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三田小山町地区（Ｃ地区）に係る都市計画案に対する意見書 

２０１６年３月●日 

 

東京都都市整備局都市づくり政策部都市計画課 御中 

港区街づくり支援部都市計画課 御中 

 

 

〒108-0073 

東京都港区三田１丁目●●番●●号 

   ●  ●  ●  ● 

       ・ 

       ・ 

       ・ 

 

意 見 の 趣 旨 

 

 三田小山町地区（Ｃ地区）に係る都市計画案を決定しないよう求めます。 

 

 

意 見 の 理 由 

 

第１ 公正で開かれた手続きがなされていません。 

１ 都市計画案の決定に至る手続は公正で開かれたものでなければなりません。 

 公正で開かれた手続きであるためには、次の４つの条件が必要です。 

(1) 正確で詳細で総合的な情報が全住民に共通に提供されること 

(2) 決定の過程が透明であること 

(3) 第三者の監視がなされること 

(4) 住民の実質的参加があること 

 

２ 三田小山町地区（Ｃ地区）に係る都市計画案については、公正で開かれた手

続きがなされていません。 
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 すなわち、 

(1) 正確で詳細で総合的な情報が全住民に共通に提供されていません。 

(2) 決定の過程が透明ではありません。 

(3) 第三者の監視がなされていません。 

(4) 住民の実質的参加がありません。 

 以下、順次その実態を述べます。 

 

３ 正確で詳細で総合的な情報が全住民に共通に提供されていません。 

 たとえば、２０１５年１２月３日の赤羽小学校での都市計画法１６条に基づ

く都市計画原案の説明会は、会場の音響が悪く、説明をはじめ全てにおいて聞

き取ることが困難で、参加者はほとんど聞き取れないと嘆いていました。 

 これでは説明会を実施したことにはなりません。 

 参加者全員が説明内容や質疑応答の内容を聞き取ることができる会場で説明

会を行うべきです。 

 それがなされないままで都市計画案を決定することには強く反対せざるを得

ません。 

 

 １９９４年７月に三田小山町第３・５地区市街地再開発準備組合（以下「準

備組合」といいます。）が設立され、２００９年６月に準備組合が基本計画案

を決めたとのことで、都市計画手続き開始に向けた仮同意の取得活動を開始し

たそうです。 

 準備組合は、それから６年にもわたり仮同意を取り続けてきました。 

 この間、仮同意をするかどうかを判断するために必要な情報が地権者や住民

に公開されないまま仮同意が集められてきました。住民主体の再開発であるな

ら、全ての情報が住民に明らかにされなくてはなりません。 

 たとえば、地権者はどの程度の権利変換になるのか、事業費はいくらかかる

のか、事業採算がとれるのか、維持管理のため費用は将来にわたりいくらかか

るのか、固定資産税などの税金は今後どうなるのかなどたくさんあります。 

 これらの情報が正確に住民に公開されなければ、地権者は仮同意をすべきか

どうか正しく判断することはできません。 

 都市計画決定後に組合設立の段階で、情報を公開されても、地権者にとって



- 3 - 

都市計画決定を取り消すことは難しく、再開発に同意せざるを得なくなります。 

４ 決定の過程が透明ではありません。 

(1) 準備組合の決定の過程が透明ではありません。 

 準備組合は地区の住民全員が参加したものではなく、一部の住民と建設業

者、開発業者、再開発コンサルタント等がつくった任意団体に過ぎません。 

 その建設業者、開発業者、再開発コンサルタント等をなぜ選んだのかすら、

その決定の理由や過程が全住民に明らかにされていません。 

 基本計画案についても、その決定の理由や過程が全住民に明らかにされて

いません。 

 

(2) 仮同意の取得過程が透明ではありません。 

 上記のとおり、準備組合は２００９年６月から都市計画手続き開始に向け

た仮同意の取得活動を開始したそうですが、仮同意の取得過程が透明ではあ

りません。 

 たとえば、準備組合の事務局から 

「仮同意は仮の同意ですよ。権利変換の時に納得いかなければ、その時にハ

ンコを押さなければいいんですよ」と言われたという住民の声や、 

「マンションを１つもらって、残りを現金で受け取り、その現金をマンショ

ンの維持管理費に充てていけば十分に生活していけますよ」などと言われた

という住民の声がありました。 

 このような不正確な説明や誘導をして仮同意を取得することが許されない

ことは当然です。 

 再開発を推進する準備組合が個別に住民から仮同意を取得するのでは、不

正確な説明や不適切な誘導等がなされても、それを是正することは困難です。 

 都市計画手続き開始に向けた仮同意は、都市計画手続き開始につながる公

的な手続きですから、公正で開かれた手続によらなければなりません。 

 そのためには、まず、正確で詳細で総合的な情報を全住民に共通に提供し、

住民による質疑応答や意見陳述の機会を十分に保障し、その質疑応答や意見

陳述の内容を広報等で全住民に提供することによって、全住民が正確で詳細

で総合的な情報を共有したうえで、仮同意するか否かを無記名投票するべき

です。 
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 そのようにすれば、不正確な説明や不適切な誘導等が行われる危険は回避

