
  

 

 岩見良太郎 

 

川崎市の都市計画行政のあり方に

関する調査研究 
 

小杉駅周辺の超高層ビル群 

岩見作 

2013 年（平成 25 年）９月 



1 
 

はじめに 

 

本報告書は 2012 年 10 月に日本共産党川崎市会議員団より委託を受けた研究の成果をと

りまとめたものである。 

本研究の課題は、川崎市の都市計画の問題について考察し、追究すべき新たな方向性を

探究することである。考察の中心は、小杉駅周辺開発の問題であるが、その背景をなす、

川崎市における開発戦略－都市計画の基本的特質についても把握につとめた。 

 本報告書は、大きく３つのパートから構成されている。 

「第Ⅰ部 川崎市における開発戦略と都市計画」では、川崎市の成長戦略－開発戦略－都

市計画という基本線において、川崎市における都市計画の動向と特徴を分析するとともに、

こうした戦略が生み出し、ないしは加速化させている、地域の衰退と格差拡大の問題をい

くつかの指標によって、その実態とともに明らかにした。 

次に、「第Ⅱ部 小杉駅周辺開発に見る都市計画の問題点」では、小杉駅周辺地域の開発

に焦点を当て、まさに、それが大企業主体の開発・都市計画であることを具体的に明らか

にするとともに、それが引き起こしている地域破壊・地域衰退の実態を、いくつかの側面

から明らかにした。 

なお、小杉駅周辺地域の開発において、中心的都市計画手法として採用されている再開

発等促進区については、小杉町二丁目地区の事例に則しながら、開発企業が受ける受益と

都市環境向上への貢献の不均衡という、都市計画上の不公正さを、川崎市における制度運

用の実態に即して具体的に考察した。 

最後に、「第Ⅲ部 川崎市都市計画が目指すべき新たな方向」では、以上の分析をふまえ、

川崎市の都市計画は軌道修正が求められていること、とりわけ、人口減少・高齢化社会と

いう右肩下がりの時代の到来を考慮するとき、その軌道修正は差し迫った課題であること

を明らかし、その新たなまちづくりの基本的方向性を提示するとともに、制度的改善につ

いて、住民参加手続きを中心に提案をおこなった。 
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第１章 

 第１章 川崎市の都市化の進展と地域構造の変容 

○本研究では、ニュウーフロンティアが開始される 2005 年以降における川崎市の都市計画

を中心的に考察する。しかし、ここでは、それに先行する６０年代の高度経済成長以降の

川崎市の都市発展をいくつかの指標によって概観する。現在の川崎市における都市及び都

市計画をその歴史的発展の文脈の中に位置づけ、考察したいからである。 

 

 都市化の動向とその構造変化 第１節

○まず、DID（人口集中地区、人口密度 40 人/ ha 以上の地域）によって、都市化の進展

の状況をとらえよう。 

1960～2010 年の半世紀にわたるＤＩＤの拡がりの変化を 10 年刻みでとらえたのが図表

１－１である。 

○同図から読み取れるように、1960 年以降、多摩丘陵の開発を中心に進展してきた川崎の

市街化は 1980 年でほぼ終了している。DID が川崎市のほぼ全域を覆うに至り、その後、Ｄ

ＩＤの面積の拡張はほとんどみられないからである。川崎市の都市発展は、1980 年を境に

図表 １-1  人口集中地区の展開 

 
資料：「国土数値情報 人口集中地区データ」（原資料「国勢調査」）各年度版より作成 
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川崎市の都市化の進展と地域構造の変容 

構造変化が見られると言えよう。 

○ここで、ＤＩＤの変化を図表１－２によって、より詳細に見てみよう。このグラフは、5

年刻みにＤＩＤの面積と人口の推移を表したものである。 

 

 
 

このグラフで注目すべきはＤＩＤ人口の変化である。確かにＤＩＤの面積は、この図で

も 1980 年まで、急速度で増大している。しかし、ＤＩＤ人口でみれば、急速な伸びが見ら

れるのは、1970 年までで、以降、速度は顕著に衰えていくのがわかる。面積でみれば、1980

年が、人口でみれば1970年が都市化の構造変化の起点をなしているわけである（ちなみに、

1971 年は川崎市が政令指定都市になった年である）。1970 年までは、ＤＩＤ面積、人口の

いずれもが急速に膨張し、都市は外延的に急速に発展する。1980 年以降は、面積・人口い

ずれも増加速度が衰え、しかも面積よりも人口が相対的に大きな伸びを示す。人口の増加

は、土地利用の高度化によっても吸収されていくわけである。 

○以上から、川崎市における都市発展は、大きく、1960 年～1970 年の都市の外延的拡張（都

市化の時代）、1980 年～の都市の内包的発展（都市成熟の時代）、そして、その中間の 1970

年～1980 年は都市化から都市成熟の時代に向かう移行期に区分できよう。 

図表 １-2 人口集中地区の面積と人口の推移 

資料： 「国勢調査」各年度版より作成 
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第１章 

なお、都市化の時代は、60 年代以降の高度経済成長の時代に対応する。移行期は、1973

年のオイルショックを契機とした低経済成長時代への移行期に重なる。また、高度経済成

長時代の急激な都市の無秩序拡大を抑えるため、制定された新都市計画法（1968 年）が、

実行に移されていく時期とも重なる。なお、同法にもとづき、神奈川県において、はじめ

て、市街化区域と市街化調整区域の区域区分、いわゆる線引きがなされたのは 1970 年であ

る。 

○80 年代以降の都市成熟時代はさらに、３つの時代に区分されなければならない。各時代

において、かなり大きな都市計画上の変化がみられるからである。 

その第１は、中曽根都市ルネッサンスによって新たに開始された都市計画の民活規制緩

和の８０年時代である。この民活規制緩和の潮流は以後もますます強化されていくので、

民間規制緩和の初動期といえる。第Ⅰ期と呼ぼう。この民活規制緩和によってもたらされ

た地価狂乱・バブル崩壊によって引き起こされた、経済沈滞の９０年代（第Ⅱ期と呼ぼう）

である。ちなみに、この時代は都市計画の規制緩和制度が拡充されると共に、さらにきめ

細かく整備されていく時代である。そして、2000 年以降が第Ⅲ期。小泉構造改革を皮切り

に、新自由主義的構造改革が強力に推進されていく時代である。 

本研究で考察の中心をなす 2005 年以降の都市計画は、新自由主義的な構造改革が進展し

ていく第Ⅲ期に属する。 

 

 産業構造―土地利用構造の変容 第２節

○上記の時代区分を踏まえ、各時代の土地利用変化を見るため、データが入手できる、1974、

1979、1989、2000、2005 年において、各時点における土地利用の現況を示すと図表１－

３～図表１－５のようになる（ただし、2000 年、2005 年については図の掲載を割愛した。

データの精度が大きく向上したために、A4 の大きさに収めることができないからである）。 

1979 年から、2005 年まで、山林・田・畑が急速に減少し、宅地（住宅、商業、工業）及

び公共公益用地（道路・公園）が増大している様子がよみとれる。 

○より正確に、土地利用の変化を見るために土地利用ごとに面積を集計し、土地利用構成

比の推移をグラフに表現してみた。図表１－６がそれである。 

 この図表から、さらにわかるのは、住宅的土地利用では、中高層住宅用地の伸びが大き

いこと、さらに商業・業務用の土地利用が急速に進んでいることである。工業的土地利用

は、それほど顕著ではないが、減少傾向にあるといえる。 

○こうした川崎市における土地利用の構造変化の背後には、その産業構造の変容がある。 

図表１－７は、事業所数ベースで産業構造の変化をみたものである。全体として９０年代

以降、事業所数は減少傾向にある。産業の業種の内訳でみれば、川崎市の産業の中核を担

う製造業は確実に減少傾向にある。臨海部や内陸部の工業用地の都市的土地利用への転換

となって現れている。 
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川崎市の都市化の進展と地域構造の変容 

 

 

図表 １-3 土地利用（1974 年） 

図表 １-4 土地利用（1979 年） 

 

資料：国土地理院「細密数値情報（１０ｍメッシュ土地利用）」首都圏、各年度版。 
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第１章 

 

図表 １-5 土地利用（1989 年） 

図表 １-6 土地利用構成比の推移 

注．１．1974～1989 年と 2000～2005 年のデータは作成方法・精度が異なるので、正確

な比較はできない。 

  ２． 1974～1989 年における各土地利用面積は、それぞれのメッシュ数をカウント

し、それに 100 ㎡を乗じて求めた。2000～2005 年については、各土地利用毎

にポリゴンの面積を求め集計した。 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

1974 1979 1989 2000 2005

河川・湖沼等
その他の公共公益施設用地
公園・緑地等
道路用地
商業・業務用地
中高層住宅地
密集低層住宅地
一般低層住宅地
工業用地
空地
造成中地
畑・その他の農地
田



 
 

 7 

 

川崎市の都市化の進展と地域構造の変容 

 

また、卸・小売業も減少傾向が目立つ。その他の産業の増加が、これを補うことになるが、

不動産業以外、それほど明確な伸びを示しているわけではない。事業所数で見る限り、川

崎市においては、産業構造の変化と土地利用構造の変容の関係性はやや不明瞭であるとい

える。 

 

 

  

 

図表 １-7 業種別事業所数の推移 

 

 
 

資料：「事業所・企業統計調査」各年度版（2012 年については、「経済センサス」）より作成 
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第２章 

 第２章 川崎市における開発戦略と開発動向 

 川崎市の成長戦略と開発戦略 第１節

１． 産業構造の変化と成長戦略 

○川崎市の成長戦略の背景には、その産業構造の変化がある。まず、それを簡単に見てお

こう。 

たとえば、田中隆之氏は、『川崎都市白書 : イノベーション先進都市・川崎をめざして』

（専修大学社会知性開発研究センター/都市政策研究センター、2009.3、以下、『都市白書』

と略記）において、産業構造に係るいくつかの指標を分析し、川崎市における産業の構造

変化について次のように、まとめている。 

 

川崎は、大都市としてはきわめて特種な産業構造を持っていた。すなわち製造業が中心で

あり、さらにその中でも、組み立て加工型・重工業（電気機械）と素材型・重工業（化学・

石油精製・鉄鋼）への特化度が高かった。典型的な大都市は、製造業は産業の中心になく、

しかも製造業内の業種としては、組立加工型・軽工業、とりわけ「その他製造業」（衣服・

身回品、製材・木製品、家具、出版・印刷、皮革・皮革製品、ゴム製品）や、組立加工型・

重工業に属していても、金属製品、精密機械など、比較的「軽め」のものに特化している

から、川崎の産業構造が都市としてはいかにユニークであったかがわかる。川崎は、この

構造から急激に転換しつつある。製造業への特化度がどんどん低下し、その内実として、

組み立て加工型・重工業（電気機械）への特化度が急低下している。（前掲、『都市白書』、

３７頁） 

 

 

図表 ２-1 川崎における産業の構成費 

 
  出所：専修大学社会知性開発研究センター/都市政策研究

センター『川崎都市白書 : イノベーション先進都

市・川崎をめざして』2009.3
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川崎市における開発戦略と開発動向 

川崎市の産業構造は、製造業の比重が大きく、しかも、組み立て加工型・重工業（電気

機械）と素材型・重工業（化学・石油精製・鉄鋼）といった、重厚長大型の産業に特化し

ていた点にユニークさがあるが、現在、そこから大きく転換しつつあるという認識である。 

○では、どのような方向に転換しつつあるのか。『都市白書』は、川崎市の「新総合計画 

川崎再生フロンティアプラン」（以下、「フロンティアプラン」と略記する。また、引用は、

第３期実行計画（計画期間〔2011～2013 年度〕の取組）からのものである）をより直裁に

代弁して次のよう語っている。 

 

このように工業都市川崎は、日本を代表する大企業から中小・ベンチャー企業まで、研究

開発機能が優位した、知識集約都市川崎へと大きく変貌している。この背後には、すでに

1980 年代半ばより、工業都市から知識集約型産業都市への転換を掲げた川崎市の産業政策

の推進があり、その象徴として、研究開発型ベンチャー企業の創出を目指した日本で 初

のサイエンスパーク（神奈川サイエンスパーク）の設立をあげることができる。まさしく

イノベーション・クラスターの核としてのサイエンスパークの概念を日本でいち早く導入

し、その建設をなしたのが工業都市川崎であった。さらに高度成長期における公害対策の

実施による環境制御技術の蓄積、それに続く 80 年代からリサイクル、リユースを目指すエ

コタウンが展開し、現在では地球温暖化に対応した太陽光発電、バイオマス発電など、新

エネルギーのプロジェクトが開始されている。このような川崎市の環境政策と民間企業の

努力によって高度な産業力維持と環境水準の向上の両立を実現して「川崎モデル」として

世界的に注目されている。（『都市白書』、５頁） 

 

そして現在、羽田の国際空港化を起爆とした臨空産業都市として、ヒト、モノ、情報の

交流によって新たに世界に開かれようとしている。臨海がイメージする重厚長大とは正反

対の、高度先端技術産業の可能性が開かれようとしている・・・このように臨海と臨空の

複合体として、世界に類のない高度産業都市川崎を構想することが可能となっている。そ

のためには臨海、臨空が一体となったインフラ整備が求められている。（『都市白書』、６

頁） 

 

○以上のように、川崎市は産業構造の転換の中で、新たな産業フロンティアを、知識集約

型産業、環境産業、生命産業、高度先端技術産業等に求め、その転換を促進するために、

インフラ整備を急いでいるのである。実際、「フロンティアプラン」も次のように記述して

いる。 

 

地域経済を支える中小企業を取り巻く環境も大きく変化しており、世界レベルの競争に打

ち勝つためには、世界市場をめざした新しい技術・商品の開発の取組が求められています。

地域において、先端企業の誘致やイノベーションの推進など、地域経済そのものの産業競
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争力を強化することが重要となっています。 

○ 羽田空港の再拡張・国際化の効果を 大限に活かすため、本市の強みであるものづくり

機能や研究開発機能を発揮しつつ、製造業を主体とした産業構造から競争力のある付加価

値の高い産業構造への転換を図るとともに、世界に通じる川崎発のイノベーションを起こ

せるような環境づくり、しくみづくりを一層推進していく必要があります。 

○ 地球環境と共生する循環型経済社会を実現していくことが全世界的な課題となる中、環

境技術等で世界トップレベルの企業が集積する本市には、低炭素社会の構築に向けて産学

公民連携による環境イノベーションの強化など、地球環境問題における先導的役割を果た

していくことが期待されています。（「フロンティアプラン」、71 頁） 

 

○ちなみに、下記は、 近の新聞記事である。 

 

川崎市の阿部孝夫市長は７日、２０１３年度当初予算案を発表した。一般会計は前年度

当初比０・５％増の５９８４億円とほぼ前年と同規模。市税はリーマン・ショック以前の

水準には戻っていないものの、個人、法人の市民税がいずれも伸び、過去３番目の規模と

なった。依然厳しい財政運営ながら、「新たな飛躍予算」と位置づけ、着実に行財政改革を

推進。保育所受け入れ枠の拡大など子育て環境と京浜臨海部の国際戦略拠点を核とする成

長戦略に重点配分した（『神奈川新聞』、2013 年 1 月 29 日） 

 

○川崎市の成長戦略は、国のそれと呼応しながら、着実に進められつつあるのである。そ

して、こうした新産業を呼び込ための環境づくりを 優先課題として、構想されているの

が、川崎市の開発戦略である。 

 

２． 成長戦略支える開発戦略 

○川崎市の開発戦略は、成長戦略を支えるともに、それによって方向づけられている。成

長－開発戦略として、両者が一体的な戦略を構成しているのである。 

実際、「フロンティアプラン」は、第 3 期実行計画における「基本的な視点」の一つとし

て、「成長戦略を踏まえた取組の推進」をうたい、次のように述べている。 

 

③ 成長戦略を踏まえた取組の推進 

首都圏における立地優位性や羽田空港との近接性、市内企業に蓄積された優れた環境技

術など、本市の持つ特徴と強みを活かし、国際競争力の強化と国際社会への貢献に向けた

取組や、都市としての活力を創出する取組など、本市が持続的に発展していく成長戦略を

踏まえた取組を推進します。（「フロンティアプラン」、13 頁） 

 

まさに「成長戦略を踏まえた取組の推進」の一環をなすのが開発戦略なのである。もう
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川崎市における開発戦略と開発動向 

少し、具体的に見てみよう。 

○成長－開発戦略の核心部分は、「フロンティアプラン」における、次の６つの政策からな

る「基本政策 V 活力あふれ躍動するまちづくり」に集約されている。 

 

１ 川崎を支える産業を振興する 

２ 新たな産業をつくり育てる 

３ 就業を支援し勤労者福祉を推進する 

４ 川崎臨海部の機能を高める 

５ 都市の拠点機能を整備する 

６ 基幹的な交通体系を構築する 

 

すなわち、「環境と産業が調和した持続可能な社会をめざし、首都圏における川崎の地理

的優位性や我が国を代表する先端技術産業の集積数多くの研究開発機関の立地などを活か

して、活力ある産業の創出や臨海部の再生、さらには環境や福祉をはじめとした新産業の

創造・育成など、国際競争力の強化と国際社会への貢献に向けた取組を推進し」、その基盤

づくりとして、「都市拠点や基幹的な交通網」整備をおこなうという戦略である。 

○さらに、「重点戦略プラン」に即していえば、次のようになろう。「重点戦略プラン」と

は、政策を実行していくにあたり、重要性・戦略性の高い施策をとりまとめたものである。

「フロンティアプラン」の第３期実行計画では、下記の９つが掲げられている 

 

