調査を怠っている。 

 

3.土地利用の75の荏原三丁目公園みついて、この

公園は当該事業地に も近い公園である。拡幅道

路から侵入し、車両通行できなくなる手前で右折す

ると100先に荏原三丁目公園がある。大気の悪化

みならず、ここに道路を拡幅することにより、域外の

車両の増加、大型車両の抜け道として利用されるこ

とになり、現在保たれている地域住民と子供たちの

安全が危険に晒され、身体・生命にかかわる重大

な事故を惹起しかねない。 

 

【次ページへ続く】 

道路拡幅に関しては、環境影響評価書案（本編

p.18、19）に示したとおり、計画地に隣接する区間の

都道420号及び区道Ⅰ-171号、区道Ⅰ-218号、区道

Ⅰ-219号は、本事業に合わせて、拡幅・整備を行う計

画です。また、都道420号の予測地点については、環

境影響評価書案の作成時点では都市計画決定まで

至っておらず、詳細な道路構成（車道、歩道の幅員

等）が確定していないことから、現況の道路構成を予

測条件として予測・評価を実施しております。一般的

に道路拡幅後よりも道路拡幅前の状態（条件）の方

が、大気汚染、騒音・振動の予測結果は大きくなるこ

とから、より厳しい値での予測・評価結果となっており

ます。 

また、工事の施行中及び工事の完了後の出入口

及び主要な走行経路は、環境影響評価書案（本編

p.29、31）に示したとおり、計画地東側に隣接する第

一種住居地域を極力走行させない計画としておりま

す。 

 

本事業の車両計画は、環境影響評価書案（本編

p.29、31）に示したとおり、工事中及び供用後におい

て、北街区と南街区のそれぞれに対して主要走行経

路として設定しております。工事業者及び施設利用者

に対して、主要走行経路を利用するよう周知徹底し、

住宅街の狭あいな道路や生活道路を抜け道として利

用しないように誘導する計画です。 
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表 13-4 都民の意見書の内容及び事業者の見解 

意見の内容 事業者の見解 

項 目 大気汚染、騒音、その他（交通安全、環境影響評価、事業内容全般） 

【前ページから続く】 

4.P90以下において、（8m拡幅接面）建物の駐車場入り口や

運搬業者の搬入口を設けるとしている。特例都道鮫洲大山

線は片側1車線のバス道路（東急バス【反11】、【反12】）であ

り、当該拡幅の道路を挟むように小山三丁目バス停が配され

ている。もしここに駐車場等ができれば、特に土日祝日の特

例都道鮫洲大山線と当該8ｍ幅の交叉点付近での駐車場入

庫待ちによる渋滞が予想され、排気ガス等による大気汚染、

騒音及び自動車の走行に係る低周波音は現状より確実に悪

化する。 

なお、特例都道鮫洲大山線のこの付近は道路の左右に住

宅（マンション）が立ち並び、道路に面する全面にベランダが

配置されているため、停滞した排気ガスが上昇して住宅に侵

入すことは容易に想定できる。 

 

5.「道路環境影響評価の技術手法（平成24年度版）」を使用

しているとの記載があるが、記国土交通省技術政策総合研

究所から「道路環境影響評価の技術手法4.騒音4.1自動車

の走行に係る騒音）新版を重ね、既に令和2年度版が出てい

る。 

http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn1124.htm 

工事中及び工事完了後の排気ガス等の濃度の記載があり

るが、古い資料、古い手法を用いていることは予測手段の気

象条件等を含め、敢えて自らの都合のよい数値を利用してい

ることを疑わざるを得ない。 

別途意見しているとおり、風環境についての評価の数値

は、10年以上前のデータを使用していること、別途意見の景

観についても、ビルの陰になるような地点、角度等ばかりを用

いた写真を使用し、環境を害する事実が無いかのように工作

し、「影響なし」旨評価書に記載している。この評価書の中に

は素人がこの短い期間に見ただけでも、古いデータ使用や、

都合のよい写真のみばかり並べ全く事実を写していない写真

の掲載など、評価書の信頼を損ねるものがいくつも散見され

る。本件の大気についても大気の悪化等事業者に不利益と

なる事実を隠蔽するために意図的に古いデータを使用したと

思われれても仕方ない。このようなデータのコントロールは評

価の信頼性、公平性を欠くものと思われ、また、業者によるこ

ういった行為そのものは、住民と行政を詐術におとしめる行

為で、強く抗議する。これは、平成九年法律第八十一号 環

境影響評価法第二十五条の軽微な修正には該当せず、根

本から調査、作成の必要があり、再度の作成を求める。また、

この評価を信頼性のおけるものとするためには、公平な第三

者の専門機関による評価書の調査や、数値のみの偽造を避

けるため、新な検証結果とそのエビデンスの提出を求める。 

【次ページへ続く】 

計画地南側の隣接道路（特例都道鮫洲

大山線）は、現状において武蔵小山商店街

パルム駐車場の出入口が設置されており、

利用者の車両が日常的に出入している道路

です。本事業の実施後には、計画地東側の

隣接道路（区道Ⅰ-219号）が拡幅され、駐

車場出入口と道路標識等が適切に整備さ

れることで、適切な交通流が確保される計画

です。 

駐車場の供用及び関連車両の走行に伴

う大気汚染の評価結果は、評価の指標とし

た環境基準を十分下回り、寄与率も小さいと

予測しています。 

 

「道路環境影響評価の技術手法 4.騒音

4.1 自動車の走行に係る騒音（令和2年度

版）」は、日本音響学会により道路交通騒音

に関する 新の予測式（ ASJ RTN-Model 

2018）が公開されたことを受けて、騒音に関

する部分（予測手法）のみ更新したもので

す。本事業では、環境影響評価書案（本編

p.151）に示したとおり、上記 新の予測式を

使用しております。なお、大気汚染、振動に

関しては、予測式の改定等がなく、「道路環

境影響評価の技術手法（平成24年度版）」

が 新版となります。 

本事業は、「東京都環境影響評価条例」

における対象事業に該当することから、同条

例及び「東京都環境影響評価技術指針」に

基づき、科学的かつ適正な環境影響評価の

実施に努めております。  
環境影響評価書案は、「東京都環境影響

評価条例」に基づき事業者自らが作成する

ものです。その後、関係区長からの意見、都

民からの意見、東京都環境影響評価審議

会の答申を踏まえて、知事の審査意見書が

形成され、その結果を評価書に反映させる

制度となっております。本事業においても、

知事の審査意見書の内容を踏まえて、周辺

環境への影響の低減に努めてまいります。 

 

http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn1124.htm
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表 13-5 都民の意見書の内容及び事業者の見解 

意見の内容 事業者の見解 

項 目 大気汚染、騒音、その他（交通安全、環境影響評価、事業内容全般） 

【前ページから続く】 

6.平成九年法律第八十一号 環境影響評価法第一

章 第一条は、「評価の結果をその事業に係る環境

の保全のための措置その他のその事業の内容に関

する決定に反映させるための措置をとること等によ

り、その事業に係る環境の保全について適正な配慮

がなされることを確保し、もって現在及び将来の国民

の健康で文化的な生活の確保に資することを目的と

するためのものである。」と定め、配慮が確保されて

いない上、評価の結果が著しく環境を害し、現在維

持されている国民の健康で文化的な生活を侵すもの

である場合には、計画の見直し、又は撤回等、行政

の責任でこれを指導すべきである。 

 

7.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

驚き怖くなった。 

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、私の意思に反して、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、私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。 

本事業は、「東京都環境影響評価条例」における

対象事業に該当することから、同条例及び「東京都環

境影響評価技術指針」に基づき、科学的かつ適正な

環境影響評価の実施に努めております。  
また、環境影響評価書案は、関係区長からの意

見、都民からの意見、東京都環境影響評価審議会の

答申を踏まえて知事意見が形成され、その結果を評

価書に反映させることとなっております。したがって、

中立的かつ公平性の高い手続きになっております。 

 

事業者は、計画地内の地権者で構成される再開発

準備組合であり、都市再開発法に基づく再開発組合

の設立を目指して検討を進めています。まちづくりの

方針を地域の生活拠点となる個性豊かな複合市街地

の形成、商店街の連続した街並みの形成、交通ネット

ワークの形成、地域の居住環境及び防災性の向上と

し、これらを市街地再開発事業により実現することを

目標としています。 

武蔵小山駅周辺のまちづくりについては、東京都

及び品川区の上位計画において方向性が提示され、

事業者はこれらを踏まえて計画を深度化してきまし

た。計画が具体化したことを踏まえ、事業者による説

明会を開催し、その後、都市計画法16条及び17条に

基づく説明会･縦覧等の都市計画手続きが進められ

ました。 

環境影響評価書案に示したとおり、各環境影響評

価項目については、各項目ともに評価の指標を満足

すると予測しました。今後事業を進めるにあたっては、

環境保全のための措置を徹底し、より周辺環境への

影響の低減に努めてまいります。 
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表 13-6 都民の意見書の内容及び事業者の見解 

意見の内容 事業者の見解 

項 目 騒音、その他（事業内容全般） 

・主に予測・評価［騒音］について 

 

1.P121「平成27年度道路交通センサス一般交通量

結果」を使用しているとの記載があるが、既に令和2

年度版が出ている。古い資料、古い手法を用いてい

ることは敢えて自らの都合のよい数値を利用している

ことを疑わざるを得ない。 

一方で交通量調査は「8.1大気汚染8.1.1(4）調査

結果⑥」を使用しているとある。 

調査期間について令和2年10月27日～28日、令

和2年10月31日～令和2年11月1日、令和3年4月19

日～20日、令和3年4月24日～令和3年4月25日であ

る。 

令和3年4月19～日20日（蔓延防止重点措置期

間）、令和3年4月24日（蔓延防止重点措置期間）、

令和3年4月25日（緊急事態宣言期間）、東京都HP

によると令和2年10月27日の品川区の新型コロナウ

イルスの患者数は1126人と増加傾向の時期であった

ことが分かる。2020年の緊急事態宣言では渋谷の街

からも人がいなくなった様子が連日テレビで放送され

ていた時期であり、武蔵小山も同様、被とも車も殆ど

見かけないほどであった。緊急事態宣言及び蔓延防

止重点措置期間中は不要不急の外出・移動の自粛

要請をされていた時期であり、極めて交通量が少な

かった時期である。この時点の交通量や大気を基準

として、予測値を加算しても、もともとの数値が平時

に比べ著しく低いため、結果として基準値を下回るう

ように見える。新型コロナウィルスによるパンデミック

が収束した際には実効値は評価書の数値をはるか

に超える可能性が高い。平時を基準とすべきであり、

平時の交通量を勘案した増加した値こそ評価結果と

なるべきであり、この調査期間の数値から計算したも

のは著しく大気の汚染物質が低く計算されている可

能性が高いため採用できない。 

 

【次ページへ続く】 

国土交通省が全国で実施する交通量調査である

「道路交通センサス」は概ね5年ごとに実施されていま

す。 新版にあたる令和3年度調査は現在実施中で

あり、報告書はまだ発行されておりません。 

新型コロナ感染症の拡大と、それに伴う緊急事態

宣言等による影響については、可能な限り回避するよ

う努めましたが、発令時期及びその影響を事前に予

想することは難しく、現地調査を実施した一部の時期

において、社会活動が低下していた可能性があること

はご指摘のとおりです。 

しかしながら、大気汚染の現地調査結果は、既存

資料調査結果（新型コロナ感染症の影響を受けてい

ない時期のデータ）と大きな差が無いことを確認して

おり、また、大気汚染の予測におけるバックグラウンド

濃度としては、過去5年間（平成27年度～令和元年

度）の既存資料調査結果（新型コロナ感染症の影響

を受けていない時期のデータ）を使用し、その上に本

事業によって発生する負荷分を加算して予測している

ため、平時を基準とした環境影響評価になっていると

考えます。 

交通量についても、現地調査結果と「平成27年度

道路交通センサス」における調査結果（新型コロナ感

染症の影響を受けていない時期のデータ）を比較して

大きな差異はなかったことから、現地調査結果を現況

交通量として設定し、調査時点では開業前であった

「武蔵小山駅前通り地区第一種市街地再開発事業」

の交通量と、計画進行中である隣接開発事業の「小

山三丁目第１地区市街地再開発事業」の交通量を加

算し、その上に本事業によって発生すると想定される

負荷分を加算して予測しているため、平時を基準とし

た環境影響評価になっていると考えます。 
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表 13-7 都民の意見書の内容及び事業者の見解 

意見の内容 事業者の見解 

項 目 騒音、その他（環境影響評価、事業内容全般） 

【前ページから続く】 

2.別途意見の通り、風環境、景観、大気においても10年以

上前の資料を使い、「影響なし」旨評価書に記載している。

この評価書の中には素人がこの短い期間に見ただけでも、

古いデータ使用や、都合のよい写真のみばかり並べ全く事

実を写していない写真の掲載など、評価書の信頼を損ねる

ものがいくつも散見される。本件の騒音についても大気の

悪化等事業者に不利益となる事実を隠蔽するために意図

的に古いデータを使用したと思われれても仕方ない。このよ

うなデータのコントロールは評価の信頼性、公平性を欠くも

のと思われ、また、業者によるこういった行為そのものは、住

民と行政を詐術におとしめる行為で、強く抗議する。これ

は、平成九年法律第八十一号 環境影響評価法第二十五

条の軽微な修正には該当せず、根本から調査、作成の必

要があり、再度の作成を求める。また、この評価を信頼性の

おけるものとするためには、公平な第三者の専門機関によ

る評価書の調査や、数値のみの偽造を避けるため、新な検

証結果とそのエビデンスの提出を求める。 

 

