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「（仮称）品川駅・⽥町駅周辺まちづくりガイドライン（案）」 意⾒募集（パブリックコメント）について 
 

1. 募集概要 
募集期間 平成 19 年 9 ⽉ 10 ⽇（⽉）から 9 ⽉ 25 ⽇（⽕）まで（当⽇消印有効）  
意⾒⽅法 郵送、ＦＡＸ、電⼦メール 
 

2. 結果 
意⾒者数 20（個⼈ 17、法⼈ 3） 
意⾒数  61 件 
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3. 寄せられた意⾒と意⾒への対応⽅針（⾴は、「品川駅・⽥町駅周辺まちづくりガイドライン（本⽂）」の該当⾴である。） 
（１）ガイドラインの位置づけについて 

意⾒（概要） 対応⽅針 ⾴ 

新旧の共存、マクロとミクロで調和が図られた計画と
すべきである。 

ガイドラインは、まちづくりを具体的かつ効果的に進めていくための地域全体編と、よ
り効果的な地域整備を重点的に進めるための個別地区編で構成されています。 
 例えば、⾼輪台地等緑と歴史性に調和したまちづくりを進める区域や運河沿いの区域、
また優先的に整備を進める地区等、それぞれ地域性も考慮し、地域全体で基本計画で⽰し
た将来像の実現を目指します。 
 今後、個別の開発計画について、関係者とガイドラインに⽰す実現⽅策の具体化に取り
組んでいきます。 
 また、計画が具体化するなど地域の整備状況等の進捗を踏まえ、必要に応じてガイドラ
インを改定するなど、開発計画の誘導・進め⽅に応じて運用していきます。 

1 

まちづくりを進めるにあたっては、国・都・区との整
合を図るべきである。 

本地域は国土交通省の都市再⽣推進事業制度要綱に基づく「都市・居住環境整備重点地
域」に指定されているとともに、基本計画及び本ガイドラインの策定にあたっては、国や
区と調整を⾏っています。 
 ガイドラインの序に記述したとおり、今後も、東京都は国や区、関係者との協⼒を得な
がら、ガイドラインを運用し、本地域の将来像の実現に向け、まちづくりを誘導していき
ます。 

1 

エリアを限定し、具体的な将来の都市像、街並み像を
ベースに踏まえたまちづくりガイドラインを⾏政サイド
で打ち出したことは評価できる。 

－ － 

ガイドラインが本地域の伝統・歴史、緑の環境、⽔辺
の環境、国際的拠点性等眠れる地域のポテンシャルを活

－ － 
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意⾒（概要） 対応⽅針 ⾴ 

かし、新しいスタイルの活⼒ある将来の安定した街の形
成に寄与していくことを期待する。 

品川駅東⼝の再開発や汐留開発の轍（てつ）を踏まな
いためのデザインガイドラインの作成には賛成。 
 品川駅・⽥町駅間の都市デザインは、重要な東京の都
市デザインになる。 

－ － 

（２）環境モデル都市づくりについて 
 ① 風の道について 

意⾒（概要） 対応⽅針 ⾴ 

風の道の確保に賛成である。 
風の道の確保にあたっては、大規模開発の⼿法におけ

る各種の形態制限、公開空地の取り⽅、建築基準法の形
態制限等と整合のとれた制度としてほしい。 

今後、本地域内の都市開発諸制度を活用した大規模開発については、まちづくりガイド
ラインが上位計画に位置づけられます。 
 本地域内の風の道にかかる範囲で開発が⾏われる際には、基本計画・ガイドラインで⽰
した風の道を確保していくため、開発者が⾏うシミュレーション等により、風の道への影
響をはじめとするヒートアイランドへの影響等を確認しながら、建物⾼さ・形状・配置や
緑化、再⽣可能エネルギーの活用等環境に配慮した様々な取組を⾏うよう、開発者と協議
していきます。 

以上の趣旨をガイドラインに反映・修正します。 

11 

風の道の確保にあたっては港南 4 丁目 PFI プロジェク
トとガイドラインとの整合を確保されたい。 

本ガイドラインは、ガイドライン策定後の建築・開発計画が誘導・協議の対象となりま
す。 
 また、既存の建築物については、将来の建替えなどの機会を通して、誘導・協議を図る
とともに、既決定の地区計画等は、今後、地域全体編に沿うよう⾒直し改定されるよう誘
導していきます。 

2 
11 
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意⾒（概要） 対応⽅針 ⾴ 

コスモポリス品川が公園・緑地扱いとなっているので、
建物として修正すべき。 

ご指摘の建築物については、該当図を修正します。 9 

「再開発促進地区を定める地区計画等により最⾼⾼さ
を制限し，風の道を確保する区域」では，⾼さ 50m 以
下に制限されるのか。それとも⼀般ルールにあるように
主風向に対して⾒付け⾯積を少なくするような⼯夫を⾏
うことにより 50m を超えることは可能なのか。 

