
 

 評価書案について提出された主な意見及び事業者の見解の概要 

評価書案について都民から４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2、3に示すとおりである。 

表1 意見等の件数の内訳 

意見等 件数 

都民からの意見書 4 

事業段階関係区長からの意見 1 

合 計 5 

 

表2(1) 都民からの主な意見及び事業者の見解の概要 

項 目 事業計画 

意見の内容 事業者の見解 

大崎駅周辺で進んでいる再開発は＝（イコー

ル）超高層ビル建設、という図式が続いているが、

超高層ビルにすることで、様々な周辺環境への悪

影響が出ていたり、懸念を生み出している。おそ

らく公金の投入もされるであろうから、それなら

ば周辺環境に迷惑を及ぼさない、超高層でない再

開発計画の検討を望みたい。 

計画地は、「大井町-大崎都市軸整備計画」にお

いて、「大崎連携拠点」に位置付けられています。

本計画は、土地の高度利用により、大崎駅の副都

心機能を補完する業務・商業・住宅等の多様な都

市機能の導入を図り、建物の集約化により、地域

に不足する大規模な緑地や防災拠点にもなるオ

ープンスペースを創出します。 

本事業の実施に伴い、周辺環境に影響を及ぼす

おそれも考えられますが、そのために事前に環境

影響評価を行い必要な環境保全のための措置を

講じる計画です。 

既存の区道（車道）を廃止し、歩行者専用歩道

に変更する同計画は近隣住民に悪影響が生じる

可能性が大と判断されることから、既存の車道は

そのまま存続させる様に同計画の変更を強く要

望します。 

当該道路は車両交通量に比べて歩行者交通量

が多いものの、道路幅員が狭くカーブしているこ

とから安全な歩行者空間が確保されていません。

安全な歩行者空間の確保や、地域に不足するま

とまった緑地広場空間、防災拠点の整備のため、

街区を再編し道路を廃道する予定ですが、南北の

歩行者動線は引き続き敷地内に確保します。また

周辺の地域住民の方の車両の代替ルートとして、

補助163号線及び外周の区画道路を計画に併せて

拡幅整備します。 

 

別記（原文のまま記載） 



 

表2(2) 都民からの主な意見及び事業者の見解の概要 

項 目 風環境 

意見の内容 事業者の見解 

本案対象事業計画地（以下「本計画地」という）

周辺では、JR大崎駅を中心として、高層ビル群よ

りなる複数の再開発事業等が完成もしくは進

行・計画中である。本計画地を含む大崎駅周辺地

域（以下「当該地域」という）においては、これ

らの再開発に伴い、以前には見受けられなかった

傘が壊されるほどの強風が出現するようになる

など、風環境が激変していると言っても過言では

ない。 

これまでもこれら一連の再開発計画に係る風

洞実験等による予測結果では、風環境として好ま

しくない状況には至らないとされてきた。しかし

ながら長年当該地域に居住する地域住民の一人

として、最近の風環境の変化は、現に身をもって

実感していることでもあり、本案307、308頁記載

の都民意見及び品川区長意見にも見られる通り、

都条例第１条の目的に照らして、風環境について

慎重かつ適切な評価と対応を考える必要がある。

風環境の予測地域は、計画建築物の最高高さで

あるG.L.+約114ｍの２倍程度の水平距離を含む、

計画地を中心とした半径400ｍ程度の範囲です。 

風洞実験の結果、計画地付近の現況の風環境は

一部で低中層市街地相当（領域Ｂ）の風環境がみ

られますが、概ね住宅地相当（領域Ａ）の風環境

であるといえます。計画建築物が出現することに

より、JR横須賀線、JR湘南新宿ラインに沿った地

域等、計画建築物近傍で中高層市街地相当（領域

Ｃ）の風環境が生じますが、防風植栽等の対策を

実施することにより、住宅地相当（領域Ａ）ある

いは低中層市街地相当（領域Ｂ）の風環境になる

ものと考えます。 

また、風環境評価が変化するのは、主に計画地

近傍に限定されています。したがって、調査対象

範囲を超えるJR大崎駅西口の再開発事業周辺の

風環境に対して、本案により著しい影響を及ぼす

ことはないと考えます。 

なお、風洞実験はあくまで事前の予測であるた

め、計画建築物が建設されたのち、風環境に関す

る事後調査を実施する予定です。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、計画建築物による影響

が明らかとなった場合には、対策を速やかに行い

ます。 

 



 