プラン１ 安全・安心な地域生活環境の整備  

プラン２ 支え合いによる地域福祉社会づくり  

プラン３ 総合的な子ども支援 

プラン４ 環境配慮・循環型の地域社会づくり 

プラン５ 憩いとうるおいの環境づくり  

プラン６ 川崎の活力を生み出す産業イノベーション  

プラン７ 都市拠点・ﾈｯﾄﾜｰｸの整備と川崎臨海部の再生 

プラン８ 川崎の魅力を育て発信する取組  

プラン９ 市民自治と区役所機能の拡充 

 

○成長－開発戦略に直接関わるのは、プラン６、プラン７であり、両者が一体となって、

戦略の中核部を構成している。それは自ずと、次に紹介するように、大規模・集中の戦略

的開発プロジェクトを導くのである。 
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 開発構想と開発動向 第２節

○川崎市の開発戦略の骨格は、図表２－２に集約される。 

大きく、拠点開発（広域的都市拠点開発、臨海都市拠点開発）とそれらを東京圏と結び

つける広域基幹的交通ネットワークの整備に区分される。両者は一体となって、成長戦略

の主軸である産業フロンティアを開拓するものと期待されているのである。 

 

 

以下、開発戦略の中核を担う巨大開発プロジェクトについて、簡単に概観しておこう。 

 

１． 広域交通ネットワーク 

○主要なプロジェクトは、川崎縦貫道路並びに川崎縦貫高速鉄道の二つである。 

  

【川崎縦貫道】 

○川崎縦貫道は、一般的には、東京－川崎－横浜という放射方向の交通網に対して、川崎

市を縦方向の交通機能を強化する交通プロジェクトとして説明されているが、その位置づ

けはきわめて広域的なものである。 

たとえば、国土交通省関東地方整備局川崎国道事務所・首都高速道路株式会社神奈川建

設局作成のパンフレット「川崎縦貫道路 環境と人にやさしい『道』づくり」は次のよう

に述べている。 

 

 

図表 ２-2 

 

資料：「フロンティアプラン」より作成 
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川崎市における開発戦略と開発動向 

路線の役割 

川崎市は、首都圏における業務核都市として位置づけられており、東京都心や他の核都

市との連携を強化するために、市内の交通網の整備が不可欠となっています。川崎縦貫道

路は、こうした状況に対応し、道路混雑の緩和や住居環境の向上を図りながら、業務核都

市としての機能を充実させるため必要な道路です。また、この道路の整備により市内の各

拠点を相互に連絡し、東京湾岸道路など他の幹線道路と一体となって、広域的な結びつき

を可能にします。 

 

 東京湾岸道路等、首都圏ネットワークと一体化することによって、業務核都市である川

崎と他の核都市との連携、市内拠点を結びつけと広域的な結びつきの強化をはかることを

目的としているという説明だが、より強調されるべきは、それが、首都圏の国際競争力の

基盤づくりの一翼を担っているという点である。「フロンティアプラン」はこの点を明確に

述べている。 

 

(２)交通体系 

本市は、首都圏の中心部に位置しており、首都圏を中心とした人や物の移動を支えるとと

もに、首都圏の国際競争力の強化に向けた交通基盤整備の一翼を担っています。 

その中で、首都圏全体の都市構造の形成や本市の交通機能の強化を図るための広域的な幹

線道路網の整備については、広域連携の活発化や円滑な都市活動、渋滞緩和等に向けて、

高速道路ネットワークの構築に向けた取組を進めます（「フロンティアプラン」、１８頁） 

 

○こうした役割は、川崎商工会議所等が国土交通大臣宛に出した要望書からよりリアルに

読み取れる。 

 

川崎縦貫道路等の早期整備について（要望） 

川崎市は首都圏の中央に位置し、幹線道路ネットワークのクロスポイントを形成すると

ともに、羽田国際空港に隣接する優れた立地性を持つ拠点都市として首都圏機能の強化、

連携を図る上で枢要な役割を担っております。 

ことに、川崎臨海部は東京湾アクアライン、東京湾岸道路、川崎縦貫道路の結節点として、

都市間競争力・国際間競争力時代にあって首都圏に波及する大きなポテンシャルを有して

いる地域です。また、基幹的防災拠点として重要な役割も担っているエリアでもあること

から、災害時における交通機能の確保という観点からもミッシングリンクの早期解消は不

可欠です。 

しかしながら、臨海部産業構造の変化に起因した東京湾岸道路、川崎縦貫道路などの幹

線道路の整備は進展せず、東京湾アクアラインとともに形成する首都圏交通機能を十分に

発揮できる状況に無いことから、羽田国際空港ハブ化及び京浜３港連携プロジェクトの経
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済的効果実現を阻害しており、臨海部を始めとした基幹企業、中小企業、団体から不満の

声と施策の遅れを厳しく指摘する声が多く聞かれます。 

つきましては、一刻も早くミッシングリンクを解消し、国際物流拠点強化、災害時緊急

輸送及び迂回機能の強化、環境改善、新産業誘発など多様な効果を生む次の３点の幹線道

路整備事業にご高配賜りたくお願い申し上げます。（2011 年 7 月 25 日） 

 

○川崎市は、「川崎臨海部は東京湾アクアライン、東京湾岸道路、川崎縦貫道路の結節点と

して、都市間競争力・国際間競争力時代にあって首都圏に波及する大きなポテンシャルを

有している地域」であり、したがって、首都圏ネットワークと結びつく川崎縦貫道路（及

び羽田連絡道路）の整備は、「羽田国際空港ハブ化及び京浜３港連携プロジェクトの経済的

効果」を引き出す、というわけである。 

○川崎縦貫道路は、1990 年、バブルの頂点の時期に、川崎区富士見 1 丁目から浮島町まで

を 1 期区間として、都市計画決定がなされた。現在の進捗状況は次の通りである。 

 

川崎縦貫道路事業は、川崎浮島ジャンクション～国道１５号間の約 8.4ｋｍをⅠ期区間とし

て、一般部を川崎国道事務所が、自動車専用部を首都高速道路株式会社が整備を行ってい

ます。また道路整備に合わせて共同溝を整備し、ライフラインを収容することで都市の防

災性、安全性を高めます。浮島ジャンクション～殿町出入り口間の整備は既に完了し、自

動車専用部においては平成２２年１０月までに浮島ジャンクション～大師ジャンクション

間を供用しています。 

Ⅱ期区間（国道 15 号～東名高速間約 14km）については、都市計画に向けた調査を進めて

います。（国道事務所 HP） 

 

○ところで、問題は、その実現にかかる膨大なコストである。はたして、それに見合うだ

けの効果はあるのか。「事業概要及び事業評価【再評価】－高速川崎縦貫線－」（２１年度）

は、つぎのような再評価をおこない、事業継続のゴーサインを出している。 
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川崎市における開発戦略と開発動向 

図表 ２-3 高速川崎縦貫線の費用対効果分析 

 

出所：「事業概要及び事業評価【再評価】－高速川崎縦貫線－」（21 年度） 

 

○費用は上記のような金額で納まるか、きわめて疑問であるが※、ここでは問わないことと

し、その効果をみてみよう。 

 

※首都高川崎縦貫線、２・４キロ残して工事費が底をつく  

「東名高速と東京湾アクアラインを結ぶ、建設中の首都高速道路「川崎縦貫線」の１期区

間（川崎市、７・９キロ）が、あと２・４キロの段階で工事費が底をつき、多額の資金不

足に陥っていることが３日分かった。 

ずさんな事業計画の破たんが原因だが、首都高速道路公団は先月末に行った事業評価でも、

この事実を伏せたまま、抜本的な見直しを先送りしていた。 

地価が高くトンネル工事などで事業費が膨らみがちな大都市の高速道路は、１０月の公団

民営化に向けて見直しが必至の中、不透明な対応が問題になりそうだ。 

川崎線の事業費は、２５％を国と地元自治体が負担、残りを神奈川県区間の首都高速道路

の料金を充てる仕組み。１期分は、着工の１９９１年には２５００億円だったが、耐震・

地盤工事がかさみ、度重なる増額で、２００１年秋、５６８４億円になった。このうち工

事費は３５１８億円で、工事進ちょく率は７９％。用地買収は９９％終了している。 

公団の内部資料などによると、事業の完成にはいまの工事費より１０００億円以上多くか

かり、 終的には４５００億円を上回る見込み。予定の工事費はほとんど執行済みのため、

公団では今後の主要工事の発注を見合わせている。 

これには、公団内部からも、「かつては料金を値上げするなど、利用者へのしわ寄せによっ

て事業費の増大化が許されてきた。しかし、採算性、効率性が厳しく求められる民営化に

向け、準備を進める中で、従来のやり方の限界が露呈した」という指摘がある。 

有識者による公団の事業評価監視委員会では先月、工事の残りは「２期の進ちょく状況に

合わせて整備する」などとして、２００８年度完成を目指し「継続」が決まった。しかし、
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将来は国や自治体が税金を使って建設を引き継ぐ公算が大きく、「事業を公団から切り離す

などの見直しが急務」との声が出ている。 

首都公団は「事業費は改めて精査中。資金確保は厳しいが、必要な事業だ」としている。 

川崎線の１期は、３・５キロを供用しているが、接続するアクアラインの利用の低迷で交

通量は予測の半分以下。２期は調査段階。」（『読売新聞』、2005 年 04 月 04 日） 

 

○先の再評価書は、具体的な効果として、①大師出入口（横浜方向）開通効果（浅田出口

を先頭とした速度低下時間の短縮効果等）②東京国際空港（羽田空港）へのアクセス向上

（１０分短縮）③円滑な交通流実現による環境改善（二酸化炭素等排出量の削減）を上げ、

さらに、便益を走行時間短縮、走行経費減少、交通事故減少に区分し、便益計算している

が、こうした計算にどれだけ説得力があるか、大いに疑問である。首都高速道路公団が当

初予測していた殿町～浮島間の自動車交通量 6000 台／日が、２００８年度現在、3800 台

にとどまり、横ばいに推移しているという事実に照らしても、便益分析の信憑性が問われ

るのである。しかも、費用対効果が 1.1 というのはいかにも厳しい。 

○「フロンティアプラン」で、「早期具体化に向けた取組を進め検討」が約束されている二

期計画になるとますます、その必要性は希薄なものとなろう。仮に今世紀半ばに完成した

としても、そのときには人口は、首都圏でもピークの半分になっている。二地点間の交通

量は、その予測の基礎となるグラビティモデルによれば、各地点の集中発生交通量の掛け

算値に比例するからである。乱暴な言い方をすれば、１／２×１／２の１／４になるので

ある。 

 

【縦貫鉄道】 

○『神奈川新聞』（2013 年１月 28 日）は、縦貫鉄道計画が当面棚上げされるにいたったこ

とを次のように報じている。 

 

川崎市は２８日、地下鉄（川崎縦貫高速鉄道）に関する高速鉄道事業会計を閉鎖すると発

表した。３月をめどに、鉄道債を発行して賄っていた約２０億円の借り入れを一括償還す

る。同会計は、新百合ケ丘－武蔵小杉（当初計画は元住吉）間の地下鉄に関して国から許

可が出たことを受け開設された。しかし、着工延期や許可廃止届の提出など、紆余（うよ）

曲折を経てきた。 

  昨年は燃料電池など新技術を導入したコスト削減による整備が検討されたが、「３０年

までには」というめどが示され、地下鉄整備は事実上遠のいた格好。会見で、阿部市長は

「研究には時間がかかる上、（ＪＲ）南武線の立体交差など優先すべき課題もある」と話し、

地下鉄の優先度を下げたことをうかがわせた。 

 

  市の縦貫鉄道担当は「鉄道整備事業基金（111 億円）の取り崩しも視野に一括償還を考
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えたい。新技術による鉄道整備は 長 20 年近くかかる可能性があり、いったん閉鎖する。

時間はかかるが、整備は検討していく」と説明した。 

 

○同紙が言うように、まさに紆余曲折に満ちたものであった。 

2000 年１月に、運輸政策審議会答申で、川崎縦貫高速鉄道（仮称）の新設が承認された

「初期整備区間（新百合ヶ丘～宮前平～元住吉）、営業キロ：15.4km 駅数：10 駅」を皮切

りに、当計画がスタートした。 

しかし、2002 年に「財政危機」宣言が行われるなど、市の財政事情が厳しくなる中、2003

年、事業計画の見直しが行われ、その一環として、市民 1 万人アンケートも実施された。

アンケート結果は、「延期」が 40.0％、「中止」が 32.9％、「続行」は 15.8％に過ぎなかっ

た。これを受け、同年、「5 年程度着工を延期とする市の方針決定」がなされた。 

その後、2005 年、川崎市事業評価検討委員会からの具申意見を踏まえ、「現計画（元住吉

接続）については中止し、路線を一部変更して武蔵小杉駅に接続する計画で、継続して川

崎縦貫高速鉄道線整備事業を推進する」という市の対応方針を決定。しかし、事業費の削

減の目処が立たず、事業化は進まなかった。 

○そこで、2009 年、新技術の導入とそれによる全体事業費の 3 割を目標としたコスト削減

方策などを検討するとともに、事業計画の再検証を行うため、「新技術による川崎縦貫鉄道

整備推進検討委員会」を設置し、新技術、再検討が進められた。 

しかし、2012 年、「新技術による川崎縦貫鉄道整備推進検討委員会」による提言書が提出

され、今回の棚上げ決定にいたったのである。 

「本路線は経営的に収支採算性が見込め、また、費用に対して十分な社会的便益が見込

めることが確認されている」としつつも、「３割削減の目標には届かなかった」ことから、

中長期視点に立って、計画を進めるべきであるというのが答申の主旨である。 

  ちなみに、2008 年度調査によれば、第一期（新百合ヶ丘～武蔵小杉、16.7 ㎞）の事業費

は 4336 億円である。川崎縦貫道のⅠ期区間（8.4ｋｍ）の事業整備費は 7653 億円であった。

㎞当たり事業費で見れば、縦貫鉄道が 260 億円であるのに対し、縦貫道は 911 億円。１：

3.5 である。費用便益費も、1.7：1.1 で、縦貫鉄道の方が整備効果は大きい。中止が、まず

検討されるべきは、むしろ縦貫道であろう。成長戦略の視点から、縦貫道整備に、より大

きな価値付けがなされたのである。  

 

２． 拠点開発 

○広域交通ネットワークを通して、首都圏の経済成長ポテンシャルを効率よく取り込む受

け皿作りとしての大規模拠点形成が目指される。それは、大きく二つに区分される。広域

都市拠点開発と臨海都市拠点開発である。 
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【広域拠点開発】 

○具体的には、川崎駅周辺地区、小杉駅周辺地区、新百合ヶ丘駅周辺地区の整備である。 

しかし、新百合ヶ丘駅周辺地区の整備事業のメニューには、広域都市拠点開発の名に値す

る際だって大きな事業は見られない。北口エレベーターの整備、地区交通環境調査の実施

等といった事業が計画に上されている程度である。小杉駅周辺地区については、次章で詳

しく検討する。 

○ここでは、川崎駅周辺地区の開発について簡単にふれておきたい。 

本地域について、「フロンティアプラン」は、「今後も、羽田空港再拡張・国際化に対応

した都市機能の再編整備の適切な誘導や、広域的な集客機能などを備えた活力と魅力にあ

ふれた広域拠点の形成を推進する必要があります」と述べ、様々な政策メニューを用意し

ている。 

この地域の開発を象徴する開発プロジェクトは、2006 年にオープンした、「市の表玄関を

一新するランドマーク」（『横浜・川崎計画地図』）ラゾーナ川崎であろう。 

11 ㌶に及ぶ東芝川崎事業所跡地を活用し、住宅・商業・業務施設の建設をめざす複合巨

大開発である。プロジェクトの主体は、東芝、東芝不動産、三井不動産である。2004 年に

再開発等促進区の都市計画決定、川崎駅西口地区住宅市街地総合整備事業の承認、民間都

市再生事業の認定がなされ、事業は急ピッチで進められている。すでに、ラゾーナ川崎プ

ラザの他、ラゾーナ川崎レジデンスが完成したが、さらに 2011 年、東芝不動産株式会社か

ら申請のあった、民間都市再生事業計画「（仮称）ラゾーナ川崎Ｃ地区開発計画」が認定さ

れた。同事業は「川崎駅西口堀川町地区地区計画区域内の土地（Ｃ地区）の一部において、

首都圏を対象とした業務核都市にふさわしい都心業務機能を備えた業務施設を建設するも

のである。」 

企業遊休地の活用、民活による開発、大規模複合開発という点において、まさに川崎市

における拠点開発の特性を も象徴的に表現している開発といえよう。 

 なお、川崎駅周辺地域は、都市再生緊急整備地域※に指定されており、ラゾーナ川崎地区

のみでなく、駅の西側、北口・東口で、すでに完成したものも含めて、１０以上のプロジ

ェクトが動いている。 

 