3.平成九年法律第八十一号 環境影響評価法第一章 第

一条は、「評価の結果をその事業に係る環境の保全のため

の措置その他のその事業の内容に関する決定に反映させ

るための措置をとること等により、その事業に係る環境の保

全について適正な配慮がなされることを確保し、もって現在

及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に資するこ

とを目的とするためのものである。」と定め、配慮が確保され

ていない上、評価の結果が著しく環境を害し、現在維持さ

れている国民の健康で文化的な生活を侵すものである場

合には、計画の見直し、又は撤回等、行政の責任でこれを

指導すべきである。 

 

4.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き怖くなった。 

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、

私の意思に反して、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、私の表現を

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。 

本事業は、「東京都環境影響評価条例」に

おける対象事業に該当することから、同条例及

び「東京都環境影響評価技術指針」に基づ

き、科学的かつ適正な環境影響評価の実施に

努めております。  
環境影響評価書案は、「東京都環境影響評

価条例」に基づき事業者自らが作成するもので

す。その後、関係区長からの意見、都民からの

意見、東京都環境影響評価審議会の答申を

踏まえて、知事の審査意見書が形成され、その

結果を評価書に反映させる制度となっておりま

す。本事業においても、知事の審査意見書の

内容を踏まえて、周辺環境への影響の低減に

努めてまいります。 

 

事業者は、計画地内の地権者で構成される

再開発準備組合であり、都市再開発法に基づ

く再開発組合の設立を目指して検討を進めて

います。まちづくりの方針を地域の生活拠点と

なる個性豊かな複合市街地の形成、商店街の

連続した街並みの形成、交通ネットワークの形

成、地域の居住環境及び防災性の向上とし、

これらを市街地再開発事業により実現すること

を目標としています。 

武蔵小山駅周辺のまちづくりについては、東

京都及び品川区の上位計画において方向性

が提示され、事業者はこれらを踏まえて計画を

深度化してきました。計画が具体化したことを

踏まえ、事業者による説明会を開催し、その

後、都市計画法16条及び17条に基づく説明

会･縦覧等の都市計画手続きが進められまし

た。 

環境影響評価書案に示したとおり、各環境

影響評価項目については、各項目ともに評価

の指標を満足すると予測しました。今後事業を

進めるにあたっては、環境保全のための措置を

徹底し、より周辺環境への影響の低減に努め

てまいります。 
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表 13-8 都民の意見書の内容及び事業者の見解 

意見の内容 事業者の見解 

項 目 地盤、水循環、日影、風環境、その他（住民説明会） 

・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。 

今回実施した住民説明会は、東京都環境影響評

価条例に基づき、事業者が主催し、環境影響評価書

案の内容や縦覧及び意見書募集の手続きについて

お知らせするものです。 

本事業においては、周辺地域への日影の抑制に

配慮し、南街区と北街区の建築物の複合日影におい

ても日影規制を満足させる計画としております。 

風洞実験の結果、風環境の変化は生じるものの、

防風植栽の設置等の対策を施すことにより、領域A

（住宅地相当）またはB（低中層市街地相当）の風環

境を維持することができ、現状の領域区分である領域

A、Bを悪化させることはないものと予測しています。 

地下水や地盤沈下については、剛性と遮水性の高

いSMW工法を採用し、掘削部への地下水の湧出を抑

制する計画です。 

本事業により、老朽化した既存の建築物の更新を

図るとともに、道路等のインフラの機能強化を図りま

す。エネルギー消費軽減、地球温暖化対策、防災等

に配慮した新たな建築物等を整備するものです。 

また、計画地内の人口は増加する見込みですが、

本事業において保育園を整備するとともに、教育施設

については関係行政機関と引き続き連携・調整してい

きます。 

開発に伴う鉄道輸送及び駅施設への影響につい

ては、東急目黒線を運営する東急電鉄株式会社に対

し、本事業における交通計算を含めた情報提供を

行っており、車両の増設やホーム延伸などの対応を実

施すること等から大きな影響はないことを確認していま

す。引き続き適切なタイミングでの情報連携を図ること

を通じて、負荷軽減に協力してまいります。 

 

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、本事業においては南街区と北街区のそれぞれの

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、南街区と北街区の建築物の複合日影におい

ても日影規制を満足させる計画としております。 

 

  



410 

表 13-9 都民の意見書の内容及び事業者の見解 

意見の内容 事業者の見解 

項 目 日影 

・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。 

 

・日影について。小山台高校をはじめとした学校・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起き、充

分な調査をすべき。現在の調査では不十分である。

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、本事業においては南街区と北街区のそれぞれの

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、南街区と北街区の建築物の複合日影におい

ても日影規制を満足させる計画としております。 
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表 13-10 都民の意見書の内容及び事業者の見解 

意見の内容 事業者の見解 

項 目 日影、風環境、景観 

・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。 

・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、本事業においては南街区と北街区のそれぞれの

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、南街区と北街区の建築物の複合日影におい

ても日影規制を満足させる計画としております。 

風環境については、風洞実験の結果、風環境の変

化は生じるものの、防風植栽の設置等の対策を施す

ことにより、領域A（住宅地相当）またはB（低中層市街

地相当）の風環境を維持することができ、現状の領域

区分である領域A、Bを悪化させることはないものと予

測しています。 

景観については、｢武蔵小山駅周辺地域街並み誘

導指針(追補)｣(品川区)等の上位計画において、「駅

前ゾーン」及び｢賑わい軸｣に位置することを踏まえ、

武蔵小山パルム駅前地区や小山三丁目第１地区と一

体となって、武蔵小山のスカイラインの頂部(約145m)

を形成し、品川区の西の玄関としての景観を形成しま

す。また、商店街のにぎわいの継承･強化を図るため、

商店街の直線的なにぎわいを面的･立体的に拡充す

るとともに、人々が憩い、安らぐことのできる広場空間

を設置します。なお、特に、既成住宅地と面する区道

I-171号線沿いについては、壁面後退距離を6mとした

上で緑道を整備し、安全な歩行環境及び潤いのある

緑豊かな景観の形成を図るとともに、商業機能と既成

住宅街を緩やかに分節することで居住環境を保全し

ます。 

事業者は、計画地内の地権者で構成される再開発

準備組合であり、都市再開発法に基づく再開発組合

の設立を目指して検討を進めています。まちづくりの

方針を地域の生活拠点となる個性豊かな複合市街地

の形成、商店街の連続した街並みの形成、交通ネット

ワークの形成、地域の居住環境及び防災性の向上と

し、これらを市街地再開発事業により実現することを

目標としています。 

なお、準備組合事務に関するご意見については、

事業者は記載された年月日に総会等を開催していな

いため、他事業に対するご意見と考えられます。 
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表 13-11 都民の意見書の内容及び事業者の見解 

意見の内容 事業者の見解 

項 目 日影、風環境、その他（事業内容全般、住民説明会） 

・１、人口増による影響 

住戸数990戸駐車場台数460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。 

 

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 

パワーポイントでの説明だったが、その資料はもら

えなかった。 

また、そのパワーポイントにすらなかった日影の全

体像の有無を質問した所、評価書案に載っているか

ら、不明な部分は、自力で、評価書案を見に行けと

言われた。果たして、これで説明したといえるのか。 

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。 

各所に、誤解を与えるような説明があった。第一

に、このあとの流れを決定事項のように話す説明は、

来場者に誤解を与える。よって、説明不足と考える。

 

 

道路交通については、環境影響評価書案（本編

p.30）に示したとおり、本事業の実施に伴う発生集中

交通量として、主要な走行経路において、平日約522

台T.E./日、休日514台T.E./日と計画しております。

車両のアクセスルートについては関係機関と協議を行

い、安全と交通渋滞に配慮した計画としております。 

開発に伴う鉄道輸送及び駅施設への影響につい

ては、東急目黒線を運営する東急電鉄株式会社に対

し、本事業における交通計算を含めた情報提供を

行っており、車両の増設やホーム延伸などの対応を実

施すること等から大きな影響はないことを確認していま

す。引き続き適切なタイミングでの情報連携を図ること

を通じて、負荷軽減に協力してまいります。 

給排水計画は、環境影響評価書案（本編p.24）に

示したとおり、上水は、東京都水道局より供給を受け、

生活用水、空調用水等へ利用する計画です。建物の

供用に伴う生活排水及び雨水は、「東京都下水道条

例」及び「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（ビルピット対策指導要綱）」

（平成16年改正、東京都）に基づき、適正に公共下水

道へ放流します。また、雨水排水については、緑地や

透水性舗装等の確保により、地下水涵養に努めてい

くとともに、一部については、循環水として利用を行

い、上下水道への負荷軽減を図っていく計画です。 

 

本事業においては、周辺地域への日影の抑制に

配慮し、南街区と北街区の建築物の複合日影におい

ても日影規制を満足させる計画としております。 

風洞実験の結果、風環境の変化は生じるものの、

防風植栽の設置等の対策を施すことにより、領域A

（住宅地相当）またはB（低中層市街地相当）の風環

境を維持することができ、現状の領域区分である領域

A、Bを悪化させることはないものと予測しています。 

 

住民説明会ではスライドをスクリーンに表示して評

価書案の概要をご説明するとともに、来場者の方に評

価書案の内容を抜粋した資料（リーフレット）を配布す

る形で説明させて頂きました。 

環境影響評価手続きの流れについては、東京都環

境影響評価条例に基づく図書の縦覧期間や意見書

の募集期間をお知らせするとともに、事業全体のスケ

ジュールと手続きの見通しをご説明しているものです。
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表 13-12 都民の意見書の内容及び事業者の見解 

意見の内容 事業者の見解 

項 目 日影、風環境、景観、その他（交通安全、事業内容全般） 

・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。防風

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、 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 

 

【次ページへ続く】 

 

 

本事業における防風対策として、植栽の設置の

他、建築物の配置や外壁形状の検討段階において

風環境への影響に配慮した計画としております。 

また、風洞実験では、隣接開発事業である小山三

丁目第１地区市街地再開発事業の建築物や、武蔵

小山駅前に近年建設された高層ビル（パークシティ武

蔵小山ザタワー、シティタワー武蔵小山）も再現した条

件を用いております。 

風洞実験の結果、風環境の変化は生じるものの、

防風植栽の設置等の対策を施すことにより、領域A

（住宅地相当）またはB（低中層市街地相当）の風環

境を維持することができ、現状の領域区分である領域

A、Bを悪化させることはないものと予測しています。 

本事業では、工事の完了後において「東京都環境

影響評価条例」に基づき、事後調査を実施し、風環

境の状況を確認するとともに、さらに風洞実験で得ら

れた風環境が維持できるよう、防風植栽については、

組合解散後における管理体制の構築などの適切な措

置を検討していきます。 
 

道路交通については、環境影響評価書案（本編

p.30）に示したとおり、本事業の実施に伴う発生集中

交通量として、主要な走行経路において、平日約522

台T.E./日、休日514台T.E./日と計画しております。

車両のアクセスルートについては関係機関と協議を行

い、安全と交通渋滞に配慮した計画としております。 

開発に伴う鉄道輸送及び駅施設への影響につい

ては、東急目黒線を運営する東急電鉄株式会社に対

し、本事業における交通計算を含めた情報提供を

行っており、車両の増設やホーム延伸などの対応を実

施すること等から大きな影響はないことを確認していま

す。引き続き適切なタイミングでの情報連携を図ること

を通じて、負荷軽減に協力してまいります。 
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表 13-13 都民の意見書の内容及び事業者の見解 

意見の内容 事業者の見解 

項 目 日影、風環境、景観、その他（交通安全、事業内容全般） 

【前ページから続く】 

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.環境影響評価書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。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。 

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、本事業においては南街区と北街区のそれぞれの

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、南街区と北街区の建築物の複合日影におい

ても日影規制を満足させる計画としております。 

景観については、｢武蔵小山駅周辺地域街並み誘

導指針(追補)｣(品川区)等の上位計画において、「駅

前ゾーン」及び｢賑わい軸｣に位置することを踏まえ、

武蔵小山パルム駅前地区や小山三丁目第１地区と一

体となって、武蔵小山のスカイラインの頂部(約145m)

を形成し、品川区の西の玄関としての景観を形成しま

す。また、商店街のにぎわいの継承･強化を図るため、

商店街の直線的なにぎわいを面的･立体的に拡充す

るとともに、人々が憩い、安らぐことのできる広場空間

を設置します。 

なお、特に、既成住宅地と面する区道I-171号線沿

いについては、壁面後退距離を6mとした上で緑道を

整備し、安全な歩行環境及び潤いのある緑豊かな景

観の形成を図るとともに、商業機能と既成住宅街を緩

やかに分節することで居住環境を保全します。 

以上により、眺望への影響緩和や圧迫感の低減を

図ってまいります。 

 