表2(3) 都民からの主な意見及び事業者の見解の概要 

項 目 風環境 

意見の内容 事業者の見解 

大崎地区は近年激しい再開発が進められ、住環

境に大きな変化が起っています。第一は風害で

す。シンクパークタワー～ウエスト・シティ・タ

ワーの歩道は、風の強い時は年寄りや子供は恐く

て通るのも心配です。特に雨の時には傘もさせ

ず、雨が終った後には沢山のビニール傘が捨てら

れていて、それが風で飛んできて、危険きわまり

ないのです。 

この対策として、私はビルの周りの空地に沢山

の樹木をうえビル風が直接人に当たらないよう

にする事を提案します。これにより住む人も、通

う人も快適に過ごせるのではないでしょうか。 

ほんとうは、ビルの高さを低くして棟数を増や

した方が効果的だと思いますが、今から設計変更

はできませんか？ 

計画では建物の集約化により、地域に不足して

いる大規模な緑地や防災拠点にもなるオープン

スペースを創出します。この考え方により建物の

高さ、配置を計画しました。 

計画した建物が風環境に及ぼす影響について

は、風洞実験により予測を行っています。 

風洞実験の結果、本事業において必要と考える

風環境の変化の軽減策として、防風植栽を十分配

置するとともに庇の設置も計画しています。 

防風植栽は落葉により防風効果が低下しない

よう常緑樹を配置する計画です。また、十分に生

長した樹木を用いることとし、必要に応じて支柱

を設置する等、樹木の転倒防止を図ります。 

なお、防風植栽については常緑樹を対象として

いますが、計画地内の緑化においては落葉樹も用

いて緑の質と量を高める計画としています。 

項 目 景観 

意見の内容 事業者の見解 

ビルのデザインや配置、色彩を工夫するだけで

は圧迫感をなくすことにはならない。圧迫感の根

本は「高さ」であり、超高層ビルが林立する風景

に、私達はうんざりしている。たまに地方に行く

と、高いビルがない風景に心底ほっとする。超高

層ビルがない都市の風景を求めるのは贅沢なの

だろうか？「圧迫感の低減に努めます」というの

であれば、そもそものビルの高さを低くすること

を検討されたい。 

建物の高さを低くすることにより圧迫感の低

減が期待できますが、建物の平面的な配置を検討

することにより同等の効果が期待できるものと

考えています。 

計画では、計画建築物の配棟にあたり、敷地境

界線からセットバックしたものとし、その間に高

木を主体とした植栽を配置することとしており

ます。これにより、計画建築物による圧迫感の軽

減につながるものと考えています。 

 

 



 

表2(4) 都民からの主な意見及び事業者の見解の概要 

項 目 地球温暖化 

意見の内容 事業者の見解 

最近は地球温暖化の影響で、水害、竜巻、旱魃

などで地球上の人類が苦しめられています。いま

日本では、夏場にむけて電力不足が心配されてい

ます。住環境を良くするためには、どれだけ都市

部を緑化するかが、大切になっています。 

街全体を冷やす（高温化をふせぐ）ためには、

街の緑化と打ち水が一番良いと思います。そのた

めにも空地の緑化が大切だと思います。空地はビ

ルの上にもあります。屋上の緑化が大切です。そ

の緑（樹木）に水やりをすれば、街全体の温度も

下がり、地球温暖化傾向に少しは役立つのではな

いかと思います。ぜひ実現して下さい。 

計画地は現在、国際自動車教習所跡地及び集合

住宅、独立住宅、住居併用工場、工場等が混在し

た密集市街地であり、緑地はほとんど存在してい

ません。 

本事業では、計画地内に約6,000m2の大規模な緑

地広場空間を設けます。この緑地広場空間により

潤いのあるみどりの拠点を創出するとともに、地

表面温度上昇の抑制に配慮します。 

また、高層部の屋上には屋上緑化を行うことに

より日射を遮へいし、建物への蓄熱を抑制しま

す。 

具体的には、今後、詳細を検討し、品川区等と

の協議の上、「品川区みどりの条例」に基づく緑

化計画書を提出します。 

また、その内容については今後、事後調査のな

かで報告します。 

項 目 その他の項目（震災対策） 

意見の内容 事業者の見解 

近年指摘されている長周期地震への対策はど

うなっているか（構造上、家具転倒防止）、震災

時は、電気は少なくとも一週間は止まると言われ

ているが、予備電源の確保とその機能（持続時間

や実際にそれでどんなことができるのか）、備蓄

対策など、超高層ビルを作る計画である以上、そ

れにふさわしい対策が取られている計画なのか、

それを事前にチェックし検証する項目を入れる

べきである。 

建物は直下型地震、長周期地震動等においても

安全な構造とします。長周期地震動に対する構造

計画は現在法制化されていませんが、先行して対

応していきます。 

非常用発電機はＡ棟・Ｂ棟共に設置する予定で

あり、法定時間以上の動作継続を検討します。 

また、防災備蓄倉庫、防災トイレ等の地域の防

災活動として利用可能な防災設備を整備します。

防災備蓄倉庫は地域住民等への支援物資の提供、

防災資材の保管等に資するものとし、規模、物品

等については、今後、行政や周辺町会と協議し、

適切に配置していきます。 

 



 

