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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 

評価書案について都民から 7 件の意見書が提出された。また、事業段階関係区長（品川区）からの

意見が 1 件提出された。意見等の内訳は、表 13-1 に示すとおりである。 

これらの主な意見の概要とそれらについての事業者の見解の概要は、表 13-2(1)～(18)及び表 13-3

に示すとおりである。 

表13-1 意見等の件数の内訳 

意見等 件 数 

都民からの意見書 7 

事業段階関係区長からの意見 1 

合 計 8 

 

表 13-2(1) 都民からの主な意見及び事業者の見解の概要 

項目 1. 大気汚染 

意見の内容 事業者の見解 

(1) JR 計画の完成段階（第 1 期段階）では、当該敷
地は、JR東日本の車両基地と JR京浜東北線、東急
大井町線の線路に囲まれた袋小路になっており、
かろうじて、区役所通りに区画道路によって接続
している。まず、計画建物によって発生集中する
交通量と周辺道路への影響が十分に検討されてい
ない。大井町駅周辺は道路環境が悪く、区役所通
りは、常に交通渋滞をしている道路である。今回
の開発計画により、区画道路と区役所通りの交差
点において、交通量が増え、大気汚染や騒音が増
えることが考えられるが、交通量の説明資料が一
切なく、その影響が、どの地点に、どのくらい大
気汚染の数値に影響しているかの説明もが不足し
ている。資料では、「関連車両」と記載しているが、
そもそも「関連車両」の定義は何かの記載がない。
施設従事者に公共交通機関を使用するように要請
としているが、当該建築に伴い、何台の駐車台数
を用意しているかの記載もない。 

また、環境影響評価における基準値が、それぞ
れの項目でどうなっているかの資料もなかった。
パワポの画面だけでは、全く理解できないもので、
丁寧な図面と説明資料を提供するように求める。 

住民説明会では、予測評価結果を簡潔に記載した
「あらまし」を配布し、スライドとナレーションに
より、予測結果や基準等の説明を行いました。 
工事完了後の車両の走行による大気汚染及び騒

音・振動の予測地点、交通量及び予測結果は、評価書
案（p.85,95,122～123,168〜169）に示しています。
また、工事完了後の計画地からの発生集中交通量（＝
関連車両台数：計画建築物を利用する車両台数）やそ
の走行ルート等については、交通流解析や道路管理者
及び交通管理者等の関係機関との協議を行っており、
周辺の交差点等に著しい影響が生じる可能性は少な
いと考えています。 
計画地には、「東京都駐車場条例」等に基づく附置

義務台数を満足する約 500 台の駐車場を計画して
おり、車両が最も集中するピーク時間帯においても
駐車場待ちの車両が発生する可能性は少ないと考え
ています。 

なお、関連車両の出入台数及び関連車両の走行に
よる大気汚染や騒音・振動の状況は、事後調査によ
り確認します。 
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表 13-2(2) 都民からの主な意見及び事業者の見解の概要 

項目 2. 騒音・振動 

意見の内容 事業者の見解 

(1) 工事施工中の最大が 80dB であったようだが、
80dB はかなりの大きさある。勧告規準以下という
が、その基準値がいくらなのかも記載されていな
い。また、この dBがおおよそどのくらいの大きさ
になるかの具体例も示さないと、理解できない。
さらに、測定地点を示す図面すら添付されていな
いため、説明を聞いただけでは、誰も理解できな
い状況であった。なお、当日の説明者の説明速度
も速く、何を言っているのか、理解不能であった、
ただ説明しただけというような説明会は、コンサ
ルタントとしての資質を疑う。とにかく、丁寧な
資料作成とわかりやすい説明を心がけていただき
たい。 

前項でも記載したが、区画道路と区役所通りの
接続部分では、現状でも交通渋滞が発生しており、
説明会でも、周辺の騒音は既に環境基準値を超え
ていると説明があった。現状で基準を上回ってい
るから、開発後に基準を上回っていればよいと言
う理屈はない。開発によって、基準以下になるよ
うに道路計画等を行う必要があり、騒音が減少す
るような工夫をされたい。振動についても、同様
で、このあたり一帯は高低差があり、土質調査の
結果が添付されていないが、かなり地盤が悪く振
動が起きるようなエリアである。交通量を踏まえ、
建築計画と道路計画をしっかり再検討してほし
い。 

住民説明会では、説明時間の制約等もあり、予測
評価結果を簡潔に記載した「あらまし」を配布し、
スライドとナレーションにより、予測結果や基準等
の説明を行いました。 
建設機械の稼働に伴う建設作業騒音の予測につい

ては、想定する建設機械が全て同時に稼働するという
影響が最も大きくなる条件で行っており、予測結果
は、評価書案（p.157,165）に示しています。 
また、工事中及び工事完了後の車両の走行による

騒音・振動の予測地点、交通量及び予測結果は、評
価書案（p.92,95,146～147,166～169）に示しており、
いずれも本事業により著しい影響が生じる可能性は
少ないと考えています。 
工事の施行中においては、低騒音型建設機械の採

用、仮囲いの設置、工事用車両の制限速度の遵守や
過積載の防止、工事用車両が集中しないよう、計画
的かつ効率的な運行管理を行うなど、工事事業者へ
の指導を徹底することにより、騒音及び振動の低減
に努めます。 
また、工事完了後においては、計画地への来訪者

に対して、施設ホームージやフロアガイド等に公共
交通機関の利用を促す旨を記載し、関連車両の台数
の低減を図ります。 
以上の環境保全のための措置を確実に実施するこ

とにより、騒音・振動への影響の一層の低減に努め
るとともに、建設機械の稼働、工事用車両及び関連
車両の走行に伴う騒音・振動については事後調査に
より確認します。 
交通処理計画等については、今後も、現況交通量

や将来基礎交通量等を踏まえ、道路管理者及び交通
管理者等の関係機関との協議を行いながら決定して
参ります。 
工事の実施前には、工事内容の説明会を実施すると
ともに、周辺住民の方からのお問い合わせに逐次対
応できるよう工事事務所等に窓口を設けます。 

(2) 本事業の環境影響評価書案について反対しま
す。理由は以下の通りです。 
・騒音については工事完了後の関連車両により
No.1 区役所通り、No.6 立会道路、双方の騒音は環
境基準以上になっています。現況においても上回
っているため問題ないとするのは間違いです。そ
れを続けていけば住民への騒音は増大するばかり
です。環境基準は住民の生活を保障するためにあ
るのですから基準を上回っていればそれを認める
わけにはいきません。特に No.1 区役所通りの昼間
騒音は現況では基準内であり、本事業によって環
境基準を上回ることになります。これで良しとす
ることはできません。環境基準を下回るようにす
べきです。 

(3) 工事中の音について 
評価の中に視覚障がい者にとっての環境保全と

いう視点が見られなかった。 
日常生活の情報の多くを耳から得ている視覚障

がい者にとっては長期間にわたる新たな騒音の増
加は生活の質に直結すると思われる。障害者差別
解消法は福祉の分野だけでなく、すべての分野に
適応されるものと考える。音環境の影響の評価の
中に視覚障がい者への影響を取り入れ、影響の排
除に向けてしかるべき施策をとるべきと考える。 
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表 13-2(3) 都民からの主な意見及び事業者の見解の概要 

項目 3. 土壌汚染 

意見の内容 事業者の見解 

(1) 当該敷地のこれまでの土地利用の経歴が説明さ
れていない。当該敷地は、車両整備工場としてい
つから利用されているのか、また、それ以前の利
用用途は何かについて、説明されたい。車両整備
工場であるため、土壌汚染の可能性が限りなく高
い。 

計画地の土地利用の経歴については、評価書案
（p.172〜183 参照）に記載したとおりです。 
弊社の車両整備工場は、大正時代の初め頃から日本
国有鉄道大井町工場として立地し（現在は、東京総合
車両センターに改称）、それ以前の計画地は、広葉樹
林や荒地等であったことを確認しています。 

本事業における土壌汚染対策につきましては、事
業者又は現在の施設所有者が、「土壌汚染対策法」及
び「環境確保条例」に基づく手続きなどを行います。 

(2) A-2敷地南東において鉛が基準値の 3万倍以上の
存在が予想されています。透明性を持って適切が
なされる事を要望します。7 月 17 日の説明会では
全くその事に触れていませんでした。不透明性を
感じます。 