※都市再生特別措置法（2001）にもとづき指定される。同地域には、特別の規制緩和策と

優遇措置が集中される。たとえば、都市再生緊急整備地域においては、企業が都市計画を

提案すると３ヶ月以内に決定し、事業計画を提案すると半年以内に認可しなければならな

いと定められている。スピードアップによる利潤のかさ上げ保証がそのねらいである。ま

た、民間業者による公共施設整備に対する無利子貸し付け、社債発行への債務保証，特別

目的会社への出資，優遇税措置もとられる。さらには，「都市再生緊急整備地域」内で，都

市計画として設けられる開発特区では、既存の都市計画は御破算にすることができ、 大

限の開発自由が保証される。こうして、限定された狭い地域に、供給－需要を集中させ、
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様々な優遇措置を与えることによって開発利益の底上げを保証し、開発・不動産投資のリ

スク軽減をはかるのである。 

先の金融支援と合わせて、こうした都市計画の特別な規制緩和を「都市再生緊急整備地

域」という特定地域に限定したことの戦略的意味は大きい。チジミ社会という、乏しい不

動産需要の下では、このような優遇施策を、一般的に講じても、開発・不動産業の活況を

とりもどすことは難しい。エリアを限定して、そこに他地域の需要をも呼び寄せ、局地的

な需要を「創造」することによって、すなわち、国家による「選択と集中」によって、か

ろうじて再開発を誘発することができるからである。ちなみに、前回の中曽根都市再生で

は、規制緩和一辺倒であり、こうした権力的な補完はなかった。今回の都市再生のポテン

シャルがより低下していることの証左である。都市再生を成立させるためには、国家総動

員的な施策の集中が不可避であったのだ。 

 

【臨海都市拠点開発】 

○『横浜・川崎計画地図』の紹介に見るように、「川崎臨海部再編整備」事業は、まさに、

「フロンティアプラン」の超目玉である。 

 

川崎市では、将来都市像のグランドデザインとして「川崎再生フロンティアプラン」を掲

げています。その骨格となるのが、国の都市再生プロジェクトに位置づけられている「川

崎臨海部再編整備」事業です。これは、陸・海・空に及ぶ大規模・壮大な戦略プロジェク

トです。（横浜・川崎都市政策研究会『横浜・川崎計画地図』、2006 年、58 頁）  

 

○この事業の主要な舞台となるのが、川崎殿町・大師河原地域である。同地域は、すでに、

2002 年、都市再生緊急整備地域の、翌 2003 年には、構造改革特別区域計画（国際環境特

区）※の指定を受けている。また、2011 年 12 月には、「京浜臨海部ライフイノベーション

国際戦略総合特区」※※にも指定された。さらに、2012 年 1 月、都市再生緊急整備地域は、

多摩川リバーサイド地区および塩浜地区を含めたエリアまで大幅に拡大されるとともに、

「殿町地区」が特定都市再生緊急整備地域※※※に指定された。そして、2013 年 9 月にはこ

の地域は、国家戦略特区の指定も確実視されている。国家的施策が何重にも投入され、同

地域は国家的な戦略拠点まで登り詰めてきたのだ。 

 

※川崎市国際環境特区計画の意義・目標は次のように説明されている。 

川崎臨海部では、産業機械の研究開発や製造を幅広く支えることのできる 

優れたものづくり技術の蓄積がある。このような企業の集積のなか、優れた 

環境技術、ロボット関連の研究機関（川崎ラボラトリー）、さらにはＩＴ、ナ 

ノテクノロジーなどの 先端分野について、外国人研究者等の受入れ促進を 

図るための規制の特例の活用、研究施設の誘致などを行いながら、「先端的な 
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研究開発拠点形成」を進めると同時に、既存企業の高度化も含めた「新産業 

の創出」を進めることにより、技術供与などを通じた地球環境保全への国際 

的な貢献を行う地域として、川崎臨海部の再生を目指す。（「市長記者会見 配布資料」）。 

 

※※国際戦略総合特区 

政府の「新成長戦略」（2010 年）で打ち出された、「国の施策の『選択と集中』の観点を 大

限活か」し、「我が国経済の成長エンジンとなる産業や外資系企業等の集積を促進する」ための

特区制度。 

 

※※※特定都市再生緊急整備地域 

これは、「国の成長を牽引するエンジンである世界都市東京をはじめとする大都市について、

国際競争力を強化する」ため、「各種の規制緩和や税制措置、金融措置を総合的に講じる国際競

争拠点特区の創設等を内容とする」（「国交省成長戦略」、2010 年）、特定都市再生緊急整備地域

の強化版ともいえる制度。 

  

○この臨海部拠点開発の姿は、神奈川口構想として描かれている。 神奈川口構想とは、

神奈川県、川崎市、横浜市の連携により策定されたものである。2010 年の羽田空港再拡張・

国際化によって、年間発着枠は、40.7 万回と、1.4 倍になり、アジアなど近距離国際定期

便とともに、欧米などの長距離国際定期便が就航し、羽田空港の利便性が非常に高まって

いる（「フロンティアプラン」、425 頁）という認識にもとづき、その再拡張・国際化の効果

図表 ２-4 京浜臨海部ライフイノベーション国際戦略総合特区 

 

 

 

出所：「京浜臨海部ライフイノベーション国際戦略総合特区 概要」（神奈川県・横浜市・川

崎市） 
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を京浜臨海部や神奈川県経済の活性化につなげるため、羽田側と神奈川側とを結ぶ連絡路

等を整備するとともに、空港の対岸にある川崎市殿町３丁目地区を中核とする地域に、再

拡張・国際化に対応した新たな交流拠点の形成を図ろうとするものである。（神奈川県作成

パンフレット「神奈川口の整備に向けて」） 

 

○神奈川口構想の中核をなすのは、「川崎殿町・大師河原地域」、なかんずく殿町３丁目地

区である。同地区は、ライフサイエンス・環境分野における世界 高水準の研究開発から

新産業を創出する「国際戦略拠点」、イノベーションの創出により、京浜臨海部の持続的な

発展と日本の経済成長を牽引する国際競争拠点「地区名称：KING  SKYFRONT（キング 

スカイフロント）」として、研究機関や企業等の適切な立地が誘導される（「フロンティア

プラン」、426 頁）。 

 

ちなみに、「キング スカイフロント」の名称の由来は、「KING」は「Kawasaki INnovation 

Gateway」の頭文字と「殿町」の地名に由来し、「SKYFRONT」は対岸の羽田空港に面し

ていることを表してい（川崎市 HP）るという。 

○対岸のアジアヘッドクオーター特区（羽田空港跡地、大田区）と合わせて「国家戦略特

区」に指定されれば、いっそう開発が加速されていくに違いない。 

○しかし、それは、ますます、市民の暮らしやすい都市づくりがおろそかにされていくに

つながるであろう。国家戦略特区に象徴される現在の都市づくりの目的は、あげて、「世界

で一番企業が活動しやすいビジネス環境を整備していく」（「日本再興戦略」平成 25 年 6 月）

ことにあるからである。 

○実際、企業支援のメニューは、厚く、広く、いわば、「いたれり、つくせり」の豪華さで

ある。特定都市再生緊急地域の指定で、都市拠点インフラ整備への国の財政支援、都市計

画の規制緩和、民間都市開発プロジェクトへの税制支援、「国際戦略総合特区」で、様々な

規制の特例措置、設備投資促進税制・特区事業環境整備税制（20％課税所得控除）、金融支

援（特区事業必要資金借り入れへの利子補給）、さらに、新たに始まる国家戦略特区では、

企業が活動しやすいビジネス環境づくりのために施策が集中展開されるわけだ。 

○もちろん、こうした国の施策を受けるため、それに連動して川崎市の支援策も集中投入

される。たとえば、「殿町国際戦略拠点キングスカイフロント 企業立地のメリット」をう

たった、川崎市の企業向きパンフレットには、国の助成措置と並べて、市独自の施策がう

たわれている。たとえば、設備投資減税、ライフサイエンス分野の共同研究への助成等、

産業立地促進資金の提供等々である。もちろん、土地区画整理、道路整備等の基盤整備費

についても国の助成に対する市の裏負担は当然、必要になる※。 

○こうした国や自治体の手厚い助成によって、国際的競争力を備えた企業・産業が育って

いくか、それはあくまで、「賭け」である。市は、それを成功させるために、今後、長期に

わたって、膨大な財政支出を積み重ねていくことを自ずと強いられることになろう。しか
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も、たとえ、それに成功しても、「成長の果実の国民の暮らしへの反映」（前掲、「日本再興

戦略」）が実現されていくか、はなはだ疑わしい。はっきり、言えることは、拠点の育成に

集中される財政・政策資源の分だけ、市民生活へのそれが削られることになるということ

である。 

 

※白井久江氏は、先端産業の臨海部誘致のために投入された市費は 300 億円に登としてそ

の実態を克明に報告している。 

「阿部市長が臨海部に「環境技術やエネルギー、ライフサイエンスなどの先端産業開発

拠点の集積をはかる」として臨海部への企業誘致に本格的に乗り出したのは 2008 年。川崎

縦貫道路の代替地として市土地開発公社が先行取得していた水江町の土地（5.6 ㌶）を市が

237 億円で購入。ここで新規事業化する企業に貸与したうえ、市と県の助成（インベスト

神奈川）と助成の併用も認める助成制度「イノベート川崎」（設備投資費の 10％、1 件 大

10 億円まで）まで創設しました。財産条例をわざわざ適用して「固定費」である賃借料も

減額する優遇ぶりです。 

2010 年には、国際戦略総合特区に指定された臨海部・殿町 3 丁目地区のいすゞ自動車工

場だった土地の一部（1.3 ㌶）を都市再生機構から 23 億円で購入。特区構想を先導する中

核機関「実験動物中央研究所・再生医療・新薬開発センター」として活動を開始している

ほか、川崎市の環境総合研究所・健康安全研究所が入居する産学公民連携研究所も運用を

開始しています。また、同地区に隣接する鈴木町の味の素㈱を拠点に進められる医療技術

等事業には税制上の支援措置が取られます。 

新たに特区の中核機関として国立医薬品食品衛生研究所も誘致。移転用地のうち川崎市

取得分 1.7 ㌶を 3 年かけて 30 億 6 千万円で購入し、国に対して無償で貸与することも決め

ました。 

さらに、特区構想の具体化では、 先端の研究開発、実用化の取り組みで国際レベルの

競争優位性を確保するために海外からの研究者、企業等を積極的に誘致し、共同で先端的

な研究開発、交流、情報発信が可能となる環境整備を進め、医療、薬事、入国管理等の規

制緩和、税制優遇、金融支援などを国に求めています。 

川崎市はこうした土地取得だけですでに約 300 億円も投資していることになりますが、

企業誘致するたびに川崎市が土地を購入してやるというスキームを際限なく続けることに

なるうえ、企業誘致が本格化すればインフラ整備だけでどれだけかかるかわからない状況

です。国際戦略総合特区の取り組みにより得られる経済効果について、川崎市が昨年暮れ

に発表した試算では、5 年後の経済波及効果を約 3000 億円、20 年後の雇用創出 23 万人、

市場創出額 14 兆円としていますが、裏付けとなる根拠、資料はほとんどないのです。」（白

井久江「自治体産業政策としては破たんの未来が待っている「京浜臨海部ライフイノベー

ション国際戦略総合特区構想」」、『新かながわ』、2013 年５月１３日号） 
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川崎市における開発戦略と開発動向 

 開発戦略の特徴とリスク 第３節

○前項では、川崎市における開発戦略を実現するための具体的プロジェクトを概観した。

ここでは、そこに体現された開発戦略の特徴とそこに内在するリスクについて整理してお

きたい。 

１． 開発戦略に見る三つの特徴 

ここでは、川崎市の開発戦略の特徴として、以下の３点を指摘しておこう。 

 

【強い首都圏依存】 

○第１の特徴は、開発戦略における強い首都圏依存性である。首都圏に埋め込まれた経済

成長のポテンシャルを 大限活用することによって、川崎市の経済成長をはかっていくと

いう発想である。それをもっとも首尾良く遂行するために、首都圏の開発戦略の動向を見

極めつつ、それと巧みに連動しながら、開発を進めていくという戦略である。したがって、

川崎市の開発戦略は、首都圏の開発戦略に中に位置づけて、はじめて十全にその意義を理

解することができる。開発プロジェクトの意義を説明するために、たとえば、図表２－５

のような絵柄が頻繁に描かれる理由である。これは広域交通ネットワーク整備計画につい

て説明したものであるが、大規模拠点開発についても同様である。 

○もっとも、「フロンティアプラン」は、以上のような戦略的意図をあからさまには表明し

ていない。こうした方向での都市構造づくりを、「広域調和・地域連携型」のまちづくりと

して定式化し、調和的な姿で描い出しているのである。すなわち、それは広域的視点を踏

まえた各拠点の魅力の創出をめざす広域調和型のまちづくりと、市内各地域の自立と連携

をめざす地域連携型のまちづくりをバランスよく進める「広域調和・地域連携型」都市構

造の構築をめざ（「フロンティアプラン」、14 頁）すというわけである。 

 首都圏各市・各地域の間で激しい経済競争が繰り広げられている状況の中で、はたして

調和・連携・自立が実現できるのか、疑問はぬぐい得ない。 
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図表 ２-5 ３環状９放射 

 

出所：「フロンティアプラン」、18 頁 

 

【選択と集中】 

○特徴の第二は、「選択と集中」にもとづく開発戦略である。 

限られた投資財源の中で、首都圏のポテンシャルの引き入れ効果を 大化し、早期に発揮

するためにとられる戦略である。ここに、「選択と集中」とは、「都市機能を効果的，効率

的に集約するために・・・対象となる拠点を適切に選択した上で，関係施策を集中的に導

入する」（「社会資本整備審議会答申：新しい時代の都市計画はいかにあるべきか」、2006

年）ことである。「フロンティアプラン」では、拠点開発、基幹的広域交通ネットワークの

構築として具体化されている。 

○いかに、選択と集中政策がとられているかを検証するために作成したのが、図表２－６

である。 

明確に拠点開発、基幹的広域交通ネットワーク整備関係と判定される財政支出だけでも、

まちづくり関係事業費の約三分の一を占めているのである。 

○しかし、「選択と集中」政策は、裏返して言えば、全体が生き残るために、中心を育て、

周辺地域を切り捨てる政策、いわば、間引き戦略である。もちろん、これでは、市民の政

策的支持は得られない。 

 従来は、大規模プロジェクトをおこなえば、その波及効果によって、選択からもれた地

域、政策領域がうるおうことになるという、いわゆるスピルオーバー論で説明されてきた※。

しかし、右肩下がりの時代において、こうした漠然とした期待を表明するだけでは、説得
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川崎市における開発戦略と開発動向 

図表 ２-6 まちづくり関係事業費の構成 

 
資料：各期「フロンティアプラン」より作成 
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力にかけるリアリティがない。縮み社会の現在では、「選択と集中」は残余地域の活力を奪

うことにならざるを得ないからである。 

 

※スピルオーバー論が破綻した例として、イギリスにおける、有名なドックランズ開発がある。

サッチャー政権により取り組まれた、民活手法による巨大再開発だ。この拠点開発が成功すれば、

周辺地域も潤うという触れ込みで、英国における都市開発資金の２３％、都市開発公社資金の

61％が、集中投資された。こうしたテコ入れで、ドックランズの中心には摩天楼が林立し、活

性化に成功したが、その効果は周辺地域には及ばなかった。貧困地域がそのまま取り残され、ス

ピルオーバー論の誤りが認識されたのである。こうした反省から、イギリスでは、サッチャー後、

都市開発は大きな軌道修正がおこなわれたのである。問題地域を直接ターゲットに、コミュニテ

ィの育成、参加、そして総合的な施策実行を重視した、新たな都市再生制度を創設し、実践を続

けているのである（詳しくは、岩見良太郎『「場所」と「場」のまちづくりを歩く』（麗澤大学出

版会、2004 年）を参照されたい。） 

 

○では、「フロンティアプラン」は、どのように「選択と集中」戦略の正当化を試みている

か。 

一つは、「地域連携型まちづくり」（図表２－７参照）である。「地域における基礎的な単

位」である「地区コミュニティゾーン」の集まりとしての「地域生活ゾーンの自立と相互

の連携を促し、都市の一体性と都市機能の向上を図る」という説明である。しかし、拠点

地区の強化が、地区コミュニティゾーンの強化にどうつながるのか、地域生活ゾーンの連

携はいかにして可能なのか、そもそも広域拠点への集中投資がなされる中で、拠点地区は

はたして育つのか、依然として不明である。 

○選択と集中政策を正当化するために使われている第二の方法は、「競争」の強調である。

競争に敗れれば、川崎市の発展はとまる。市民生活の向上も望めない。まず、競争にうち

かつこと、これが至上命令として打ち出される。いわば敗北への恐怖心に訴えることで、

この政策の受けいれを強いるのである。ある種のメンタル的恫喝といえよう。ちなみに、「フ

ロンティアプラン」には、「国際競争力の強化」、「国際競争拠点の形成」、「競争環境」とい

ったことば、多用されている。 

○もう一つの正当化論は、市民が効果を実感できるようになるには、ある程度の選択と集

中は不可欠という論理である。 

 