表3(1) 事業段階関係区長（品川区）からの意見及び事業者の見解の概要 

項 目 環境全般 

意見の内容 事業者の見解 

工事にあたっては、周囲の町会・自治会および

近隣住民に十分配慮し、進められたい。 

工事は、周囲の町会・自治会及び近隣住民に十

分配慮し、行います。 
具体的な工事の時間帯や作業内容等について

は、事前に周辺住民の皆様に周知します。また、

工事の施行中においては、連絡窓口を明らかに

し、周辺住民の皆様からのお問い合わせに対応で

きるようにします。 

本計画の第一種市街地再開発事業による事業

化に向けての都市計画ならびに事業計画につい

ては引き続き関係機関等との調整を進められた

い。 

都市計画ならびに事業計画については、引き続

き関係機関等との協議を行い、事業化に向けて支

障が生じないようにします。 

項 目 大気汚染 

意見の内容 事業者の見解 

計画建物および関連車両から排出される大気

汚染物質の発生抑制に努められたい。 

計画建築物の熱源計画については、電気または

都市ガスのいずれかによる個別熱源方式を前提

に検討しており、大気汚染物質の発生抑制に配慮

します。なお、個別熱源としては、高効率給湯器

の採用等を検討します。また、関連車両から排出

される大気汚染物質を低減するため、駐車場内で

のアイドリングストップ等を周知・徹底します。

工事にあたっては、効率的な施工管理・車両の

運行管理に留意するとともに、低公害車の使用に

努め、大気汚染の負荷を極力低減されたい。 

建設機械の集中稼働を行わないよう、工事計画

に配慮します。また、排出ガス対策型建設機械、

低公害型の工事用車両を極力採用し、良質な燃料

を使用するとともに、不要なアイドリングの防止

を徹底させることにより大気汚染の負荷の低減

に努めます。粉じんの飛散防止については、必要

に応じた散水の実施、粉じん飛散防止シートの設

置等を行うとともに、工事用車両に付着した泥土

等が場外に飛散しないよう、タイヤ等の洗浄を行

います。 

項 目 騒音・振動 

意見の内容 事業者の見解 

工事にあたっては、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

採用や公害防止対策の徹底等を図り、騒音・振動

の低減に努められたい。また、作業期間や時間に

ついては、周辺住民への影響を極力少なくするよ

う配慮されたい。 

工事中の騒音・振動については、事後調査等に

より関係法令の基準との対比を行い、基準を遵守

します。使用する建設機械は、低騒音型建設機械

の採用に努めるとともに、建設機械の集中稼働を

行わないよう、工事計画に配慮します。また、作

業時間及び作業手順は、周辺に著しい影響を及ぼ

さないように、事前に工事工程を十分検討しま

す。 

 



 

表3(2) 事業段階関係区長（品川区）からの意見及び事業者の見解の概要 

項 目 電波障害 

意見の内容 事業者の見解 

当該開発地区は、一部電波伝搬障害区域にかか

っている可能性があるので、その確認と対応策に

ついて検討されたい。 

現時点では既存伝搬ルートに対し障害を発生

しないことを確認しています。今後実施する基本

設計、実施設計においても、電波伝搬障害防止制

度に基づき定期的に電波伝搬障害防止区域図を

確認の上、適切に対処してまいります。 

項 目 風環境 

意見の内容 事業者の見解 

事後調査において環境影響評価の予測を超え

る状況が認められた場合には、適切な措置を講じ

られたい。 

事後調査の方法等については、東京都とも協議

のうえ、事後調査計画書として決めていきます。

また、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、その原因等を解析し、

計画建築物による影響が明らかとなった場合に

は、追加対策等を検討してまいります。 

項 目 景観 

意見の内容 事業者の見解 

平成23年11月10日付、品都水発第129号にて事

業者にお知らせした景観への配慮事項を踏まえ

た協議を引き続きされたい。 

本案の景観については、品都水発第129号にて

受領した配慮事項を踏まえて、東京都景観条例や

品川区景観条例に基づき、東京都及び品川区と協

議を行います。 

項 目 廃棄物 

意見の内容 事業者の見解 

開発事業に伴い、灰溶融スラグや廃ガラスを利

用した建築材料等やその他のリサイクル品、グリ

ーン購入対象品などを積極的に活用されたい。 

施設整備にあたっては、リサイクル材料を積極

的に使用するよう、今後、施工業者を選定した後、

施工業者に対して指導します。 

廃棄物の発生の抑制、再利用の促進により、廃

棄物の減量を図るとともに、事業系廃棄物を自ら

の責任において適正に処理されたい。 

発生する廃棄物は、建物内に設置する保管場所

に分別、保管し、廃棄物処理業の許可を受けた業

者に委託し、適正に処理・処分する計画です。ま

た、廃棄物の発生量を抑制するため、テナント等

への啓発活動を行います。 

 

 