A-2敷地南東において鉛が基準値を超えた調査結果
は、土壌含有量試験結果（310mg/kg〜630mg/kg）であ
り、鉛の基準値は評価書案（p.190 参照）に記載した
150 mg/kg以下となります。 
住民説明会においては、スライドとナレーション

により、当該区域は関連法令に基づき対策を行う旨
などについて説明を行いましたが、ご指摘を踏まえ、
丁寧な資料提供とわかりやすい説明に努めたいと考
えます。 

(3) 土壌汚染について、評価書概要版の P.92 からの
記述によれば計画地内の土壌の汚染状況が記され
ている。その中に既存施設が供用中の土地につい
ては「掘削工事時に新たな汚染土壌の存在が確認
された場合」に「～に基づき適正に処置するとと
もに～」とあるが、「汚染土壌の存在を確認する」
ための手順、義務などが記載されていない。また
予測結果でも「工事実施に際して新たな汚染土壌
の存在が確認された場合」とあるが「汚染土壌の
存在を確認する」ための手順、義務などが記載さ
れていない。前提が明確でないため、評価結果の
結論も納得できない。 
事業者が適切な手順を踏むことが、どうやって

担保されるのか地域住民にも理解できる評価にす
るべきと考える。 

汚染土壌の存在を確認する義務や手順などについ
ては、評価書案（p.189〜192 参照）に記載しました
「土壌汚染対策法」及び「環境確保条例」に基づき
ます。これらに基づく、土壌汚染の調査や対策の方
法等については、「土壌汚染対策法施行規則」及び「東
京都土壌汚染対策指針」に規定されています。 
「土壌汚染対策法」及び「環境確保条例」の手続き
フローなどについては、概要版では記載しておりま
せんでした。ご指摘を踏まえ、丁寧な資料提供とわ
かりやすい説明に努めたいと考えます。 
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表 13-2(4) 都民からの主な意見及び事業者の見解の概要 

項目 4. 地盤、水循環 

意見の内容 事業者の見解 

(1) 近年、大規模開発行為によって、近隣周辺の地
下水位が変わり、近隣建築物に漏水を起こす事例
がある。遮水壁を築造することによる、地下水位
の変動を図で示されたい。説明資料では、「地下水
位の低下は小さい」とする根拠を示されたい。そ
もそも、断面図も掲載せずに、説明されても、文
章で理解できない。記載している工法の写真等も
示し、図面に落として説明されたい。品川区内の
工事では、工事中に地下水が発生し、工事の延期
が頻発している。丁寧な事前調査を実施してほし
い。また、ボーリング図も付いておらず、このよ
うな説明資料は不適切と言わざるを得ない。 

計画地内の主な帯水層である武蔵野礫層及び東京
礫層で１年間地下水を測定した地下水位の変動状況
は、評価書案（p.204〜205 参照）に、また、計画地
内のボーリング図は、評価書案資料編（p.101〜105
参照）に記載したとおりです。 
工事における掘削断面図及び山留壁（SMW）の位置
関係は評価書案（p.211〜212 参照）に、また、住民
説明会では、スライドを用いてご説明したとおりで
す。 

工事では、掘削範囲の周囲を難透水層に達する遮
水性の高い山留壁（SMW）で囲うことにより、掘削範
囲内の帯水層は外部と分離・遮水されること、工事
の完了後は、地下水流は地下構造物の周囲を迂回す
るものと想定されることから、地下水等の状況に著
しい影響は及ぼさないと考えています。 

(2) 地盤について、概要版 P.98 の評価結果に、「工
事の施行中には、地盤及び地下水位の観測を掘削
工事着手前から地下躯体工事終了後の地下水位の
安定が確認できる時期まで継続的に実施、監視す
るとともに、周辺で地盤の変形が確認され、本事
業に起因すると判断された場合には、速やかに対
応策を講じる。」とあるが、「実施、監視」するの
は事業者なのか、第三者的な監視があるのか判然
としないためこの評価は不十分と考える。 

掘削工事の着手前から地下躯体工事終了後の地下
水位の安定が確認できる時期まで、事業者の責任に
おいて、自記式水位計による地下水位の連続観測を
行い、地下水位の状況を継続的に監視しながら施工
を行います。 
事後調査結果は、知事に提出し、環境影響評価審

議会において報告された後、事後調査報告書として
公表されます。 

(3) 雨水流出抑制施設を設置するということです
が、何処に設置するのか。地表面流出量は現況と
同程度になるとしているが、現況がいくらで、計
画はいくらかの数字を示してください。「地上部の
緑化により雨水浸透を図り」というのであれば、
緑化面積と緑化位置を平面図で示されたい。近年、
ゲリラ豪雨が発生するが、これにも対応できるよ
うにしているのか。計画雨量を示されたい。 

また、計画人口が示されていないが、発生する
下水処理量はどのくらいか。このあたり合流処理
なのか。最終処理場はどこにあるのか、どこの本
管に接続するのか、わかるような図面を示された
い。 

地表面流出量は、現況については評価書案（p.218
〜219 参照）に記載した約 0.80m3/s、計画については
評価書案（p.228参照）に記載した約 0.81m3/sです。 
雨水流出抑制施設は、「品川区雨水流出抑制施設の
設置に関する指導要綱」に基づく必要浸透量を確保
し、地下ピットに設置します。 
評価書案（p.228 図 8.5-4 参照）に示す緑地にお
いても雨水浸透を図る計画としています。 
環境影響評価では、地表構造物の設置に伴う雨水流
出等の影響について、予測・評価の対象としていま
すが、近年の気候変動による豪雨災害についても、
事業者として理解しています。 
品川区の治水対策の最新情報及び最新の知見を基
に、対策を検討します。また、汚水・雨水について
は、公共下水道に放流する計画です。 
雨水流出抑制施設等の詳細については引き続き、

関係機関と協議しながら、検討を進めて参ります。 
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表 13-2(5) 都民からの主な意見及び事業者の見解の概要 

項目 5. 日影 

意見の内容 事業者の見解 

(1) 第 1 種住居地域から準工業地域へ用途変更され
るというのは、決定しているのですか。なぜ、そ
のような用途変更がされるのですか？この建築用
途は住居系ではないのですか？架空の決定事項を
基に、判断はできません。さらに、「再開発等促進
区の区域になる」というのは決定事項ですか？ま
だ、品川区から何ら説明がない状態で、判断はで
きません。なぜ、決まっていない都市計画をもと
に環境アセスの説明を行うのか、その理由も記載
されていません。また、高さを緩和するにあたり、
近隣敷地への配慮が必要になりますが、どのよう
に配慮したかの説明もありません。高層棟を計画
地中央付近に配置したと記載されていますが、東
側にも配置しています。また、条例に定める日影
規制の内容を示されたい。 
 

計画地を含む広町地区は、「大井町駅周辺地域まち
づくり方針」等に位置付けられ、現在、都市計画と
環境影響評価の手続きを並行して進め、品川区や弊
社等による各種説明会や関係機関との協議等を実施
しているところです。 
本地区は、高低差のある地形や鉄道軌道等による周
辺地域と計画地の分断、補助 26号歩道の混雑や自転
車との錯綜や大井町駅前空間の歩行者滞留空間の不
足、総合危険度の高い地域が周辺に存在しているこ
とによる防災機能強化の必要性等の課題を抱えてい
ます。 
本開発により、区庁舎再編と連携した区の中心核に
ふさわしい複合拠点を形成するとともに、広町地区
と周辺市街地へのつながりの強化、大井町駅前の複
層的な歩行者ネットワークやオープンスペースの形
成、防災拠点となる広場の整備等により、地域の課
題を解決し地域特性に応じたまちづくりの推進を行
うことを目的としています。 
広町地区計画は、土地区画整理事業と土地の高度化
を行う地区計画を合わせて行います。地区計画とし
ては、「再開発等促進区を定める地区計画」の手法を
用いて整備するものであり、地域に必要な道路や公
共的な空地をつくることによって、建物の高度利用
を可能にする、といった東京都の基準に則り、日影、
風環境、電波障害等への影響にも配慮した計画を進
めています。 
地区整備計画が定められた区域の再開発促進区の
区域については、「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 」の第二条の但し書きによ
り、また、一部の範囲の用途地域の変更（第一種住
居専用地域から準工業地域へ）を行うことにより、
本地区は日影規制対象外になります。 
今後とも、周辺地域との調和に配慮したまちづく