● 市民が実感できる効果的な政策を経営的視点に立って創造する 

これからも厳しい財政状況が続くことが予想される中、活用できる財源に限度があること

から、行政が取り組む施策の厳選が必要となります。その際には、行政が執行する施策の

効果を市民が実感できるかどうかということが重要になります。そのために、施策展開の

着眼点を画一性重視から多様性重視へと転換しながら、身近な日常生活圏における課題解
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川崎市における開発戦略と開発動向 

決に向けてきめ細やかな取組を進めます。・・・ 

このような経営的視点に立った施策展開により、財源を有効に活用して施策の効果を高め、 

市民が実感できる効果的な政策を創造していきます。（「フロンティアプラン」、5 頁） 

 

 一点豪華主義につながる論理である。 

 

 

 

 三つは、大規模・集中開発を、先に見たように「広域調和・地域連携型」のまちづくり

として意味づけることである。 

 

【民間活力の活用】 

○川崎市開発戦略の第３の特徴は、民間活力の活用、いわゆる民活である。 

「フロンティアプラン」を一瞥すればわかるように、あらゆる政策分野において、「民間活

力を生かした」、「民間活力の導入」といった言葉が、枕詞でつかわれている。民間活力の

活用が第一義的に重視されているのである。 

 

○いうまでもなく、「民」の参加無くして、住みよいまちづくりはできない。しかし、「民」

には二種類ある。住民（NPO も含む）と企業である。まちづくりで重要なのは、何よりも

ゆたかなくらしの創造をめざし、都市の主人公である住民が主体となって進めることであ

図表 ２-7 拠点-ゾーン-連携 

 

 
「フロンティアプラン」１４頁 
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る。企業はそれに協力していくことが求められるのである。 

○しかし、「フロンティアプラン」にいう「民間活力」とは、企業、なかんずく大企業であ

り、まちづくりとは、大企業のビジネス活動がやりやすい環境づくりを大企業主体で推進

することである。 

 

民間活力を活かしつつ、都市経営の視点に立った個性と魅力ある広域拠点形成に向けた

まちづくりを推進する必要があります。 

このような広域的な都市拠点として、川崎駅周辺地区や小杉駅周辺地区、新百合ヶ丘駅

周辺地区の整備を重点的に取り組んでいきます。（「フロンティアプラン」第１期実行計画、

2005 年） 

 

○住民のまちづくりは、「選択と集中」による落ちこぼれた地域の自力救済として、あるい

は、企業主体のまちづくりによって引き起こされた矛盾の解決を住民に肩代わりさせるた

めに、持ち出されるのである。（第５章第２節参照） 

 

２． リスキーな大規模開発 

○「フロンティアプラン」は、「第 3 期実行計画における基本的な視点基本的視点」として、 

「将来的な人口減少期への転換を見据え、持続可能な市民都市の構築をめざし、社会資本

の整備や自治基本条例に基づく市民本位のまちづくりなど、中長期的なまちづくりの方向

性を踏まえた取組を推進」（12 頁）することをうたい、その具体的施策として、「とくに本

市の公共建築物等については、今後、施設の更新時期を迎え、財政負担の増大・集中が懸

念され」ることから、「本市が保有する土地や建物などの資産を、改めて重要な経営資源と

して捉え直し、全庁横断的な視点による総合的な資産活用戦略を推進し」「本市の資産マネ

ジメント戦略である『かわさき資産マネジメントプラン』に基づき、川崎版ＰＲＥ(Public 

Real Estate：公的不動産)戦略の第 1 期取組期間として、モデルケースを中心に取組を推

進し、マネジメントノウハウの蓄積と汎用化をめざ」ことをあげている。 

○しかし、「持続可能な市民都市の構築」のためには、「フロンティアプラン」で掲げられ

ている基幹的交通ネットワーク、広域拠点開発等、大規模開発こそ縮小されるべきではな

いか。それらは、様々なリスクを内包しており、都市の持続可能性を大きく脅かすもので

あるからである。 

○第１のリスクは、大規模開発によって産み出された、公的・私的な構造物が人口減少に

よって、無用の長物化する危険性である。「フロンティアプラン」は、「引き続き見込まれ

る人口増など環境変化への的確な対応」（「フロンティアプラン」、12 頁）をあげ、大規模開

発の正当化を図っている。しかし、川崎市でも、人口増は 2030 年までであり、人口減社会

は間近に迫っているのである。将来にわたって、維持管理費を増大というツケだけを川崎

市民に追わせる危険性は大きいのである。 
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川崎市における開発戦略と開発動向 

○第２は「需要創造型」社会資本整備が秘める、より高いリスクである。計画時点におい

て、費用対効果の条件を満たし得ないとき、持ち出されるのが、この論理である。つまり、

現状では、当該社会資本整備に対する需要は不十分であるが、その整備がなされれば、自

ずと新規開発、新規企業の立地等は促進され、新たな需要が創造されるというものである。 

 たとえば、川崎縦貫高速鉄道の交通需要の算定においては、「市域内大規模開発計画」が

前提されている（川崎市「川崎縦貫高速鉄道線整備事業に関する事業再評価対応方針案に

ついて」（20057 年 2 月）。 

○第３は、大規模開発によって先端産業を呼び込み、川崎市の経済成長をはかる成長戦略

に係わるリスクである。もし、その誘致に失敗すれば、あるいは、誘致企業が経営的に成

功しなければ、無駄な財政支出に終わってしまうことになる。財政支出が巨大であるだけ、

そのダメッジは大きいものとなろう。
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 第３章 川崎市における都市計画の動向と特徴 

 「フロンティアプラン」のブレークダウンとしての都市計画 第１節

○川崎市都市計画のもっとも大きな特徴は、「フロンティアプラン」の基本的戦略にきわめ

て忠実であるという点である。戦略の実現を担保し、具体化する手段として、都市計画が

位置づけられているのである。 

○それは、「フロンティアプラン」における大規模・拠点開発の実現枠組みに明瞭に現れて

いる。 

 

１． 川崎市における都市計画の基本的枠組み 

○基本的枠組みは図表３－１のように示されている。マスタープランが中心になり、それ

がどのように規定され、具体化・実現していくかという視点からかかれている。 

 

図表 ３-1 川崎市における都市計画の基本的枠組み 

 
出所：「川崎市都市計画マスタープラン 全体構想」（川崎市、2007 年、４頁） 



 
 

 31 

 

川崎市における都市計画の動向と特徴 

○しかし、本報告書の分析に視点からは、以下のような図表の修正が必要である。 

１．「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」（県が決定。以下、「整開保」と略記）と

並んで、都市再開発方針が上位計画として組み込まれなければならない。2000 年の都市計

画法の改正で、都市再開発方針が、「整開保」から独立したからである。 

２．整開保、都市再開発方針と総合計画の関係は法的に明文化されていない。しかし、現

実は、総合計画が規定している。実際、川崎市の「整開保」、「都市再開発方針」は、「フロ

ンティアプラン」に即して修正されている。全体として「フロンティアプラン」が、空間

計画として具体化されるしくみである。 

３．すでに前章で見たように、都市再生、国際戦略総合特区など、国レベルの計画・政策

が大きく規定する。 

○したがって、都市計画の基本的枠組みは、次のように読み替えられねばならない。 

すなわち、総合計画－→整開保・都市再開発方針－→都市マスタープラン－→都市計画規

制・都市計画事業、である。上位計画に従うという大原則によって、「フロンティアプラン」

の内容が具体化されていくのである。マスタープラン文書を見ると、「フロンティアプラン」

の、文言、図があたかも、再掲されているかのような感にうたれる。  

○以下、「フロンティアプラン」からマスタープランへのブレークダウンが具体

的にはどのように行われているか、拠点開発を例に、簡単に見ておこう。 

 

２． ブレークダウンの流れ 

○まず「整開保」によって、「フロンティアプラン」がしっかりと受けとめられる。それに

つけられた「理由書」の記述を見れば明らかである。 

○たとえば、そこに示された都市像・市街地像は、「フロンティアプラン」と同じである。

ちなみに、「川崎都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針附図」に示された地

域毎の市街地像附図は「フロンティアプラン」の「都市構造のイメージ図」（１４頁）と基

本的に同じものである 

 

【整開保】 

○また、整開保では、拠点形成に必要な土地の高度利用化、用途転換が下記のように、都

市計画手法まで言及しながら、具体的にうたわれている。 

 

３ 主要な都市計画の決定の方針 

(１) 土地利用に関する主要な都市計画の決定の方針 

（略） 

④ 市街地において特に配慮すべき問題等を有する市街地の土地利用の方針 

ア 土地の高度利用に関する方針 

広域拠点及び地域生活拠点においては、業務・商業・文化、都市型住宅等の機能を充実し、
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活力あふれる広域的な拠点及び地域の特性を活かした魅力ある拠点として育成するため、

土地の合理的な高度利用を図り、地域特性を踏まえた計画的な整備を進める。 

また、その周辺部を中心に都市型住宅の立地を促進し、居住環境の改善とともに計画的

な土地の高度利用を図る。 

イ 用途転換、用途純化又は用途の複合化に関する方針 

住工混在地区においては、地域毎の特性に配慮し、地域産業育成と環境整備の観点から

まちづくりを誘導し、市街地環境の改善に努める。 

工場等の跡地においては、地域特性に応じた土地利用を行うため、計画的な用途転換を

図り、無秩序な土地利用転換による都市環境の悪化の防止に努める。 

主要幹線道路の沿道地区では、沿道建築物の不燃化を推進するとともに、居住環境にも配

慮しながら、建築物の複合化や環境整備を行い、沿道としての街並み形成を誘導する。 

再開発等促進区を定める地区計画を定め、土地利用転換がおおむね図られた地区は、市街

地環境の保全に配慮しながら、計画的にその土地利用にふさわしい用途への転換を図る。 

 

○さらに、整開保では、主要な計画（交通、市街地整備、緑地）方針が位置と期限を切ってしめ

される。たとえば、交通基幹プロジェクトについては、高速川崎縦貫線をはじめ「おおむね 10 

年以内に整備することを予定する主要な施設」としてリストが示される。また、市街地開発プロ

ジェクトについても、武蔵小杉地区等の市街地再開発、登戸地区・新丸子東３丁目地区の土地区

画整理事業名があげられている。 

 

【都市再開発の基本方針】 

○次に「都市再開発の基本方針」を見てみよう 

文字通り、都市再開発の基本方針を示したものであるが、「(3) 既成市街地の再開発の方針」

として提示された内容は、先に、整開保で「市街地において特に配慮すべき問題等を有す

る市街地の土地利用の方針」として紹介したものと文言上においても、まったく変わらな

い。 

○ただ、「都市再開発の基本方針」に独自な点は、都市開発の緊急度に応じて、市街地を、

①計画的に再開発が必要な市街地（１号市街地）、②特に一体的かつ総合的に市街地の再開

発を促進すべき相当規模の地区（２号再開発促進地区）、③整備促進地区（１号市街地の目

標の実現を図る上で効果が特に大きいと予想される地区）に区分し、その区域が明示され、

区域ごとに、再開発の目標、土地の合理的かつ健全な高度利用及び都市機能の更新に関す

る方針が具体的に示されている点である。 

○とりわけ、２号再開発促進地区として指定されることの意味は大きい。「都市再開発の基

本方針」は上位計画であるから、これによって、再開発等地区計画や市街地再開発事業等

の再開発業にお墨付きが与えられ、それを促進するということで、都市計画の規制緩和も

正当化されるからである。 
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川崎市における都市計画の動向と特徴 

【都市マスタープラン】 

○整開保、都市再開発基本方針を上位計画として、川崎市都市マスタープランが策定され

る。都市マスタープランは、全体－区別－地域別／課題別として構成される。 

○全体マスタープランは、ざっと目次に目を通しただけでも、大規模開発が主導している

ことがわかる。一部抜粋すれば、つぎのとおりである。 

 

Ⅰ．都市構造 

まちづくりの基本的方向 

１ 広域調和・地域連携型のまちをめざします 

２ 個性と魅力にあふれる都市拠点を育みます 

・・・・・ 

Ⅱ土地利用 

まちづくりの基本的方向 

１活力にあふれる「広域拠点」の形成をめざします 

２地域の特性を活かした魅力ある「地域生活拠点」を育みます 

３ 臨海部の産業・都市・環境の再生をめざします 

・・・・ 

Ⅲ 交通体系 

まちづくりの基本的方向 

１ 広域調和・地域連携型の都市構造を形づくる交通幹線網の整備をめざします 

  ・・・・ 

 

○全体マスタープランは、区別マスタープランにブレークダウンされる。そのため、区別

マスタープランは、都市マスタープランを若干ズームアップした程度で、ほとんど同型に

近い。区別マスタープランはさらに、地域別マスタープランとして具体化されるはずであ

るが、現在のところ、小杉駅周辺地区しか創られていない。あたかも、全体、区別マスタ

ープランは、地域別マスタープラン抜きで策定できる、地域別マスタープランは、区別マ

スタープラン、全体マスタープランの後に従えばよいと公言しているかのようである。マ

スタープランにおいても、上から下へのブレークダウン的発想が貫かれているのである。 

○かくして、都市マスタープランは、全体マスタープラン－→区別マスタープラン－→地

域別マスタープランと拡大模型がつくられ、 終的に都市計画手法に具体化されるという

流れである。 
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 民活・規制緩和が主軸に 第３節

１． ８０年代からの潮流としての民活規制緩和の都市計画 

○1968 年の新都市計画法制定以降の都市計画の歴史的展開を俯瞰すれば、1980 年が大きな

歴史的転回点であることがわかる。新都市計画法は様々な不十分さをともなっていたが、

旧都市計画法にくらべ、次の点で大きな前進を示していた。 

①都市計画決定権限の都道府県知事御世簿市町村への委譲（ただし、機関委任事務として）、

②都市計画案作成、決定プロセスへの住民参加制度の導入、③線引き制度の創設（市街化

区域、市街化調整区域の区分）、④開発許可制度の創設、⑤用途地域の細分化と容積率によ

る土地利用規制の強化 

○７０年代、全国的に盛り上がった住民運動は、新都市計画法の弱点・矛盾を明るみに出

すと共に、都市計画法制の改善の大きな原動力となった。1980 年に新たに設けられた地区

計画はその 高の到達点であった。地区というくらしの単位を対象としたミクロの都市計

画を可能にするものであり、土地利用規制の詳細化と強化をめざした新都市計画法をいっ

そう発展させるものであった。地域の町工場によって引き起こされた公害に対する反対運

動から、住民自身による地域ビジョンの策定とその実現をめざすまちづくり運動へ発展し

ていった神戸真野地区のまちづくり、あるいは住民の細かなニーズにもとづいて少しずつ

地域環境を改善していく修復的まちづくりのコンセプトを打ち出し、実践していった世田

谷区太子堂のまちづくりなど、各地の住民主体のまちづくりの試みが、地区計画制度を都

市計画法体系に導き入れる契機となったのである。 

○しかし、その後、都市計画は、急速にこれまでとは逆方向に変貌させられていく。８０

年代はじめ、中曽根内閣は民活規制緩和政策、その一環としての都市計画の規制緩和を強

力に進めていったのである。都市計画は、資本の利潤創造に奉仕するため、「都市の健全な

発展と秩序ある整備」（都市計画法第１条）を導くという、ミニマムの責務さえ放棄し，規

制緩和によって開発自由を 大限保証し、巨大開発，乱開発に手を貸していくのである。

都市計画は、「資本の都市計画」「反都市計画」へと堕していくわけであるが、その結末が

地価狂乱とバブルの崩壊、そしてその後の長期にわたる経済低迷である。こうした事態は

民活規制緩和という都市計画のありかた大きな反省を迫るものであったが、その後、都市

計画の規制緩和は、メニューの多様さにおいても、緩和の狡猾さ、大胆さにおいても、い

っそう強められていくのである。小泉構造改革は、都市再生法に代表されるように、規制

緩和に、国家戦略的方向性を与えることで、都市計画の規制緩和を新たな段階に引き上げ

るものになったのである。 

○こうした都市計画の規制緩和の動向は、川崎市の都市計画にも大きく影を落としている

のである。 
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川崎市における都市計画の動向と特徴 

２． 川崎市都市計画にみる民活規制緩和 

○民活が「フロンティアプラン」の一つの特徴をなしていることはすでに指摘した。それ

を忠実に踏襲する都市計画において、民活が基調をなしていることは明らかである。マス

タープラン文書にもたとえば、次のように、「民活」が随所に登場してくる。 

 

（２） 民間活力を活かしたまちづくり 

・望ましい都市を実現するためには、公的部門を主とした都市基盤整備と民間部門が主と

なった建築活動がバランス良く進められることが必要です。民間の活力を活かし、開発利

益と開発負担のバランスの取れた適切な建築活動の誘導が求められています。（「川崎市都

市計画マスタープラン」、18 頁） 

 