優先整備地区では、再開発等促進区を定める地区計画等を定め、風の道にかかる範囲に
ついては建築物の最⾼⾼さを 50m とすることを基本とします。 

11 

風の道のデータの根拠の説明をもう少し詳しくしてほ
しい。 

⽩⾦台の大気観測局で平成 16 年 7・8 ⽉に計測した風向は最も頻度の⾼い南南東、風
速は平均値 5.1m/s をシミュレーションの⼊⼒条件としました。 

9 

東京湾からの風の道の確保＝クールアイランドという
広域的な課題とヒューマンスケールの微気象の課題が混
在しており、もう少しブレークダウンした総括がほしい。 

東京都区部を中⼼に⾒られる「ヒートアイランド現象」の緩和策の⼀つとして、本地域
については風の道を確保していくため、建物⾼さの制限、隣棟間隔の確保、主風向に対す
る建物⾒付け⾯積の最⼩化、積極的な緑化等を、ガイドラインに位置づけています。 
 あわせて、敷地単位及び街区単位での建築計画における海や運河からの風への配慮とし
て、オープンスペースの確保や建築物の⾜元部への空隙の確保等を⼀般ルールとして位置
づけています。 
 ガイドラインでは、こうした広い空間への視点と⾜元空間への視点をつなぐように配慮
しております。 

8 

環境モデル都市創造に向け、「風の道」を積極的に取
り⼊れ、気流シミュレーション結果を元にした具体的な
風の道の設定など先進的な考えを取り⼊れており、これ
からの都市部におけるまちづくりにとって非常に参考に
なる。 

－ 

8 
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意⾒（概要） 対応⽅針 ⾴ 

⾼輪・⽩⾦地区の住⺠（地域）にとって、海から内陸
へ、また内陸から海へ向かう東⻄の風が重要な風で、そ
の風の道を確保するガイドラインも重要である。この趣
旨を確保できる検討をしてほしい。 

東京におけるヒートアイランド現象の緩和の観点から、ご意⾒にあるように東京湾から
の風を⾼輪の台地を経て都⼼へと流れるような風に配慮し、夏場の主風向である南南東の
風の確保するよう「風の道」を設定しました。 
 また、主風向以外にも運河の風の道を設定し、運河上を通る風を活かすための取組も誘
導していきます。 
 なお、本地域内における個別の開発において、東⻄⽅向の風も重要と判断された場合に
は、南南東の風と合わせて、風の通り道に配慮した建築計画となるよう、誘導していきま
す。 

11 

運河沿いの区域では、ガイドラインによる⾼さ制限（規
制⼜は誘導）が 50m となっているが、特段の⼯夫をし
た優良な建築は、この限りでなく、50m 超の建築が可能
となっている。現実には、様々な努⼒の中で地域の開発
が進⾏することを想像すると、50m 以下の揃った都市デ
ザインの街を創出することはまったく担保されていな
い。 
 開発される街の具体的なイメージ作りとして、このデ
ザインガイドラインでできる街の様々な可能性を予⾒し
てほしい。 
 いくつかの計画者に試⾏の街のイメージづくりを依頼
することも試みてはどうか。 

本地域では風の道の確保を図るため、風の道にかかる建築物の⾼さが 50m を超えない
ように誘導します。その過程において、街並み景観の形成として、50m を超える建築物
については統⼀感のあるスカイラインの形成を図ることとしています。 
 また、風の道にかかる⾼さでの連続性と隣棟間隔との組合せにより、地域全体の統⼀性
とともに変化を感じられる景観形成を誘導していきます。 

78 
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意⾒（概要） 対応⽅針 ⾴ 

風の道のシミュレーション及び⾼さ制限の根拠となる
データは開⽰されるのか。 
 風の道の⾒直しはあるのか。⺠間側からの提案は可能
か。 

ガイドラインにおいては、⼀定の条件にもとづきシミュレーションを実施し、地域整
備・景観形成等のまちづくり視点から風の道の設定や建築物の⾼さ制限の設定を⾏ってい
ます。 
 本地域内の風の道にかかる範囲で開発が⾏われる際には、基本計画・ガイドラインで⽰
した風の道を確保していくため、開発者が⾏うシミュレーション等により、風の道への影
響をはじめとするヒートアイランドへの影響等を確認しながら、建物⾼さ・形状・配置や
緑化、再⽣可能エネルギーの活用等環境に配慮した様々な取組を⾏うよう、開発者と協議
していきます。 

以上の趣旨をガイドラインに反映・修正します。 

8 

 ② ⽔と緑のネットワークの形成について 
意⾒（概要） 対応⽅針 ⾴ 

緑化については現状を最低限としてさらに上乗せが必
要である。 

本地域における緑化については、地域全体で現状のみどり率の 2 割増を目標に、優先
整備地区では開発地区⾯積の 4 割のみどり率を確保、⼀般地域では区の緑化基準にした
がい屋上緑化や壁⾯緑化といった積極的な緑化を実施するとともに、芝浦・港南地域につ
いては緑化基準の強化といった緑量を確保するための⼿法を検討していくこととしてい
ます。 

19 
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意⾒（概要） 対応⽅針 ⾴ 

地域の区域界である国道 1 号でのすずかけの並⽊の伐
採についてはガイドラインの趣旨にそぐわないものと考
えられる。 

国道１号（清正公前〜明治学院前）については、機能的な道路空間と美しい街並みを形
成するため、国土交通省（東京国道事務所）が電線共同溝（Ｃ．Ｃ．ＢＯＸ）を整備する
とともに地元の⽅々と話し合いを⾏い、ハナミズキの植樹を⾏う予定となっております。 

道路空間の整備による美しい街並みの形成は、本地域の将来像の１つである「千客万来
の都市づくり」の景観形成の考え⽅に整合するとともに、道路の緑化は「環境モデル都市
づくり」のための「⽔と緑のネットワークの形成」に資するものであり、本ガイドライン
の趣旨との相違はないと考えております。 