りに向けて検討を重ねるとともに、地域の皆さまか
らのご意見には誠意をもって対応し、皆さまのご理
解とご協力が得られるよう努力します。 

項目 6. 電波障害 

意見の内容 事業者の見解 

(1) 電波障害発生時には、ケーブルテレビの敷設な
ど誠実に対応してほしい。 

本事業の実施にあたっては、地上躯体が立ち上が
る前から地域の皆さま等からの問合せ窓口を明確に
し、本事業に起因するテレビ電波の受信障害に関す
る申出があった場合には、迅速かつ適切な対応を行
います。計画建築物によるテレビ電波の受信障害が
発生した場合には、ケーブルテレビの活用等の適切
な受信障害対策を講じます。 
また、受信障害が発生すると予測した地域以外に

おいて計画建築物による受信障害が明らかとなった
場合には、受信状況に応じて適切な対策を実施しま
す。なお、他の建築物との複合障害により受信障害
が発生した場合、本計画に起因するものと明らかに
なった場合には、地域の状況を考慮し、必要に応じ
て他の建築物の建築主と協議を行い、適切な措置を
講じます。 

(2）電波障害は、テレビのみなのか。ネット環境に
は影響しないのか。品川区は場所によって、ネッ
トの電波が非常に入りにくい。今後はネット環境
が重要になるが、そのことについての言及がない
ので、説明されたい。 

環境影響評価では、「東京都環境影響評価技術指針
（付解説）」に基づき、テレビ電波を対象に検討を行
っています。ネット環境については、各通信事業者
にお問合せをお願いします。 



- 394 - 

表 13-2(6) 都民からの主な意見及び事業者の見解の概要 

項目 7. 風環境 

意見の内容 事業者の見解 

(1) 超高層建築物による風環境への影響は甚大であ
る。当該建築により、領域 C や D はなかったので
しょうか。もし、このような地点が都内であると
したら、どのあたりがそうなのか示されたい。例
えば、大崎周辺のタワマンエリアはいくらなのか。
港南エリアはどのくらいなのか、教えてほしい。
防風植栽として、常緑樹の植栽を整備としている
が、高木を植えるということなのか。中木で、防
風植栽として機能するのか。また、季節による変
化はないのかも、説明されたい。掲載されている
図では、北西からの風が広範囲に影響をうけるが、
強い風の影響は超高層周辺に限定されるように見
えるが、なぜ、そのような動きになるのか。 

計画建築物の建設前後における風環境の予測の結
果は、評価書案（p.283〜287,290参照）に記載した
とおり、計画建築物の出現により計画地内のデッキ
上等において領域 C（中高層市街地相当）となる地点
が５地点生じましたが、植栽等による対策を行うこ
とにより、領域 B（低中層市街地相当）に改善すると
予測されます。 
強い風の影響は、主風向である北北西風や南西か

らの風に対して、高層部が東西に長大な壁面になら
ないように隣棟間隔をあけ、風の抜け道を作り出す
ことにより、オフィス棟等の周辺に生じたものと考
えます。 

大崎周辺や港南エリアの風環境については、本環
境影響評価の予測範囲外のため、把握していません。 

(2)「風環境」について、年間の強風出現頻度を予測
し、それぞれの対応する空間用途にあてはめるいわ
ゆる「村上方式」で測られているが、それでは、現
状より強風が吹く日が増加したとしても空間用途
に応じた許容範囲内であれば風害はないものとさ
れてしまうのは、生活実感や肌感覚から受容できな
い。実際に今回の評価書案でも、建築前後で植栽等
の対策を施したとしても「領域 B」の数は増加する=
現況より悪化するとの予測結果になっているが、
「問題なし」とされた。環境への影響を評価するな
らば、建築前後の風環境の変化を具体的に示した
上、それが住民生活・生活環境にとってどのような
影響があるかを評価すべきである。 

「東京都環境影響評価技術指針（付解説）」では、
風環境としては、歩行障害、器物及び家屋の損傷、
商店等の営業障害等を引き起こすような強風現象の
出現が対象となっています。 

同指針に基づく風環境の予測方法は、風洞実験に
よる方法、流体数値シミュレーションによる方法、
その他の適切な方法のうちから適切なものを選択
し、又は組み合わせて行うこととされています。本
事業の計画建築物の建設前、建設後の風環境の変化
の程度については、多くの高層建築物の風環境評価
において用いられている信頼性の高い手法である、
風洞実験をもとに予測し、評価の指標は「風工学研
究所の提案による風環境評価基準（市街地の風の性
状（昭和 61年第 9 回風工学シンポジウム））」としま
した。 
予測では、旧東京管区気象台の 10 年間の気象デー

タを用いております。この気象データは通年のもの
で、その中には強風時も含まれ、予測結果にも反映さ
れています。 
計画建築物の建設前後における風環境の予測の結

果は、評価書案（p.283〜287,290 参照）に記載した
とおり、計画建築物の出現により計画地内のデッキ
上等において領域 C（中高層市街地相当）となる地点
が５地点生じましたが、植栽等による対策を行うこ
とにより、領域 B（低中層市街地相当）に改善すると
予測されます。 
なお、風洞実験による予測は、あくまでも事前の

予測です。そのため、計画建築物が建設されたのち、
風環境に関する事後調査を１年間行う予定です。事
後調査の結果、予測を上回るような風環境が確認さ
れた場合には、その原因を解析し、その結果、対策
が必要となった場合には、追加対策を行います。 

(3) 風環境については対策により領域 B までに収ま
っていると評価していますが、これまでも同様の
評価がされ問題ないとされたところで風害が発生
しています。例えば武蔵小山では超高層ビルが建
設された後、強い風のためお年寄りは自転車で転
倒するなどの被害が出ています。領域 B だから問
題ないとする評価は間違いです。実際に風環境は
建設後に悪化しています。住民への影響がどれだ
けあるのかを評価することが必要です。 

(4) 風環境について 
概要版 P.113の調査結果には 2）風環境について

特に配慮すべき施設の状況 3）風環境について考慮
すべき建築物等の状況についてなどが記載されて
いるが、全体を通して建物・地形への視点のみであ
り「人」への影響の視点が全く見られないのは問題
だと考える。 

風環境基準の表を見ても同様である。これは今
事業の環境影響評価の問題だけではないが、風は
そこに暮らし、または施設を利用する「人」に影
響を与える。とくに高齢者・小さな子をつれた保
護者には大きな影響があることを無視すべきでは
ない。「人の暮らし」を対象とした環境影響を評価
すべきである。 

 



- 395 - 

表 13-2(7) 都民からの主な意見及び事業者の見解の概要 

項目 景観 

意見の内容 事業者の見解 

(1) 品川区のまちの景観は、何ら計画性のあるもの
ではありません。色や材質、高さ等の統一的なデ
ザインガイドラインもありません。説明では、「都
市景観」と言っていましたが、都市景観って何で
すか？色彩基準がどのようなものかも説明してく
ださい。また、そのような色彩基準を定めた根拠
も説明してください。品川区らしい色彩やデザイ
ンって検討されたことがあるのですか。私は、品
川らしさは、低層の商店街かと思います。この品
川らしい景観と調和するようなまちづくりを検討
してください。 

「大井町駅周辺地域まちづくり方針」においては、
大規模土地利用転換による新たな都市機能の集積に
加え、区庁舎再編と連携し区の中心核としてふさわ
しい複合拠点を形成すること、駅周辺では重層的な
歩行者ネットワークの整備とあわせた土地の高度利
用を図ること、駅とまちが一体的に利用される交通
結節拠点の形成、既成市街地と交通機能を相互につ
なぐ歩行者ネットワーク形成などが整備課題として
示されています。 
これらの位置付けと課題を背景とし、計画地の低層

部等には緑豊かな広場や空地、滞留性のあるスペース
等の様々な公共施設を創出するために建物の高層化
は必要であり、周辺市街地とのつながりや日影等の影
響等に配慮した配置計画としています。 
また、高層部の隣棟間隔の確保や、建物周辺地域