○しかし、引用はこれに止め、ここでは、都市計画手法の運用状況から、規制緩和の実態

をみておこう。それを視角的に示したのが図表３－２である。同図は、都市計画図をもと

に、土地利用規制手法、開発手法を地図に落としたものである。 

なお、都市計画規制緩和で重要な位置を占める総合設計制度の活用実態については、デ

ータが公表されていないため、この図に記載することができなかった。 

○さて、図表３－２を見ると、いくつかの点が注目される。 

１．まず注目されるのは、川崎駅、小杉駅周辺に都市計画手法が集中している点である。

広域拠点でも、この二地区は別格なのである。 

２．しかも、この 2 地区の都市計画手法で多用されているのは、民間開発を誘導するため

の、都市計画の強力な緩和手法である都市再開発等促進区、典型的な民活の開発手法であ

る市街地再開発である。 

３．北側、多摩丘陵部分では、市街地開発手法として土地区画整理事業が、そして土地利

用規制手法として地区計画の採用がみられる。地区計画制度は、先に触れたように、1980

年に、地域のよりきめ細かな土地利用のコントロール手法として発足したものである。当

初はより厳しい環境保全を目的にしていたが、規制緩和の潮流が強まる中、逆に規制緩和

の手段として活用される傾向が強まっていった。 
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図表 ３-2 採用された都市計画手法の地域的分布 

 

 

資料：「川崎都市計画総括図」（川崎市、2012 年３月）より作成 

注．新都市計画法の施行（1969 年）以降の事例である。 

 

○実際、川崎市における地区計画も、少なくとも 45 地区の内、20 は規制緩和を目指したも

のと判定される。その多くは、土地区画整理事業や用途地域の変更、あるいは両者の組み

合わせによって、より高い容積率への指定替えを行う際、市街地環境を担保し、より円滑

に高度利用へ以降するために活用されている。 

○ちなみに、「地区計画の動因」別に、先の 45 地区を整理すると図表３－３のようになる。

小杉駅周辺地区

川崎駅周辺地区
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川崎市における都市計画の動向と特徴 

 

図表 ３-3 地区計画の動因別地区数 

地区計画の動因 地区数

土地区画整理事業 18

用途地域の変更 14

住民発意 4

市街化区域への編入 5

民間開発 4

都市再生緊急整備地域指定 3

工業用地からの土地利用転

換 
5

市街地再開発事業 2

計 55

 

資料：『都市整備統計年報 2012』（神奈川県、２４年度）より作成 

注．複数の「地区計画の動因」を備えた地区計画があるので、その合計は地区数より多い。 

 

○以上、川崎市の都市計画における民活規制緩和の状況をごく大まかに見たが、より具体

的な実態については、次章以降で明らかにしたい。 
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 第４章 拡大する地域格差と生活環境の貧困化 

○目を生活環境に転じてみよう。 

○もちろん、川崎市の開発と都市計画は地域の活性化と生活環境の向上を約束するはずの

ものであった。しかし、それは多くの地域に逆の結果をもたらしつつかに見える。いくつ

かの指標によりながら、以下、概観する。 

 

 地域の衰退と格差拡大 第１節

○地域の活力を集約的に表現する指標として、人口と地価を選択し、その動向の地域的差

異を見てみよう。 

 

１． 人口 

○「フロンティアプラン」によれば、川崎市人口は、2030 年まで増加を続け、以後、現象

に転換するとしている。しかし、現在でも、地域別に見れば、一様に増加しているわけで

はない。すでに減少に転じた地域もあり、増加率も地域によって大きなばらつきが見られ

るのである。 

○それを示したのが図表４－１である。黄色以上の部分が増加、青系統が減少を示す。拠

点域で大幅に増え、周辺で微増、縁辺部では減少しているのがわかる。赤色は５０％以上

の増加した丁町、青は２０％以上の減少であり、そのコントラストが著しい。 

○高齢化も進んでいる。この図表には、人口増減率に重ねて、高齢化率も描いている。や

はり、地域差が目立ち、地域によっては５０％を越えているところもある。 

○図表４－２からわかるように、基本的傾向として、人口増地域は高齢者率が低く、人口

減少地域は高齢者比率が高い。人口減・高齢化の増大によって、著しい地域の活力低下が

心配される。しかも、激しい地域格差を伴って、である。 
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拡大する地域格差と生活環境の貧困化 

図表 ４-1 人口変動率と高齢化率の丁町別分布 

 

資料：人口変動率は、「住民基本台帳」（2012 年 10 月、2002 年 10 月）、高齢化率は「国勢

調査」（2010 年）より算定、作成した。 
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図表 ４-2 人口変動率と高齢化率 

 

資料：前資料に同じ。 

 

２． 地価 

○2013 年１月１日現在の公示地価の分布を３Ｄ表示すると図表４－３のようになる。広域

拠点が突出して高く、きわめて格差が大きいことがわかる。 

○問題は、地価変動の動向である。2013 年 3 月 22 日付け、『朝日新聞』は、「国土交通省

が発表した１月１日現在の公示地価。商業地ではＪＲ川崎駅と武蔵小杉駅周辺の川崎市内

４地点が上昇率で全国トップ４を独占した。住宅地でも武蔵小杉が横浜・山手町の地価を

超えた。」と報じている。 

○しかし、こうした上昇を示しているのは、ほんの一部地域のみである。2008 年に対する

2013 年の変動率を、2013 年の地価水準と対応させて示すと図表４－４のようになる。見る
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拡大する地域格差と生活環境の貧困化 

ように上昇しているのは、４地点のみである。 

○しかも注意すべきは、地価水準の低いところほど、下落率は高い。今後、ますます地価

格差は開いていくのである。 

 

図表 ４-3 公示地価の等価格分布図 

 

 

資料：「地価公示」（2008 年 1 月、2013 年 1 月）より作成 
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図表 ４-4 地価水準と地価変動率 

 

資料：前資料に同じ 

 

 生活環境の貧困化、見えない対応策 第２節

ここでは、生活環境として、緑、買い物、交通、医療の環境を取り上げる。 

 

１． 止まらない緑の減少 

○すでに見たように、緑の環境（山林、農地）は、一貫して減少し続けている。とりわけ、

丘陵地で減少しているのがわかる。 

○「整開保」では、 

「イ 緑の確保目標水準 

緑の将来像を支える５つの基本方針を実現するために必要な「緑の総量」を都市計画区

域の約 31.8％（約 4607ha）とし、緑地保全、農地、公園緑地等、緑化地、その他の緑地（水

辺地空間）などの緑により確保する。」として、目標が数値的に示されている。しかし、2005

年時点で、すでに、山林・田・畑（10.1％）＋公園・緑地（5.8％）＝１５.９％であり、目

標の半分以下になっている（図表４－５）。 

○「川崎市都市計画マスタープラン」には、整開保で示された緑確保の具体的数値目標は
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見られない。「都市の貴重な緑地・農地の保全」という目標は掲げられているが、 「農業

の営農環境を維持するとともに、農地と住宅地が調和した良好な市街地の形成をめざして、

農家の営農意向や宅地化意向を踏まえ、住民の発意による優良な農地の集約化と良好な住

環境を形成する地区計画等の土地利用ルールの策定や地権者による土地区画整理事業を支

援します。」（「川崎市都市計画マスタープラン 全体構想」、35 頁）として、むしろ、緑地

の宅地化への歯止めは、完全に廃棄されてしまっているのである。 

○他方、都市マスタープランの分野別計画である、「緑の基本計画」（2008 年 3 月）は、 

「都市化が著しく、稠密な土地利用がなされている川崎市においては、全ての緑が保全さ

れることは非常に厳しい状況となっています。こうした状況を踏まえ、緑の保全・創出・

育成を進める上で、緑の目標設定は、樹木の集団と農地の合計量の 12 ％に着目し、その維

持と向上を目指すこととします。」として、緑の確保水準を、整開保の 32％から、三分の一

近くに引き下げるともに、「本格的な都市の成熟と少子高齢社会の到来を踏まえ、これまで

の緑の基本計画の実績として積み上げた緑のストックを有効に活用しながら、緑の豊かさ

を実感することができる緑の質への向上を目指」す、政策目標の、「量から質」への転換を

うたっている。 
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図表 ４-5 緑の地域的分布とその変化 

 
資料：国土地理院「細密数値情報（１０ｍメッシュ土地利用）」首都圏、1974 年、「数値地

図 5000（土地利用）」首都圏、2005 年より作成 
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２． 増える買い物弱者  

○「買い物弱者」とは、「自宅から商店までが遠く、食料品や生活用品の買い物に支障があ

る人のこと」（2012 年９月 26 日付け『朝日』）。全国で 910 万人いるという。川崎市の実態

を見るため、図表４－６を作成してみた。同図は商店街から５００ｍ、３５０ｍの圏域を

描いたものである。 

○この図から、買い物空白地帯が無視できない広さで分布しているのがわかる。また、こ

れらの商店街がその機能をどこまで発揮できているかも知らなければならない。商店街の

空き店舗の増加が著しいからである。また、図表４－７に示すように、とりわけ小規模商

店街ほど、空き店舗率が大きい傾向を示している。買い物困難地域は、先に示した買い物

空白地帯をはるかに大きなエリアを占めていることが推測されるのである。 

○ちなみに、「買い物困難地域に関する調査（川崎市商店街課題解決支援事業等委託）報告

書」（平成２４年３月 川崎市）によれば、36％が「困っている」と回答している。その理

由の内訳は、「徒歩圏に店がない」が 83.3％、「バスなどの交通の便が悪い」59.5％となっ

ている。 

○また、事業所統計によると、商店数は 1982 年までは増加していたが、それ以降、一貫し

て減少している。商店数の減少は、商店街の消滅につながり、その面からも、買い物弱者

は今後、さらに増えていくものと予想される。さらに、今後、高齢者の割合が確実に増え

ていく。買い物弱者への対応は急務なのである。 

その対策は、「商店街を中心とした「商業集積エリア」に専門家（エリアプロデューサー）

を継続的に派遣し、地域特性を活かしたまちづくり・活性化を促進」（「フロンティアプラ

ン」、67 頁）するといったレベルでは不可能である。地域格差を拡大していくような開発政

策を改めていくことは、その第一前提である。 
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図表 ４-6 買い物圏と空き店舗率 

 
資料：「商店街データベースの作成報告書」（川崎市、2012 年）より作成 
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図表 ４-7 商店街規模と空き店舗率 

 

資料：図表に同じ 

 

３． 病院過疎 

○図表４－８は、医療施設の分布とその 500ｍ誘致圏を描いたものである。医療施設が、拠

点都市に集中傾向がみられる。医療施設の種類、その性能を度外視するならば、一応、徒

歩圏内にほとんどの人が住んでいるといえる。しかし、1 つや 2 つの圏域にある人びとはか

なり多い。多くの人びとが不満足な医療サービスの中におかれているといえる。 
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図表 ４-8 医療施設圏 

 

 

資料：「国土数値情報」（医療機関、データ作成年度:平成 22 年度）より作成 

 

４． 交通弱者 

【鉄道】 

○鉄道の利用に不便を強いられている人がどれだけいるかを見るために、図表４－９のよ

うに、500ｍ、750ｍの駅勢圏を描いてみた。ちなみに、「地下鉄建設ハンドブック」では徒

歩駅勢圏は、駅から半径 750m 以内である。 

○同図から、いかに多くの市民が鉄道利用から阻害されているかがわかる。 

○なお、これまで川崎縦貫高速鉄道が完成したあかつきには、鉄道不便地域人口（750ｍ駅

勢圏外人口）は、43 万人から 27 万人に減少することが見込まれていた（新技術による川崎

縦貫鉄道整備推進検討委員会「提言書」、2012 年 5 月）が、同計画が当面棚上げされたこ

とにより、その可能性はきわめて低くなった。 

○それに代わる、実行可能性が高い交通計画が早急に示されねばならない。 
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図表 ４-9 鉄道駅勢圏 

 

資料：「国土数値情報」（鉄道、データ作成年度:平成 24 年度）より作成 

 

【バス】  

○もっとも実現可能性が高いのはバスサービスの強化である。図表４－１０はバスの 500

ｍ駅勢圏を描いたものである。ほぼ、全域をおおうことができる。にもかかわらず、「バス

は不便」という声が多いのは、バスという運輸手段の特性にも由来するが、運行回数、乗

り換え等、運行サービスの不十分さが大きな要因であろう。 

○高齢化が進展する中で、移動のための身近な交通手段の確保が課題となっている。様々

な交通手段の確保が追究されねばならない。川崎縦貫鉄道の整備に予定されていた財政支

出のわずかの部分をあてるだけで、かなり、大きな「身近な交通」革命を実現できるに違

いない。いま必要なのは、川崎縦貫鉄道整備計画の「棚上げ」でなく、「廃棄」をはっきり

打ち出し、交通政策の転換をはかることである。 
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図表 ４-10 バス駅勢圏 

 

資料：「国土数値情報」（バスルート、バス停留所、データ作成年度:平成 23、22 年度）よ

り作成 

 

【補足】拠点開発主義の矛盾を覆い隠すマスタープランの図表現 

○一般的に、都市計画マスタープランでは、図表４－１１のような図表が好んで用いられ

る。この図では、「拠点」、「軸」、「ゾーン」という３つの記号が使われているが、「核」、「ベ

ルト」、「ネットワーク」、「ゲート」もよく見かける記号である。 

○都市構造を明快に表現するには、こうした記号表現は必要かもしれないが、それが、都

市計画の内容の貧困さ、あるいは矛盾を覆い隠す働きを持っていることを忘れてはならな

い※。 

 

※岩見良太郎『場のまちづくりの理論 現代都市計画批判』（日本経済評論社、2012 年）参照 

 

○この図に即して説明しよう。 

たとえば、「緑の拠点」、「緑と農の三大拠点」、「多摩川崖線軸」が描かれれば、緑色とい

う色彩と、その円の大きさ、線の太さ・長さの視覚効果によって、川崎市の豊かな緑の環

境は、これらに拠点や軸の維持、創造によって十分に守られるかのような錯覚に誘い込ま

れよう。 

また、力強く、大きく描かれた、広域交通ネットワークとその結節点に位置する広域・
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生活・臨海拠点は、それによって川崎市の都市の豊かさは支えられること、それゆえ、そ

の整備は都市計画の 優先の課題であると思い込まされてしまうのである。 

○こうした記号表現から抜け落ちている、そして表現できない、ミクロな日常生活圏のま

ちづくりは、どのように構想され、また、こうした拠点や軸によってどのような影響をこ

うむるかを、たえず、生活者の目で批判的に検討していかなければならないのである。 
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図表 ４-11 都市計画の記号表現 
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第５章 

 第５章 小杉駅周辺開発の動向と特徴 

 

 開発動向 第１節

１． ５００ｍ圏に超高層マンションが林立 

○『日経アーキテクチュア』（ 2006-12-11）は、「都市開発 無名の街に超高層群--川崎市・

武蔵小杉にタワーマンション林立」というタイトルの下に、小杉駅周辺開発の状況を次の

ように描いている。 

 

東急東横線・目黒線、ＪＲ南武線が交差するターミナル駅。渋谷へ１３分、横浜へも１

５分という利便性が注目を浴び、にわかに開発が激化しているのが、川崎市中原区の中

心、武蔵小杉駅周辺だ。 

武蔵小杉は、２０００年の目黒線乗り入れによって、相互乗り入れする東京メトロ南北

線・都営地下鉄三田線とも直通となった。２００４年には、みなとみらい２１線が東横

線と相互乗り入れし、７路線の利用が可能に。さらに２００９年度には、ＪＲ横須賀線

の武蔵小杉新駅の開設も予定されている。これによって、東京駅方面への移動も便利に

なる。このような公共交通の利便１生の飛躍的向上を背景に、目覚ましい再開発が進め

られているというわけだ。「東京にも横浜にも近く、これだけ交通アクセスの良い場所

は首都圏でもまれだ」（デベロッパー関係者）。 

武蔵小杉の歴史をひもとくと、昭和の初めに東急線や南武線などの鉄道が開通したこと

で、企業の厚生施設や近代的な工場が立地してきた経緯がある。再開発が激化する前、

武蔵小杉駅周辺には都市銀行の運動場や大規模な工場があった。こうした土地が放出さ

れてマンション用地となり、さらにはバブル経済期から準備されていた市街地再開発事

業などが一気に進められることになったのが武蔵小杉の現況だ。再開発の合計面積は約

37ha に及ぶ。 

 

○上記記事は、2006 年時点のものだが、現在における小杉駅周辺の開発動向を示すと、図

表５－１のようになる（黄色が完成建物）。なお、 近、日本医科大学武蔵小杉病院 - 日本

医科大学の校舎やグラウンドを含めて施設の建替えが検討されているが、ここには描かれ

ていない。 

○見るように、ほとんどが、100ｍを越える超高層マンションだ。小杉駅１キロ圏内（赤枠

は二号区域）に、2006 年から 2010 年の５年間に、約１万戸強の住宅が建設され、2011 年

から 2015 年の間に１万戸弱、さらに、現在計画が確定しているものだけでも、2016 年か

ら 2018 年までに、約５千戸供給される予定だ（図表５－２）。年間にならすとほぼ２千戸

のペースになる。川崎市全体における年間の全住宅供給量は２万戸（後掲、図表 ７ 5 参照）

であるから、約十分の一がこのエリアで供給されている計算だ。 
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図表 ５-2 小杉駅周辺地区における住宅建設戸数 

 

○これほど狭いエリアに、そして短期間に、これほどの大量に住宅が行われたのは、これ

までなかったに違いない。この開発がもたらした集中的人口増もすさまじい（図表５－３）。

大きな歪みが予想される。その一端については、次節で検討する。 

図表 ５-1 小杉駅周辺開発の現況 

 

 