され、住民合意の形成に資することは明らかです。 

 

(3) 港区による仮同意の取扱いが不公正です。 

 上記のとおり、準備組合は２００９年６月から都市計画手続き開始に向け

た仮同意の取得活動を開始したそうですが、それから６年にわたり仮同意を

取り続けてきたにもかかわらず、港区が仮同意を受理する基準とする地権者

全員の概ね８０％の仮同意書の提出を実現することができませんでした。 

 そこで、準備組合は、２０１３年、港区に対し、仮同意書を提出していな

い地権者のうち一部の地権者のみを指定して意思確認をするよう求めました。 

 港区はこれに応じて、準備組合が指定した地権者の意思確認をしたとし、

それらの地権者を仮同意したものとして取り扱ったとのことです。 

 港区はこのような取扱いによって、２０１４年には仮同意率が概ね８０％

に達したとし、都市計画手続きを開始することにしてしまいました。 

 また、この概ね８０％の中には、６年間も取り続けてきた仮同意書ではな

い全く別の書面をもって仮同意と扱ったものや、準備組合との面談記録等を

もって仮同意と扱ったものが含まれているとのことです。 

 このことは、概ね８０％の地権者が仮同意書を提出するという港区の基準

が達成されなかった事実を明白に示したものです。 

 港区は、全住民のための地方自治体・地方公共団体ですから、準備組合の

基本計画案（再開発案）に対しては中立・公平でなければなりません。 

 港区が、地権者全員の概ね８０％の仮同意書の提出という基準を、準備組

合の求めによって緩めてしまったことは、行政の中立性・公平性を欠き、許

されないものと言わなければなりません。 

 

(4) 地区計画変更とさぬき倶楽部 

 今回の地区計画の変更で、さぬき倶楽部が地区に入るようになっているよ

うです。 

 しかし、準備組合の事業計画案では、既にさぬき倶楽部が入った区域で建

築物等が計画されてきました。 

 まず、地区計画の区域を変更し、その後、建築物等が計画されるのが自然
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だと思います。 

 準備組合では、最初から、さぬき倶楽部が地区計画区域に入っているかの

ように事業計画案を説明していました。 

 地区計画区域については、正確に説明してくるべきではなかったかと思い

ます。 

 

５ 第三者の監視がなされていません。 

 公正で開かれた手続きであるためには、その手続きを客観的に監視する第三

者機関が必要です。 

 しかし、上記のように、遺憾ながら、港区が公正で開かれた手続きを監視す

る役割を果たしておらず、第三者機関による監視がなされていません。 

 

６ 住民の実質的参加がありません。 

(1) 国の「都市計画運用指針」も公聴会を開催するべきであるとしています。 

 国の「都市計画運用指針」には次のように記載されています。 

「法第１６条第１項では、都市計画の案を作成しようとする場合において、

必要があると認めるときは、公聴会・説明会の開催等住民の意見を反映させ

るために必要な措置を講じることとされている。これは、都市計画の案が作

成された後の手続としての法第１７条の縦覧及び意見書の提出とは別に、都

市計画の案の作成の段階でも住民の意見をできるだけ反映させようという趣

旨である。特に、法第１６条第１項において公聴会の開催を例示しているの

は、住民の意見を反映させるための措置として、住民の公開の場での意見陳

述の機会を確保するべきという趣旨であることに留意する必要がある。 

 この点、説明会は、都道府県又は市町村が作成した都市計画の原案につい

て住民に説明する場と考えられ、公聴会は、都道府県又は市町村が作成した

都市計画の原案について住民が公開の下で意見陳述を行う場と考えられる。 

 都市計画への住民参加の要請がますます強まる中で、都市計画決定手続に

おける住民参加の機会を更に拡大していく観点から、今後は、都市計画の名

称の変更その他特に必要がないと認められる場合を除き、公聴会を開催する

べきである。ただし、説明会の開催日時及び開催場所が事前に十分周知され、

かつ、都市計画の原案の内容と内容についての具体的な説明が事前に広報等
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により行われ、住民がこれを十分に把握し得る場合であって、住民の意見陳