に開けた幅や奥行きのある広場を確保する計画とし
ています。 
さらに、高層部は、計画地周辺の既存建築物との

スカイラインの調和に配慮する計画等とすること
で、「大井町駅周辺地域まちづくり方針」に沿った新
たな都市的な景観となると考えます。 

圧迫感については、「東京都環境影響評価技術指針
（付解説）」に基づく予測方法として、形態率の算定
による方法を用いました。高層部は、周辺市街地か
らの離隔距離を取り、分節化に加えて、ガラス等の
ファサード素材を用いることで空への溶け込みを図
るとともに、計画地内には立体的な緑化を行うこと
等により、周辺への圧迫感の低減を図ります。 

引続き、計画建築物のデザインや色彩などについ
ても、東京都や品川区の関係部署と十分に協議し、
景観計画や関連法令等を踏まえた、計画としていき
ます。 

(2) 「景観」について、「（既に）大井町駅周辺は高
層建築物が混在する地域なので地域景観の特性に
大きな変化はない」、「新たな都市的な景観要素と
なり、大井町駅周辺地区の新たな顔としての眺望
景観を形成する」などの「評価」には何の根拠も
なく、また、超高層ビル建築を合理化するもので
ある。また圧迫感については、評価の指標がそも
そも「圧迫感の軽減を図ること」（318 ページ）で
あり、色彩、立体的な植栽など少しでも対策を取
ればいとするもので、緩すぎる上に根拠もないも
のであり、評価に値しない。 

(3) 景観については都市景観なるもので超高層ビル
を正当化しています。ブリタニカ国際大百科事典
によれば都市景観とは「都市が歴史的、伝統的に
培ってきた固有の町並みや景色」とあります。本
事業は歴史的、伝統的なものではありませんし、
普通の景観としても住民の生活を豊かにするもの
ではありません。また圧迫感についての評価の指
標は圧迫感の軽減を図ることとなっており、どん
な対策でもすればよいことになってしまいます。 
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表 13-2(8) 都民からの主な意見及び事業者の見解の概要 

項目 8. 景観（つづき） 

意見の内容 事業者の見解 

(4) 「8.9 景観」に関する意見 
「8.9 景観」について、上記の昨年末に提出の意
見書にも記したが、そこでの意見のポイントは 2
つ、「品川区の顔=ランドマークとしての機能」と
「大井町の良さ・親しみやすさを演出=くつろげる
景観」に対して合目的性が如何ほどかということ
である。 

さて今回の要点としては、評価書案 p.302 に掲
載されている「No1：大井町駅前」よりの計画地建
設予定ビル 2 棟の眺望シミュレーションに尽き
る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
超高層建築は街の豊かな景観生成に寄与するも

のではなく、「都市景観」という新概念が、本来の
情緒的な「景観」の語義を侵食していることにつ
いては前意見書でも述べた。その上で今回の評価
書に、この「都市景観」の文言が明記されたこと
は興味深い。つまり都市にあっては巨大な建造物
が存在することを是とする見解である。 
このシミュレーションを見て「圧迫感」を感じ

ないのなら病院にて検査が必要である。そしてこ
の圧迫感を正当化させる唯ひとつの切り口が「都
市景観」というわけだ。勿論、感覚的な判断を求
められるのが、そもそも「8.9 景観」という項目
であり、この”圧迫感”や”良好な景観”に対す
る評価は難しい。本評価においても多数の地点か
らの眺望をシミュレーションし、また圧迫感の度
合いの検証として、魚眼レンズによる天空写真か
ら完成後の建築物の見えがかりを数値化すること
が行われているが、残念ながら、感覚的なものを
無理に数値化しても、ほとんど意味を為さない。（”
眺望”としてシミュレーションしている”見え方”
が圧迫感そのものであり、圧迫「感」を天空写真
で計ることが無意味。真上を向いて生活している
人間はいない！）要は「圧迫感」を感じる場所が、
新たに作られようとしている、ということに変わ
りはない。 

（前頁参照） 
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表 13-2(9) 都民からの主な意見及び事業者の見解の概要 

項目 8. 景観（つづき） 

意見の内容 事業者の見解 
（前頁つづき） 

そもそも都市景観=高層ビル群などという発想
は、それに憧れて上京した田舎者が都会のイメー
ジとして、漠然と思い浮かべる程度の類いに他な
らず、そこに暮らす人々の精神や感情に豊かに作
用するものではない。即ち「良好な景観」を形づ
くる要素ではない。 

あくまで計画実現を念頭にして環境評価を行え
ば、膨大な資料の作製に手間暇かかるにしては偏
った結論しか出てこない。その良い例がこの「8.9 
景観」における評価である。 
結論として「8.9.4 評価」に記されているのは、

あれこれ書いているが要約すると、 
1；高度利用が開発の大前提。だから超高層建築

=圧迫感は当然出る。 
ただし軽減すべく小細工はすること。 
2；もともと雑多な施設や産業が混在してた場

所、地域特性がどうこうは気にせずとも良いだろ
う。何を作っても大きな影響は無い。 
といったところか。環境影響評価とはこんなも

のなのか。我田引水の典型例としての評価はでき
るだろうが。 

（前頁参照） 
 
 

 
                                         

項目 9.史跡・文化財 

意見の内容 事業者の見解 

(1) 史跡・文化財については周知の埋蔵文化財包蔵
地の調査をすることは記載がありますが、それを
もって保存に支障は生じないと判断することはで
きません。保存について取り組みの記載がないに
もかかわらず保存に支障がないという判断をした
ことは影響評価の意味を成しません。 

史跡・文化財の状況は、「東京都環境影響評価技術
指針（付解説）」に基づき、国、東京都や品川区等の
地方公共団体及び教育委員会等が公表している江戸
時代を含む資料により、計画地には「（大井）権現台
貝塚」が位置することを確認しています。また、品
川区教育委員会への聞き取りも実施しています。 

工事の実施に際しては、「文化財保護法」に基づき
あらかじめ「埋蔵文化財発掘届」を提出し、東京都
教育委員会、品川区教育委員会との協議に基づき、
適切な対応に努めます。 

計画地の土地利用の変遷については、評価書案
（p.172〜183 参照）に記載したとおりです。 
弊社の車両整備工場は、大正時代の初め頃から日本国
有鉄道大井町工場として立地し（現在は、東京総合車
両センターに改称）、それ以前の計画地は、広葉樹林
や荒地等であったことを確認しています。                                

(2) 江戸時代の地図等で確認はできると思いますの
で、変遷図を示してもらうとわかりやすいかと思
います。もともと、どういう土地だったのですか。 

 



- 398 - 

表 13-2(10) 都民からの主な意見及び事業者の見解の概要 

項目 10. 自然との触れ合い活動の場 

意見の内容 事業者の見解 

(1)「広場に面した高架下」がどこのことを指すのか
わかりません。明示してください。植栽計画のイ
メージパースもなく、文章では理解できません。
簡単にイラスト等の手書きでよいので提案できな
いものでしょうか。 

「広場に面した高架下」は、評価書案（p.26 図
6.2-7 参照）に示した歩行者動線４箇所になります。
また、植栽計画のイメージパースは、評価書案（p.30 
図 6.2-9参照）に示しています。 

A-2敷地には賑わいと潤いのある芝生や高木等の
緑豊かな大規模な広場空間を、地区内外の居住者・
就業者の憩い交流の場として整備すること、建物屋
上や歩行者動線であるデッキ上に緑化を行うことに
より、 生物多様性に配慮した広域的なみどりのネッ
トワークに寄与し、ヒートアイランド対策にも配慮
した計画としています。 
今後、植栽や施設計画等については、詳細な設計

を進めて行く中で、生物多様性にも配慮した憩いの
空間を創出できるよう、さらなる工夫を検討してい
きます。 

(2) 憩いの空間には夏の猛暑に配慮して、ドライミ
ストや噴水などを設置し、涼を呼ぶ工夫をしてほ
しい。 

また、水生動植物のビオトープとなるような池
を配置して、生物多様性に配慮してほしい。（移転
後の区役所屋上等に設けるなら、それでも可） 

項目 11.廃棄物 

意見の内容 事業者の見解 

(1) 建設発生土について 
本来はこれは国の法規制の問題だと承知している。

しかしながら、熱海の土石流事故以降、建設発生
土についての社会的な目は厳しくなっている。未
だ大規模再開発を行っている東京都にあっては、
「建設リサイクル法」基づいた「適切な再利用、
再使用の視点」を超えた東京都として規制する視
点で環境への評価もすべきと考える。 