事業者は、計画地内の地権者で構成される再開発

準備組合であり、都市再開発法に基づく再開発組合

の設立を目指して検討を進めています。まちづくりの

方針を地域の生活拠点となる個性豊かな複合市街地

の形成、商店街の連続した街並みの形成、交通ネット

ワークの形成、地域の居住環境及び防災性の向上と

し、これらを市街地再開発事業により実現することを

目標としています。 
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表 13-14 都民の意見書の内容及び事業者の見解 

意見の内容 事業者の見解 

項 目 日影、その他（環境影響評価、事業内容全般） 

・予測・評価［日影］について 

 

1.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だ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

超える日影がシュミ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

していない筈はない。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

ことを利用しているのであり、むしろ加工に近い。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。 

 

3.隣接して2019年竣工の41階建、2020年竣工41階

建ての既に2棟があり、これに（仮称）小山三丁目第

１地区第一種市街地再開発事業の建築物となるとそ

の複合日影こそが実態であり、周辺の住環境は劣悪

な条件となることは必至である。 

 

【次ページへ続く】 

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、本事業においては南街区と北街区のそれぞれの

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、南街区と北街区の建築物の複合日影におい

ても日影規制を満足させる計画としております。 
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表 13-15 都民の意見書の内容及び事業者の見解 

意見の内容 事業者の見解 

項 目 日影、その他（環境影響評価、事業内容全般） 

【前ページから続く】 

4.特に配慮すべき施設48番の都立小山台高校は、

当該建築物から北に250ｍの位置にあるがこの評価

書に於いて全く記載が無い。（仮称）小山三丁目第

１地区第一種市街地再開発事業の建築物は当該建

築物の北側にあるものの、単純日影図でも冬至期に

はグラウンドと校舎とも全く日が当たらないことが分か

る。複合日影図を作成すれば、いかに教育施設に

劣悪な環境を強いるかが明確になる。 

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

という環境の影響を受ける当事者に、説明の案内さ

え送ることを怠っている。 

 

【次ページへ続く】 

環境影響評価書案（本編p.240～243、254～257）

に示したとおり、小山台高等学校は特に配慮すべき

施設として位置づけ、日影の影響について確認・図示

しております。本事業の計画建築物による日影は、一

時的には小山台高等学校にかかりますが、等時間日

影図で示したとおり、南街区と北街区の複合日影で

も、校舎及びグラウンドのいずれにおいても2.5時間以

下となります。 

本事業においては、周辺地域への日影の抑制に

配慮し、南街区と北街区の建築物の複合日影におい

ても日影規制を満足させる計画としております。 

 

環境影響評価書案の公告・縦覧について、東京都

環境影響評価条例の規定に基づき、以下媒体を用い

て、周辺地域の皆様に広く周知するよう努めました。 
・東京都公報 
・新聞折込チラシ（主要6紙：19,400枚配布） 

・品川区報（広報しながわ） 

・目黒区報（MEGURO） 

新聞折込チラシ及び品川区報に説明会の開催に

関するお知らせを掲載し、関係行政機関（東京都、品

川区）のホームページでも同様のお知らせと関連情報

を掲載頂き、地域の皆様への周知に努めております。

 

環境影響評価書案は、「東京都環境影響評価条

例」に基づき事業者自らが作成するものです。その

後、関係区長からの意見、都民からの意見、東京都

環境影響評価審議会の答申を踏まえて、知事の審査

意見書が形成され、その結果を評価書に反映させる

制度となっております。本事業においても、知事の審

査意見書の内容を踏まえて、周辺環境への影響の低

減に努めてまいります。 
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表 13-16 都民の意見書の内容及び事業者の見解 

意見の内容 事業者の見解 

項 目 日影、その他（環境影響評価、事業内容全般） 

【前ページから続く】 

5.評価書の写真の取り方や天空写真に記載した第

一地区等の建物の記載が不自然で、日影の影響が

ないかのように記載されている。 

資料l 東京都品川区小山3丁目21-6 朗惺寺 

実際の写真と比較して検証。 

（図面・写真あり） 

評価書の天空写真が朗惺寺入り口付近のビルの

陰から撮影したため視界に変化がないかのように見

えるが、正に寺の西に接して建つ（仮称）小山三丁

目第l地区第一種市街地再開発事業により視界が奪

われる。評価書の記載では、まるで、既存の建物で

既に視界が奪われており、その陰に入るため影響な

しとしているのである。その他、ウィズブック保育園に

ついても異様に低いところから撮影されており、東の

2階建てがかなり高い建物のように見える。 

評価書には、事業による環境の影響がない、又は

影響がない記載になっているが、いかに事業者に都

合よく工作されているか。別途評価書眺望にても意

見するが、掲載された殆どの写真が事実を捻じ曲げ

ているかが分かる。行政はこのような簡単に見抜ける

ようなインチキ評価書に対して見て見ぬふりをするの

か。この事業で財産を不本意な形で失い、また、終

の住まいを追われるなと、重大な損失との比較考量

をしても厳密な評価書の提出を業者に出させるのは

当然ではないか。この業者の不誠実さには呆れると

同時に、私たちの貴重な税金が使われる都市開発

事業に関わらせてはならない。 

 

5.説明会開催の知らせの公告は品川広報のみで

あった。日影、眺望、電波等多くの項目について目

黒区にも影響が及ぶ。対象地域に所有権を有して

いても区外に居住している者も多い。環境影響評価

法施行令の一部改正等について（公布日：平成10

年8月31日環企評281号）によると「2環境影響評価

法施行規則について (1)公告の方法 関係地域内

において誰でも容易に入手できる」ものでなければな

らない。新聞、官報、区の掲示板も選択するとか、登

記簿記載の住所への送付等の努力ははなされてお

らず、意図的に周知できる範囲の狭い方法を選択

し、環境悪化の影響を受ける者から評価書に対して

意見を提出する機会を奪っている。 

 

【次ページへ続く】 

環境影響評価書案（本編p.237～238）に示したと

おり、天空写真の撮影地点は、計画建築物による日

影が生じると予想され、かつ不特定多数の人の利用

等がみられる地点を対象としました。 

本事業では、地域の方が利用されている寺社、公

園、保育園を対象に、施設出入口付近の歩道を撮影

地点とし、撮影高さは一律で地上+1.5mとしました。 

なお、魚眼レンズは実際の人の視点とは異なる歪

曲率であり、撮影地点に近い建築物が大きく見えます

が、180°の広角範囲を撮影でき、被写体の大きさの

比率が反映されるため、太陽軌道や圧迫感の確認に

適した撮影方法です。 

日影の予測においては、隣接開発事業である「小

山三丁目第１地区市街地再開発事業」の建築物も再

現し、本事業の計画建築物のモンタージュを加えて、

日影時間の変化を予測・評価しております。 

 

環境影響評価書案の公告・縦覧について、東京都

環境影響評価条例の規定に基づき、以下媒体を用い

て、周辺地域の皆様に広く周知するよう努めました。 
・東京都公報 
・新聞折込チラシ（主要6紙：19,400枚配布） 

・品川区報（広報しながわ） 

・目黒区報（MEGURO） 

新聞折込チラシ及び品川区報に説明会の開催に

関するお知らせを掲載し、関係行政機関（東京都、品

川区）のホームページでも同様のお知らせと関連情報

を掲載頂き、地域の皆様への周知に努めております。
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表 13-17 都民の意見書の内容及び事業者の見解 

意見の内容 事業者の見解 

項 目 日影、その他（環境影響評価、事業内容全般） 

【前ページから続く】 

6.評価書とは、環境評価法に定める通り、「事業の実

施による環境への負荷をできる限り回避し、又は低

減することその他の環境の保全についての配慮が適

正になされるようにそれぞれの立場で努めなければ

ならない。」配慮するどころか、建築後に受ける環境

を故意に事実より低く数値を記載し影響のないかの

ように加工し、対策すら記載していないことは、そもそ

もこの評価書の趣旨に反するものであり、行政はこの

法律に基づいて直ちに勧告すべきである。 

 

7.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

驚き怖くなった。 

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、私の意思に反して、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、私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。 

本事業は、「東京都環境影響評価条例」における

対象事業に該当することから、同条例及び「東京都環

境影響評価技術指針」に基づき、科学的かつ適正な

環境影響評価の実施に努めております。  
また、環境影響評価書案は、関係区長からの意

見、都民からの意見、東京都環境影響評価審議会の

答申を踏まえて知事意見が形成され、その結果を評

価書に反映させることとなっております。したがって、

中立的かつ公平性の高い手続きになっております。 

 

事業者は、計画地内の地権者で構成される再開発

準備組合であり、都市再開発法に基づく再開発組合

の設立を目指して検討を進めています。まちづくりの

方針を地域の生活拠点となる個性豊かな複合市街地

の形成、商店街の連続した街並みの形成、交通ネット

ワークの形成、地域の居住環境及び防災性の向上と

し、これらを市街地再開発事業により実現することを

目標としています。 

武蔵小山駅周辺のまちづくりについては、東京都

及び品川区の上位計画において方向性が提示され、

事業者はこれらを踏まえて計画を深度化してきまし

た。計画が具体化したことを踏まえ、事業者による説

明会を開催し、その後、都市計画法16条及び17条に

基づく説明会･縦覧等の都市計画手続きが進められ

ました。 

環境影響評価書案に示したとおり、各環境影響評

価項目については、各項目ともに評価の指標を満足

すると予測しました。今後事業を進めるにあたっては、

環境保全のための措置を徹底し、より周辺環境への

影響の低減に努めてまいります。 
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 （意見書に添付された図面・写真等） 
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表 13-18 都民の意見書の内容及び事業者の見解 

意見の内容 事業者の見解 

項 目 風環境 

・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。 

 

・風環境について。完了している武蔵小山駅前再開

発の影響で、すでに風害の影響を受けている。以

前、風により自転車ごと倒されたこともある。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２地

区第一種市街地再開発事業では、「植栽の設置等

の対策を施すことにより現状の領域区分を悪化させ

ることはない」とあるが、現状でも地域住民などは風

害による脅威を感じている中で、風環境評価の中で

建設後・対策後の領域Ｂ地点が増えることを「著しい

影響を与えない」と判断することが理解し難い。風環

境に関しては特に強く調査が必要で不十分だと考え

る。 

本事業における防風対策として、植栽の設置の

他、建築物の配置や外壁形状の検討段階において

風環境への影響に配慮した計画としております。 

また、風洞実験では、隣接開発事業である小山三

丁目第１地区市街地再開発事業の建築物や、武蔵

小山駅前に近年建設された高層ビル（パークシティ武

蔵小山ザタワー、シティタワー武蔵小山）も再現した条

件を用いております。 

風洞実験の結果、風環境の変化は生じるものの、

防風植栽の設置等の対策を施すことにより、領域A

（住宅地相当）またはB（低中層市街地相当）の風環

境を維持することができ、現状の領域区分である領域

A、Bを悪化させることはないものと予測しています。 

本事業では、工事の完了後において「東京都環境

影響評価条例」に基づき、事後調査を実施し、風環

境の状況を確認するとともに、さらに風洞実験で得ら

れた風環境が維持できるよう、防風植栽については、

組合解散後における管理体制の構築などの適切な措

置を検討していきます。 
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表 13-19 都民の意見書の内容及び事業者の見解 

意見の内容 事業者の見解 

項 目 風環境 

・下記に反対する理由を書きます。 

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、風が強い時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。

本事業における防風対策として、植栽の設置の

他、建築物の配置や外壁形状の検討段階において

風環境への影響に配慮した計画としております。 

また、風洞実験では、隣接開発事業である小山三

丁目第１地区市街地再開発事業の建築物や、武蔵

小山駅前に近年建設された高層ビル（パークシティ武

蔵小山ザタワー、シティタワー武蔵小山）も再現した

条件を用いております。 

風洞実験の結果、風環境の変化は生じるものの、

防風植栽の設置等の対策を施すことにより、領域A

（住宅地相当）またはB（低中層市街地相当）の風環

境を維持することができ、現状の領域区分である領域

A、Bを悪化させることはないものと予測しています。 

本事業では、工事の完了後において「東京都環境

影響評価条例」に基づき、事後調査を実施し、風環

境の状況を確認するとともに、さらに風洞実験で得ら

れた風環境が維持できるよう、防風植栽については、

組合解散後における管理体制の構築などの適切な

措置を検討していきます。 
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表 13-20 都民の意見書の内容及び事業者の見解 

意見の内容 事業者の見解 

項 目 風環境 

・下記に反対意見を述べます。 

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見えられます。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、女性の方が男性よ

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。 

 