述の機会が十分確保されているときは、その説明会を公聴会に代わるものと

して運用することも考えられるが、この場合においても、住民がその内容を

十分把握した上で、公開の場での意見陳述を行うための場となるよう十分留

意するべきである。」 

 

(2) 住民参加のために公聴会を開催すべきです。 

 本件では、正確で詳細で総合的な情報が全住民に共通に提供されておらず、

２０１５年１２月３日の赤羽小学校での都市計画法１６条に基づく都市計画

原案の説明会は、会場の音響が悪く、説明をはじめ全てにおいて聞き取るこ

とが困難で、参加者はほとんど聞き取れないと嘆いていました。 

 まず、正確で詳細で総合的な情報を全住民に共通に提供し、住民による質

疑応答や意見陳述の機会を十分に保障し、その質疑応答や意見陳述の内容を

広報等で全住民に提供することによって、全住民が正確で詳細で総合的な情

報を共有したうえで、仮同意するか否かを各地権者が判断できるようにする

べきです。 

 これは、国の「都市計画運用指針」も同様の趣旨で公聴会を開催すべきで

あるとしているところです。 

 しかし、私たちが再三にわたり、住民同士の話し合いの場を持つことや公

聴会の開催を求めてきたにもかかわらず、行われていません。 

 住民参加のためには、少なくとも、公聴会は開催すべきです。 

 公聴会を開催しないまま都市計画案を決定することに強く反対します。 

 

(3) 住民のためのまちづくり 

 住民のためのまちづくりであるなら、住民の参加は欠かせません。 

 しかし、残念ながら現状では、一般の住民にとっては、都市計画やその手

続きや手順・方法などについて理解することは難しく、さらに正確な情報を

得ることができなければなおさら困難です。情報が全て公開され、きちんと

理解できなければ、住民が参加し、自分たちの意見をまちづくりに反映させ

ていくこともできません。また、自分たちの意見が反映されないなら、参加

する意欲もなくなってしまいます。 
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 このような問題が影響して、住民主体とは名ばかりで、事業者任せの利益

を重視するようなまちづくりになっているのが現実ではないでしょうか。 

 住民参加のためには、行政が公平な立場に立ち、全ての情報が公開され、

都市開発やまちづくりについてわかりやすい説明や知識を提供し、正確な情

報を住民に知らせていくことが必要不可欠です。 

 場合によっては、住民側に立っていただけるコンサルタントを住民が気軽

に頼むことができるような、そんな環境を作っていくべきです。 

 そうでなければ住民主体の住民のためのまちづくりなど難しいです。 

 

(4) 住民主体のまちづくり 

 住民主体のまちづくりには、住民同士のコミュニケーションや自由な意見

交換は欠かせません。そのためにも正確な情報が絶対に必要になります。 

 小山町地区では、情報も十分ではないうえに、住民同士の意見交換の場も

ほとんどありませんでした。推進派、慎重派、反対派など、さまざまな意見

を交換することにより、自分たちのまちづくりについての理解を深めること

ができます。事業者からの一方的な説明では気づけなかった、住民目線によ

る再開発などの問題点や疑問点も浮き彫りにされ、今後のまちづくりに役立

っていくと思います。 

 このような基本的なことである住民同士の十分な話し合いやコミュニケー

ションが行われない状況で、都市計画決定の手続きが進められることは、と

てもおかしなことであり、住民置き去りのまま、手続きだけが進んでいくこ

とは問題です。住民主体のまちづくりとは程遠いと思います。 

 住民が再開発事業についてきちんと理解せぬまま都市計画決定に向けた手

続が進められていることを遺憾に思います。 

 

７ 以上のように、三田小山町地区（Ｃ地区）に係る都市計画案については、公

正で開かれた手続きがなされていませんので、決定しないよう求めます。 

 

第２ 三田小山町地区（Ｃ地区）に係る都市計画案の問題点 

１ コミュニティの破壊 

 本件都市計画案はコミュニティの破壊をもたらすという意見の概要は次のと
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おりです。 