計画地から発生する建設発生土については、受入
機関の受入基準への適合を確認したうえで場外搬出
することにより適切に再利用します。 
                                

(2) 建設発生土と建設汚泥の定義を記載してくださ
い。当該計画で、どのような産業廃棄物が発生す
る予定なのかもご教示ください。アスベスト等の
有害物質は発生しない前提でしょうか。 

東京都環境局ホームページの「建設廃棄物とは？」
による建設発生土と建設汚泥の定義は下記のとおり
です。 
【建設発生土】 
廃棄物処理法に規定する廃棄物には該当しない。

（土砂及び専ら土地造成の目的となる土砂に準ずも
の・港湾、 河川等の浚渫に伴って生ずる土砂その他
これに類するもの） 
【建設汚泥】 
建設汚泥は廃棄物処理法上の産業廃棄物に該当す

る。（含水率が高く微細な泥状の沈殿物(堀削物を標
準ダンプトラックに山積みできず、またその上を人
が歩けない状態）。 

 
本事業の建設工事で発生が予想される産業廃棄物

の種類と量は、評価書案（p.354 参照）に示したコン
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、混
合廃棄物等です。 

アスベストについては、計画地内のこれまでの調
査の結果、使用は確認されていません。既存構造物
の解体工事において、今後、使用が確認された場合
には、現在の建物所有者により別事業として行われ
ますが、「労働安全衛生法」における「石綿障害予防
規則」等の関連法令等に基づき現建物所有者により
適切に処分が行われる計画です。 
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表 13-2(11) 都民からの主な意見及び事業者の見解の概要 

項目 12. 温室効果ガス 

意見の内容 事業者の見解 

(1) 基準を明確に記載してください。誰も条例や指
針を知っていません。段階 2 というのは、いくつ
の段階があるのですか。ERR の数式を明示し、何を
どうすれば低減できるのか説明してください。そ
もそも、平面建築ではなく、立体的な計画になっ
ているため、エレベータやエスカレーターの設置
が必要になります。現状の値がいくらで、計画建
物によっていくらの数値になるのか、示してくだ
さい。 

「東京都建築物環境配慮指針に基づく評価基準」
は、評価書案（p.372 表 8.13-7〜9参照）に示した
３段階があります。 
設備システムのエネルギー利用の低減率(ERR)の

算出方法は、評価書案（p.373）に示したとおりです。
空気調和設備、空気調和設備以外の機械換気設備、
照明設備、給湯設備及び昇降機の一次エネルギーの
低減とエネルギー利用効率化設備の一次エネルギー
を増やすことで、ERR は低減できます。事業の実施に
伴う環境への温室効果ガスの排出量又はエネルギー
の使用量及びそれらの抑制の程度については、「東京
都環境影響評価技術指針（付解説）」に基づき、予測
及び評価を行いました。 
本事業は、「再開発等促進区を定める地区計画」の

手法を用いて、地域に必要な道路や公共的な空地等を
作り、土地の高度化等を図る事業であるため、現在の
当該地域内に比較を行うことのできる同程度の規模
の建物がないと考えます。 
なお、温室効果ガスの排出量又はエネルギーの使

用量及びそれらの抑制の程度については、今後、詳
細な設計を進めていく中で、さらに低減できるよう
努めていきます。 

(2) 「温室効果ガス」について、これまで建物がな
く人口も 0 人だった当該地区にオフィスを含む複
数の高層ビルが建つので、温室効果ガスの排出量
は著しく増加することになる。深刻な気候危機の
下、温室効果ガス排出の絶対量を減らすことが必
要であるが、そのためには現在の当該地域内で排
出される量と、建築後の量とを比較し、計画を根
本から見直すことも対策を取るべきであるが、そ
の調査が無い。代わりに「基準建築物」なるもの
と「計画建築物」の排出量の比較をしているだけ
である。これでは本来出る排出量を多少減らすこ
とは可能かもしれないが、この地域に新たに膨大
な温室効果ガスを排出することになる。ましてや
温室効果ガス削減の最終目的である、気候危機を
乗りきることは不可能である。SDGs を口にする都、
区、JRの二枚舌は許せない。 

(3) 温室効果ガスについては基準建築物から 20%削
減とされていますが、現況の CO2 排出量からどれ
だけ増えたのかがわからなければ、絶対的 CO2 排
出量の削減になっているかどうかを判断すること
はできません。そうしなければ地球温暖化による
気候危機を避けることはできません。結局は超高
層ビルを建設すればそれだけ床面積が増えるので
すから CO2 排出量は増えることになります。 
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表 13-2(12) 都民からの主な意見及び事業者の見解の概要 

項目 13. 事業計画全般 

意見の内容 事業者の見解 

(1) 令和 3年 7月 17日、東日本旅客鉄道株式会社（以
下「JR」という）によって、大井町駅周辺広町地
区開発（以下「広町計画」という）内における高
層建築物の環境アセスメントの評価書案の説明会
が実施された。広町計画は、品川区と JR 東日本に
よって行われる土地区画整理事業を利用して、土
地所有者の土地を交換し、かつ、再開発等促進区
を定める地区計画等の都市計画決定を踏まえて、
大規模な開発事業が可能となるものである。なお、
JR が自己所有地内で、都市計画決定して建築でき
るのであれば、先行的に開発を行うことは可能で
あるが、計画建物を建築することは不可能である。
そのため、JR は、段階的に整備をすることを前提
に、先行して、JR部分の建築計画を進めるとして、
環境アセスメントの評価書案を作成し、住民説明
を行った。この手続き及び内容について、以下の
点に関して、問題があると認識しており、再考し
ていただきたい。 

○都市計画事業についての説明の欠如 
3 月の説明会では、「地区計画」と「土地区画整

理事業」について説明するとしながらも、ほとん
どその内容を説明していなかった。特に、土地区
画整理事業については、品川区の所有地の面積よ
り、換地後の予定面積が大きく見え、保留地を購
入することが想定されているのなら、土地購入の
了解が取れていない段階で、誰の土地かわからな
いところの建築計画についての良し悪しを判断で
きる状況にない。今回の JR 東日本の建築予定地
も、現状は、品川区の所有地が含まれている。現
状の各地権者の土地所有状況と、換地後の品川区
の等価交換分の土地の位置とおおよその面積など
の事業計画の情報がないことは、大きな問題であ
る。 

さらに、地区計画に関しては規制型ではなく、緩
和型の再開発等促進区を定める地区計画を設定する
ことで、超高層で大規模の建築物を可能にしている。
一般の区民に、再開発等促進区を定める地区計画の
内容は非常に難しく、丁寧に説明する必要があるが、
3 月の時点でもほとんど、その内容の説明はなかっ
た。そもそも、現状の都市計画規制（容積率、再考
高さ、用途制限等）を一切、説明資料に記載するこ
となく、一方的に計画建物の概要を記載して説明す
ることは、住民を欺く行為である。 
まず、再開発等促進区を定める地区計画とはど

のようなものか、住民が理解できるように説明を
すべきである。なぜ、都市計画の基準を緩和でき
るのか、その理由を説明せずに、大規模建築物が
建つ前提で、環境評価書案を説明されても、全く
意味のないものになる。環境影響評価の手続きは、
事業が環境に与える影響を評価するものであり、
都市計画の手続きは環境面などから都市計画の案
の合理性・妥当性を判断するものである。双方の
手続きは密接な関連を有していることから、環境
影響評価法において、都市計画の手続きと環境影
響評価の手続きを併せて行なうこととしており、
環境影響評価書について都市計画審議会の議を経
ることとなっている。 

ご指摘の内容は、品川区等の行政による都市計画
手続きに関する内容であるため、私どもとしまして
はコメントできませんが、「大井町駅周辺地域まちづ
くり方針」が策定され、現在、都市計画と環境影響
評価の手続きを並行して進め、品川区や弊社等によ
る各種説明会や関係機関との協議等を実施している
ところです。 
広町地区では公共施設の整備改善と宅地の利用増

進を一体的に行うため、都市計画審議会を経て、都
市計画が決定され、土地区画整理事業による区画再
編及び道路基盤整備が行われる予定です。 

広町地区の計画が具体化されたことから、この計
画に基づき、本事業を進めており、環境影響評価の
手続きを進めております。 
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表 13-2(13) 都民からの主な意見及び事業者の見解の概要 