・下記に反対意見を述べます。 

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く

ださい。 

本事業における防風対策として、植栽の設置の

他、建築物の配置や外壁形状の検討段階において

風環境への影響に配慮した計画としております。 

また、風洞実験では、隣接開発事業である小山三

丁目第１地区市街地再開発事業の建築物や、武蔵

小山駅前に近年建設された高層ビル（パークシティ武

蔵小山ザタワー、シティタワー武蔵小山）も再現した条

件を用いております。 

風洞実験の結果、風環境の変化は生じるものの、

防風植栽の設置等の対策を施すことにより、領域A

（住宅地相当）またはB（低中層市街地相当）の風環

境を維持することができ、現状の領域区分である領域

A、Bを悪化させることはないものと予測しています。 

本事業では、工事の完了後において「東京都環境

影響評価条例」に基づき、事後調査を実施し、風環

境の状況を確認するとともに、さらに風洞実験で得ら

れた風環境が維持できるよう、防風植栽については、

組合解散後における管理体制の構築などの適切な措

置を検討していきます。 
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表 13-21 都民の意見書の内容及び事業者の見解 

意見の内容 事業者の見解 

項 目 風環境、その他（住民説明会、準備組合） 

・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。 

環境影響評価書案は、「東京都環境影響評価条

例」に基づき事業者自らが作成するものです。その

後、関係区長からの意見、都民からの意見、東京都

環境影響評価審議会の答申を踏まえて、知事の審査

意見書が形成され、その結果を評価書に反映させる

制度となっております。本事業においても、知事の審

査意見書の内容を踏まえて、周辺環境への影響の低

減に努めてまいります。 

環境影響評価書案に関する住民説明会では、多く

の様々な方が参加されており、また、限られた時間の

中で図書の概要をご説明する場であるため、皆様に

分かり易いよう環境基準等をひとつの指標として説明

させて頂きました。 

なお、再開発推進協議会を経て準備組合を設立す

る際には、設立総会を開催し、準備組合の規約案を

配布の上、決議しています。また、新たに加入された

地権者に対しては、当該規約を配布、説明しておりま

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

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。 

本事業においては、現況における計画地及び周辺

地域の街並みを考慮し、風環境からみた都内の街並

みとして、領域B（低中層市街地相当）を風環境の評

価の目標としました。 

また、防風対策として、植栽の設置の他、建築物の

配置や外壁形状の検討段階において風環境への影

響に配慮することで、計画地周辺における現況の風

環境は領域Aが80地点、領域Bが23地点、建設後・防

風対策後における風環境は、領域Aが64地点、領域B

が39地点と予測され、現況と比較して領域Bが増加す

るものの、評価の目標である領域Bを満足しておりま

す。 
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表 13-22 都民の意見書の内容及び事業者の見解 

意見の内容 事業者の見解 

項 目 風環境、その他（事業内容全般） 

・主に予測・評価［風環境］について 

 

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。データの始期は今から24年前からの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 

ちなみに、30年間のデータ平均値をもとにする基

準値（10年毎に西暦の末尾1の年に更新）について

も移転後の観測値をもとに更新とある。 新の基準

値は今年2021年3月24日に更新した旨気象庁から

発表があり、移転先のデータこそが現在の観測値東

京なのである。別途評価大気の項目で、不要不急の

外出の自粛を要請され、人も車も街中から激減した

本年2021年4月の緊急事態宣言中に交通量調査を

しているのであるから、風観測に関しても 新10年の

データも 新の基準値を使うことの物理的、時間的

支障もないはずである。 

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、 近のデータを使用することに何ら問題はな

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、どうしても事故に有利に見せるために古

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、 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、 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。 

 

【次ページへ続く】 

旧東京管区気象台（大手町）の観測高さは地上

74.5m、移転後の東京管区気象台（北の丸）の高さは

地上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。 

ご指摘の数値（次ページ記載の意見の内容）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、当該期間

の平均値は、東京管区気象台の 大風速が0.25m/s

の増加、 大瞬間風速が0.34m/sの増加であり、大き

な変化は見られません。 

 

 

 

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


426 

表 13-23 都民の意見書の内容及び事業者の見解 

意見の内容 事業者の見解 

項 目 風環境、その他（事業内容全般） 

【前ページから続く】 

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 

＊単純な平均の平均で計算 

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。 

 

大瞬間風速について 

東京：1997年から2006年10年間の平均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、評価の信憑性の無いこ

との理由である。 

平均風速については、10年前のデータの方が少

ないように見えるが、移転前の大手町と移転先の北

の丸公園を並行調査したところ大手町の方が数値が

高かったことが、末尾に表記した気象庁の東京管区

気象台移転についてのPDFに記載されている。 

（図表・写真あり） 

調査結果（4）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74.5

ｍ）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。 

 

【次ページへ続く】 

（前ページ参照） 
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 （意見書に添付された図面・写真等） 
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表 13-24 都民の意見書の内容及び事業者の見解 

意見の内容 事業者の見解 

項 目 風環境、その他（事業内容全般） 

【前ページから続く】 

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。 

 

【次ページへ続く】 

風環境の予測にあたっては、計画地周辺の街並み

を再現した模型を使用し、建築物の存在により発生す

る吹き下しや吹き上げも含めた検証が可能な風洞実

験を行い、計画建築物による影響と防風植栽による

防風効果を確認しております。 

風洞実験の結果、風環境の変化は生じるものの、

防風植栽の設置等の対策を施すことにより、領域A

（住宅地相当）またはB（低中層市街地相当）の風環

境を維持することができ、現状の領域区分である領域

A、Bを悪化させることはないものと予測しています。 

本事業では、工事の完了後において「東京都環境

影響評価条例」に基づき、事後調査を実施し、風環

境の状況を確認するとともに、さらに風洞実験で得ら

れた風環境が維持できるよう、防風植栽については、

組合解散後における管理体制の構築などの適切な措

置を検討していきます。 
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表 13-25 都民の意見書の内容及び事業者の見解 

意見の内容 事業者の見解 

項 目 風環境、その他（事業内容全般） 

【前ページから続く】 

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。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たが、

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。 

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おり、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 「 MAYSAK （ メイサ ーク） 」 と10 号

「HAISHEN（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。 

6.強風は災害になり得るものだ。災害予測にはその期間の 大値を

用いるというのが気象庁のホームページに記載してある。風環境の

データを見誤れば、災害に繋がるのだ。見て見ぬふりは故意、移転を

理由として1996年からの10年間という古いデータを使ったとしている

が、本当は 新のデータを使得るのに支障がないことを見逃すのは

過失だ。行政は一番気を付けなければならないところだ。住民を素人

だからと欺き、事業者入金肩入れし、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。 

【次ページへ続く】 

風洞実験の結果、風環境の変化

は生じるものの、防風植栽の設置等

の対策を施すことにより、領域A（住

宅地相当）またはB（低中層市街地

相当）の風環境を維持することがで

き、現状の領域区分である領域A、B

を悪化させることはないものと予測し

ています。 

本事業では、工事の完了後にお

いて「東京都環境影響評価条例」に

基づき、事後調査を実施し、風環境

の状況を確認するとともに、さらに風

洞実験で得られた風環境が維持でき

るよう、防風植栽については、組合解

散後における管理体制の構築などの

適切な措置を検討していきます。 
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表 13-26 都民の意見書の内容及び事業者の見解 

意見の内容 事業者の見解 

項 目 風環境、その他（事業内容全般） 

【前ページから続く】 

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

驚き怖くなった。 

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、私の意思に反して、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、私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。風害については武蔵小杉から学ぶべきである。

品川区役所都市開発課長は風害の状況は計測器

を付けて測ると言っていたが、それは建ってしまって

からの話であり、話をはぐらかすばかりである。建って

しまってからでは遅いのであり、取り返しのつかない

ことになる前に直ちに計画の中止を求めます。 

 

（図表・写真あり） 

事業者は、計画地内の地権者で構成される再開発

準備組合であり、都市再開発法に基づく再開発組合

の設立を目指して検討を進めています。まちづくりの

方針を地域の生活拠点となる個性豊かな複合市街地

の形成、商店街の連続した街並みの形成、交通ネット

ワークの形成、地域の居住環境及び防災性の向上と

し、これらを市街地再開発事業により実現することを

目標としています。 

武蔵小山駅周辺のまちづくりについては、東京都

及び品川区の上位計画において方向性が提示され、

事業者はこれらを踏まえて計画を深度化してきまし

た。計画が具体化したことを踏まえ、事業者による説

明会を開催し、その後、都市計画法16条及び17条に

基づく説明会･縦覧等の都市計画手続きが進められ

ました。 

環境影響評価書案に示したとおり、各環境影響評

価項目については、各項目ともに評価の指標を満足

すると予測しました。今後事業を進めるにあたっては、

環境保全のための措置を徹底し、より周辺環境への

影響の低減に努めてまいります。 
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（意見書に添付された図面・写真等） 
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表 13-27 都民の意見書の内容及び事業者の見解 

意見の内容 事業者の見解 

項 目 景観 

・景観について。「『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。また、駅前ビルに併せて、

航空法ギリギリの高さの145ｍにもなる超高層ビルを

第１地区と併せ複数建てることが「スカイライン」にな

るとは思わない。圧迫感がすでにある中で、さらに超

高層ビル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、調査が不十

分だと考える。 

景観については、｢武蔵小山駅周辺地域街並み誘

導指針(追補)｣(品川区)等の上位計画において、「駅

前ゾーン」及び｢賑わい軸｣に位置することを踏まえ、

武蔵小山パルム駅前地区や小山三丁目第１地区と一

体となって、武蔵小山のスカイラインの頂部(約145m)

を形成し、品川区の西の玄関としての景観を形成しま

す。また、商店街のにぎわいの継承･強化を図るため、

商店街の直線的なにぎわいを面的･立体的に拡充す

るとともに、人々が憩い、安らぐことのできる広場空間

を設置します。なお、特に、既成住宅地と面する区道

I-171号線沿いについては、壁面後退距離を6mとした

上で緑道を整備し、安全な歩行環境及び潤いのある

緑豊かな景観の形成を図るとともに、商業機能と既成

住宅街を緩やかに分節することで居住環境を保全し

ます。 
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表 13-28 都民の意見書の内容及び事業者の見解 

意見の内容 事業者の見解 

項 目 景観、その他（環境影響評価、事業内容全般） 

・今回縦覧に供された「（仮称）小山三丁目第２地区第一種

市街地再開発事業」に係る環境影響評価書案に関して考

察した結果、数点の重大な問題点が明らかになったので、

ここに述べさせていただくとともに、本計画自体に再考の要

があると判断されるので、意見を述べたいと思う。 

 

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２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。ここに関しては次頁

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。 

 

【次ページへ続く】 

環境影響評価書案は、「東京都環境影響評

価条例」に基づき事業者自らが作成するもので

す。その後、関係区長からの意見、都民からの

意見、東京都環境影響評価審議会の答申を踏

まえて、知事の審査意見書が形成され、その結

果を評価書に反映させる制度となっておりま

す。本事業においても、知事の審査意見書の

内容を踏まえて、周辺環境への影響の低減に

努めてまいります。 

本事業では計画の策定段階から日影、景観

などの周辺環境へ及ぼす影響に配慮した計画

とし、更に、各種の環境保全のための措置を実

施することで、周辺環境への影響の低減に努め

てまいります。 
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表 13-29 都民の意見書の内容及び事業者の見解 

意見の内容 事業者の見解 

項 目 景観、その他（環境影響評価、事業内容全般） 

【前ページから続く】 

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。 

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。 

 

（図面・写真あり） 

 

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、 

○上位計画を引用しながら、「荏原地区のランドマー

ク」であるべきとしつつ「住宅市街地に緩やかにつな

がる」等の意味不明な目標を掲げ、 

○風格ある景観の形成するものになる。 

という超高層ありきを匂わせる立脚点からスタートし、

●「都市部における風格ある景観の形成が図られ

る」と矢張り帰着。 

●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。超高層＝風格？訳が解

らないこと甚だしい。 

・・・一体、これのどこが、環境の評価なのだろうか。 

不要なるランドマーク案に始まり、当初から「超高層」

容認を前提に、評価対象から「高過ぎる問題」を除

外したのち、圧迫感の発生に対しては軽減努力しま

す（出来てないが）、と絵に描いた餅を並べたて、挙

句 終的に「賑わいがあり歩いて楽しく、生き生きと

した活力ある街並み」を形成するんだから、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。

景観については、｢武蔵小山駅周辺地域街並み誘

導指針(追補)｣(品川区)等の上位計画において、「駅

前ゾーン」及び｢賑わい軸｣に位置することを踏まえ、

武蔵小山パルム駅前地区や小山三丁目第１地区と一

体となって、武蔵小山のスカイラインの頂部(約145m)

を形成し、品川区の西の玄関としての景観を形成しま

す。また、商店街のにぎわいの継承･強化を図るため、

商店街の直線的なにぎわいを面的･立体的に拡充す

るとともに、人々が憩い、安らぐことのできる広場空間

を設置します。なお、特に、既成住宅地と面する区道

I-171号線沿いについては、壁面後退距離を6mとした

上で緑道を整備し、安全な歩行環境及び潤いのある

緑豊かな景観の形成を図るとともに、商業機能と既成

住宅街を緩やかに分節することで居住環境を保全し

ます。 
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（意見書に添付された図面・写真等） 
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表 13-30 都民の意見書の内容及び事業者の見解 