(1) 小山町は昔からの町であり、長い歴史とともに良好なコミュニティを作っ

てきました。私たちは、隣に住む人々の顔が見えて、何かあれば助け合い、

良好な関係を保ちながら、見守り合いながら過ごしてきました。 

 すでに再開発された１・２地区も再開発前は同様でした。しかし、現在で

は様子が違ってしまっています。住民同士が顔を合わせることも減り、隣に

は誰が住んでいるのかもよくわからないような状態だとお聞きします。もと

もと１・２地区に住んでいらした方々とお顔を合わせる機会もめっきり減っ

てしまいました。かといって、再開発マンションに新たに引っ越してきた方

々と顔見知りになることもなかなか難しいのが現実です。 

 戸建て住宅とは異なり、マンションに居住される方の中には周囲との交流

を避ける方々も少なくないですし、投資目的でマンションを購入される方々

もいます。 

 このような状況で、どうして良好なコミュニティをつくれるのでしょう。

古くから培ってきた良好なコミュニティが再開発後も継承されるとはとても

思えません。 

 ３・５地区は、どのように現在の良好なコミュニティを守っていけるので

しょうか。さらに新しい住民の方々とともにどのようにコミュニティを作っ

ていったらよいのですか。３・５地区では特別な良い方法があるならお教え

ください。 

 

(2) 私たち家族は、港区で生まれ、育ち、ずっと港区に住んでおり、港区への

愛着は人一倍あると思っております。若木は新しい土地でも根付きますが、

老木は枯れてしまいます。少ない人生の後半を穏やかに暮らしたいと思って

おります、 

 

(3) 私自身も港区で生まれ育ってきましたので、この土地に愛着があります。

１・２地区の再開発の時に、ネットの書き込みをいろいろと見ましたが、地

権者に対する暴言があまりに多く驚きました。三井の隣の低層住宅は収容棟

と呼ばれているのをご存じですか。「管理費分として、地権者たちにマンシ

ョンの掃除をさせればいい」などのマンション住民の書き込みを読みました。
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いわれのない誹謗中傷を受けるのは非常に心外です。 

(4) 歳末たすけあい運動に、三田一丁目は募金活動していませんでした。港区

の多くの地区から募金されているのに、コミュニティとして機能していない

のではないでしょうか。 

 

(5) １・２地区の例を挙げると、インターネットの掲示板に「古くから住む住

民は管理費がタダ」といった地権者棟の住民を見下した書き込みがされてい

ます。新しい住民の間でも高層階と低層階をはじめコミュニティの形成は容

易ではないようです。 

  町の行事においても、古くからの町民は積極的に参加していますが、新し

い住民の参加は極めて少ないのが現状です。 

 

(6) 祭りや餅つき、夜警などの行事は古くからの住民によって運営、実行され

ており、新しい住民の参加は少なく、コミュニティが承継されなくなります。 

 

(7) 新しく高層マンションを購入する住人と古くから小山町に住んできた住人

とでは、価値観がかなり違うと思われます。そのため、良好なコミュニティ

の構築は言うに及ばず、継承にいたっては、可能性は限りなくゼロに近いと

確信できます。 

 

(8) 住民自らが都市計画案の作成に参画でき、住民が自由に意見を述べ、それ

が計画に反映される、それこそが古くから培ってきた良好なコミュニティの

継承といえます。 

 

２ 土地の不合理かつ不健全な利用 

 本件都市計画案は土地の不合理かつ不健全な利用をもたらすという意見の概

要は次のとおりです。 

(1) 日本は少子高齢化と人口減少が確実に進みます。 

  それにもかかわらず、なぜ超高層マンションを建設するのでしょうか。 

  すでに空き家や空室が増加して社会問題になっています。 

  戸建ての空き家よりもマンションなど集合住宅の空室の方が外から見えに



- 10 - 

くく、問題は深刻化していると言われています。 

(2) マンションの方が戸建よりも高齢者の孤立を招きます。 

  ３・５地区では、ご高齢や年配の方々が多く住んでいらっしゃいます。こ

れらの方々がマンションに住んだ場合の今後も心配です。誰でも年を重ね、

高齢になっていくことは避けられません。 

  現在の戸建てを全て壊し、高層マンションにしてしまうことは、これらの

問題を加速させることになると考えます。良好な住環境の創出とはかけ離れ

ているように思われます。 

  １０年後、２０年後、３０年後、さらに先を見据えて、どのようなまちづ

くりが必要なのか、今、立ち止まって考えるべき時に来ていると思います。 

 

(3) 高層ではなく低層の方が安全で快適な魅力あるまちが形成されます。 

 