20 
42 

あるべき論ではあるが、理想型のまちづくりビジョン
としてよくとりまとめている。 
 当地域の潜在的ポテンシャルとして、⽔辺・緑をあげ
る視点や⽂⾔は陳腐化している。 

本地域における⾼輪台地の寺社等の緑や、海岸や運河といった⽔辺に近接した地域特性
は、時代の流れに左右されない固有のものであり、まちづくりにおいてはこれまで以上に
活かしていく必要があります。 
 東京都では「10 年後の東京」にもとづき、海から緑の風が吹きぬけるまちとして、⽔
と緑の回廊で包まれた美しい東京を復活させていくこととしており、海風の風上に位置す
る本地域では、地域特性を活かしながら環境に配慮した都市づくりを実現していくことが
必要です。 

18 

超⾼層化する住宅・オフィスからなる未来像と⽔辺・
緑環境はどのように両⽴できるのか。 

建築物においては、風の道を確保するため、風の道にかかる範囲については⾼さを抑制
するとともに、かからない範囲については、都市開発諸制度の運用を前提とした集約的な
利用と緑地・オープンスペースの確保を誘導していきます。特に優先的に整備を進める地
区については、開発地区⾯積に対して約 40％以上という⾼いみどり率の目標を設定して
います。 

あわせて、建築物敷地においては地上（オープンスペース）・屋上の積極的な緑化を、
また、公共空間においては、⽔辺空間の整備による⽔と緑のネットワークの形成、さらに
再⽣可能エネルギーの積極的な活用等環境に配慮した多様な取組を誘導することで、環境

11 
18 
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意⾒（概要） 対応⽅針 ⾴ 

モデル都市を実現していきます。 

経済投資効果が劣る緑環境等の整備誘導を総合設計制
度的な⼿法で今後も図っていくのか。 
その際、（緑の維持管理といった）コミュニティに関す
る視点は⽋如していないか？ 

東京都では「10 年後の東京」で、海から緑の風が吹きぬけるまちとして、⽔と緑の回
廊で包まれた美しい東京を復活させていくことを 8 つの目標の 1 つに位置づけているこ
とからも、今後の都市開発にあたっては、緑化等環境に配慮することは必要不可⽋です。 
 特に総合設計制度など都市開発諸制度を活用する大規模開発においては、「公開空地の
みどりづくり指針」の運用により質の⾼いみどりを誘導していきます。公共施設について
も、芝浦⽔再⽣センター地区でまとまった公園・緑地空間の確保を図るなど質・量ともに
みどりの拡充を図っていきます。 
 また、「緑の東京 10 年プロジェクト（基本⽅針）」では、「都⺠⼀⼈ひとりが主体的
に、緑に関⼼を持ち、緑を育て、緑を守っていくことができる仕組みを構築」し、緑のム
ーブメントを展開するとともに、「緑の創出・保全に向けて多様な⼿法を展開」すること
を基本的な考え⽅としており、本地域についてもこれらの取組が反映されていくこととな
ります。 

18 
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意⾒（概要） 対応⽅針 ⾴ 

環境モデル都市の実現に向け、特に緑については、保
全・創出活動による社会や環境への貢献度を評価・認定
する社会・環境貢献緑地評価システム（SEGES）の活用
などにより、⺠間事業者による緑に関する積極的かつ自
発的な取り組みを促すことも視野に⼊れてはどうか。 

東京都環境確保条例にもとづく建築物環境計画書制度において、緑化を評価していま
す。 
 また、「緑の東京 10 年プロジェクト（基本⽅針）」において、緑化の優秀な計画や事
例について認定・表彰する「緑地評価・認定制度（仮称）」により、景観の改善やヒート
アイランド現象の緩和など質の⾯でも⾼いレベルの緑を創出していくこととしています。 

18 

観光資源として、まちづくりの要素として運河の再利
用は大変重要である。 
 運河を再⽣し、⽔辺を活かしたまちづくりについて、
公⺠相互で検討すべきである。 

運河を観光資源として活用し地域の活性化に資することを目的に、東京都では、「運河
ルネッサンス」を推進しています。地域の住⺠や⺠間企業などで構成される協議会と連携
を図り、運河の魅⼒・賑わい作りを進めています。地域の気運が醸成された地域では、⽔
域占用許可の規制緩和を⾏い、これまでも⺠間事業者によって⽔上レストランや桟橋など
が整備されたほか、「運河まつり」等地域が主体となったイベントが開催されており、東
京都も協⼒しています。 
 また、公⺠相互の協⼒のもと、⽔辺を活かした地域の魅⼒づくりに取り組む関係者の参
考となるように作成した「⽔辺活用ハンドブック」の活用など、⽔辺の賑わい創出が促進
されるよう普及啓発を図っています。 

24 
33 

 ③ CO2 削減など、環境に配慮した多様な取組 
意⾒（概要） 対応⽅針 ⾴ 

建築物についても⻑寿命化を図るなど、ライフサイク
ルコストを意識した設計を進めるべきである。 

本地域の将来像の⼀つである「環境モデル都市」の実現にあたっては、建築物における
環境配慮として、建築物の建設段階だけではなく、建築物の運用・廃棄に⾄るライフサイ
クルを通して省エネ・省資源・ヒートアイランド対策の取組を誘導していきます。 
また、ご指摘の建物⻑寿命化についても配慮するよう、誘導していきます。 