意見の内容 事業者の見解 

項 目 景観、その他（光害、住民説明会、環境影響評価、事業内容全般） 

・予測・評価［景観］について 

 

1.隣接して2019年竣工の41階建、2020年竣工41階

建ての既に2棟がある。これに（仮称）小山三丁目第

１地区第一種市街地再開発事業の建築物が加わり

当該建物は4棟が隣接して建つという計画だ。2019

年竣工の41階建、2020年竣工41階建ては街のどこ

からでも見え、とても圧迫感があるというのに、この評

価書では影響がないかのような記載だったので、大

変奇異に思う。 

評価書に掲載されている写真をもとに、改めて現

地で写真を撮ったところ、わざと建物の陰になると事

からの撮影、天空が開けるようにかなり仰角で撮影、

撮影地点としている。特に戸越銀座商店街は看板の

右手に建物は建たない。事業者が撮影した箇所に

はピンポイントに木や建築物で隠れる場所を選定し

ている。結果として、景観、眺望に変化なし、影響な

しとするこの評価が極めて過少に表現している。これ

を採用すれば、現実には街中のいたるところでかなり

の圧迫感を感じ、また夜間についても、既存のタワー

マンション然り、上層階ほどカーテンを閉ず、灯りが

漏れる、人影が見えるなど夜間の静寂を害されるば

かりか、覗きこまれ、プライバシーの侵害が懸念され

る。 

 

2.評価書には、事業による環境の影響がない、又は

影響が少ない記載になっているが、いかに事業者に

都合よく工作されているか。掲載された殆どの写真

が事実を捻じ曲げているかが分かる。行政はこのよう

な簡単に見抜けるようなインチキ評価書に対して見

て見ぬふりをするのか。この事業で財産を不本意な

形で失い、また、終の住まいを追われるなど、重大な

損失との比較考量しても厳密な評価書の提出を業

者に出させるのは当然ではないか。この業者の不誠

実さには呆れると同時に、私たちの貴重な税金が使

われる都市開発事業に関わらせてはならない。 

 

【次ページへ続く】 

景観の調査及び予測に用いた撮影地点は、「東京

都環境影響評価技術指針」に基づき、計画地周辺を

踏査し、計画建築物が容易に見渡せると予想される

場所、眺望が良い場所、不特定多数の人の利用頻度

及び滞留度が高い場所、事業計画地の周辺住民が

慣れ親しんだ身近な景観が望める場所等の地点から

選定しております。 

なお、圧迫感（形態率）は眺望写真ではなく天空写

真（魚眼レンズを使用して上空を撮影した写真）に対

する指標であり、本事業においては、現況からの変化

量（地域全体）が-0.6～19.6％と予測しています。 

また、計画建築物は可能な限りセットバックした配

置とし、外壁面等の色彩や素材等については、周辺

の街並みとの調和に配慮することで、圧迫感の軽減に

努める計画です。 

供用後における夜間の灯り、人影、視線等につい

ては、戸別の内装や入居者の生活様式に左右される

ため、計画段階において個別の対策や回答は困難で

すが、周辺建築物に対する光害や見合い問題の発

生が抑制されるような設計を検討してまいります。 

 

本事業は、「東京都環境影響評価条例」における

対象事業に該当することから、同条例及び「東京都環

境影響評価技術指針」に基づき、科学的かつ適正な

環境影響評価の実施に努めております。 
環境影響評価書案は、「東京都環境影響評価条

例」に基づき事業者自らが作成するものです。その

後、関係区長からの意見、都民からの意見、東京都

環境影響評価審議会の答申を踏まえて、知事の審査

意見書が形成され、その結果を評価書に反映させる

制度となっております。本事業においても、知事の審

査意見書の内容を踏まえて、周辺環境への影響の低

減に努めてまいります。 
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表 13-31 都民の意見書の内容及び事業者の見解 

意見の内容 事業者の見解 

項 目 景観、その他（光害、住民説明会、環境影響評価、事業内容全般） 

【前ページから続く】 

3.説明会開催の知らせの公告は品川広報のみで

あった。日影、眺望、電波等多くの項目について目

黒区にも影響が及ぶ。対象地域に所有権を有して

いても区外に居住している者も多い。環境影響評価

法施行令の一部改正等について（公布日：平成10

年8月31日環企評281号）によると「2環境影響評価

法施行規則について (1)公告の方法関係地域内に

おいて誰でも容易に入手できる」ものでなければなら

ない。新聞、官報、区の掲示板も選択するとか、登記

簿記載の住所への送付等の努力ははなされておら

ず、意図的に周知できる範囲の狭い方法を選択し、

環境悪化の影響を受ける者から評価書に対して意

見を提出する機会を奪っている。 

 

4.評価書とは、環境評価法に定める通り、「事業の実

施による環境への負荷をできる限り回避し、又は低

減することその他の環境の保全についての配慮が適

正になされるようにそれぞれの立場で努めなければ

ならない。」配慮するどころか、建築後に受ける環境

を故意に事実より低く数値を記載し影響のないかの

ように工作していることは、そもそも環境評価法に反

するものであり、行政はこの法律に基づいて直ちに

勧告すべきである。 

 

【次ページへ続く】 

環境影響評価書案の公告・縦覧について、東京都

環境影響評価条例の規定に基づき、以下媒体を用い

て、周辺地域の皆様に広く周知するよう努めました。 
・東京都公報 
・新聞折込チラシ（主要6紙：19,400枚配布） 

・品川区報（広報しながわ） 

・目黒区報（MEGURO） 

新聞折込チラシ及び品川区報に説明会の開催に

関するお知らせを掲載し、関係行政機関（東京都、品

川区）のホームページでも同様のお知らせと関連情報

を掲載頂き、地域の皆様への周知に努めております。

 

本事業は、「東京都環境影響評価条例」における

対象事業に該当することから、同条例及び「東京都環

境影響評価技術指針」に基づき、科学的かつ適正な

環境影響評価の実施に努めております。  
また、環境影響評価書案は、関係区長からの意

見、都民からの意見、東京都環境影響評価審議会の

答申を踏まえて知事意見が形成され、その結果を評

価書に反映させることとなっております。したがって、

中立的かつ公平性の高い手続きになっております。 
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表 13-32 都民の意見書の内容及び事業者の見解 

意見の内容 事業者の見解 

項 目 景観、その他（光害、住民説明会、環境影響評価、事業内容全般） 

【前ページから続く】 

5.ここは東京なので、田舎のように開けっ放しはやめ

てほしい。エチケットとして夜間の遮光を強制するな

ど、条例などで配慮すべきである。 

 

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

驚き怖くなった。 

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、私の意思に反して、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、私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。 

 

（図表・写真あり） 

供用後における夜間の灯り等については、戸別の

内装や入居者の生活様式に左右されるため、計画段

階において個別の対応や回答は困難ですが、周辺建

築物に対する光害や見合い問題の発生が抑制される

ような設計を検討してまいります。 
 
事業者は、計画地内の地権者で構成される再開発

準備組合であり、都市再開発法に基づく再開発組合

の設立を目指して検討を進めています。まちづくりの

方針を地域の生活拠点となる個性豊かな複合市街地

の形成、商店街の連続した街並みの形成、交通ネット

ワークの形成、地域の居住環境及び防災性の向上と

し、これらを市街地再開発事業により実現することを

目標としています。 

武蔵小山駅周辺のまちづくりについては、東京都

及び品川区の上位計画において方向性が提示され、

事業者はこれらを踏まえて計画を深度化してきまし

た。計画が具体化したことを踏まえ、事業者による説

明会を開催し、その後、都市計画法16条及び17条に

基づく説明会･縦覧等の都市計画手続きが進められ

ました。 

環境影響評価書案に示したとおり、各環境影響評

価項目については、各項目ともに評価の指標を満足

すると予測しました。今後事業を進めるにあたっては、

環境保全のための措置を徹底し、より周辺環境への

影響の低減に努めてまいります。 
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（意見書に添付された図面・写真等） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



440 

 



441 

  

 

 

 



442 

  

  



443 

  

  



444 

  

  



445 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



446 

 

  



447 

表 13-33 都民の意見書の内容及び事業者の見解 

意見の内容 事業者の見解 

項 目 自然との触れ合い活動の場 

・自然との触れ合い活動について。保育園が近くにあ

り散歩コースにもなっている。園庭の無い保育園が

多く、公園をお散歩しながら公園を探している状況で

あり、商店街の中も散歩コースの一つとなっている。

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と懸念する。近隣園に限

らず、少し離れた地域の保育園からも、お散歩や公

園探しに来ている中で評価の指標に適合すると結論

付けられていることから調査が不十分だ。子どもたち

への環境変化、影響について十分な調査をすべき。

 環境影響評価書案（本編p.110、182、349）に示した

とおり、工事の施行中においては、施工区域周辺に

仮囲いを設置する、建設機械や車両が一時的に集中

しないように工事工程の平準化や効率的な運行管理

に努める、といった環境保全のための措置を講じま

す。工事の完了後においては、騒音発生源となる設

備機器の周囲には防音壁を設置する、計画地内の敷

地外周に歩道上空地等を整備し、緑地と一体となっ

た歩行者空間を整備する、といった環境保全のため

の措置を講じ、自然との触れ合い活動への影響の低

減に努める計画としております。 

 

表 13-34 都民の意見書の内容及び事業者の見解 

意見の内容 事業者の見解 

項 目 自然との触れ合い活動の場、その他（事業内容全般） 

・主に予測・評価［自然との触れ合い活動の場］と史

跡について 

 

1.事業者はコミュニティだのアクセシビリティだの総じ

ているが、全く空っぽである。この土地について歴史

や土地の風俗を理解することなく、何を以て再開発

なのか不明である。事業者はコミュニティだのアクセ

シビリティだの総じているが、全く空っぽである。林試

の森について記載しているものの、当該工事によっ

て林試の森に何か貢献する訳でもなく、主旨が不明

である。 

計画地外周部の植え込みは人口であって、自然

ではない。「周辺の歩行者が日常的に自然に触れら

れる場の創出」としている点には呆れる。 

 

2.p8「隣接地域における賑わいの連続性を創出し、

回遊性を高め」との記載があるが、荏原3丁目との間

の現在一方通行の道路を8mに拡幅し、駐車場入り

口を設置しようとしているが、そのこと自体が今の商

店街の2部（小山三丁目）と3部（荏原3丁目）の連続

しを遮断するものであり、駅から平塚橋まで一直線に

つながる賑わいを阻害するものである。2階部分を創

設して回遊性を謳っているが、これは今まで平塚橋

方向への人流を留め、3部、4部に向かう客を囲い込

む構造である。人流を西口の小山台、平塚橋等広く

流していくことが賑わいの命題ともいえる。それにもか

かわらず、分断・囲い込みのことを再開発だの賑わ

いだのを語っていることに戦慄を覚える。  

 

【次ページへ続く】 

環境影響評価書案（本編p.335～343）に示したと

おり、計画地周辺には自然との触れ合い活動の場とし

て、公園やウォーキングコースが存在し、利用実態等

の調査を実施しています。林試の森公園は、計画地

北側約540mに位置する都立公園であり、周辺地域で

も特にまとまった緑が確保されている施設です。 

本事業においては、計画地外周部に設置する緑道

や歩道状空地は、植栽を施した緑のある歩行者空間

として整備し、計画地内には広場状空地や壁面緑

化、屋上緑化を含む緑豊かな空間を整備することで、

周辺の歩行者が日常的に自然に触れられる場を新た

に創出する計画です。 

 

本事業においては、武蔵小山駅からつながる武蔵

小山商店街パルムを中心として、歩行者の回遊性を

高めるネットワークを形成します。 

計画地外周部の地上部には、植栽を施した歩道状

空地を配置し、計画地に隣接する区間の都道420号

及び区道Ⅰ-171号、区道Ⅰ-218号、区道Ⅰ-219号

は、拡幅、整備を行い、歩道状空地と合わせて安全な

歩行者空間を確保していく計画です。 

計画地内における防災性の向上や都市機能の更

新を図ることが、隣接地域における賑わいの連続性の

創出に繋がると考えております。 
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表 13-35 都民の意見書の内容及び事業者の見解 

意見の内容 事業者の見解 

項 目 自然との触れ合い活動の場、その他（事業内容全般） 

【前ページから続く】 

3.概要書、その他の評価書を見ても史跡は無いことに

なっている。しかし当該計画地の真北、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。 

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。

 

4.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。 

④法令による基準に「ア．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。自然地の保護と

回復と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。 

 

【次ページへ続く】 

史跡・文化財については、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5月）にて、既存資料調査を実施しており

ます。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

定しておりません。 

朗惺寺は、計画地の北側（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

史財産やコミュニケーションの場としての価値を著し

く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（本編p.258）に示したと

おり、本事業の計画建築物は、日影規制を満足して

おり、さらに周辺地域への日影の抑制に配慮し、南

街区と北街区の建築物の複合日影においても日影

規制を満足させる計画としております。 
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表 13-36 都民の意見書の内容及び事業者の見解 