資料：川崎市まちづくり局小杉駅周辺総合整備推進室「小杉駅周辺地区の開発動向」2025

年４月等より作成 

注．水色は未着工ないしは未完成を示す。 

 

完成年 建設戸数

2001～2005 0 

2006～2010 10509 

2011～2015 9363 

2016～2018 5040 

 

資料：前掲「小杉駅周辺地区の開発動向」

等より作成 



 
 

56  

 

第５章 

図表 ５-3 中原区における人口変化（2005 年～2010 年） 

 

 

 

資料：「国勢調査」各年版より作成 

注．青色は減少、赤色は増加を示す 
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２． 工場跡地から既成市街地周辺へ 

○図表５－４は開発工事が始まる以前の土地利用の状況（1998 年）を示したものである。

開発地は、ほぼ工業的土地利用を示す青色に塗られ、日本電気、東京機械製作所、不二サ

ッシといった企業名が記されている（武蔵小杉駅前の「丸子クラブ」は、東京銀行〔現東

京三菱 UFJ 銀行〕の元厚生施設）。ちなみに、「武蔵小杉」駅は、開業時、「工業都市」駅

という名称であった。これらの大規模開発は、企業の遊休地を活用したものであることが

わかる。 

○しかし、現在では、開発可能な遊休地はほぼなくなり、近年の開発は既成市街地・周辺

まで迫っている。この立地の変化は、巨大開発と既成市街地との矛盾をいっそう強めてい

くに違いない。 

 

第２節 大企業主体の都市開発 

１． 大企業群が都市開発を独占 

○こうした巨大開発を遂行できるのは大企業しかない。図表５－５は、武蔵小杉駅周辺開

発にかかわる企業名を示したものである。各ビルごとに、事業主体／建設工事主体／設計

主体の三層で企業名を表記した。 

 現在、日本の建設・不動産業界を支配する不動産・建設・ゼネコン名がすべてもうらさ

れていることがわかる。しかも、多くの企業は、近接した地域で、複数のプロジェクトに

係わっている。あたかも、開発エリアに縄張りをつくっているかのようである。 

○約 37ha という狭い地域で開発にしのぎを削る大企業群がどのような思惑で動き、競争・

連携しあっているのか。興味あるテーマであるが、今回は踏み込めなかった。以下、企業

の動きを報じた『ケンプラッツ』等の記事をいくつか紹介するにとどめよう。 

 

○不二サッシが川崎市内の土地を売却、122 億円で長谷工コーポレーションに 

 不二サッシは 2007 年 3 月、川崎市中原区中丸子にある土地 9353m2 を売却する。買い主

は長谷工コーポレーションだ。（2007/03/22） 

 

○当社の主力工場玉川製造所のある川崎市中原区の武蔵小杉駅周辺は大規模再開発が進め

られているため、工場の移転を検討していたが、千葉県木更津市かずさ鎌足・かずさアカ

デミアパーク内の土地を購入し、移転することが決まった。2009 年 3 月までに工場を完成

させ、 新の設備により研究、生産、サービス体制を確立し、優れた製品を提供していく

所存である。 

  玉川製造所移転跡地については、都市再生、地域貢献を考慮し、業績貢献のための収益

性に配慮し、大型複合商業施設と高層住宅建設を進める予定である。（「東京機械製作所有

価証券報告書」2007 年 6 月 29 日） 
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図表 ５-4 小杉駅周辺の開発前土地利用 

資料：国土地理院「数値地図 5000（土地利用）」（2007 年）より作成 
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図表 ５-5 小杉駅周辺開発に関係する企業群（事業主体／建設工事主体／設計主体） 

公社：川崎市まちづくり公社 

ＲＮＴ：アールエヌティーホテル 

東急：東急建設 

コスモス：コスモスイニシア 

明豊エンタ：明豊エンタープライズ 

明豊建：明豊建設 

住環設計：住環建築計画 

ＮＥＣ：日本電気株式会社 

NEC ファシリ：NEC ファシリティーズ 

鹿島：鹿島建設 

伊藤忠：伊藤忠都市開発 

大成：大成建設 

INA：INA 新建築研究所 

オリックス：オリックス･リアルエステー

ト 

ハウスメイト：ハウスメイトパートナーズ
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○武蔵小杉の 45 階建てツインタワーマンション、ダヴィンチが 1 兆円ファンドに組み入れ 

  ダヴィンチ・アドバイザーズの特別目的会社が 2008 年 3 月、川崎市中原区中丸子にある

リエトコート武蔵小杉を取得した。イーストタワーとウエストタワーからなるツインタワ

ーの賃貸マンションで、鹿島の施工によって 3 月に竣工した。ダヴィンチは不動産ファン

ドのカドベ（通称 1 兆円ファンド）に組み入れて運用していく。（2008/05/29） 

 

○武蔵小杉のタワーマンション、住友商事と三井不動産レジがダヴィンチから取得  

住友商事と三井不動産レジデンシャルは 2008 年 9 月、川崎市中原区中丸子にあるリエトコ

ート武蔵小杉ウエストタワーを取得した。共有持分比率は 7 対 3。（2008/12/25） 

 

○住友不動産は、東京機械製作所が武蔵小杉に保有する工場の土地、約 9000m2 を 160 億 

円で取得する。引き渡し予定は 2011 年 3 月。跡地には高層マンションを建設する予定だ。  

（2010/12/28） 

 

２． 開発の矛盾対応は住民が 

 

○「武蔵小杉に特命係長 川崎・中原区、快適な街へ新ポスト  

開発が進む川崎市中原区の武蔵小杉駅周辺を主な持ち場にする市職員の役職がこの４月、

中原区役所に新設された。「地域コミュニティ強化担当」で、東伸享（あずまのぶゆき）係

長（４１）が任命された。 

 東係長が受け持つのは、主に駅周辺の半径約５００メートルほどのエリア。高層マンシ

ョンが林立し、商業施設も次々と開店しており、今後１万人ほどの人口増が予測されてい

る。町内会や自治会、商店会、新住民らと話し合い、快適な街づくりにつなげるのが仕事。

新たな住民組織の設立支援も計画している。」 

 

これは、2013 年 04 月 19 日付けの『朝日』から抜粋した記事だ。 

○こうした動きは、かなり以前からあった。たとえば、『日経アーキテクチャー』（2006 年

前田建：前田建設工業 

野村不：野村不動産 

エイワ設計：エイワ設計コンサルタント 

再組：市街地再開発組合 

東急：東京急行電鉄 

竹中：竹中工務店 

清水建：清水建設 

三井不レジ：三井不動産レジデンシャル 

三井不：三井不動産 

東京機械：東京機械製作所玉川製造所 

RIA：アール・アイ・エー 

JX 日石不：ＪＸ日鉱日石不動産 

資料：前掲「小杉駅周辺地区の開発動向」及び各種データから作成
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12 月 11 日）のある記事は次のように伝えている。 

 

新住民の受け入れば行政だけの対応では不十分だ。２００３年から市が音頭を取り、武

蔵小杉駅周辺の住民、商業者、事業者などに呼びかけて、まちづくりの方向を検討してき

た。こうした活動を受け、地元商店会や自治会の役員らの参加のもとで設立されたのが、

特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人） 小杉駅周辺エリアマネジメントだ。地域住民や商業者

などが新住民の受け入れ態勢を整え、新住民と地域の融和を図り、地域の発展につなげて

いくことを目的とする。地域コミュニティの形成、街の維持管理、生活情報の提供などの

活動を行っていくという。 

 

こうした課題に取り組もうと、ＮＰＯ法人小杉駅周辺エリアマネジメントが２００６年

１０月に組織された（０７年２月認可見込み）。参集したのは、地元の自治会と商店会の役

員などだ。総会で理事長に選出された小杉地区町内連絡協議会会長の吉房正三氏は、「既存

住民と新住民が融和を図れるように橋渡しをしていきたい」と抱負を語る。 

小杉北一番街会長であり、ＮＰＯ法人の理事に就任した斎木貴氏は、「街のコンシェルジ

ュ（案内人）となって、小杉の街の情報を発信していくことを考えている。新住民が暮ら

しやすい街と感じ、商店街も一緒に発展していくようなまちづくりを進めていきたい」と

語る。小杉地区で開発を進める事業者５社がＮＰＯ法人の設立趣旨に賛同し、１００万円

ずつ計５００万円を寄付した。当面はこれを活動資金に充てる。今後は地元商店会や事業

者からの年会費、新しく建つマンションに入居する世帯から月額３００円の会費を支払っ

てもらい、活動資金にしていく。このように、新住民の支援を目的として既存住民や商店

会などがＮＰＯ法人をつくることは、全国的にも例がないという。また、ＮＰＯ法人や市

が介在して、開発ごとに異なるマンション管理組合の横のつながりを取り持つ計画だ。 

 

○エリアマネジメントは、「小杉駅周辺まちづくり推進地域構想」でも提唱されている。す

なわち、「市民、ＮＰＯ、事業者などとの協働によるエリアマネジメントの推進」の方向性

を打ち出し、次のように述べている。 

 

住民主体のエリアマネジメントの推進 

「ＮＰＯ法人小杉駅周辺エリアマネジメント」が立ち上がり、地域生活の身近な課題を解

決する組織づくりや活動を通してまちの発展に貢献することをめざしています。今後とも、

住民が主体となって住みよい地域づくりを進めていくために、地域課題に対して、Ｎ ＰＯ、

市民活動団体、町内会、企業等のコミュニティなど、多様な主体がエリアマネジメントに

参加し、地域の多面的な魅力を引き出しながら、住民自らがまちづくりを進めていくこと

が必要です。（「小杉駅周辺まちづくり推進地域構想」、11 頁） 
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○しかし、急激に進められた大規模集中開発によって、人口が激増し、それに伴う様々な

地域問題の解決を住民に委ねていくというやり方は、なにかしら不条理である。開発企業

がつくり出した街の維持管理、たとえば、公開空地は本来、開発企業の負担と責任におい

てなされるべきであるが、それがエリアマネジメントを介して、住民負担に転嫁されるこ

とも危惧される。 

○実際、政府は、こうした方向を一貫して追及している。たとえば、こうしたエリアマネ

ジメントを強化する施策の一環として、公共・公益施設の利用と維持管理への住民参加を

強化するために、これまで、都市再生法を度々改正してきた。2012 年にも、より強力な制

度創設をおこなっている。すなわち、「都市再生整備推進法人」として認定された、まちづ

くり団体は、都市再生法によって設けられた新たな特例によって公共施設を自由につかっ

て、様々な事業やイベント等をおこない、収益を得、自分たちの負担金と合わせて維持管

理をおこない持続的に町の魅力を高めていく、というものだ。「公共施設等において民間に

よる収益活動を積極的に認めることにより、まちの活性化を図るとともに、収益の一部を

管理に充当することで、管理の高質化が可能に。（新たな公共貢献）」という発想だ。開発

企業は、本来なら自らの負担で、管理しなければならない公開空地等を、住民を巻き込む

ことによって、自らの負担を軽減でき、後顧の憂い無く開発に邁進できるわけである。 

 

【補注】エリアマネジメント 

○エリアマネジメントのネライは、単に都市施設の維持管理を住民負担に転嫁するという

点にあるのではない。政府の構想はもっと遠大だ。住民が発意、事業に関与し、事業後も

図表 ５-6 エリアマネジメント 

 
資料：「小杉駅周辺まちづくり推進地域構想」（2009 年 3 月）、11 頁 
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住民が施設を利用し、管理・改善していく。都市計画決定前から、事業完成後まで、そし

て、さらに次なるまちづくりへとつなげていく。そのまちづくり主体として、先の「都市

再生整備推進法人」は位置づけられているのだ（図表５－７）。そこには、住民主体の永続

的まちづくりの理想的な姿が描かれているかにみえる。 

 

図表 ５-7 都市再生推進法人の役割 

 

出所：「都市再生整備推進法人制度紹介パンフレット」（国土交通省、2013 年） 

 

○しかし、この制度は、「全国の都市再生を実現する」には、交付金制度の導入だけでは不

十分で、「さらなる都市再生を推進するためには、民間のまちづくりの担い手の参画が必要」

（国交省）という発想から生み出されたものだ。それゆえ、真の住民主体のまちづくりと

は、およそかけ離れたものになっている。たとえば、推進法人は、地域住民を真に代表す

るものではない。極端に言えば、勝手にまちづくり団体を名乗り、認定されれば、地域を

公的に代表するまちづくり組織となってしまう。また、推進法人に対し、企業が背後で、

大きな影響力を行使することは十分可能だ。都市計画提案制度も実質は企業提案になって

いるのをみてもわかるように、企業主体のまちづくりの強化になりかねない。しかも、推

進法人には、無利子のエリアマネジメント融資、税制特例、民都機構による支援等、数々

の特典が与えられる。推進法人を介して、企業は様々な利益を引き出すことができるのだ。 

構想―事業化―管理運営―新たな構想・・・というレールに住民を乗せ、まちづくりサイ

クルのすべての段階で、企業が関与し、永続的に、利益を引き出していく。それが、エリ

アマネジメントを強化していくネライなのである。 
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 第６章 小杉駅周辺開発と都市計画 

ここでは、小杉周辺開発が、総合計画、都市計画の中にいかに位置づけられ、それを効

果的に促進するために、いかに都市計画が活用されているかを分析する。 

  

 小杉駅周辺開発の枠組み 第１節

小杉駅周辺開発に係わる、計画的枠組みは図のとおりである。以下、各計画が小杉駅周辺

開発をどのように位置づけているかを見てみよう。 

 

１． 川崎再生フロンティアプラン他 

○小杉駅周辺開発は 上位計画である「川崎再生フロンティアプラン」（2005 年３月）に次

のように位置づけら、その事業内容・実現手法まで立ち入って、きわめて具体的に示され

る。 

  

「(2)小杉駅周辺地区の整備 

高い交通利便性などを背景とした大規模な再開発を的確に誘導し、民間活力を活かしたま

ちづくりを推進するとともに、都市計画道路東京丸子横浜線など幹線道路の整備を進め、

魅力と活力に溢れた広域的な都市拠点としてのまちづくりを進めます。  

再開発事業にあわせ、市民館や図書館など市民に身近な公共・公益施設の駅周辺への再配

図表 ６-1 小杉駅周辺まちづくり推進地域構想の位置づけ 

 

資料：「小杉駅周辺まちづくり推進地域構想」（2009 年 3 月）、４頁 
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置を行い、駅を中心とした利便性の高いまちづくりを進めます。  

JR 横須賀線・武蔵小杉新駅の整備を推進し、新幹線品川駅など広域交通結節点への連絡性

や都心方面への交通機能の強化により、小杉駅周辺地区における一層の都市機能の向上を

図ります。  

地域、民間事業者及び行政の協働の取組により、これらのまちづくりを適切に調整・誘

導し、本市の新たな玄関口にふさわしい都市景観の形成など都市の魅力向上を図ります。」

（「フロンティアプラン」第１期実行計画、2005 年） 

 

○小杉周辺地域が広域拠点として、はじめて公式に位置づけられは、この「フロンティア

プラン」においてである。しかし、ここで注意を促しておきたいのは、フロンティアプラ

ン策定によって、はじめて小杉周辺開発が開始されたわけではないという点だ。前項で述

べたように、それに先行して、1993 年に小杉駅周辺地区総合整備構想が策定さ、小杉駅東

部、中丸子、小杉駅南部地区は再開発等促進区の指定を受け、開発が開始されていたので

ある。こうした動向をふまえ、フロンティアプランで広域拠点として位置づけ、その開発

促進がめざされたのである。 

○このフロンティアプランの構想は、これは、もう一つの上位計画である、「整開保」、「都

市再開発方針」で受けとめられ、都市計画法で法的根拠が与えられる。 

「整開保」では、「小杉駅周辺地区は、本区域中部の広域拠点として、商業・業務・文化交

流・研究開発等の諸機能の集積を図る」（理由書）、そのため、「商業・業務・文化施設等が

調和した、高密度の複合的な土地利用を誘導する」「魅力ある拠点として育成するため、土

地の合理的な高度利用を図」ることがうたわれ、さらに、「おおむね 10 年以内に実施する

ことを予定する」市街地整備に係わる主要な事業の一つとして、武蔵小杉駅地区の市街地

再開発事業、新丸子東３丁目地区の区画整理事業が、ロードマップに書き込まれる。 

また「都市再開発方針」で、小杉周辺開発地域を、２号再開発促進地区に指定し、再開

発の促進を義務づける。行政の人的・財政的資源投入はこの地域に集中されるのである。 
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２． 川崎市都市計画マスタープラン 

○すでに述べたように、川崎市の都市計画マスタープランは、３層構成で策定されている。

全体構想、中原区構想、まちづくり推進地域別構想の三つのマスタープランである。 

各層のマスタープランにおける小杉周辺開発の位置づけを見てみよう。 

 

【全体構想（2007 年 3 月）】 

○まず、フロンティアプランと以上の上位計画の内容は、川崎市都市計画マスタープラ

ンによって、より具体的に描かれる。もっとも、下記の引用文からもわかるとおり、市街

地再開発事業や地区計画といった都市計画の具体的手法に言及されているものの、ほとん

どフロンティアプランの引き写しである。 

  