26 

コ・ジェネレーション、燃料電池は再⽣可能エネルギ
ーではなく、エネルギー効率の⾶躍的向上に資する新技

ご指摘を踏まえ、コ･ジェネレーション及び燃料電池に関する記述を修正します。 26 
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意⾒（概要） 対応⽅針 ⾴ 

術であるため、記述を修正すべきである。 
 ただし、コ・ジェネレーションや燃料電池は発電によ
る顕熱排熱を伴うため，ヒートアイランド現象への悪影
響が懸念されることを併記する必要がある。 
 また、本地域における再⽣可能エネルギーの活用例と
して，CO2 削減と排熱抑制効果を両⽴できる下⽔熱を熱
源としたヒートポンプシステムが考えられると明記すべ
きである。 

下⽔熱を有効活用する具体的な⽅法や利用条件はどの
ようなものか。関係者間で⾏う調整の場はどのようなも
のか。 

具体的な事例としては、本地域では、芝浦⽔再⽣センターの処理⽔を、センターの南側
に⽴地するソニーシティ（ソニー株式会社の新本社ビル）に送⽔し、処理⽔の有する熱を
ビルの空調廃熱の冷却用として有効利用しています。ソニーシティ側は空調廃熱を処理⽔
に吸収させるため、冷却塔の稼動のための電⼒量や上⽔補給の削減による温室効果ガスの
排出が削減されるほか、従来、大気中へ全量放散していた熱を処理⽔へ吸収することによ
り、ヒートアイランド対策にも貢献しています。 
 また、優先整備地区において事業者から下⽔熱を活用する提案があった場合には、開発
動向と連動させながら必要に応じて都と関係者からなる検討・調整組織により、整備内容
や事業⼿法、整備主体、費用負担のあり⽅、将来の維持管理のあり⽅について合意形成を
図っていきます。 

30 

空調や給湯機器については、単位熱量あたりの CO2
排出量が少ない⾼効率熱源機器の採用を図る旨を追記す
るとともに、ヒートアイランド対策として給湯ヒートポ
ンプなどから排出される冷排熱を評価すべきである。 

東京都では、気候変動対策⽅針（カーボンマイナス東京 10 年プロジェクト・平成 19
年 6 ⽉）にもとづき、⾼性能の省エネルギー性能を有する機器が本格的に普及する仕組
みづくりを進めていきます。 
 あわせて本地域においては、ガイドラインにしたがい、CO2 排出量削減に最大限の努

26 
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意⾒（概要） 対応⽅針 ⾴ 

⼒を払いながら、環境に関する先進的な取組を積極的に誘導していきます。 

千客万来の都市づくり（大規模開発等）により、環境
負荷が増加するのではないか。 
品川で減少したとしても、区部で⾒たときには増加する
可能性はないのか。 

本地域の地域整備の基本的な視点は、東京サウスゲートとしての魅⼒を持たせながら、
環境モデル都市として誘導を図るものです。 
 本地域では、超⾼性能ビル仕様の採用や未利用エネルギーの活用に積極的に取り組むよ
う、都市開発諸制度の運用にあたって省エネルギーや CO2 排出削減に関する基準を盛り
込むなど、省エネルギーや CO2 排出量削減に最大限の努⼒を払いながら、環境に関する
先進的な取組を都市づくりのスケールで積極的に誘導していきます。 

26 

ガイドラインにしたがって、開発等が⾏われていった
際（市街地が成熟した時点で）、環境負荷がどうなって
いるのかを定量化してはどうか。 
開発により環境負荷が増加するようであれば、⺠間開発
を誘導する際の評価指標を用意してはどうか。 

環境配慮に関する技術が⽇進⽉歩の現時点では、開発時点で最大限かつ最新の取組を誘
導していくこととしています。 

7 

リスクを分散し、⼀定⽔準のエネルギーを自前で確保
する環境配慮型分散熱源の確保は急務である。 
ビル単位、街区単位での環境配慮型分散熱源確保への取
組について、⺠間側から提案できるのか。 

東京都では、気候変動対策⽅針（カーボンマイナス東京 10 年プロジェクト・平成 19
年 6 ⽉）にもとづき、2020 年までに東京の温暖化ガス（温室効果ガス）排出量を 2000
年⽐で 25％削減するため、個々の建築物だけではなく、地域全体でのエネルギーの有効
利用や再⽣可能エネルギーの利用を推進していきます。 
 これらの取組に加え、本地域では、建築物のライフサイクルを通して省エネ・省資源・
ヒートアイランド対策のトータルで取り組むよう、積極的に誘導していきます。 

26 
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 ④ 港南緑⽔公園について 
意⾒（概要） 対応⽅針 ⾴ 

港南緑⽔公園を有栖川宮記念公園のような緑豊かな公
園にしてほしい。 

寄せられた意⾒については、管理者である港区に伝えていきます。 
また、公共空間の整備にあたっては、ガイドラインに沿った⽔と緑のネットワークや景観
の形成が図られるよう、誘導していきます。 