(4) １０階以上の建物に住む３３歳以上の妊婦は１、２階に住む妊婦よりも流

産の危険性が１２倍（高層階だと４４倍）という調査結果が出ているという

記事を読みました。高速のエレベーターで日に何度も昇降する際にはＧがか

かるため、妊婦や子どもへの影響もあると言われています。実際、ヨーロッ

パでは高層マンションの建設はほとんどされていませんし、見たことがあり

ません。 

  日本はこの調査結果が出ているにも関わらず、高層マンションを作り続け

ています。 

  出産年齢の高齢化、子どもの健康を考えるのなら、再開発＝高層マンショ

ンという考えは、安易すぎではないでしょうか。 

 

(5) 現在、政府は地方創生を最重要政策とし、人口減少と高齢化社会への対応

策を実施しており、「東京一極集中の是正」が掲げられています。本計画は、

「東京一極集中の是正」に反しています。 

 

(6) そもそも準備組合の提示した設計図は、いつ、誰が、どんな意図で組み立

てたのでしょうか。住民の希望を盛り込んで設計したとものと言い切れるの

でしょうか。たとえば、高層ビルと一般家屋の共存を考えなかったのでしょ
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うか。ある港区の建築家が当地区の共存モデルを設計されたので、参考にと

港区再開発課に見せたところ、計画は着々と進んでいるので余計なものを持

ち込むなとひどく不快な態度で応対を受けました。これでは、住民のためで

はなくゼネコンの採算重視のため、港区の税収アップのための計画としか思

えません。本当にこれがベストの設計なのでしょうか。 

 

(7) 今後、少子高齢化に加え、人口が減少することが明らかであるのにもかか

わらず、さらに高層マンションを次々と建ててしまって良いのか疑問です。 

  土地の高度利用で、どんどん高層マンションが供給される一方で、老朽化

するマンションが増えて問題になっています。老朽化するマンションや住民

の高齢化も原因となり、空き住戸も増加しています。戸建ての空き住戸より

も集合住宅の空き住戸の方が外から見えにくく、問題は深刻化していると言

われています。 

  また、マンションの方が戸建よりも高齢者の孤立を招きます。小山町Ｃ地

区では、ご高齢や年配の方々が多く住んでいらっしゃいます。これらの方々

がマンションに住んだ場合の将来も心配です。誰でも年を重ね、高齢になっ

ていくことは避けられません。 

  新築マンションもいずれ古くなっていきます。その時に十分なメンテナン

スを行う余裕もなかったならば、また、建て替えることができなければ、限

界マンションがあちこちに乱立することになるのではと心配です。 

  現在の戸建てを全て壊し、高層マンションにしてしまうことは、これらの

問題を加速させることになると考えます。良好な住環境の創出とはかけ離れ

ているように思われます。 

  住民の生活の質の向上がない高度利用は、ただ単に高い建物にしただけに

なってしまい、有効活用されているとは思えません。 

  目先のことばかりではなく、２０年後、３０年後、５０年後、どのような

町にしていくのかを見据えて、まちづくりを考えていくべきと考えます。そ

のことが一時的な定住人口の増加ではなく、将来にわたり皆が安心して住み

続けられるまちづくりになるのではないかと思います。 

 

３ 防災性悪化 
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 本件都市計画案は防災性悪化をもたらすという意見の概要は次のとおりです。 

(1) コンクリートの建物にしてしまうことだけが、防災に強い町になるとは思

えません。戸建てが地震に弱く、マンションが強いということもありません。

高層ビルが長周期地震動に弱いことも周知の事実です。 

 

(2) 災害が起こった時に、まず助けあえるのはそこに住む人々です。ハード面

ばかりではなく、ソフト面で強化していくことが大切ではないでしょうか。 

 

(3) 東日本大震災の際には、２地区の高層棟のエレベーターも止まりました。

 なお、阪神大震災の際は、戸建ての住宅が多く、近隣のコミュニティも普

段から形成されていたため、被災後も人々は助け合い、乗り越えることがで

きました。 

 

(4) 建物を不燃化・耐震化することは木造でもできます。 

  実際に東日本大震災で１地区のマンションは防火扉が閉まり、エレベータ

ーも止まり、建物の外に出られなかったと聞きました。そのようなさなか大

規模な火災など起きた場合、どのように建物の外に出ればよいのでしょうか。 

  ３・５地区だけでも１３００戸も世帯が増え、周辺の避難所が増えていな

いのにどこに避難するのでしょうか。 

 