小杉駅周辺地区 

・川崎中部の「広域拠点」として、商業・業務・文化交流・研究開発等の諸機能の集積を

図るとともに、優良な都市型住宅の建設を適切に誘導し、計画的な複合的土地利用による

都市機能の強化を図り、「商業業務エリア」の形成をめざします。 

・中心街区では、市街地再開発事業や地区計画等の活用により、土地の計画的な高度利用

を図り、市街地の環境改善や都市基盤整備、公共公益施設の再配置を推進するとともに、

 

図表 ６-2 小杉駅周辺開発と２号再開発促進地区 

 
資料：「川崎都市計画区域都市再開発の方針 附図」より切り取り 
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都市景観の向上に資する計画的な土地利用を誘導します。（29 頁） 

 

【中原区構想（2007 年 3 月）】 

○では、中原区により具体的に即した「中原区基本構想」では、どのように描かれてい

るか。 

まず、「（１） 広域拠点にふさわしいにぎわいのあるまちづくり」の項では、次のように

構想が語られる。 

 

「・小杉駅周辺地区は、本市の「広域拠点」として、また、中原区の拠点の「商業業務

エリア」として、商業・業務・文化・交流・研究開発等の諸機能集積と優良な都市型住

宅の建設を適切に誘導し、土地の計画的な高度利用を図り、質の高い複合市街地の形成

をめざします。 

・中心街区では、市街地再開発事業や地区計画等を活用し、市街地の環境改善や道路、

交通広場、公園、オープンスペース等の基盤整備に資する計画的な土地利用を誘導しま

す。 

・川崎市の新たな玄関口として、ＪＲ横須賀線武蔵小杉新駅の整備を進め、あわせて、

交通広場、道路等の基盤施設の整備を進めるなど、交通結節点の機能強化を図ります。

さらに、川崎縦貫高速鉄道線の整備により、拠点機能の強化をめざします。 

・これらの整備・誘導にあわせて、市民館・図書館等の公共施設の再配置を行い、市民

の文化・交流の拠点としての機能の向上を図ります。 

・工場が立地する地区は、「産業高度化エリア」として、生産機能の高度化や先端技術

を中心とした研究開発機能の集積を図るとともに、大規模な工場等の土地利用転換によ

る都市機能強化など、「商業業務エリア」との連携を促進していきます。 

・小杉駅周辺地区は「都市景観形成地区」として、ランドマークによる拠点景観や駅を

中心とするにぎわい景観、快適で一体感のある公共的空間をめざす沿道景観、まちの回

遊性を高める水と緑の景観づくりなど、風格と快適さを感じることができる街なみ景観

の形成をめざします。」（27 頁） 

 

川崎縦貫高速鉄道線の整備による拠点機能の強化、都市景観形成地区の取り組みが新

たな記述として、現れているのがわかる。 

○また、「（２） 地域と連携したまちづくり」では、①小杉駅周辺地区は、バリアフリー

新法に基づく「重点整備地区」として、バリアフリー化に努めること、②放置自転車問

題に取り組むこと、③中原街道や二ヶ領用水、社寺等の歴史的文化的資源を活かしなが

ら、「小杉地区緑化推進重点地区計画」に基づき、公共空間の緑化を進めること④駅周辺

の商店街を活性化し、人々の交流や情報交換の場、コミュニティの核とするために、商

業振興施策と連携して、にぎわいのある商業拠点の形成に向けた、住民や商店街組織の
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発意による主体的なまちづくり活動を支援するといったことがうたわれる。 

 

【小杉駅周辺まちづくり推進地域構想（2009 年 3 月）】 

○本構想は、マスタープランの第３層をなす、「まちづくり推進地域別構想」の小杉地域

版である。「まちづくり推進地域別構想」は、「 も身近な地域における都市計画の基本方

針」（小杉 M）であるが、川崎市は、その策定方法には、「地域特性等に応じ、いくつかの

ケース」があるとして、「小杉駅周辺まちづくり推進地域構想」では、二つの型を提示して

いる。「地域発意型」と「整備誘導型」である。各型は次のように説明される。 

 

「〈「地域発意型」まちづくり推進地域別構想〉 

○ 「まちづくり推進地域別構想」のエリアは、概ね小学校区程度や複数の町内会・自治会

などの一定の地域を単位として、地域の発意を契機に策定していくことを想定しています。 

○ここでは、地域の発意を尊重し、地域のまちづくり活動の支援を行いながら、熟度が高

まった地域ごとに順次策定を進めていく「地域発意型」の構想としての策定を想定してい

ます。」 

 

「〈「整備誘導型」まちづくり推進地域別構想〉 

〇一方、拠点地区などにおいて、市として将来のまちづくりの方向性を示し、民間事業な

どを適切に誘導していく「整備誘導型」の構想としての活用も考えられます。 

○ 「整備誘導型」では、将来のまちづくりの方向性を、行政の側から、区別構想よりも詳

細な地域の視点で定めていきます。区別構想では対応できない新たな土地利用上の課題等

に適切に対応するために活用していくことも想定しています。」 

 

○端的にいえば、前者は、住民発意に依拠した地域構想、後者は、民間開発を適切に誘導

するための地域構想といえよう。小杉周辺開発地域は、後者の「整備誘導型」に位置づけ

られ、まちづくり推進地域別構想が策定されたのである。 

○構想は、「一方、先導的に再開発を進めてきたこれらのＪＲ南武線の南側地区に加えて、

都市型住宅、高度医療施設、教育施設を含めたＪＲ南武線の北側地区の開発計画が浮上す

るとともに、ＪＲ南武線南側の大規模工場移転後の大規模商業施設計画などの意向も明ら

かになってきました。」という新たな状況をふまえているが、内容的には、全体構想、中原

区構想で展開された、目指すべき都市像、都市構造、土地利用、交通等分等野別基本方針 

カテゴリー・語彙が同じであり、小杉周辺地区に即して述べられているという以外、ほと

んど変わりがない。新たに打ち出されたエリアマネジメントが目につく程度である。 
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 規制緩和的都市計画規制、事業手法の適用 第２節

○図表６－３は、二号地域に適用されている都市計画規制、事業手法を示したものである。 

○いくつかの注目すべき特徴が見いだされる。 

１．再開発等促進区が多用されている点である。高度利用地区も 5 箇所、特定街区が一箇

所指定されている。いずれも容積率を引き上げるためである。 

２．駅周辺の既成市街地の開発では、市街地再開発が適用されている。なお、この場合、

容積率をひきあげるために再開発促進区等の他、高度利用地区が採用されている。 

３．地区計画も容積緩和手段として活用されている。高い容積率への用途替えへの引き替

え条件地区計画の指定がなされているのである。 

これらの都市計画手法を駆使することによって、図表６－４のように、容積率の大幅な

引き上げを実現した。 
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資料： 前掲「小杉駅周辺地区の開発動向」等より作成 

図表 ６-3 小杉駅周辺地区開発に適用された都市計画手法 
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小杉駅周辺開発と都市計画 

 
 

図表 ６-4 小杉駅周辺開発地区における容積率緩和 

 

 

資料；各再開発等地区計画等の都市計画文書より作成 
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 第７章 進む地域破壊、地域の衰退 

 先に見たように、３０棟近いの超高層マンションが、１０数年の内に建設される。これに

より、日照、風害、交通混雑、学校・保育園の不足、コミュニティの希薄化、そして超高

層マンションという住宅形態それ自身がはらむ問題等々、様々な問題が危惧される※。 

 「小杉駅周辺まちづくり推進地域構想」もそれを予想して、「環境と共生した開発計画、

安全・安心のまちづくりの推進」をうたい、次のように述べている。 

 

■５ 環境への負荷の軽減と循環型のまちづくりをめざします 

（１）屋上緑化や超高層建物の敷地内空地の緑化など、多層化する緑地の整備を誘導し、

環境への負荷の軽減を図るとともに、周辺の豊かな自然的環境との調和を図り、風の流れ

を考慮した建物計画や、高層建築物の風害などへの配慮など、安全・安心のまちづくりを

誘導します。（中略） 

（５）都市施設の整備や市街地開発事業の実施にあたっては、地域の環境特性を十分把握

し、周辺環境との調和や大気汚染、水質汚濁、悪臭、騒音・振動、雨水流出、廃棄物の増

加等による環境影響への配慮に努めます。 

（６）工場跡地等の大規模な土地利用転換にあたっては、周辺市街地との調和や環境改善

等に資する計画的な土地利用の誘導に努めます。また、有害物質等による土壌汚染対策の

事業者等の適切な取組を指導します。（「小杉駅周辺まちづくり推進地域構想」、36 頁） 

 

 しかし、マスタープランに反し、すでに、様々な地域的問題が現実に噴出している。 

ここでは、大規模集中開発が引き起こす問題のいくつかを取り上げ、それらの問題にいか

なるインパクトを与えているかについて考察する。 

 

※高層マンションがもたらす、健康・心理・自立・防災等、様々な影響を豊富なデータによって

巧みにまとめた好書として、白石拓『高層マンション症候群』（祥伝社、2010 年）がある。 

 

 日影問題、道路問題 第１節

１． 複合日影 

○かつて四季折々の草花を楽しめた庭が、苔だけ生える庭になってしまった。小杉・丸子

まちづくりの会の「小杉二丁目計画 住民による環境アセスメント－都市計画素案及び事

業者案見直しの提案－」（2012 年 9 月）が紹介する、小杉駅周辺開発によって日照を奪わ

れてしまった、新丸子３丁目のある地域に見る、悲惨な事例だ。 

○超高層の場合、その影は長くなるが、日影時間は短くなるというのが開発側の説明だが、

それが何十棟とそびえ立てば、時間差を伴いながら次々と日影は重なり、先のような深刻

な日影被害を引き起こすことになる。いわゆる複合日影の問題。 

○筆者は、それを確かめるため、小杉駅周辺開発によって引き起こされる複合日影を描い
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てみた。図表７－１，７－２がそれだ。前者は一時間ごとの日影を、後者は日影時間が同

じエリアを１時間刻みで描いたものである。 

○日影１時間以上のエリアは、北側に向け、広大な拡がりを見せ、住居専用地域の環境基

準である４時間以上も相当な面積を占めていることがわかる。 

○なぜ、こうしたことが許されているのか。そもそも複合日影を規制するという考え方が

ないからだ。日影規制は建築基準法に基づきなされる（1977 年の改正で、盛り込まれた。

当初から指摘されていたように、商業地域には適用されない等、日影規制制度は様々な弱

点を持つが、ここでは問わないでおく）。しかし、その規制が適用されるのは、個別の建物

だ。個別規制を積み重ねていけば日照、日照問題は避けられるというのが暗黙の前提に立

っている。環境アセスでも、同様の考え方に立って評価がなされている。 

○しかし、これは、劇場で一人立てば、その人には舞台がよく見えるが、全員立てば、す

べての人が見えなくなるという、いわゆる「合成の誤謬」だ。個別規制が守られても、複

数の建物の日影が重なることによって、深刻な日照侵害が引き起こされる危険性があるの

だ。日影は用途地域ごとに規制基準が定められているが、超高層建築物では、その影は、

当該用途地域をはるかに超え、１キロメートル前後に達する。影を落とす時間は短いが、

複合すれば、多数の住宅が日照を脅かされる。超高層ビル・マンションの時代、日影規制

の考えかたを根本から改めなければならない。 

 

 

図表 ７-1 小杉駅周辺開発による時刻別複合日影図 
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○法的規制基準は、日照を享受すべき住民に即して決められなければならない。言い換え

れば、日影時間は何時間を超えてはならないという規制は、個々の建築行為に対して設定

するのではなく、全体の建築行為に対して適用するのである。日照侵害に対しては、建築

側に共同責任を負わせるといってもよい。 

○そもそも都市空間は公共のものだ。そうした公共性を担保するのが都市計画の役割であ

る。武蔵小杉駅周辺マスタープランも、こうした深刻な複合日影問題を予見し、それを

大限回避できるような、プランを示さなければならなかったのである。しかるに、当マス

タープランは「大規模な再開発を的確に誘導し、民間活力を活かしたまちづくりを推進す

る」として、民間の開発意欲をいかに損ねないようするかに、細心の配慮をおこない、「的

確に誘導」することに努めたのだ。実際、それを保障するために、実際の都市計画におい

て、法定容積率の２～３倍という、途方もない容積緩和を実行した。こうした都市計画の

あり方こそ、複合日影問題の根因をなすのであり、したがって、複合日影問題の解決は、

こうした民活規制緩和からの転換なくしてありえないのである。 

 

 

図表 ７-2 小杉駅周辺開発による等時間複合日影図 

 

１時間 

２時間 

３時間 

５時間 

４時間 

６時間 
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２． 自動車交通量へのインパクト 

 武蔵小杉周辺開発が道路交通量にどのようなインパクトを与えているかを見たものが図

表７－３、図表７－４である。 

「（仮称）小杉町二丁目開発計画に係わる条例環境影響評価書」（三井不動産レジデンシャ

ル株式会社・JX 日鉱日石不動産株式会社、平成２５年１月、以下、アセスと略記する）で

は、小杉町二丁目開発によって、将来交通量がどのようになるか、主要交差点ごとに、そ

の推計が示されている。推計においては、これまで計画（完成を含む）されたプロジェク

トによる増加交通量もカウントされているので、武蔵小杉周辺の全開発によってもたらさ

れる増加交通量を知ることができる。ただし、現在（H19 年 8 月）における、各交叉点の

交通量は集計されていないので、アセスのデータを再集計して、それを求めた。 

 図表７－３、７－４はその計算結果をまとめたものである。自動車交通量が 大となる

時間帯における、現在と将来の交通量（台/時間）を、各交叉点の道路断面ごとに、現在と

将来が対比的に示している。 

 これらの図表から、断面交通量の増加率が 50％を超える交叉点が 5 か所あり、合計では、

4 つの交叉点で 20％を超えている。開発は、まだまだ続く。日本医科大学関連施設用地の

再開発はすでに日程に上っている。さらに交通量増加へのインパクトは強まっていくので

ある。道路拡幅の必要性も出てこよう。今後、人口減少社会に入ることによって、全体的

には交通量も減少していくと予測されるから、局地的交通量増加をもたらす大規模集中開

発ゆえの、無駄な公共投資といえよう。 
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図表 ７-3 小杉駅周辺開発による自動車交通量の増加 

 

予測地点 断面 H19年８月 将来交通量 増加交通量 増加率(%)

1 A 747 1304 557 74.6

B 1384 1539 155 11.2

C 881 1589 708 80.4

D 1302 1446 144 11.1

計 2157 2939 782 36.3

2 A 139 165 26 18.7

B 1420 1610 190 13.4

C 1 37 36 3600.0

D 1424 1582 158 11.1

計 1492 1697 205 13.7

3 A 297 402 105 35.4

B 1235 1482 247 20.0

C 265 429 164 61.9

D 1307 1525 218 16.7

計 1552 1919 367 23.6

4 A 194 267 73 37.6

B 1551 1589 38 2.5

C 7 8 1 14.3

D 1457 1550 93 6.4

計 1605 1707 103 6.4

5 A 1638 1974 336 20.5

B 185 252 67 36.2

C 1490 1761 271 18.2

D 47 49 2 4.3

計 1680 2018 338 20.1

6 A 138 146 8 5.8

B 762 801 39 5.1

C 183 234 51 27.9

D 691 721 30 4.3

計 887 951 64 7.2

7 A 765 787 22 2.9

B 98 98 0 0.0

C 134 147 13 9.7

D 839 864 25 3.0

計 918 948 30 3.3

8 A 221 388 167 75.6

B 968 1561 593 61.3

C 940 1367 427 45.4

計 1065 1449 384 36.0
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図表 ７-4 小杉駅周辺開発による自動車交通量の増加 
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 地域の衰退と格差拡大 第２節

○武蔵小杉周辺開発がもたらす負のインパクトの一つとして懸念されるのは、空き家問題

の加速である。500 圏という小さなエリアであっても、これだけ住宅の大量建設が集中すれ

ば、他の地域における住宅供給の可能性を狭め、ひいては空き家の拡大をもたらすと予測

されるからだ。 

 

１． 空き家問題へのインパクト 

【川崎市の空き家状況】 

○現在、空き家問題への対策が全国的に大きな課題となっている。空き家の増加によって、

災害時の危険、放火、犯罪等の危険、街並みの破壊等が進むからだ。 

○空き家率は全国平均で、1978 年の 7.6％から、2008 年の 13.1％と３０年間に倍近い伸び

を示している（住宅・土地統計調査）。川崎市の空き家率は、2008 年で 10.1％と全国水準

より低いが、今後、深刻化していくことが危惧される。 

○図表７－５は、空き家率推計の基礎となる住宅減失率を計算したものであり、それをも

とに、2015 年～2030 年における空き家率について、一つの試算をしたのが、図表７－５で

ある。 

 

 

図表 ７-5 住宅減失率の推計 

 

2003 年 2008 年 

（１）住宅総数 602200 686400

（２）世帯総数 541000 61700

（３）空き家総数 62000 69500

（４）2003～2007 着工数＊ 100818

（５）2003 年住宅数+上記着工数 703018

（６）住宅滅失数：（５）－2008 年住宅総数 16618

（７）滅失率：（６）／（１） 0.0276

（８）年平均滅失率：（７）／５ 0.0055

 

＊川崎市住宅着工数の推移 

2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 計 年平均 

19225 20056 24947 20879 15711 100818 20163.6 

 