43 

港南緑⽔公園については、公園利用及びヒートアイラ
ンド対策の視点から、砂地部分を極⼒少なくし、緑地に
したほうがよい。 

公園といった公共空間の整備にあたっては、ガイドラインに沿った⽔と緑のネットワー
クや景観の形成が図られるよう誘導していきます。 
 また、寄せられた意⾒については、ガイドラインの趣旨を踏まえ、利用状況などを勘案
し、管理者である港区に伝えていきます。 

43 

 ⑤ その他 
意⾒（概要） 対応⽅針 ⾴ 

海の景⾊を遮断し、海からの風を遮断することなく、
自然と調和がとれ、まち全体が統⼀感を感じさせ、⽔と
緑があしらわれた空間的余裕を持つ街であってほしい。 

本地域の将来像である「環境モデル都市」や「千客万来の都市」の実現にあたっては、
運河や⽔辺等の環境資源を活かし、「風の道の確保」や「⽔と緑のネットワークの形成」
を図るとともに、これらの取り組みと連携し、光・風・⽔・緑をテーマに⽔辺への視界を
確保しつつ、地域全体で統⼀感のある景観形成を誘導していきます。 

42 

自動⾞交通（自転⾞道にも配慮）機能の円滑な機能は
確保しつつ、「⽔と緑と風と歩⾏者」に徹底的にこだわ
ったまちづくりを関係者で目指していくことを共通の目
標に据えて、事業計画⽴案、事業調整、事業実施、まち
の管理等を⾏っていくことに挑戦してみてほしい。 

本地域のまちづくりにあたっては「環境モデル都市」の実現に向けた「風の道の確保」、
「⽔と緑のネットワークの形成」とともに、「環境に配慮した多様な取組」を⾏うことと
しており、その 1 つとして、広幅員の歩道・自転⾞道など環境整備による、歩いて楽し
い快適な歩⾏者ネットワークの整備促進に、公⺠相互の協⼒のもと取り組んでいきます。 
 また、これらの取組を実現するにあたっては、まちづくりを牽引する優先整備地区を中
⼼とした整備について、計画段階から運営段階まで⼀貫した⽅針のもとに調整し、計画的
なまちづくりを進めていきます。 

32 
84 
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意⾒（概要） 対応⽅針 ⾴ 

風の道への配慮や下⽔熱等未利用エネルギーの活用、
環境配慮事項を開発者に求める際の優遇措置あるいは規
制はどのようなものか。 

東京都では、例えば、再開発等促進区を定める地区計画を定める場合は、区域環境の整
備、改善、向上に資する供給処理施設等施設計画については、計画内容や整備⽔準に応じ
た評価を⾏い、容積率を設定するなどしています。 
 また、本地域内の⼀定規模以上の大規模建築物については、環境確保条例にもとづく環
境配慮計画書制度の評価基準の段階 3 を目指すよう誘導していきます。 

26 

地元地権者の開発利益とガイドラインで目指す将来像
が相反した場合、⾏政と開発者、地権者等関係者による
話し合いにより、折衷案を⾒出すといった調整は可能か。 

基本計画及び本ガイドラインに基づき、「環境モデル都市」「千客万来の都市」「東京
サウスゲート」の実現に向けて、開発者等関係者の協⼒を得ながら、本地域内で⾏われる
開発を誘導していきます。 
 「10 年後の東京（平成 18 年 12 ⽉）」においても、「世界⼀環境負荷の少ない都市」
の実現を目指すこととしており、都市開発における環境への配慮は今後、必要不可⽋であ
り、法⼈・個⼈問わず、社会的責務としてご理解・ご協⼒いただけるものと考えています。 

1 

（３）千客万来の都市づくりについて 
意⾒（概要） 対応⽅針 ⾴ 

商業地（近隣商業地を含む）と住宅地の調和、用途地
域の変更に伴う旧来の⽊造低層住居と中・⾼層マンショ
ン等との納得の⾏く共存が図られるよう、配慮すべきで
ある。 

ガイドラインにもとづき、「環境モデル都市づくり」における「風の道の確保」や「⽔
と緑のネットワークの形成」等、様々な環境への配慮や良好な景観形成により、地域全体
で調和のとれた快適な市街地の形成を誘導していきます。 

34 
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意⾒（概要） 対応⽅針 ⾴ 

住⺠が⽇用品を購⼊できる店など⽣活利便性の向上を
図ってほしい。 

ガイドラインにもとづき、本地域の将来像の 1 つである「千客万来の都市づくり」に
あたって、多様な⼈々の⽣活空間にふさわしく、⽣活利便施設など⽣活インフラの充実に
よる便利で快適な居住空間と、⽔辺など賑わい空間の形成などにより地域にふさわしい
「居住の空間づくり」を誘導していきます。 
 例えば、新たな土地利用等に対応した利便機能として、多様な⼈々の⽣活空間にふさわ
しい、⽣活⽀援型の商業施設の導⼊を図っていきます。 

33 

観光客が訪れるようなショッピングモールやグルメモ
ールの⽴地を誘導してほしい。 

ガイドラインにもとづき、本地域の将来像の 1 つである「千客万来の都市づくり」に
あたって、国際交流拠点としてアフターコンベンション環境（滞在者にくつろぎと快適さ
を提供するホスピタリティ機能や飲⾷・遊び・買い物などを楽しめる場など）の充実が図
られるよう誘導していきます。 
 例えば、運河沿いには⽔辺に開かれた商業施設の誘導を図るとともに、⽔辺に開かれた
居住環境の形成を誘導していきます。 