意見の内容 事業者の見解 

項 目 自然との触れ合い活動の場、その他（事業内容全般） 

【前ページから続く】 

5.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。 

（図表・写真あり） 

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云わば商店街

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。 

 

【次ページへ続く】 

事業者は、計画地内の地権者で構成される再開発

準備組合であり、都市再開発法に基づく再開発組合

の設立を目指して検討を進めています。まちづくりの

方針を地域の生活拠点となる個性豊かな複合市街地

の形成、商店街の連続した街並みの形成、交通ネット

ワークの形成、地域の居住環境及び防災性の向上と

し、これらを市街地再開発事業により実現することを

目標としています。 

武蔵小山駅周辺のまちづくりについては、東京都

及び品川区の上位計画において方向性が提示され、

事業者はこれらを踏まえて計画を深度化してきまし

た。計画が具体化したことを踏まえ、事業者による説

明会を開催し、その後、都市計画法16条及び17条に

基づく説明会･縦覧等の都市計画手続きが進められ

ました。 

既存の商店街振興組合とは、品川区及び小山三

丁目第１地区とともに計画等に関する連絡・調整の場

を設け、議論を進めてきました。 

当地区における仮店舗、仮住居等の事業に伴う補

償については、再開発組合が定める基準に基づき、

適切に支払われることとなります。 

 

 

（意見書に添付された図面・写真等） 
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表 13-37 都民の意見書の内容及び事業者の見解 

意見の内容 事業者の見解 

項 目 自然との触れ合い活動の場、その他（事業内容全般） 

【前ページから続く】 

6.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。 

 

【次ページへ続く】 

（前ページ参照） 
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表 13-38 都民の意見書の内容及び事業者の見解 

意見の内容 事業者の見解 

項 目 自然との触れ合い活動の場、その他（事業内容全般） 

【前ページから続く】 

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。品川区は急行停車駅と武蔵小山商店街のブラ

ンドだけが欲しい事業者のために、商店街に暮らす

人を追い出すようにしか見えない。 

 

【次ページへ続く】 

（前ページ参照） 
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表 13-39 都民の意見書の内容及び事業者の見解 

意見の内容 事業者の見解 

項 目 自然との触れ合い活動の場、その他（事業内容全般） 

【前ページから続く】 

7.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。 

 

8.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。 

 

9.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

驚き怖くなった。 

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、私の意思に反して、品川区都市開発

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、私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。 

 

事業者は、計画地内の地権者で構成される再開発

準備組合であり、都市再開発法に基づく再開発組合

の設立を目指して検討を進めています。 

 

本事業は、「東京都環境影響評価条例」における

対象事業に該当することから、同条例及び「東京都環

境影響評価技術指針」に基づき、科学的かつ適正な

環境影響評価の実施に努めております。  

また、環境影響評価書案は、関係区長からの意

見、都民からの意見、東京都環境影響評価審議会の

答申を踏まえて知事意見が形成され、その結果を評

価書に反映させることとなっております。したがって、

中立的かつ公平性の高い手続きになっております。 

 

まちづくりの方針を地域の生活拠点となる個性豊か

な複合市街地の形成、商店街の連続した街並みの形

成、交通ネットワークの形成、地域の居住環境及び防

災性の向上とし、これらを市街地再開発事業により実

現することを目標としています。 

武蔵小山駅周辺のまちづくりについては、東京都

及び品川区の上位計画において方向性が提示され、

事業者はこれらを踏まえて計画を深度化してきまし

た。計画が具体化したことを踏まえ、事業者による説

明会を開催し、その後、都市計画法16条及び17条に

基づく説明会･縦覧等の都市計画手続きが進められ

ました。 

環境影響評価書案に示したとおり、各環境影響評

価項目については、各項目ともに評価の指標を満足

すると予測しました。今後事業を進めるにあたっては、

環境保全のための措置を徹底し、より周辺環境への

影響の低減に努めてまいります。 
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表 13-40 都民の意見書の内容及び事業者の見解 

意見の内容 事業者の見解 

項 目 自然との触れ合い活動の場、その他（事業内容全般） 

・主に予測・評価［自然との触れ合い活動の場］と文化に

ついて 

1.(5）予測結果②工事の完成後ア．「自然との触れ合い

活動の場が持つ機能の変化と程度」とあるが、デッキに

植栽とか屋上緑化を含む緑豊かな空間を整備すること

で、周辺の歩行者が日常的に自然に触れられる場を新

たに創出と記載がある。植栽も屋上緑化は自然ではなく

人口である。また、日影図で示す通り常時日が当たらな

い場所で、植栽も育たない。雲や日差しや天空を感じる

こと、夜は無駄な街路灯を消して月や星を見る方がよっ

ぽど自然と触れ合うことになる。 

2.昨年完成した隣接の商業施設兼高層住宅でも同じよ

うな説明があり、デッキとすり鉢状の”広場“があり若干の

植栽があるが、ビルの北側に位置し日が当たらず、つむ

じ風が吹いていて常に風が強い。とてものんびりできる

場所でもない。落葉も常に掃除されてはいない。広場は

ただのセットバックと建築容量の調整にすぎない。当該

建築物も同様のものと推測される。 

3.当該建物の6m度道路を挟んで北方向に位置する日

蓮宗朗惺寺がある。なぜか 初から8-10-2に記載して

いない。 

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。し

かし、当該建物の日影によって1年中日が当たらなくな

る。また別の計画が進めばこの自然が破壊されることに

なる。 

4.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。 

 

【次ページへ続く】 

環境影響評価書案（本編p.258）に示したとお

り、本事業の計画建築物は、日影規制を満足して

おり、計画地周辺地域の日照を著しく損なうことは

無いと考えております。 

本事業においては、計画地外周部に設置する

緑道や歩道状空地は、植栽を施した緑のある歩行

者空間として整備し、計画地内には広場状空地や

壁面緑化、屋上緑化を含む緑豊かな空間を整備

することで、周辺の歩行者が日常的に自然に触れ

られる場を新たに創出する計画です。 
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表 13-41 都民の意見書の内容及び事業者の見解 

意見の内容 事業者の見解 

項 目 自然との触れ合い活動の場、その他（事業内容全般） 

【前ページから続く】 

5.朗惺寺では60年以上前から毎年節分会が行わ

れ、子供から年寄りまで、豆まきを楽しみにしている。

これが文化であり風土・風俗でありコミュニケーション

の場である。子供たちはこうして日本の文化を学び、

歴史を知る。表面的な張子のコミュニケーションで何

が学べるというのか。 

 

6.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。 

 

【次ページへ続く】 

朗惺寺は、計画地の北側（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

財産やコミュニケーションの場としての価値を著しく損

なうことはないと考えております。 

 

本事業は、「東京都環境影響評価条例」における

対象事業に該当することから、同条例及び「東京都環

境影響評価技術指針」に基づき、科学的かつ適正な

環境影響評価の実施に努めております。  
また、環境影響評価書案は、関係区長からの意

見、都民からの意見、東京都環境影響評価審議会の

答申を踏まえて知事意見が形成され、その結果を評

価書に反映させることとなっております。したがって、

中立的かつ公平性の高い手続きになっております。 
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表 13-42 都民の意見書の内容及び事業者の見解 

意見の内容 事業者の見解 

項 目 自然との触れ合い活動の場、その他（事業内容全般） 

【前ページから続く】 

7.この街は私が生まれ育った街だ。祖父母3代で暮

らし、祖父の代から90年以上この地に家がある。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。 

（図表・写真あり） 

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、商店街組

合に加盟せず、独自の組合を形成している云わば

商店街の商売敵である。 

また、仮に長期の建築期間の仮住まいの補償も

生活の補償もない。高齢者が賃貸で新規に住まいを

探すのは困難である。仮店舗もとなれば、居住より

もっと物件が無い。新たな地での武蔵小山商店街の

時と同じかそれ以上の売り上げ保証もない。店を休

めば客が離れ、問屋もつかなくなる。今更会社勤め

もできない。一時的にパートで働いても、生活資金な

ど稼げない。物販でも店舗の内装、飲食店ならば更

に厨房機器など、かなりのお金がかかり、この地に

戻ってくる場合にも同じだけお金がかかる。店舗兼

住宅の場合はこれがダブルでやって来る。とても戻っ

て来る資金も体力も無い。この計画は今の商店街の

人を追い出すことになるのだ。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、つむじ風しか吹かない。この街の愛着も

無く、他からやって来て街の文化と歴史を知らない

者によって破壊することがこの都市計画である。。 

 

【次ページへ続く】 

事業者は、計画地内の地権者で構成される再開発

準備組合であり、都市再開発法に基づく再開発組合

の設立を目指して検討を進めています。まちづくりの

方針を地域の生活拠点となる個性豊かな複合市街地

の形成、商店街の連続した街並みの形成、交通ネット

ワークの形成、地域の居住環境及び防災性の向上と

し、これらを市街地再開発事業により実現することを

目標としています。 

武蔵小山駅周辺のまちづくりについては、東京都

及び品川区の上位計画において方向性が提示され、

事業者はこれらを踏まえて計画を深度化してきまし

た。計画が具体化したことを踏まえ、事業者による説

明会を開催し、その後、都市計画法16条及び17条に

基づく説明会･縦覧等の都市計画手続きが進められ

ました。 

既存の商店街振興組合とは、品川区及び小山三

丁目第１地区とともに計画等に関する連絡・調整の場

を設け、議論を進めてきました。 

当地区における仮店舗、仮住居等の事業に伴う補

償については、再開発組合が定める基準に基づき、

適切に支払われることとなります。 
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（意見書に添付された図面・写真等） 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

表 13-43 都民の意見書の内容及び事業者の見解 

意見の内容 事業者の見解 

項 目 自然との触れ合い活動の場、その他（事業内容全般） 

【前ページから続く】 

9.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

驚き怖くなった。 

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、私の意思に反して、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、私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。  

事業者は、計画地内の地権者で構成される再開発

準備組合であり、都市再開発法に基づく再開発組合

の設立を目指して検討を進めています。まちづくりの

方針を地域の生活拠点となる個性豊かな複合市街地

の形成、商店街の連続した街並みの形成、交通ネット

ワークの形成、地域の居住環境及び防災性の向上と

し、これらを市街地再開発事業により実現することを

目標としています。 

武蔵小山駅周辺のまちづくりについては、東京都

及び品川区の上位計画において方向性が提示され、

事業者はこれらを踏まえて計画を深度化してきまし

た。計画が具体化したことを踏まえ、事業者による説

明会を開催し、その後、都市計画法16条及び17条に

基づく説明会･縦覧等の都市計画手続きが進められ

ました。 

環境影響評価書案に示したとおり、各環境影響評

価項目については、各項目ともに評価の指標を満足

すると予測しました。今後事業を進めるにあたっては、

環境保全のための措置を徹底し、より周辺環境への

影響の低減に努めてまいります。 
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表 13-44 都民の意見書の内容及び事業者の見解 

意見の内容 事業者の見解 

項 目 廃棄物、その他（事業内容全般） 

・予測・評価［廃棄物］について  

 

1.小山三丁目第２地区第一種市街地再開発事業

では990戸を予定しているが、廃棄物に関する評価

書施設の稼働に伴う廃棄物排出量（表8.11-24）で

は『共同住宅2,200人』としている。品川区の統計をも

とに、（世帯数、人口 出典：品川区住民基本台帳

による世帯と人口）隣接のタワーマンションができる

前 の 2020 年 4 月 の 小 山 三 丁 目 全 体 の 世 帯 数 は

1,752、人口2,904人で1世帯当たり1.675人、隣接の

タワーマンションに入居が進んでいる（現在未入居も

多数）2021年10月は世帯数は2,326、人口4,288人

で1世帯当たり1.843人となるが、単純に増加分だけ

の割合では574世帯増加、1,384に増加、1世帯当た

りは2.4111人であり、1世帯3人が増加していることが

分かる。1戸3人で満室になったとシュミレーションす

れば、2,970人となる。事業者が自ら作成している評

価書記載の2,200人であれば、（2,200÷3=733戸、

733÷990=74%)990戸の74%の戸数の733戸、40階建

ての74%の29階建てで十分だということである。 

仮に1戸3人では2,970人となる。2,200人を上回れ

ば、廃棄物はオーバフローとなるだろう。その他のイ

ンフラも供給不足になる。このタワーマンションは2人

目の子供は望めないのか、4人以上の家族はお断り

にしてくれるのか？事業者が作成した評価書の廃棄

物はわざと影響がないかのように低く見積もったとい

うことで、評価書が虚実だということになる。  

 

【次ページへ続く】 

本事業では、住宅戸数として合計990戸を予定して

おり、行政の統計値や周辺の住宅実態などを勘案し

て、計画入居者2,200人と設定しております。 

実際の入居者数については、上記数値から上下す

る可能性がありますが、廃棄物の保管スペースや各種

インフラ設備については余裕を持たせた設計とし、分

別回収が可能な構造とするなど、関係法令に規定さ

れた事業者の責務等を満足する計画としてまいりま

す。 
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表 13-45 都民の意見書の内容及び事業者の見解 