(5) 安全、安心とありますが、建物は堅固でも、大地震等の災害が発生すると、

ライフラインが止まり、住民は孤立します。食料等の備蓄をすれば良しとす

る問題ではありません。 

  ２０２５年には４人に１人が７５歳以上の高齢化社会となり、今でも独居

老人の孤独死、老老介護の高齢者世帯が増加しています。中でも特に懸念さ

れることは、病気で入院しても、急性期の入院期間は短く、治療が終われば、

平均入院日数は２、３週間です。継続した医療処置が必要なまま、在宅医療

生活を送っている方々（例えば、透析患者、胃ろう造設者、在宅酸素療法等）

も当地区でも今後、増えてくると思いますが、行政としてどのような救護対

策を考えておられますか。 

  また、この地域で急激に住民が増えた場合、朝晩の通勤、通学の地下鉄利
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用者の安全面の確保は考えておられますか。 

(6) 東日本大震災のときに、しょっちゅうエレベーターが止まっていましたが、

高齢者が１０階以上までの階段を登れるのか、一度にたくさんのエレベータ

ーが止まった際に、閉じ込められたら誰が助けに来るのかなど不安に思いま

す。 

 

(7) 東日本大震災の際、東京都心の高層マンションは停電により陸の孤島と化

しました。 

  「高層都市型住宅」は震災や火災等の災害に極めて脆弱です。 

  避難場所も不明です。近隣の公共施設（赤羽小学校）周辺は急傾斜地で崖

の崩壊が指摘されており、安全な避難場所となるか危惧されます。近隣地域

全体の諸々の開発による人口増のなかで全住民の安全な避難場所が確保され

ているのか、甚だ疑問です。 

 

(8) 災害に強いまちづくりについて、港区は、最近減りつつある日本の古き木

造建築を残すため、タワービルにかける補助金を木造家屋に投入して地震に

強い、災害に強い一画を再構築しても良いのではありませんか。 

  事実最近は、讃岐会館に外国人がよく訪れるようで駅からの道は賑わいを

見せつつあります。 

 

(9) 再開発などにより大規模高層マンションの建築が進み、夜間人口が増えて

います。 

  小山町Ｃ地区も再開発されれば、Ａ、Ｂ地区に加え、かなりの人口増加に

なります。 

  高層マンションの場合は、地震など災害時のための避難空間や備蓄倉庫を

確保するなどの指針が示されていますが、ライフラインが確保されなかった

場合には、高層マンションの多くの住民が近くの避難所に避難することにな

ります。 

  また、昼間人口も増加していて、その人々が帰宅困難者になった場合も、

近くの避難所に避難することになります。 

  このような場合に、避難所の収容能力や必要な備蓄品が不足するのではな
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いかと心配です。 

  また、高層ビルは、長周期地震動にも弱いことは周知の事実です。エレベ

ーター内の閉じ込め、エレベーターが使用できない場合の高齢者や歩行困難

な方の避難方法、ライフラインの確保など、課題が山積しています。 

  コンクリートの建物にしてしまうことだけが、防災に強い町になるとも思

えません。戸建てが地震に弱く、マンションが強いということもありません。

戸建ての方が避難しやすく、近所どうしの安否確認も容易です。 

  災害が起こった時に、まず助けあえるのはそこに住む人々です。ハード面

ばかりではなく、まずはソフト面で強化していくことが大切ではないでしょ

うか。 

 

４ 人口増による危険 

 本件都市計画案は人口増による危険をもたらすという意見の概要は次のとお

りです。 

 人口増により、東京メトロ麻布十番駅２番出口は、利用者の大量増が予想さ

れます。しかし、拡幅の予定はないとのことであり、危険です。 

 

５ 交通量増加による危険 

 本件都市計画案は交通量増加による危険をもたらすという意見の概要は次の

とおりです。 

(1) 「ツイン一の橋」の間の道路は極めて狭く、再開発がされると車両等の交

通量が増大し、危険です。 

  歩道幅が十分に確保できず、歩行者にとって危険です。 

 

(2) 小山町地区から小山橋を通り、都道４１５号に抜ける道において自動車の

交通量がかなり増えることは確実です。現在の一方通行から対面通行になり

ます。 

  現在は小山橋に抜ける道は商店街となっているため、夕方の時間帯には通

行止めになっています。そのため交通量の多い時間帯はその道を自動車が通

り抜けることはありません。 

  しかし、再開発後はその交通規制もありませんし、Ｃ地区の自動車だけで
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なく、Ａ、Ｂ地区の自動車も小山橋の方に通り抜けると思います。それに加