33 
34 

（４）東京サウスゲートの形成について 
 ① 道路について 

意⾒（概要） 対応⽅針 ⾴ 

今回のまちづくりとあわせて、国道 15 号を歩⾏者や
自転⾞、緑の機能を確保してほしい。 

国道１５号の整備にあたっては、東京サウスゲートにふさわしい道路空間となるよう道
路管理者である国土交通省と調整をしていきます。 

50 
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意⾒（概要） 対応⽅針 ⾴ 

道路の新設、改良に当たっては、住⺠の環境と利便性
の両⽴を優先するとともに、通過交通を排除するような
ソフトも合わせた道路交通の円滑化を図るべきである。 

東⻄連絡性の強化・改善や渋滞解消を図る環状 4 号線・東⻄連絡道路をはじめとする
都市基盤施設の整備により、道路交通が円滑化し、自動⾞の旅⾏速度の向上により大気汚
染物質の軽減効果が期待されます。 
 あわせて、CNG やバイオディーゼル燃料等を利用した環境配慮型交通システムも視野
に⼊れつつ、円滑な地区内移動を⽀援する⼩〜中量需要の地区内交通システムの整備を交
通事業者に働きかけるとともに、歩⾏者ネットワークや自転⾞道の整備により過度に自動
⾞に依存しないまちづくりを進めていきます。 

32 

東⻄連絡道路よりも、区部における都市計画道路の整
備⽅針で優先整備路線に位置づけられた環状 3 号線及び
4 号線の整備を促進すべきである。 

環状 3 号線については、本ガイドラインの対象区域内ではありません。 
環状 4 号線については、区部を連携するネットワークを形成し、都市機能を⽀えるとと
もに、主要ターミナルと⼀体となった開発など、広域的な拠点の整備に資する道路として、
平成 27 年度までに事業着⼿していきます。 

51 

② 地区内交通システムについて 
意⾒（概要） 対応⽅針 ⾴ 

住⺠が急増している港南 3・4 丁目を含めた地区内交
通システムの整備対象地区を⽰してほしい。 

港南地区などの土地利用転換・開発の動向に応じ、利用需要等を踏まえ、地域の利便性
の向上に資するような地区内移動の円滑に資する地区内交通システムの整備を誘導して
いきます。 

57 
58 

地下鉄南北線を⽩⾦⾼輪駅から、港南地区・天王洲地
区を経由して大井町駅まで延伸し、東急大井町線と相互
接続してほしい。 

東京圏における鉄道を中⼼とする交通網の整備については、平成 12 年 1 ⽉の運輸政策
審議会答申第 18 号が基本となっており、ご提案の路線については、この答申に位置付け
られておりません。 
 なお、港南地区などの土地利用転換・開発の動向に応じ、利用需要等を踏まえ、地域の
利便性の向上に資するような地区内移動を円滑にする地区内交通システムの整備を誘導
していきます。 

32 
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意⾒（概要） 対応⽅針 ⾴ 

東⻄⽅向の連絡性を改善・強化する交通基盤は必要で
ある。 
 地上交通はもとより、地下交通、⽔上交通、緊急時対
応の航空機、ヘリコプター対応等、危機管理上の基盤整
備の⾯からも大変重要な拠点である。 
 都市基盤施設の整備について、具体的に⺠間側から提
案できるのか。 

本地域の都市基盤施設の整備は、今後の大規模開発等と連動させながら整備を図ること
が、空間的制約、事業調整等の点から効果的です。このため、優先整備地区に⾒込まれる
大規模地区開発等とも関連させながら都市基盤整備を進めるものとし、⺠間開発事業に係
わる都市基盤整備等の事業調整については、公⺠相互に調整を図っていくこととしていま
す。 
 地区交通基盤の整備としては、港南地区の土地利用転換や周辺開発の動向に応じた新た
な交通需要が想定されることから、地域の利便性の向上に資するような地区内移動の円滑
化に資する地区内交通システムの整備や、地区外との交通連携を可能とし観光等にも資す
る⽔陸の交通拠点の形成を誘導していきます。 
 また、徒歩での地区内移動については、円滑に移動できる歩⾏者ネットワークの骨格形
成・強化を周辺開発と連携を図りながら誘導していきます。 

57 
58 
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③ その他 
意⾒（概要） 対応⽅針 ⾴ 

鉄道、道路といった都市基盤施設の整備は国・都の責
任で⾏ってほしい。地元のホテルや企業を巻き込み、住
⺠参加のもと責任を企業に転嫁しないでほしい。 

本地域については、東京サウスゲートの形成に必要な機能の導⼊や空間づくりを進めて
いくため、東⻄連絡性の強化・改善とともに、品川駅⻄⼝の顔づくりにより、機能性・利
便性の⾼い快適な交通結節点整備を誘導することが必要です。 
 品川駅⻄⼝駅前広場など主要な都市基盤施設については、整備に必要な空間の確保な
ど、多くの関係者とともに様々な課題を解決していく必要があるため、今後の大規模開発
等と連動させながら整備を図ることが、空間的制約、事業調整等の点から効果的です。 
 そのため、ガイドラインでは、優先整備地区に⾒込まれる大規模地区開発の計画段階か
ら、事業⼿法や整備主体、費用負担について関係者と調整し、公⺠相互の協⼒のもと進め
ることで、東京サウスゲートの形成を図っていきます。 