項目 13. 事業計画全般（つづき） 

意見の内容 事業者の見解 
（前頁つづき） 

しかし、品川区は、これらの説明を環境影響評
価の後の 10月頃に実施する予定だとしている。そ
うであれば、当該環境影響評価書の縦覧は、当該
都市計画の説明と併せて実施である。これまでの、
品川区内の都市計画決定と環境アセスメントの手
続きをみると、先に、環境アセスメントの説明会
を開催し、その後、アセスメントでは同意が得ら
れたとして、超高層建築物の都市計画案を簡単に
説明し異議なしとして、再開発事業を強引に進め
てきた。品川区の多くは低層住宅地であり、これ
まで再開発事業とは無縁であり知識に乏しいた
め、何もわからない状態で、再開発事業が進めら
れ、知らない間に立ち退きにあった方もいると聞
いている。まずは、品川区が、都市計画事業であ
る、土地区画整理事業と地区計画の内容をしっか
り説明することを求める。 

（前頁参照） 

(2) 住民合意の欠如 
評価書案には大井町駅周辺広町地区まちづくり

の検討経過が示されているが、これらの検討はこれ
まで徹底して密室で行われてきた。その検討報告書
についても、議会が報告書を情報公開請求しても、
99%が黒塗り・非公開とされた。平成 27年からは区
民の財産である区庁舎もこの大井町駅周辺広町開
発区域に正式に含められ検討されてきたにも関わ
らず、主権者である区民・その代表である区議会に
は徹底して隠して検討が進められてきた。 

当該計画を含む「大井町駅周辺地域まちづくり方
針」の住民説明会でも、「住民の意見を反映するた
めにパブリックコメントを実施してほしい」との意
見が複数出されたが、区は拒否し、それすらも行わ
れずこの方針は決定されたという経緯もある。 

以上のことから、終始、情報公開・住民参加が
一切なく計画されてきた事業計画を進めるため、
環境影響評価調査評価書案を提出し計画の具体化
を進めることは認められない。 

(3) 本事業の環境影響評価書案について反対しま
す。理由は以下の通りです。 

一極集中が進む計画だからです。再開発により超
高層ビルが乱立し、東京一極集中の原因になってい
ます。超高層ビルの建設により住民や働く人がこれ
までとは比べ物にならないくらい増えることにな
ります。そのために学校や保育園などのインフラが
足りなくなり、駅も混雑し、地球温暖化の原因であ
る CO2の排出も増え、ヒートアイランド現象を発生
させ、災害時には被害を増大させることになりま
す。超高層ビルによる一極集中がまちづくりを歪な
ものにしています。以上のことから一極集中を進め
る超高層ビルはやめるべきです。 

計画地を含む「大井町駅周辺地域まちづくり方針」
に定められた広町地区では、公共施設の整備改善と
宅地の利用増進を一体的に行います。 

多様な交通モード間の乗換えや周辺市街地への移
動を円滑にするため、地上部及びデッキレベルに重
層的な歩行者ネットワークを形成し、駅とまちが一
体的に利用される交通結節拠点を形成します。大井
町駅の計画地側には、混雑改善に寄与する歩行者広
場や歩行者空間を整備します。 
また、省エネルギーや低炭素への取り組みとして、

熱負荷の低減・高効率な設備システムの導入を図る
など、環境性能の高い建築物を整備するとともに、
豊かなみどりを備えた賑わい拠点の形成や災害時の
防災拠点形成のための広場等を整備し、ヒートアイ
ランド対策にも配慮した計画としています。 

今後とも、周辺地域との調和に配慮したまちづく
りに向けて、品川区等と協議しながら、皆さまのご
理解とご協力が得られるよう努力します。 
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表 13-2(14) 都民からの主な意見及び事業者の見解の概要 

項目 13. 事業計画全般（つづき） 

意見の内容 事業者の見解 

(4) 今回縦覧された、1-369-1「環境影響評価書案－
大井町駅周辺広町地区開発－」に関して考察した
結果、計画されている超高層建築物については著
しく地区の環境を損なうと思われる為、白紙撤回
からの再考を求めるものである。理由を以下に述
べることとする。 

○大井町駅周辺広町地区に対する今回の意見の経緯  
大井町駅を含む該当地区は、2020年 8月に「大

井町駅周辺地域まちづくり方針（素案）」が公表さ
れて以降、同年 11月に素案を経て「大井町駅周辺
地域まちづくり方針」を策定、時を同じくして 11
月にその核となる「広町地区」の環境影響評価調
査計画書の縦覧がなされ、その時点で環境影響評
価書に関しての意見を、我々心配する会も提出し
ている。 
今回の環境影響評価書案については、東日本旅

客鉄道株式会社の行う広町地区開発に対する調査
計画の実施、そしてその内容・結果についての詳
細報告となるものであることを受け、周辺地区の
全体的な計画や見通し（環境影響評価書の縦覧に
至るまでの過程における問題など）についての意
見は、前回の意見書に述べたとおりであるため再
述は避け、本評価書案に記述された要件について
のみ提出するものである。 
 

○「らしさ」の再検討をすべき 
さて、本評価書案に則しての意見を述べるとし

たが、2）（本書、「6.1.1環境影響評価の項目に関
するもの 景観（4）参照」）の冒頭でも取り上げ
た「品川区の顔」「大井町らしさ」の創出とも、こ
の環境影響評価案は深く関係している。 
昨年の「大井町駅周辺地域まちづくり方針（素

案）」住民説明会の際に、心配する会、又は他の住
民からも「大井町らしさ」を求める声が上がって
いた筈である。さて昨今の開発の切り口は、特に
東京において”国際ビジネス都市”を命題に掲げ
たものばかりであり本評価書案が対象とする開発
もこの上に成立するように描かれる。この部分の
考察については本評価書案でも詳細に《「5）都市
の景観の保全に関する方針等」p.298》記述されて
いるが、実はその拉致内のみの評価では「らしさ」
の創出は困難と言わざるを得ない。 
新規に設定する方向性が、地域特性として定着す

るには、設定した方向性がその地域にしか存在でき
ないことが求められる。端的に言えばオリジナリテ
ィである。残念なことに東京都の推し進める都市計
画方針に従えば従うほど、各地域のオリジナリティ
は失われるという誤謬が発生することになる。「ら
しさ」の無い、つまりウリのない街への更新作業に
莫大な投資をする羽目に陥る結果となるだろう。勿
論それなりの採算はある程度の範囲・期間では成立
するのであろう。が、果たしてどうか。 
例えば、リニアのターミナル新品川駅や羽田空

港へのアクセスなど、立地条件をもって大井町＝3
品川区を駆り立てる動機であるとして、どちらも
結局一番の適地ではない。わずかばかりづつ離れ
ているのである。同じ切り口の金太郎飴どうしの
戦いに挑むには、実はスタート時点で決め手に欠
けている。どうすべきなのか?それこそが「らしさ」 

計画地を含む広町地区は、「大井町駅周辺地域まち
づくり方針」等に位置付けられ、現在、都市計画と
環境影響評価の手続きを並行して進め、品川区や弊
社等による各種説明会や関係機関との協議等を実施
しているところです。 

本地区は、高低差のある地形や鉄道軌道等による
周辺地域と計画地の分断、補助 26 号歩道の混雑や自
転車との錯綜や大井町駅前空間の歩行者滞留空間の
不足、総合危険度の高い地域が周辺に存在している
ことによる防災機能強化の必要性等の課題を抱えて
います。 

本開発により、区庁舎再編と連携した区の中心核
にふさわしい複合拠点を形成するとともに、広町地
区と周辺市街地へのつながりの強化、大井町駅前の
複層的な歩行者ネットワークやオープンスペースの
形成、防災拠点や歩行者滞留空間となる広場等の公
共施設の整備により、地域の課題を解決した地域特
性に応じたまちづくりを行います。 

ご指摘の内容は貴重なご意見として頂戴し、今後
も「大井町駅周辺地域まちづくり方針」に基づき、
品川区と協議をしながら、大井町にふさわしい、よ
り良いまちづくりに努めていきます。 
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表 13-2(15) 都民からの主な意見及び事業者の見解の概要 

項目 13. 事業計画全般（つづき） 

意見の内容 事業者の見解 
（前頁つづき） 
の本質である筈で、答えは今の「大井町」がそれ
である実情が語っている。 
立脚点にすでに該当地区の実情からの乖離があ