え、地区外からの通り抜けにも使われる道路になると予想されます。 

  小山橋の先には、「ツイン一の橋」というマンションが２棟建っていて、

その２棟の間の道は、現状の道幅では、歩道を作ることはできません。また、

ゴミ収集日には大量のゴミが道路上に置かれています。歩行者にとっても決

して安全とはいえません。 

  「ツイン一の橋」の手前、古川に沿って左右に抜ける道がありますが、そ

こは道幅が狭い上に対面通行なので、あまり有効に使える道路ではありませ

ん。その道を通ることにより、交通の集中を回避することは難しいと思いま

す。 

 

６ 風、日影、電波障害、景観など近隣住民に影響が生じる 

 本件都市計画案は、風、日影、電波障害、景観など近隣住民に影響が生じる

という意見の概要は次のとおりです。 

(1) 周辺地区の住民の方がビル風被害について心配されていました。特に年配

の方や小さなお子様のいるご家庭の方が実際に怖い思いをしたと言われてい

ました。ビル風による被害が起きた場合は、誰がどのような責任をとるので

しょうか。 

 

(2) 高層マンションが２棟も建つことは、歴史ある魅力的な街並みを壊し、景

観を壊します。 

  小山町の昔ながらの街並みは、外国人などの観光客にも喜ばれています。

近代的な高層建物には魅力はあまりないが、このような街並みは素晴らしい

と喜ばれています。 

  また、東京さぬき倶楽部には歴史ある日本家屋と日本庭園があります。 

  本件都市計画案は、東麻布・南麻布の大使館や住宅との景観の調和を壊し、

歴史ある魅力的な街並みを壊します。 

 

(3) 環境影響評価については、私たちに直接関係ある住環境の騒音、日影、風

環境、景観など大事な事柄について、当住民と影響を被るであろう近隣住民

に対して、情報をもっと周知させ、さらなるわかりやすい説明が必要と思わ
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れます。 

  数値やそれに関する説明では、何が大丈夫なのか、どんな影響を被るのか

全くわかりません。 

  さらに、環境影響評価でいろいろの数値が提示されますが、その計測方法

や判断は、いわゆるそちら側が勝手にやっているので、住民は結果を知らさ

れるのみです。本当に影響を最小限に抑えているものかも疑わしいです。 

  住民は、この再開発が自分たちの生活環境の質にもたらす影響の内容を知

っておく権利があり、港区はそれをできるだけ正確に予測し、住民に知らせ

る義務があると思われます。 

 

(4) 港区環境基本計画で、まちづくりにおける環境配慮の促進のため、環境ア

セスメントを推進し、開発事業等が周辺環境に与える影響をできる限り減ら

すことを目的とし、環境への十分な配慮を事業者に求めていくとしています。 

  しかし、この環境アセスメントは建設を前提として開発事業者の見地から

行われていると思います。開発ありきで環境アセスメントは行われるべきで

はありません。 

  環境影響評価書案は住民には理解が難しく、また、たとえ頑張って住民が

意見書を出したとしても、それがどのように反映されるのかもはっきりしま

せん。その地区の日々の様子を誰よりも知っているのは、住民だということ

を忘れないでいただきたいです。 

  また、地区内の住民はもとより、周辺住民もその再開発が自分たちの生活

環境に及ぼす影響を正確に知る必要があります。それをきちんとわかりやす

く周知するのが行政の役割だと考えます。 

  しかし、実際はその開発が終わってみて初めて環境の大きな変化に気がつ

きます。私もＡ、Ｂ地区の開発が終わり、ビル風・日照など、さまざまな環

境の変化を初めて知ることになりました。 

  また、人口の増加により、麻布十番の地下鉄の駅の利用者もかなり増加 す

ると考えられます。これについての対策はどうなっているのかも心配です。 

 

７ 住民の生活再建ができない 

 本件都市計画案は、住民の生活再建ができないという意見の概要は次のとお
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りです。 

(1) 現在は、麻布十番駅から近く、都営バス・ちぃバスの停留所からも近く、

タクシーもすぐに拾え、病院・保健所・区役所も近く、商店街も近いです。

また、長年居住しており、土地勘もあります。 

  それに、先の東日本大震災の際にも、古い家屋はそれなりに丈夫に過ごし

ております。 

  港区の（へそ）と言われる麻布十番に隣接するため、少しでも綺麗に住み

続けられる街を目指しているのはよくわかりますが、住民の方々は、それぞ

れ小山町時代から居住している方が多く、時代の推移とともに、高齢化も進

んでおります。今さら、一時引っ越して、また帰ってくるのは、高齢者にと

っては大変な労苦になると思われます。できれば、そっとしておいてくださ

ることを祈っております。 

 