58 

品川駅コンコースを整備してほしい。 
・在来線改札⼝から港南⼝まで動く歩道の設置 
・港南⼝⽅⾯に在来線改札⼝の新設 

品川駅のコンコース及び自由通路については、鉄道事業者が管理しています。 
寄せられた意⾒については、両者に伝えていきます。 

－ 

港南 4 丁目のマンション（WCT（ワールドシティタワ
ーズ））居住者向けのシャトルバスの乗り場を品川駅港
南⼝に近接に設置してほしい。 

周辺開発の動向に応じ、利用需要等を踏まえ、地区内交通システムの整備を誘導してい
きます。 
 また、シャトルバスの乗降場所については、運⾏者である WCT にお尋ねください。 

－ 
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（５）優先的に整備を図る地区について 
意⾒（概要） 対応⽅針 ⾴ 

品川駅北周辺地区側に芝浦⽔再⽣センターの再⽣⽔を
利用して運河のネットワークの範囲拡大を⾏い，同地区
についても親⽔性の⾼いまちづくりを目指すことを打ち
出してはどうか。 

品川駅北周辺地区については、芝浦⽔再⽣センターの再⽣⽔の計画供給区域内であるこ
とから、今後、開発計画と調整を図り、導⼊効果を勘案しながら段階的整備により供給対
象施設の利用拡大を図って⽣きます。 
 また、近傍の⾼浜運河に⽔陸交通拠点機能を形成していくため、品川駅北周辺地区から
の歩⾏者ネットワークの整備など、親⽔性のある開発を誘導していきます。 

60 

ホテル・コンベンションセンター・歩⾏者デッキ等近
代建築物や基盤が整備される品川駅⻄⼝周辺地区と歴史
が重複する⾼輪周辺地区の調和は大変重要である。 
 品川駅⻄⼝地区の開発について、⺠間デベロッパーか
ら提案できるのか。 

品川駅⻄⼝地区については、再開発される際にはガイドラインに沿って、隣接地域に配
慮しつつ、集約的に⾼層化しながら広い空地、緑地を確保し、大規模緑地を形成するエリ
アとなるよう、土地所有者等関係者を誘導していきます。 
 ⺠間デベロッパーによるご提案は、⺠⺠の企業活動の⼀環と思われることからも、まず
は土地所有者等関係者へお願いいたします。 

62 

品川駅⻄⼝地区に⾼輪 4 丁目 8･9 番街区を編⼊しない
でほしい。 

当街区は、本まちづくりガイドラインでは品川駅⻄⼝地区に編⼊されておりません。 62 

芝浦⽔再⽣センターの上部利用にあたっては、緊急
時・災害時の防災機能といった重要な機能を有する必要
がある。 
 また、住宅の利用は適当でないと考えられる。 
 芝浦⽔再⽣センターの上部利用については、用途の緩
和を考えているのか。⺠間側から提案できるのか。 

芝浦⽔再⽣センター地区については、主要な風の道への配慮など、環境モデル都市形成
の中核的な役割を担う拠点として、都市開発諸制度を活用しながら下⽔道施設の再構築と
あわせた上部利用を図っていきます。 
 また、運河アクセス等に恵まれた⽴地条件を活かし、広域的な集客機能や⽔陸交通拠点
の形成を図るとともに、都市型観光・⽂化の拠点形成、地域経済の活性化、地区内環境と
景観の向上に寄与する公園機能の拡充などにより、まとまった公園・緑地空間の確保を図
っていきます。 
 なお、上部利用については、⺠間活⼒の導⼊も含めて検討中です。 

64 
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（６）計画監理について 
意⾒（概要） 対応⽅針 ⾴ 

コミュニティが維持され、⽇頃から住⺠が安⼼して明
るく暮らせるまちづくりを進めてほしい。 

ガイドラインにもとづき、本地域の将来像の 1 つである「千客万来の都市づくり」に
あたって、多様な⼈々の⽣活空間にふさわしく、便利で快適な居住空間と⽔辺など賑わい
空間からなる「居住の空間づくり」を誘導していきます。 
 また、地域で様々な整備が進むことにより、都市機能が更新され、地域の魅⼒や価値が
創出されていくことから、地域全体の価値の維持や創造を図り、地域が成熟するよう、自
主的に計画監理を進め、まちづくりをリードする地元まちづくり組織等の設⽴・育成を図
っていきます。 

84 

完成した時が⼀番良い建築空間と時間経過により育ま
れる緑環境をどのようにして整合を図っていくのか。 

本地域においては、ガイドラインにもとづき、地域の骨格としてまちづくりを牽引する
優先整備地区を中⼼とした整備について、まちづくりの計画段階から運営段階まで⼀貫し
た⽅針のもとに調整し、計画的なまちづくりを監理していきます。 
 具体的には、都・区や開発者等との計画協議や地元まちづくり組織等による自主管理を
通じて、市街地整備や施設の維持管理、都市機能の⽴地、地域の価値創造等が、本地域の
将来像である「環境モデル都市」「千客万来の都市」「東京サウスゲート」の実現に向け
て⾏われているかどうかを監視し、促進されるよう、まちづくりを誘導していくこととし
ています。 
 建築物のライフサイクルと緑等の充実には時間的な差がありますが、まちの熟成の過程
においても、適時適切な誘導を図っていきます。 