意見の内容 事業者の見解 

項 目 廃棄物、その他（事業内容全般） 

【前ページから続く】 

2.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

ること、日影以外の意見書に記載した理由を併せて

も、この計画では大きく環境を悪化させ、地域住民の

みならず品川区全体の生活環境に多大な支障をき

たすため、計画の中止を求める。  

事業者は、計画地内の地権者で構成される再開発

準備組合であり、都市再開発法に基づく再開発組合

の設立を目指して検討を進めています。まちづくりの

方針を地域の生活拠点となる個性豊かな複合市街地

の形成、商店街の連続した街並みの形成、交通ネット

ワークの形成、地域の居住環境及び防災性の向上と

し、これらを市街地再開発事業により実現することを

目標としています。 

武蔵小山駅周辺のまちづくりについては、東京都

及び品川区の上位計画において方向性が提示され、

事業者はこれらを踏まえて計画を深度化してきまし

た。計画が具体化したことを踏まえ、事業者による説

明会を開催し、その後、都市計画法16条及び17条に

基づく説明会･縦覧等の都市計画手続きが進められ

ました。 

環境影響評価書案に示したとおり、各環境影響評

価項目については、各項目ともに評価の指標を満足

すると予測しました。今後事業を進めるにあたっては、

環境保全のための措置を徹底し、より周辺環境への

影響の低減に努めてまいります。 

 



459 

表 13-46 都民の意見書の内容及び事業者の見解 

意見の内容 事業者の見解 

項 目 温室効果ガス、その他（事業内容全般） 

・主に予測・評価温室効果ガスについて 

 

1.COP26が採択され、国土交通省では、省エネ・省

CO2に係る先導的な技術を導入した住宅・建築物の

リーディングプロジェクトを支援しており、令和3年度

サステナブル建築物等先導事業（省CO2先導型）に

採択された。評価書には工事中及び工事完成後の

CO2に関する記載が一切無い。窒素だけではなく

CO2は環境に大きな影響を及ぼし、今や世界が一

丸となってCO2排出を抑制している。 

東京都（環境局）も大規模事業所における対策総

量削減義務と排出量取引制度等を指導している。 

https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/ 

climate/large_scale/index.html 

従ってCO2の排出量も計算し予想値を明記する

のはこの2021年においては必須であり、削減の基準

を守れない事業については東京都は指導すべき立

場にある。CO2を大量発生させる事業はもはや時代

にそぐわないものとして計画の見直し、白紙撤回を

すべきである。 

 

2. 8.12.4(2）には「全住戸の」としながらも、8.12.8、そ

の他の部分にも商業施設部分からの排出ガスしか計

算されていない。建物全部で評価すべきところ、住

居を除くと大幅にCO2排出量が少なくなるので、意

図的に記載しなかったか。 

超高層ビルのエレベータの消費電力は全体の消

費電力量の10%未満と言われている。低層の建物に

比べ、乗車率、移動階数を考えても非効率で、相当

量の電力を消費する。日光の入らない内廊下は24

時間明かりを点けっぱなしになければならないので

無駄な電力を使いCO2を増加させる。単純に人口が

増えることによって、この地域の排出するCO2は増

え、地域として削減どころか増加するばかりである。 

 

【次ページへ続く】 

環境影響評価書案（本編p.391～392）に示したと

おり、本事業に伴う温室効果ガス（CO2）の排出量を

2,425t-CO2/年と予測しています。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月改定、東京都）の建築物の環境性能の評価基準

に基づき、計画建築物（共同住宅以外）における設備

システムのエネルギー利用の低減率（ERR）20％を達

成する、高効率省エネルギー機器等を効率的に採用

し、エネルギーを有効に利用する、等の環境保全のた

めの措置を講じます。 

本事業の実施により、現在よりも計画地内の人口は

増加する見込みですが、老朽化した既存の建築物や

インフラ設備が更新されることで、エネルギー消費軽

減、地球温暖化対策、防災等に配慮した新たな建築

物が供用する計画です。 

 

共同住宅部分から発生する温室効果ガスについて

は、入居者のライフスタイルによって温室効果ガスの

排出量が大きく異なり、また、環境保全のための措置

を一律で実施することが難しいことから、環境影響評

価書案（本編p.389）に示したとおり、共同住宅を除い

た商業施設、公益施設、駐車場・駐輪場を対象として

予測・評価を実施しています。 

なお、環境影響評価書案（本編p.391）に示したと

おり、計画建築物（共同住宅）については、全住戸の

外皮平均熱貫流率を0.75（W/（m2・K））以下とすると

ともに、設 備システムのエネルギー利 用 の低 減率

（ERR）を5％以上とするなど、温室効果ガスの削減に

配慮した計画としております。 
 

 

 

 

 

  

https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/
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表 13-47 都民の意見書の内容及び事業者の見解 

意見の内容 事業者の見解 

項 目 温室効果ガス、その他（事業内容全般） 

【前ページから続く】 

3.国土交通省は2021年に「木造建築の進め」改訂

版 https://www.mlit.go.jp/common/000128056.pdf

を発表し、木造建築は不燃素材の使用により、燃焼

性の少ない木造住宅ができるようになったこと、さら

に、木材は、二酸化炭素を吸収して炭素を固定し、

くり返し生産できる循環型の資源として推奨している

のである。近年では、耐火木造のビルが進み、脱炭

素を進める流れの中でも注目を集めている。この秋

には銀座に12階建ての耐火木造ビルが完成した。

「環境負荷の小ささも注目される点です。木材は製

造時の二酸化炭素（CO2）排出量が鉄筋コンクリート

の2～3割程度との試算があります。三井不動産と竹

中工務店が25年の完成を目指す東京・日本橋の17

階建てビルは、建築時に排出するCO2が同規模の

鉄骨造に比べて20%少なくなる見通しです。木を植え

替える森林リサイクルの視点でも木材利用は重要で

す。森林はCO2を吸収して温暖化防止に貢献します

が、木は老いると吸収力が落ちてしまいます。木造ビ

ルの普及を提唱する東京海上日動火災保険の隅修

三相談役は「戦後の大規模な植林が老齢期を迎え

ている。脱炭素のためにも森林リサイクルは必要」と

指摘しています。」日経電子版 

https://style.nikkei.com/article/ 

DGXMZO71185870Q1A420C2000000/ 

今や鉄筋コンクリート造りの超高層建築物はCO2

ばかり排出する厄介者である。森林サイクルにも貢

献するより優れた素材があるのだから、これから建築

するものは、環境を優先したものでなければならな

い。 

 

【次ページへ続く】 

環境影響評価書案（本編p.391～392）に示したと

おり、本事業に伴う温室効果ガス（CO2）の排出量を

2,425t-CO2/年と予測しています。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月改定、東京都）の建築物の環境性能の評価基準

に基づき、計画建築物（共同住宅以外）における設備

システムのエネルギー利用の低減率（ERR）20％を達

成する、高効率省エネルギー機器等を効率的に採用

し、エネルギーを有効に利用する等、温室効果ガスの

削減に配慮してまいります。 

 

https://www.mlit.go.jp/common/000128056.pdf
https://style.nikkei.com/article/
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表 13-48 都民の意見書の内容及び事業者の見解 

意見の内容 事業者の見解 

項 目 温室効果ガス、その他（事業内容全般） 

【前ページから続く】 

4.この建物による日照障害は広範囲で、周辺の住民

は今まで享受できた日差しを奪われる。これによっ

て、今まで外の明るさで日中は灯りがいらなかった家

庭でもやむを得ず灯りを点けなければならなくなる。

冬場は日差しが無いために、今までは日中は暖房が

いらなかった家庭も暖房をつける時間が長くなる。当

該建物に関係ない周辺の住民は半永久的に光熱

費等の経済的負担を強いられるばかりか、同時に

CO2の排出量を増やすことになる。また、近年は家

庭用の太陽光発電もCO2を排出しない再生可能エ

ネルギーとして注目されているが、2019年の台風15

号の影響で千葉県の広範囲で長期停電があったこ

とを機に非常用、災害用として急速に普及している。

日照障害は現在太陽光発電を設置している家庭の

みならず、将来設置しようとしている家庭にも、災害

時のエネルギーを奪うのである。誠に非効率的、非

合理的、非経済的で大迷惑な全く時代に逆行した

建物である。 

5.私たちは個人でも会社でもCO2削減に努力してい

る。しかし、この建物は工事中も、その後も毎日大量

のCO2の垂れ流しをするのである。しかもこの建物に

多額の補助金等が支払われているとしたら、CO2排

出を助長しているようなものであり、その資金が私た

ちの税金であることを遺憾に思う。また、都市の健全

な発展と秩序ある整備、公共の福祉の増進、健康で

文化的な都市生活を掲げているのが都市計画法で

ある。周辺の住民に非健康的、非文化的な生活を強

い、秩序のない高層マンション乱立は直ちにやめる

べきである。大企業にCO2の垂れ流し放題を許して

いるのは行政の怠慢である。行政は今の箱もの主

義、破壊行為の都市計画を反省し、環境を考えた都

市計画に転換しなければ取り返しのつかないことに

なる。 

 

【次ページへ続く】 

本事業においては、周辺地域への日影の抑制に

配慮し、南街区と北街区の建築物の複合日影におい

ても日影規制を満足させる計画としております。 

本事業に伴う温室効果ガス（CO2）の排出量につい

ては、「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月改定、東京都）の建築物の環

境性能の評価基準に基づき、計画建築物（共同住宅

以外）における設備システムのエネルギー利用の低減

率（ERR）20％を達成する、高効率省エネルギー機器

等を効率的に採用しエネルギーを有効に利用する、

新たな緑化を整備する、計画建築物（共同住宅）につ

いては、全住戸の外皮平均熱貫流率を0.75（W/（m2・

K））以下とするとともに、設備システムのエネルギー利

用の低減率（ERR）を5％以上とするなど、温室効果ガ

スの削減に配慮した計画としております。 

上記のとおり、日影及び温室効果ガスへの影響に

配慮した計画としております。 
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表 13-49 都民の意見書の内容及び事業者の見解 

意見の内容 事業者の見解 

項 目 温室効果ガス、その他（事業内容全般） 

【前ページから続く】 

6.国土交通省は「都市づくりガイドライン」において、

「都市計画マスタープランの改定等に際して低炭素

都市づくりを都市全体で検討する」という助言をして

いる。そして①都市活動各部門におけるCO2排出活

動につながる変化として、 

・都市活動からのCO2排出増加要因としては、利便

性・快適性・経済性等と比較して、省エネ・低炭素

化の優先度が低いため、これらを意識しない建築

物・構造物の集積の進行 

・建築物や舗装面の増大、緑地や水面が減少した

ことによる、ヒートアイランド現象の発生と、そのた

めの冷房の消費エネルギー拡大による熱環境の

負のスパイラル 

https://www.mlit.go.jp/common/000133426.pdf 

正にこの計画がガイドラインを無視して、CO2大量排

出の都市開発ではないか。 

 

7.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、まるでこの再開発に賛成多数かと誤認する

のではないか驚き怖くなった。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？ 

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、私の意思に反して、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、私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。 

事業者は、計画地内の地権者で構成される再開発

準備組合であり、都市再開発法に基づく再開発組合

の設立を目指して検討を進めています。まちづくりの

方針を地域の生活拠点となる個性豊かな複合市街地

の形成、商店街の連続した街並みの形成、交通ネット

ワークの形成、地域の居住環境及び防災性の向上と

し、これらを市街地再開発事業により実現することを

目標としています。 

武蔵小山駅周辺のまちづくりについては、東京都

及び品川区の上位計画において方向性が提示され、

事業者はこれらを踏まえて計画を深度化してきまし

た。計画が具体化したことを踏まえ、事業者による説

明会を開催し、その後、都市計画法16条及び17条に

基づく説明会･縦覧等の都市計画手続きが進められ

ました。 

環境影響評価書案に示したとおり、各環境影響評

価項目については、各項目ともに評価の指標を満足

すると予測しました。今後事業を進めるにあたっては、

環境保全のための措置を徹底し、より周辺環境への

影響の低減に努めてまいります。 

 

  

https://www.mlit.go.jp/common/000133426.pdf
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表 13-50 都民の意見書の内容及び事業者の見解 

意見の内容 事業者の見解 

項 目 その他（事業内容全般） 

・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。 

 

・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が何かをアンケート

などをとり調査すべきではないか。また、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、超高層ビルを建設す

ることは間違っている。すでに武蔵小杉などでの超

高層による弊害は報告されている。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２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。 

事業者は、計画地内の地権者で構成される再開発

準備組合であり、都市再開発法に基づく再開発組合

の設立を目指して検討を進めています。まちづくりの

方針を地域の生活拠点となる個性豊かな複合市街地

の形成、商店街の連続した街並みの形成、交通ネット

ワークの形成、地域の居住環境及び防災性の向上と

し、これらを市街地再開発事業により実現することを

目標としています。 

なお、再開発推進協議会を経て準備組合を設立す

る際には、設立総会を開催し、準備組合の規約案を

配布の上、決議しています。また、新たに加入された

地権者に対しては、当該規約を配布、説明しておりま

す。 

 