(2) 明治時代から営業しており、お客様も多数ご来店いただいており、移動す

ることは困難です。他地区への移転はあまりに過酷であり、権利の侵害と言

わざるを得ません。 

 

(3) 再開発が始まって、もし建設中に大地震が発生した際に、再開発組合自体

が破産したら、どうなるのでしょうか。何の保障も無しでのスタートは非常

に危険です。 

 

(4) 私たちは、これまで、都市計画決定を行おうとする行政に対して、「地権

者が再開発後に生活再建ができなくなる危険に対する具体的な解決策を示し

てください。もし、その具体的な解決策がないのならば、都市計画決定～再

開発の手続きを進めないでください。」と訴え続けてきました。 

  この私たちの問いかけに対して、行政は「都市計画決定～再開発の手続き

を進める中で、生活再建を保障する対応をしていくものである。再開発を行

いたいという多くの地権者から要望があれば、行政として、都市計画決定の

手続きを進めます。」という趣旨の回答を繰り返しています。 

  行政の回答は言い方を変えれば、「再開発後の生活再建を保障する解決策

はないまま、賛成する人が多ければ、都市計画の手続きを進める。」であり、
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また、「再開発は住民が主体であるから、行政は生活再建を保障しないし、

保障することができない。ただし、行政が補助金を提供するので、住民の生

活再建向上にいくばくか寄与する。」であり、つまりは行政の姿勢は、「行

政は再開発後に生活再建できなくなる地権者の発生を回避する解決策がない

ことを認識しているが、再開発を希望する地権者が多ければ、行政は反対せ

ず、住民主体事業の裁量の中で再開発を実施してもらう。」ということにな

ります。 

  なぜ、行政は生活再建ができないリスクを容認するのでしょうか。もし、

行政が、「生活再建できない地権者が発生したとしても、それは例外的な極

々少数と考えて、最大幸福のためにリスクを容認する。」と考えていたとし

たら、それは重大な過失です。生活再建ができなくなる可能性は、下記のと

おり、ごく一般的な地権者に必然的に発生します。 

  つまり、再開発はそれを望まない地権者も、強制的に巻き込んで、等価交

換というルールを強制し、「土地」を「マンションの部屋」に変えさせてし

まい、従前の暮らしにはなかったマンションの管理費、修繕積立金、税金増

額という金銭的負担を地権者個人に強いるようになります。再開発を望まな

い地権者がマンションに入居せずに、代替地へ転居することもできますが、

その場合でも、等価交換のルールが強制されるので、代替地へ従前と同様の

新しい住居を建築して生活再建しようとしても、補償金で生活再建できる保

証はないということになります。これは実質的な財産権の侵害です。 

  なぜ、再開発を望まない地権者にこのような著しいリスクを被らせてまで、

行政が都市計画決定を進めようとするのか、到底、理解しがたいものであり

ます。 

  再開発に賛成する地権者にも、さまざまな事情があると思いますが、「人

に迷惑をかけない」という人として最低限のルールを守るべきです。人に迷

惑をかけるまちづくりは、当然、行うべきものではありませんので、これを

ふまえて、行政には都市計画決定の中止を求めるものであります。 

  前述のとおり、本件再開発は、再開発に賛同しない住民（例えば、再開発

で迷惑を被る住民）の住居と財産と生活をも巻き込んでしまうものです。し

たがって、再開発に賛同しない地権者の生活再建保障が確約されなければ、

「一部の地権者の犠牲の上に成り立つ、一部の地権者のためのまちづくり」
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になってしまいます。地権者が犠牲者にならないと確約されない限りは、行

政として（人として）、都市計画決定の手続きを進めるべきではありません。 

  都市計画や再開発に関するあらゆる審議（環境アセスの類を含めて）がな

されて、問題なしと有識者や行政が認可しても、地権者の生活再建が保障さ

れるわけではありません。 

  将来の私たち地権者の生活再建ができなくなる可能性がありながら、行政

が都市計画決定～再開発の手続きを進めようとすることは、「人として間違

った行為である」と確信します。 

  上述したところからの極めて明確な帰結によって、行政による都市計画決

定～再開発の手続きを行わないことを求めます。 

 

８ 以上のように、三田小山町地区（Ｃ地区）に係る都市計画案には問題が山積

していますので、決定しないよう求めます。 

以上 