84 
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（６）その他 
意⾒（概要） 対応⽅針 ⾴ 

地震の活動期や地球温暖化に伴う地震・⾼潮・津波等
の自然災害に対する検討の視点も考慮しておくと良いと
思う。 

震災や風⽔害等自然災害に対しては、災害対策基本法に基づく地域防災計画を策定する
とともに、毎年検討を加え、必要があると認めるときは、最近の災害から得た教訓等を踏
まえ、都⺠、都議会等の各種提⾔を可能な限り反映することとしています。 
 ご指摘の点については、ガイドラインの運用にあたって、地域防災計画等災害対策に関
する上位計画と整合を図っていきます。 

－ 

⽼朽建物やガラスのビルへの地震対策を促進してほし
い。 

東京都では、耐震改修促進計画（平成 19 年 3 ⽉）に基づき、昭和 56 年 6 ⽉以前に建
築された⼾建住宅をはじめ、緊急輸送道路沿道建築物や防災上重要な公共建築物及び⺠間
建築物で多数の⼈が利用する⼀定規模の建築物（特定建築物）等の耐震化を図っています。 

都では、⽊造住宅の安価で信頼できる耐震改修⼯法・装置の展覧会を開催して耐震化の
普及啓発に努めるほか、防災都市づくり推進計画に定められた防災上、地域の危険が⾼い
整備地域については、補助⾦制度を設けるなど、各区と連携して耐震化の促進に取り組ん
でいます。 
 また、不特定⼜は多数の⼈が利用する特殊建築物等について、構造や防⽕避難施設、建
築設備等の不備などにより大きな災害を招くことがないよう定期的な報告を義務付けて
いるほか、建築物防災週間等において建築物の防災意識の向上といった啓発活動も⾏って
います。 
 今後も、関係機関と協⼒しながら、災害等に対して安全で安⼼して暮らせるまちづくり
を進めるため、建築物の防災や耐震化への様々な取組を引き続き実施していきます。 
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意⾒（概要） 対応⽅針 ⾴ 

港南 5 丁目を含めた整備計画を推進してほしい。 港南 5 丁目は、大部分が臨港地区に指定されるなど港湾機能と物流施設の⽴地を中⼼
としていることから土地利用の転換を想定していないため、基本計画や本ガイドラインの
対象区域としていません。 
なお、本地域の風上に位置することから、P14 に⽰すように都景観条例により風の道の
確保が図られるよう誘導していきます。 

－ 

⾷⾁市場を移転して、跡地を本地域の将来像にふさわ
しい公園や⽂化施設等を整備するなど、有効活用してほ
しい。 

⾷⾁市場のイメージアップを図り、開かれた市場へ変
わることで、本地域の商業機能の中⼼的な役割を果たせ
るようにしてほしい。 
イメージアップのための⽅法案 
・⾷⾁市場まつりを毎⽇開催する 
・良質でおいしい国産のお⾁をどこよりも安く買える場 

所にする 
・有名な焼⾁店のフラッグシップ店を誘致し、⽇本で⼀ 

番おいしい⾁がいつでも⾷べられる場所にする 

⾷⾁市場については、都⺠に安全な⾷⾁を提供する重要な施設として、本ガイドライン
の趣旨を踏まえ、周辺地域との調和に配慮しながら運営していきます。 

－ 
 

大森駅前の整備をしてほしい。 大森駅及びその周辺地域は、本ガイドラインの対象区域ではありません。 － 
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意⾒（概要） 対応⽅針 ⾴ 

都⼼・副都⼼等の整備により、他の既成市街地で衰退
する地区を⽣むことにならないか。 

新しい東京の都市づくりビジョンで目指す都市構造である「環状メガロポリス構造」は
多機能集約型の都市構造であり、中核拠点として都⼼・副都⼼に加えて新拠点を位置づけ
ています。これらの中核拠点は、これまでのような階層的な関係ではなく、それぞれが個
性ある特徴を⽣かし、発達した公共交通ネットワーク等を通じて、相互に機能分担・連携
しながら、⾸都としての東京の中⼼的な役割を担い、国際的ビジネスセンター機能や都市
⽂化を⽀えていくものです。また、中核拠点の周辺では、地域特性に応じ、居住機能も含
む多様な機能が活気を⽣む複合市街地が形成されます。 
 以上により、都⼼・副都⼼等の位置づけにおいて各々役割分担をもたせながら、バラン
スのあるまちづくりを進め、世界をリードする魅⼒とにぎわいのある国際都市東京を実現
していきます。 

－ 

今後、⼈⼝が減少し、超⾼齢化する⽇本における都市
政策の本質を総括してほしい。 

東京都では、「10 年後の東京（平成 18 年 12 ⽉）」において、少⼦・⾼齢化社会のな
かでも活⼒ある都市・東京の実現を目指し、実効性のある政策を複合的に講じていきます。 
本地域においては、こうした上位計画と整合を図りつつ、職住遊の都市機能配置のバラン
スにも配慮し、今後の超⾼齢社会においてもまちとして機能する土地利用を想定し、今後
の都市づくりのモデルとなる「環境モデル都市づくり」など先進的で快適な都市の実現を
図ります。 
 また、多様な⼈々の⽣活空間にふさわしく、バリアフリー化、サイン等のピクトグラム
化、ユビキタス等先端技術の導⼊によるユニバーサルデザインなまちづくりを推進してい
きます。 

－ 

 