るのでは、それを基とする評価の判断は危ういも
のと思われる。よって更なる分析・認識を重ね、
つまり再考すべきである。 
 

○公共性とは何か 
広町開発は今まで数十年にわたり幾度となく

論議・検討が重ねられてきた地区である。それは
取りも直さず該当地区の公共性が著しく高いこと
の証拠である。 

今回の環境影響評価書案に取り上げられた企
画立案、そして評価がその集大成を成していると
は到底思えない。そしてこのまま事業を推進させ
ることは当地区のみならず、周辺地区の環境まで
巻き込んで無個性化＝陳腐化させ、環境価値の低
下を招くだろう。 

広町はどこにでもある立地ではない。だからどこ
にあっても良い計画ではダメである。それでは当地
域のオリジナリティを自ら放棄することとなり、公
共に資するものにはなり得ない。単なるオフィスビ
ル建築とは根本的に異なる判断基準を、即ち効率や
採算性以上の、文化的価値・歴史的意義のあるもの
でなければならない、そうでなければ本当の意味で
の公共性を獲得できないのである。 
拙速な判断と実施は無謀である、と申し上げて

本評価書案への意見とする。 

（前頁参照） 
 

(5) 「大井町駅周辺広町地区開発」に係る環境影響
評価書案に反対する。理由は以下の通りである。 
○周辺環境への悪影響 
高層建築物の新築事業に伴う環境影響評価だ

が、事業計画地である広町二丁目はこれまで広町
社宅があったところで、解体後の現在は「スポル」
や、大規模な区立保育園が建っている。住民は一
人も住んでいない。ここに評価書案にあるような
高層建築物が建つことにより、日照・風害・駅混
雑・保育園などのインフラ不足・既存商店街への
影響など、周辺住環境に様々な悪影響が出てくる
ことは明白である。 

計画地を含む広町地区は、「大井町駅周辺地域まち
づくり方針」等に位置付けられ、現在、都市計画と
環境影響評価の手続きを並行して進め、品川区や弊
社等による各種説明会や関係機関との協議等を実施
しているところです。 

広町地区では公共施設の整備改善と宅地の利用増
進を一体的に行うため、都市計画審議会を経て、都
市計画が決定され、土地区画整理事業による区画再
編及び道路基盤整備が行われる予定です。区画再編
後は各街区の土地利用の方針検討熟度に合わせて段
階的な開発が行われる予定であり、計画地は区画再
編後の A街区（A-1 敷地及び A-2 敷地）に該当します。 
今後とも、周辺地域との調和に配慮したまちづく

りに向けて検討を重ねるとともに、地域の皆さまか
らのご意見には誠意をもって対応し、皆さまのご理
解とご協力が得られるよう努力します。 

(6)「大井町駅周辺広町地区開発」に係る環境影響評
価書案に反対する。理由は以下の通りである。 
このような高層建築物を建てるには、用途地域

の変更や、駅前一等地である区有地と JR 敷地との
区画整理事業による土地交換等が行われることが
必要であるが、それらはあくまで「方針」であり
「予定」の段階である。区役所内でも区議会でも
何ら正式な決定・議決はなされていない。土地交
換は、区として「案」を決定し、区議会の委員会
に報告しただけであり、しかもその際には反対の
意見も出されている。用途地域の変更については、
議会に報告すらされていない。現在、当該高層建
築物が成立する条件は全く存在していない。した
がって、一企業である JR 東日本が勝手に品川区=
区民の土地の上に高層建築物を計画し、その建築
に必要な手続きの一環である環境影響評価書案を
提出することは認められない。 

 



- 404 - 

表 13-2(16) 都民からの主な意見及び事業者の見解の概要 

項目 13. 事業計画全般（つづき） 

意見の内容 事業者の見解 

(7) 今回の環境影響評価書の無効性 
A-1 敷地（約 22,340m²）には、現在品川区が所

有する土地が含まれており東日本旅客鉄道株式会
社（以下 JR東日本）がこの地域の環境影響評価書
を作成する事はできない。 

（前頁参照） 
 

(8) 工事車両に関する環境保全 
区役所通りから施行区域に出入りする交差点を

改良し、左折で入場（区役所通りには右折待機レ
ーンがない）、出場ルートは 2 車線化して同時に右
左折で出場できるようにする誘導員を配置し、歩
行者の安全を確保する等、区役所通りの交通渋滞
を招かないよう、歩行者の安全にも十分配慮をし
てほしい。 

工事用車両の動線計画に関しては、所轄警察署等
と協議の上、施行区域に出入りする交差点や周辺の
交通安全の確保を図ります。また、工事用車両の出
入口には、交通整理員を配置し、適切な誘導を行い、
周辺の交通流や歩行者の安全にも十分配慮していき
ます。 

(9)  A-1 A-2 敷地の駐車台数がそれぞれ約 390 台、
約 110台と発表されているが、特に A-1敷地におけ
る、住宅用、ホテル用、業務用の区別がなく、とて
も現計画での需要をみたす数字とは思えない。 

本事業では、「東京都駐車場条例」等に基づく附置
義務台数を満足する約 500 台の駐車場を確保する
計画です。 

(10) 発生集中交通量及び自動車動線計画において、
今後の交通処理計画については、今後関係団体と
協議し決定するとあるが、交通量の増加は予想で
き交通渋滞が予想される、それに伴う道路拡張が
周辺地域の再開発の口実となり周辺地域の再開発
の導火線となる事に反対します。 

工事完了後の計画地からの発生集中交通量（関連
車両）やその走行ルート等については、交通流解析
や道路管理者及び交通管理者等の関係機関との協議
を行っており、周辺の交差点等に著しい影響が生じ
る可能性は少ないと考えています。 

(11) 歩行者動線計画において、回遊性に優れた歩行
者動線を整備するとあるが、現計画ではサンピア
商店街に人が回遊する出口が少なくとても、人が
回遊するとは思えません。 
また、A-2敷地の歩行者通路に関して A-2敷地の

北側の図面が示されていないのにも関わらず、回遊
性のある歩行者通路を計画中であると、7 月 17 日
の「きゅりあん」説明会で JR 東日本が説明してお
り、すでに、A-2 敷地北側の計画がある事がわかり
ます。A-1、A-2 敷地の説明だけでは、説明が不自
然の為、全体像を先ず示すべきだと考えます。 

計画地南側の高架下には、評価書案（p.26 図
6.2-7 参照）に示したとおり、周辺市街地からのアク
セス性等を考慮し、区役所通りから計画地内の広場
空間や歩行者デッキ等に至る新たな歩行者ルートを
4 箇所計画しています。 
A-2 敷地の北側は本事業とは別事業ではあります

が、これらを含む広町地区の整備方針は、「大井町駅
周辺地域まちづくり方針」（令和 2年 11 月 品川区）
に示されており、評価書案（p.12 図 6.1-1 参照）
にも記載しています。 
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表 13-2(17) 都民からの主な意見及び事業者の見解の概要 

項目 14. その他の要望 

意見の内容 事業者の見解 

 (1) 環境アセスメント（評価書案）についての最終
段階での説明の不足 

JR の計画敷地は、接道状況が非常に悪く、通常、
行き止まり道路しかない開発事業は認められな
い。この開発事業は、最終段階の計画があって、
初めて成り立つものであり、評価書案は、最終段
階の評価も行う必要がある。さらに、このような
超高層大規模建築物は周囲への影響は甚大なもの
がある。そのために、「東京都再開発等促進区を定
める地区計画運用基準」の中で、様々な基準を設
け、大規模建築物と引き換えに、様々な福祉施設
等の整備を含んだ計画になるようにメニューを定
めている。また、公園、緑地、広場その他の公共
空地の整備、障害者や高齢者の支援施設等の公共
公益施設の整備を求めるとともに、都市環境への
配慮事項も記載されている。これらの内容を全く
説明せずに、単に超高層建築物の概要だけでは、
説明が不足していると言える。つまり、広町計画
全体が完成する段階と、今回の JR 計画段階の二段
階の評価書案が必要になる。 

計画地を含む広町地区は、「大井町駅周辺地域まち
づくり方針」等に位置付けられ、現在、都市計画と
環境影響評価の手続きを並行して進め、品川区や弊
社等による各種説明会や関係機関との協議等を実施
しているところです。 