公益施設について、複数の再開発事業により様々

な公益施設が整備済み、あるいは整備予定であるた

め、保育所を整備する他は、それらの機能も鑑みなが

ら、今後具体的に検討・協議していきます。 

 

防災性を高めるため、地震のみならずゲリラ豪雨

等、昨今の異常気象も勘案しながら、建物や設備の

具体的な設計、仕様の検討を進めていきます。 

 

小山三丁目第二地区市街地再開発準備組合にお

いては、2015年に再開発推進協議会を設立して以

降、まちづくりに関する勉強会や説明会を通じて計画

案を検討するとともに、再開発ニュース等を通じて情

報発信に努めながら、関係行政との協議を経て、今

回の計画を策定しました。 

 

表 13-51 都民の意見書の内容及び事業者の見解 

意見の内容  事業者の見解 

項 目 その他（住民説明会） 

・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。 

環境影響評価書案に関する住民説明会では、多く

の様々な方が参加されており、また、限られた時間の

中で図書の概要をご説明する場であるため、皆様に

分かり易いよう環境基準等をひとつの指標として説明

させて頂きました。 
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表 13-52 都民の意見書の内容及び事業者の見解 

意見の内容 事業者の見解 

項 目 その他（住民説明会、事業内容全般） 

・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、こども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。 

環境影響評価書案は、「東京都環境影響評価条例」

に基づき事業者自らが作成するものです。その後、関

係区長からの意見、都民からの意見、東京都環境影響

評価審議会の答申を踏まえて、知事の審査意見書が

形成され、その結果を評価書に反映させる制度となっ

ております。本事業においても、知事の審査意見書の

内容を踏まえて、周辺環境への影響の低減に努めてま

いります。 

環境影響評価書案に関する住民説明会では、多く

の様々な方が参加されており、また、限られた時間の中

で図書の概要をご説明する場であるため、皆様に分か

り易いよう環境基準等をひとつの指標として説明させて

頂きました。 

また、住民説明会ではパワーポイントをスクリーンに

表示して評価書案の概要をご説明するとともに、来場

者の方に評価書案の内容を抜粋した資料（リーフレッ

ト）を配布する形で説明させて頂きました。 

再開発推進協議会を経て準備組合を設立する際に

は、設立総会を開催し、準備組合の規約案を配布の

上、決議しています。また、新たに加入された地権者に

対しては、当該規約を配布、説明しております。 

 

事業者は、計画地内の地権者で構成される再開発

準備組合であり、都市再開発法に基づく再開発組合の

設立を目指して検討を進めています。まちづくりの方針

を地域の生活拠点となる個性豊かな複合市街地の形

成、商店街の連続した街並みの形成、交通ネットワーク

の形成、地域の居住環境及び防災性の向上とし、これ

らを市街地再開発事業により実現することを目標として

います。 

武蔵小山駅周辺のまちづくりについては、東京都及

び品川区の上位計画において方向性が提示され、事

業者はこれらを踏まえて計画を深度化してきました。計

画が具体化したことを踏まえ、事業者による説明会を開

催し、その後、都市計画法16条及び17条に基づく説明

会･縦覧等の都市計画手続きが進められました。 

計画地内の人口は増加する見込みですが、本事業

において保育園を整備するとともに、教育施設につい

ては関係行政機関と引き続き連携・調整していきます。

開発に伴う鉄道輸送及び駅施設への影響について

は、東急目黒線を運営する東急電鉄株式会社に対し、

本事業における交通計算を含めた情報提供を行って

おり、車両の増設やホーム延伸などの対応を実施する

こと等から大きな影響はないことを確認しています。引き

続き適切なタイミングでの情報連携を図ることを通じて、

負荷軽減に協力してまいります。 
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表 13-53 都民の意見書の内容及び事業者の見解 

意見の内容 事業者の見解 

項 目 その他（環境影響評価、事業内容全般） 

・1.意見の範囲について 

ホームページによると、「環境保全の見地からの意

見」とありますが、環境影響評価書案（以下評価書

案と記述します）を読む限り、調査計画、施工計画、

施設配置など事業そのものに係る記述があるため、

計画全体に対する意見についても記述します。 

2.意見の内容について 

（1）評価書案の内容について、全ての面で反対いた

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 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、 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。 

 

【次ページへ続く】 

事業者は、計画地内の地権者で構成される再開発

準備組合であり、都市再開発法に基づく再開発組合

の設立を目指して検討を進めています。まちづくりの

方針を地域の生活拠点となる個性豊かな複合市街地

の形成、商店街の連続した街並みの形成、交通ネット

ワークの形成、地域の居住環境及び防災性の向上と

し、これらを市街地再開発事業により実現することを

目標としています。 

 

環境影響評価書案において、概ね既存資料調査

は過去5年間、現地調査は令和元年～3年の間を調

査対象期間としました。 

新型コロナ感染症の拡大と、それに伴う緊急事態

宣言等による影響については、可能な限り回避するよ

う努めましたが、発令時期及びその影響を事前に予

想することは難しく、現地調査を実施した一部の時期

において、社会活動が低下していた可能性があること

はご指摘のとおりです。 

しかしながら、大気汚染の現地調査結果は、既存

資料調査結果（新型コロナ感染症の影響を受けてい

ない時期のデータ）と大きな差が無いことを確認して

おり、また、大気汚染の予測におけるバックグラウンド

濃度としては、過去5年間（平成27年度～令和元年

度）の既存資料調査結果（新型コロナ感染症の影響

を受けていない時期のデータ）を使用し、その上に本

事業によって発生する負荷分を加算して予測している

ため、平時を基準とした環境影響評価になっていると

考えます。 
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表 13-54 都民の意見書の内容及び事業者の見解 

意見の内容 事業者の見解 

項 目 その他（環境影響評価、事業内容全般） 

【前ページから続く】 

（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

に係わりの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。 

 

【次ページへ続く】 

事業者は、計画地内の地権者で構成される再開発

準備組合であり、都市再開発法に基づく再開発組合

の設立を目指して検討を進めています。まちづくりの

方針を地域の生活拠点となる個性豊かな複合市街地

の形成、商店街の連続した街並みの形成、交通ネット

ワークの形成、地域の居住環境及び防災性の向上と

し、これらを市街地再開発事業により実現することを

目標としています。 

環境影響評価書案は、専門会社の協力のもと、調

査、予測、評価の結果をとりまとめ、事業者自らが作

成したものです。 

なお、「地権者の証言によると、（中略）持ち掛けて

いる」について、当地区は一切該当しません。 
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表 13-55 都民の意見書の内容及び事業者の見解 

意見の内容 事業者の見解 

項 目 その他（環境影響評価、事業内容全般） 

【前ページから続く】 

（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。 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。 

事業者は、計画地内の地権者で構成される再開発

準備組合であり、都市再開発法に基づく再開発組合

の設立を目指して検討を進めています。まちづくりの

方針を地域の生活拠点となる個性豊かな複合市街地

の形成、商店街の連続した街並みの形成、交通ネット

ワークの形成、地域の居住環境及び防災性の向上と

し、これらを市街地再開発事業により実現することを

目標としています。 

再開発事業は地権者の意向、合意形成が前提で

あるため、商業機能に関する企画の具体化は今後の

検討となりますが、商業機能は既存の店舗面積と大き

く乖離するものでなく、また、新たに夜間人口が増加

すること等を踏まえると、マーケットポテンシャルは十

分にあると考えています。引き続き隣接地区やパルム

商店街等と連携しながら、商店街のにぎわいを継承、

強化すべく計画を深度化していきます。 

道路等のインフラ整備は、上位計画を踏まえたネッ

トワークの形成に貢献することにより、緊急車両の円滑

な走行や安全な歩行者空間の実現等、地域全体の

課題解決に寄与するものと考えています。     
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表 13-56 事業段階関係区長（品川区）の意見 

意見の内容 事業者の見解 

項 目 環境全般 

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 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。 

 

工事着工に向けて、各種説明会等において近隣に

お住まいの方々に十分に説明をするなど、適切な対

応に努めます。 

供用開始後においても、地元住民からの問い合わ

せ等に対する窓口を設置し、丁寧な対応に努めてま

いります。 

項 目 騒音・振動 

・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 小限にとどめるよう

配慮してください。 

・低層部屋上に設置予定の設備機器の稼働音に関し

て、施工中に設置位置などの変更が生じた場合は再

度規制基準を超過しないか調査・検討してください。 

 

 関係法令を厳守し、低騒音型・低振動型の建設機

械の使用に努める、仮囲いを設置して騒音・振動の

低減に努める、などの環境保全のための措置を講じま

す。 

 特定建設作業等については、原則として平日の8～

18時とし、夜間作業が 小限となるよう努めます。 

 低層部屋上に設置予定の設備機器については、今

後の詳細設計を踏まえて配置計画を検討し、設置位

置などの変更が生じた場合は、騒音への影響を確認

するなど、適切な対応に努めます。 

項 目 その他 

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。 

 

工事着工に向けて、各種説明会等において近隣に

お住まいの方々に十分に説明をするなど、適切な対

応に努めます。また、引き続き関係行政機関への相

談・連携・調整に努めます。 
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表 13-57 事業段階関係区長（目黒区）の意見 

意見の内容 事業者の見解 

項 目 騒音・振動 

（1）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。  

（2）ピーク日には200台以上の工事用大型車両が出

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。 

工事の実施にあたり、工事用車両の運転手に対

し、特に留意すべき通行区間の周知及びエコドライブ

を徹底する等の環境保全のための措置を実施し、騒

音・振動の低減に努めます。 

更に、ピーク時においては、工事用車両の規制速

度の厳守や路上待機の禁止等の措置の徹底に努

め、近隣に対する騒音・振動へ一層配慮していきま

す。 

項 目 生物・生態系 

「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」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、良好な生物の生育、生息環境は分布し

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。 

計画地及び周辺は、店舗、事務所、住宅等が立地

し、大部分はアスファルト及びコンクリートで覆われた

人工改変地であり、当該地域の緑は、近傍の朗惺

寺、公園、街路樹、事業場内の植栽で構成されてい

ます。また、既存資料調査によると、「林試の森公園」

では、シジュウカラやヒヨドリ等の市街地の緑地でみら

れる生物種が確認されています。 

したがって、計画地周辺の小規模な植栽、朗惺寺

の緑地、林試の森公園などの点在する地域の緑地を

つなぐ踏み石環境として、新たに計画地内に広場を

中心とした計画面積の40％にあたる緑地を整備するこ

とにより、生物多様性の向上に寄与するものと考えて

おります。 

更に、植栽樹種は、生物多様性の観点から、地域

に生育する種を参考に選定し、高木、中木、低木をバ

ランス良く配置する計画です。 

項 目 日 影 

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。 

本事業では、一時的に目黒区内にも日影が生じる

と予測しておりますが、「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」に基づく日影規制

を満足する建築物を計画しております。 

今後、工事着工に向けて、各種説明会等において

近隣にお住まいの方々に十分に説明をするなど、適

切な対応に努めます。 
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表 13-58 事業段階関係区長（目黒区）の意見 

意見の内容 事業者の見解 

項 目 風環境 

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。 

風洞実験の結果、風環境の変化は生じるものの、

防風植栽の設置等の対策を施すことにより、領域A

（住宅地相当）またはB（低中層市街地相当）の風環

境を維持することができ、現状の領域区分である領域

A、Bを悪化させることはないものと予測しています。 

なお、風洞実験で得られた風環境が維持できるよ

う、防風植栽については、その効果が十分発揮できる

よう、組合解散後における管理体制の構築などの適

切な措置を検討していきます。 

今後、工事着工に向けて、各種説明会等において

近隣にお住まいの方々に十分に説明をするなど、適

切な対応に努めます。 

項 目 景 観 

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。 

本計画において緑化率40%を達成していく中で、植

栽樹種は、生物多様性の観点も踏まえ、地域に生育

する種を参考に、高木、中木、低木をバランス良く選

定するとともに、防風効果も見込んだ配置とする等の

環境保全のための措置を実施します。 

項 目 自然との触れ合い活動の場 

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。 

本事業によって新たに広場、緑地、植栽等を整備

し、植栽樹種は、生物多様性の観点から、地域に生

育する種を参考に選定し、高木、中木、低木をバラン

ス良く配置することで、計画地周辺の主要な自然との

触れ合い活動の場との連携を図るよう努めます。 

 

項 目 その他 

（1）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。  

（2）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。 

（3）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。 

（4）工事に伴い、道路を汚損しないよう措置を講ずる

こと。 

本事業では、駐輪場は関係法令に基づく必要台数

以上（約2,010台）を確保し、利用者への周知を行い、

計画地周辺に路上放置が生じないよう努めます。 

工事用車両及び関連車両の走行については、事

前に所轄警察署等の関係機関と調整を図り、安全確

保及び交通渋滞防止に努めます。 

また、資材の搬出入にあたっては、関係法令を遵

守するとともに、工事用車両の出入口でタイヤ洗浄を

行う、過積載の防止に努める等、道路を汚損しないた

めの措置を講じてまいります。 
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