本事業の公共施設等の整備としては、評価書案
（p.17）に示したとおり、地上部及びデッキレベル
に駅前歩行者広場及び歩行者専用通路を整備し、重
層的な歩行者ネットワークを形成します。歩行者専
用通路の整備にあたっては、地上の自動車交通と分
離された安全で快適な歩行空間の確保及び連続的な
バリアフリー環境の確保に配慮します。また、豊か
なみどりを備えた賑わい拠点の形成及び災害時の防
災拠点形成のため、広場を整備します。 

具体的な施設の内容や公表方法等につきまして
は、今後とも品川区等と協議しながら検討を進めて
いきます。 
 

(2) 全体を通して「人」への影響評価の視点が弱い
と考える。 

特に、弱い立場に置かれがちな障がい者・高齢
者・こどもへの影響の視点が見られないのは大変
残念である。説明会においても情報弱者への配慮
が全く見られなかった。手話通訳者や要約筆記者
の配置はなく、資料提供における視覚障がい者へ
の配慮も見られなかった。説明会の案内にも「必
要な人の申し出」を求める記述もなかった。 
再開発事業の影響は、一般的に弱者とよばれる

人に多くあらわれる。その視点が見られない環境
影響評価はその視点を以てすれば、そもそも不十
分なものと言わざるを得ない。 

評価書案の住民説明会は、東京都環境影響評価条
例に基づき行いました。 
今後とも、周辺地域との調和に配慮したまちづく

りに向けて検討を重ねるとともに、地域の皆さまか
らのご意見には誠意をもって対応し、皆さまのご理
解とご協力が得られるよう努力します。 

(3) 図書の閲覧の不備について 
図書の閲覧は、現状では、デジタル化された図書は
義務付けられていないが、国はデジタル庁をつく
って、デジタル化を進めていく中、紙文書の閲覧
だけでなく、ネット環境での閲覧も義務付けるべ
きだと思います。図書の WEB 公表は事業者の同意
により実施しているということで、Windows7～10、
Internet Explorer 及び Adobe Acrobat Reader DC
が必要とのことでしたが、Internet Explorer 11
は廃止され、2022年 6月 15 日にサポートを終了し
ています。Microsoft Edge の Internet Explorer
モードで開くことができるようですが、現在は多
くの人が Microsoft Edgeを利用しています。より
アクセスシビリティが高くなるよう、事業者には
資料提供を努力していただきたいと思います。 

東京都 HPの閲覧資料は、セキュリティや閲覧ブラ
ウザの更新時期等と重なり、閲覧できないケースが
生じました。今後の閲覧図書の公表方法については、
検討して参ります。 

 

(4) 東京都の HPの資料は、閲覧ができない状態
になっている。皆がウェブサイトを利用できるわ
けでなく、昼間の時間帯に区役所に行き紙資料を
閲覧できるわけではないので、説明会では必要最
低限の資料提供を行うべきである。 

東京都 HP の閲覧資料は、セキュリティや閲覧ブラ
ウザの更新時期等と重なり、閲覧できないケースが
生じました。今後は、丁寧な資料提供とわかりやす
い説明に努めたいと考えます。 
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表 13-2(18) 都民からの主な意見及び事業者の見解の概要 

項目 14. その他の要望（つづき） 

意見の内容 事業者の見解 

(5) その他、意見書提出方法について 
前回、環境影響評価調査計画書に対する意見書

提出の際、「意見書の提出方法が持参と郵送に限ら
れており e メールや FAX でも提出できるように」
と改善を求めたが、今回は e メールでの提出が可
能になったことは評価する。引き続き、FAX でも提
出できるようにするなど改善を求める。 

ご指摘の意見書の提出方法については、私どもと
しましてはコメントできる内容ではありませんの
で、ご意見については東京都にお伝えます。 

(6) JR の勤労住宅が建築されていたが、こちらのア
スベスト部材の使用状況についても説明された
い。撤去時にどのような対応もしたのかも説明さ
れたい。 

弊社の社宅で確認されたアスベスト部材は、壁材
の塗材やボード等が確認されましたが、大気汚染防
止法や労働安全衛生法等の関連法令に基づき、適切
に処分しました。 

(7)「大井町駅周辺広町地区開発」に係る環境影響評
価書案に反対する。理由は以下の通りである。 

調査項目に、現在でも深刻な問題になっている
大井町駅ホームの混雑問題が入っていない。オフ
ィスや住宅・ホテルで増える人口による大井町駅
ホームへの影響が調査項目にすら入っていないの
は問題で、環境影響評価調査の項目に入れるべき
である。 

混雑は、「東京都環境影響評価条例」で定める環境
影響評価の項目には存在しないため、評価書案では
対象としていません。 
大井町駅については、区役所通りの北側の駅混雑

や乗換え動線の錯綜が課題と認識しており、本計画
地には駅前歩行者広場を整備し、十分な歩行者空間
を確保し、混雑改善に寄与すると考えています。 

(8) 歩行者動線確保の観点（東急線改札口の新設） 
東急大井町線ガード下に歩行者通路を設置する

との説明であったが、駅寄に近い歩行者通路には
東急大井町駅の改札を新設し、現在の西口を経由
することなく直接ホームに出入りできるようにし
てほしい。 

ご指摘の内容は、東急大井町線の事業者である東
急電鉄株式会社の運営に係るため、私どもとしまし
てはコメントできません。弊社では、本事業の完成
までには、混雑や歩行者動線の交錯解消に配慮した
大井町駅から計画地に続く新しい出入口等の整備を
予定しています。 
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表 13-3 品川区長からの意見及び事業者の見解の概要 
項目 1. 環境全般 

意見の内容 事業者の見解 

環境基準を満たす項目であっても、可能な限り環
境への影響を小さくするよう、対策についての継続
的な検討をしてください。 

環境への影響については、今後とも、可能な限り
環境への影響を小さくするよう、継続的な検討を行
っていきます。 

項目 2. 騒音・振動 

意見の内容 事業者の見解 

1． 工事施工中は、関係法令の基準を遵守するとと
もに、低騒音型・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。
また、夜間を含めた作業期間や時間については、
周辺住民への影響を最小限にとどめるよう配慮し
てください。 
 
 
 
 
 

今後、施工業者が決まった後に、詳細な施工方法
の検討を行うことになりますが、工事の実施にあた
っては、関係法令の基準を遵守した作業計画を十分
検討し、低騒音・低振動型の建設機械・工法の採用
を図り、騒音・振動の低減に努めます。また、夜間
を含めた作業期間や時間については、「騒音規制法」
及び「振動規制法」に基づく特定建設作業、並びに
「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」
（環境確保条例）に基づく指定建設作業の作業時間
等の規制を遵守し、周辺住民への影響を最小限にと
どめるよう配慮します。 

2． 供用開始後に周辺住民からの苦情が発生しない
よう、事前に利用方法・対策を慎重に検討のうえ、
適切な予測・評価を行ってください。 

供用開始後に周辺住民からの苦情が発生しないよ
う、事前に利用方法・対策を慎重に検討のうえ、今
後とも適切な予測・評価を行います。 

3． 万が一、苦情等が発生した場合は、迅速かつ真
摯に対応してください。 

周辺住民からの問合せや相談等に対する受付窓口
を設けることにより、苦情等が発生した場合は、迅
速かつ真摯に対応します。 

項目 3. 風環境 

意見の内容 事業者の見解 

防風対策のために設置する植栽については、道路
内ではなく道路外に設置してください。 

防風植栽は、道路内には設置せず、敷地内に設置
します。 

項目 4．自然との触れ合い活動の場 

意見の内容 事業者の見解 

壁面緑化等も含めた最大限の緑化の創出に努め
てください。 

「東京都再開発等促進区を定める地区計画運用基
準」及び「品川区みどりの条例」に基づき、緑化の
創出に努めます。 

項目 5．その他  

意見の内容 事業者の見解 

1． 区内において調査等を実施する際は、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。 

今後も、区内において調査等を実施する際は、品
川区の所管部門と連携するとともに、事前に十分な
住民説明を実施します。 

2． 計画に変更等が生じた際には、当区の所管部門お
よび企画調整課まで速やかにお知らせください。 

計画に変更等が生じた際には、品川区の所管部門
及び企画調整課まで速やかに連絡を行います。 
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