資料：：「住宅・土地統計調査」「住宅着工統計」より作成 
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進む地域破壊、地域の衰退 

それをもとに、二つのケースを設定し空き家率の推計をおこなった。 

○ケース１は、着工数、滅失率が現状で推移するという仮定の下に、推計したものである。

このケースでは、2035 年には 1/3 が空き家になる。これは非現実的かもしれない。着工数

は今後、除除に減っていくと考えるのが、実際に近いであろう。そこで、年着工数を現状

の半分 1 万戸と仮定して推計した。ケース２である。このケースでは、空き家率 20％とな

る。やはり、深刻な数字である。しかも、この仮定は、住宅建設産業の著しい縮小を意味

する。いずれにしても、事態は厳しいといえよう。 

○なお、2035 年までは世帯が増加するが、それ以後は世帯数までもが減少していく。その

ときには、トレンドが変わらなければ、空き家率はきわめて高い数値になることを覚悟し

ておかなければならない。 

 

 

図表 ７-6 空き家率の将来推計 

 

 

 

2015 年 2020 年 2025 年 2030 年

ケース１ （１）世帯総数 610855 630391 644324 651943

（２）年平均着工戸数 201634

（３）住宅年平均減失率 0.005519

（４）住宅数推計 801028 879744 956288 1030720

（５）空き家数推計：（４）－（１） 190173 249353 311964 378777

（６）空き家率：（５）／（４） 24 28 33 37

2015 年 2020 年 2025 年 2030 年

ケース２ （１）世帯総数 610855 630391 644324 651943

（２）年平均着工戸数（推計 2） 10000

（３）住宅年平均減失率 0.005519

（４）住宅数推計＊ 729882 759741 788776 817010

（５）空き家数推計：（４）－（１） 119028 129350 144452 165067

（６）空き家率 16 17 18 20

＊住宅数推計：前期住宅数＋期間内着工数－期間内減数 

注．将来人口は、国立社会保障・人口問題研究所『日本の地域別将来推計人口（平成 25 年 3 月推計）』、

将来世帯数は、同『日本の世帯数の将来推計（都道府県別推計）』（2009 年 12 月推計）における神奈

川県将来推計値から、世帯当たり人口を計算し、川崎市将来人口を除して求めた。 
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【中原区に見る空き家の実態】 

 

○もう少し、空き家の実態を詳しく見るために、武蔵小杉周辺開発地域が位置する中原区 

を例に、住宅地図を使って、空き家の分布状況を調べた。その調査結果を示したのが図表

７－７である。これは、一戸建て住宅（テラスを含む）の空き家の分布を示したものであ

る。予想に反して、かなり均等に分布していることがわかる。 

○この図表では、共同住宅の空室率はわからないので、ランダムに一地域を選び、同じ住

宅地図をもとに、その空室率を調べてみた。図表７－８はその結果を示したものである。 

空室率 25％を超えるアパートが多数みられるのがわかる。 
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進む地域破壊、地域の衰退 

 

図表 ７-7 中原区における空き家（戸建て）の分布 

 

 

資料：『ゼンリン電子住宅地図デジタウン 中原区』（2012 年 7 月）、国土地理院「数値地図 5000

（土地利用）」（2005 年）から作成。 

注．居住者名の記載されていない住宅を「空き家」とみなした。 

西加瀬地区 
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図表 ７-8 西加瀬地区における空き家、空き室の状況 

 

 
資料：資料：『ゼンリン電子住宅地図デジタウン 中原区』（2012 年 7 月）よ

り作成。 

    注．アパート（マンションを含む）については、居住者名が記載されていな

い部屋を空室とみなした。ただし、全室に居住者名がみられない場合は、

必ずしも空室とは判断できないので不明とした。 
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【空き家増大への、巨大開発のインパクト】 

○武蔵小杉周辺開発による住宅の大量供給は、空き家率増大に拍車をかけると推測される。 

先に述べたように、武蔵小杉周辺地域で、2006 年から 2015 年の間に供給される住宅総

戸数は、約 2 万戸強だ。年間にならすとほぼ二千戸のペースということになる。川崎市全

体における年間の全住宅供給量は二万戸であるから、約十分の一がこのエリアで供給され

ている計算だ。 

○中原区についてみれば、たとえば、2012 年度の住宅着工戸数は約 3300 戸であるから、

およそ、その三分の二が、武蔵小杉周辺地域の開発によって供給されたことになる。裏返

して言えば、武蔵小杉周辺地域における集中的住宅供給により、小杉地域以外の地域は、

住宅建設の機会が大きく奪われたことを意味する。周辺地域の空き家問題は、いっそう大

きなインパクトを受けることになるわけである。 

 

２． 危惧される商店街衰退 

○武蔵小杉駅周辺開発のインパクトとして、もう一つ懸念されるのが商店街への影響だ。 

商業統計によると 2007 年 7 月現在の中原区の売り場面積は 116854 ㎡である。周辺地区

では 32841 ㎡である（図表７－９参照）。 

しかし、以後、開発によって見込まれる商業床の面積は、確定しているだけでも、4 万㎡

は確実に超える。実に周辺地区売り場面積の 1.2 倍強である。 

○この 4 万㎡強の増加商業床は、開発が産み出す人口増加によって吸収されるであろうか。

簡単な計算を試みよう。 

 2007 年時点における中原区の人口は 216383 人、売り場面積は 116854 ㎡であるから、

売り場面積当たり人口は 1.85 人。一方、武蔵小杉駅周辺の開発によってもたらされる人口

増加は、約 14400 人（2012 年～2018 年）であるから、吸収可能な、増加売り場面積は 7800

㎡という計算になる。中原区全体で吸収すると考えても、先と同じ期間における中原区の

人口増加数は 6500 人にも満たない※。周辺地域では人口が減少するからだ。したがって、

中原区全体で見ると、3500 ㎡しか増加余力は見込めないのである。多くの商店の閉鎖、商

店街の衰退が危惧されるのである。 

 

※2012 年の住民基本台帳人口は 232 千人、人口問題研究所による 2020 年の予測人口は 239

千人である。 
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図表 ７-9 中原区における商店街と大型店の分布 

 
資料：「商業地図デー タベース作成事業」(2002 年度、川崎市) 
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進む地域破壊、地域の衰退 

 なぜ規制緩和による大規模開発は地域衰退を導くのか 第３節

○先に見たように、小杉駅周辺の広い範囲にわたって、地価の傾向的低下、空き家の増加、

商店街の危機が引き起こされている。その背後には日本経済の全体的な低迷があるが、小

杉周辺開発の影響はきわめて大きいと見られる。 

 ここでは、なぜ、規制緩和による大規模集中開発が地域の衰退、疲弊を導くのかについ

て説明したい。 

○かつての経済成長の時代には、都市計画の規制緩和は、地域の「活性化」をもたらした。

容積率の緩和に比例して、地価は高騰し、開発が開発を呼び、人口集中によって新たな需

要が生まれたからである。集中開発は、いわゆる波及効果論、トリクルダウン論等によっ

て「正当化」され得た。しかし、現在のようなチジミ社会の下では、歯車はすべて逆に回

転する。  

○住宅・土地市場を例に考えてみよう。 

 都市計画の規制緩和で、利用可能な容積率が増大すると、その分、住宅供給量は増え、

住宅価格は下がり、したがって地価も下がるはずである。こうした論理をつかって、これ

まで、政府は、都市計画の規制緩和を、土地・住宅政策の基本的考え方として正当化して

きた。しかし、右肩上がりの時代には、宅地・住宅供給はほとんど増えず、地価・住宅化

価格だけが規制緩和率に比例して、高騰していった。そのクライマックスが、８０年代の

地価狂乱である。 

○どうしてそのような結果になるのか。右肩上がりの時代には、人口も、所得も増加し、

膨大な住宅需要が見込まれた。規制緩和で、たとえ住宅供給が増えても、焼け石に水で、

ただちに増え続ける需要に飲み込まれ、住宅価格の引き下げ効果をもたらさなかった。一

方、規制緩和は、緩和率に比例して、土地単位面積当たりの住宅供給を増やし、土地から

稼げる収益を増大させるから、地価は比例的に上昇することになる。さらに、こうして地

価が確実に上昇していくことが見込まれれば、地価上昇益への期待から、土地を投機的に

保有する傾向が強くなる。土地、住宅の供給は抑制され、この面からも地価・住宅価格は

高騰していく。高騰が高騰を呼ぶというメカニズムがつくられるのである。 

○しかし、右肩下がりの時代になると事態はまったく逆転する。 

 都市計画の規制緩和を広い地域にわたって実施することは困難になる。乏しい住宅・土

地需要の下で、広範な規制緩和をおこなうと、需要の受け皿が大きくなり、規制緩和の期

待効果はほとんどなくなるからである。 

○では、特定の地域で規制緩和が行われれば、どうなるか。収縮した不動産需要は限られ

たエリアの規制緩和地域に吸い上げられ、その分、他の地域の需要は減退する。したがっ

て不動産価格も下落する。 

○これを、簡単な住宅市場モデルをつかって説明する。図表７－１０がそれである。 

 横軸は住宅の総床面積、縦軸は単位床面積当たりの価格を表す。このモデルでは、住宅

供給地域をａ、ｂの二つの地域に区分する。ａは都市計画の規制緩和がおこなわれる地域
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であり、ｂはそれ以外の地域を表す。＊印がつけられた変数は、規制緩和実施後のもので

あることを示す。なお、このモデルでは、若干のリアリティを持たせるため、ａ地域とし

て、武蔵小杉駅周辺開発地域を想定している。 

○Ｓａは、この地域に規制緩和が行われないことを仮定した場合の、ａ地域の住宅供給曲

線を示す。縦軸に平行に描いたのは、この地域は企業遊休地からなり、土地利用転換への

意向が極めて強いことを表現したかったからである。Ｓｂは他地域の供給曲線であり、Ｓ

は、ＳａとＳｂの合計からなる、総供給曲線である。Ｄは住宅総需要曲線を表す。すると、

都市計画の規制緩和が行われないと仮定した場合の、単位床面積当たり住宅価格はｐ、供

給される住宅総床面積はｑとなる。 

○では、a 地域で、都市計画の規制緩和がなされた場合はどうなるか。 

規制緩和によって容積率はｎ倍に引き上げられたとしよう。すると、ａ地域の住宅供給

床面積はｎ倍となり、供給曲線Ｓａは右にｎ倍拡大され、Ｓａ＊にシフトする。その結果、

総住宅供給曲線はＳ＊に移動し、住宅均衡価格はｐ＊まで低下し、住宅供給面積はｑ＊まで増

加する。地域における変化に着眼すると、a 地域の住宅供給床面積はｑa からｑa
＊にｎ倍拡

大し、ｂ地域のそれは、ｑｂからｑｂ
＊に減少することがわかる。 

○ｂ地域は、ａ地域における都市計画の規制緩和によって、住宅価格も、供給面積も低下

するのに対し、ｂ地域では、住宅供給量をｎ倍に拡大することによって――住宅価格が低

下するのでｎ倍とはならないが―――規制緩和の利益を享受するのである。 

○なお地価Ｐは、敷地単位面積当たり住宅価額をＨ、敷地単位面積当たり建築コストをＣ

で表せば、 

  Ｐ＝Ｈ－Ｃ 

として求められるから、規制緩和すれば、ｂ地域では地価が住宅価格の低下に比例して下

落し、ａ地域では、ＨとＣは容積率の緩和に比例して、ｎ倍とはならないが、確実に増大

する。 

○以上のように、特定地域における都市計画の規制緩和は、当該地域の住宅供給量と住宅

価格、地価を引き上げ、それ以外の地域は真逆の事態を引き起こすのである。 

 

 



 
 

 87 

 

進む地域破壊、地域の衰退 

 

 

 

図表 ７-10 特定地域における容積率緩和が住宅価格・供給量に与える影響 
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 第８章 再開発等促進区制度の運用における問題点 

――小杉二丁目再開発等促進区を例に 

 小杉駅周辺開発の中心手法としての再開発等促進区 第１節

１． 再開発等促進区とは？ 

 

【再開発地区計画としてスタート】 

○再開発等促進区の前身は、バブル 中の 1988 年に制度化をみた、再開発促進区である。 

再開発地区計画 は、地区計画の一種で、既存の都市計画規制を撤廃し、開発プロジェク

トが都市に貢献する程度に応じて、容積率の緩和を認める、究極の都市計画緩和手法であ

る。 

○1980 年代はじめ、中曽根内閣によって、大都市中心部の再開発促進をめざす、いわゆる

アーバンルネッサンスが開始された。都心再開発を政府が自ら進めるのではなく、民間（企

業）の力を借りて、推進するというのが、アーバンルネッサンスのコンセプトである。 

企業のやる気を引き出すためのインセンティブとして採用したのが、規制緩和手法であ

る。規制緩和は様々な分野で導入されていったが、都市計画はその象徴である。本来都市

計画は、土地利用を規制することによって、都市の資質を高めていくことをめざしたもの

であるが、内需拡大、景気浮揚をはかるため、規制緩和に転じたのである。 

○規制緩和は、土地の地上げ等によって地価バブルをもたらした。バブルは都市の再開発

の火をさらに激しいものにした。企業は、都心部に所有する工場跡地等、遊休地を再開発

することによって、莫大な利益を得ようとした。しかし、多くの遊休地は工業系の用途地

域が指定されており、容積率も低く抑えられていた。そうした遊休地で再開発しても、開

発利益の魅力は乏しい。もし、都市計画が緩和され、 大の開発利益を獲得できるよう自

由にプロジェクトを計画できれば、数倍の利益を手にいれることができる。こうした、企

業の要望に応えた制度化されたのが、究極の規制緩和手法である再開発地区計画なのであ

る。 

 

民間主体が成熟化し、資金力、企画力等においても大規模事業を遂行し得るようになっ

た今日、大規模都市開発はエコノミック・ディベロップメント(経済開発)と呼ばれるほどに、

新しいビッグビジネスとして世界的にも定着しつつあります。 

民間主体の実力とエネルギーを適切に活用して、これからの時代を支える優良な都市資

産の形成を図ることは、今日の都市整備に求められている重要な課題のひとつであると考

えられます。（再開発地区計画研究会、「手引き」、1989、6 頁） 

 

○地区計画は、1980 年、住環境を守るために、より厳しい都市計画規制が可能なしくみと

して創設されたが、中曽根民活都市再生を皮切りとする新自由主義的都市政策の流れに飲

み込まれ、それとはまったく逆のものに変質していった。再開発地区計画制度は、その、
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８０年代におけるエポックを飾るのである。 

なお、再開発地区計画は、2001 年，住宅地高度利用地区計画と統合され，再開発等促進

区となった。 

 

【再開発概念の拡張と再開発地区計画】 

○再開発の目的は、一般的には土地の「高度利用」にあるとされる。しかし、この概念は

あいまいであり、再開発の正当性を評価するためには正確な理解が必要である。そもそも、

「土地の高度利用」という概念は、川上秀光が「土地利用計画を主導する実質的理念とし

て『土地利用の高度化』が掲げられているのは筆者の知る限りではわが国だけのようであ

る。」（川上秀光『巨大都市東京の計画論』彰国社、1990、63 頁）と指摘しているように、

日本固有の概念であることを知っておく必要があろう。 

○では、「高度利用」とは何か。川上は、その反対概念を二つ対置することによって、「高

度利用」の概念を明らかにしようとする。「その一つは都市構成の経済効率の視点から、あ

る地区に期待される用途および密度を達成していない『低度利用』である。もう一つは地

区の環境効用の視点によるもので、高地価に伴う土地利用の適合変化が円滑に進まず、ま

た人為的に規制されることにより、敷地狭小化、ミニ開発、建てづまりなどに伴う地区環

境の悪化を生じている『非効率利用』である」（同書、66 頁）。前者の反対概念から導かれ

る土地の「高度利用」は、「経済効率を高める」土地利用であり、後者のそれは「環境効用

を高める」土地利用である。都市計画では、後者の「環境効用を高める」高度利用こそが、

その 優先の目的に据えられなければならないことは自明である。 

○しかし、現実には、優先順位は逆転し、「環境効用」の向上は、「経済効率を高める」高

度利用の口実として使われるということがしばしば起きる。とりわけ、80 年代に入って、

再開発の概念が大きく拡張されていく中で、こうした傾向はよりいっそう顕著になる。 

○再開発概念の拡張は、1980 年に制度化された「都市再開発方針」において、その 初の

ステップが踏み出される。ここでは、「市街地環境としての何らかの問題点、欠陥の有無と

は一応切り離して、より広範な都市の整備に必要な限りで、低密地区の土地利用の高度化、

都市施設の追加的な整備を伴う土地利用転換などに『再開発の必要性=公共性』を認めるも

のとなっている。」（水口俊典『土地利用計画とまちづくり』学芸出版社、1997 年、276 頁）。   

以後、「経済効率を高める」高度利用、より直裁にいえば、「土地収益を高める」再開発

促進のために、「再開発の必要性=公共性」はますます曖昧にされていくのである。それは、

再開発の対象地域の要件の度重なる緩和に、端的に表れている。再開発地区計画の創設は

その画期といえる。再開発地区計画は、市街地再開発の目的に従来の高度利用のみでなく、

「都市機能の更新」（都市再開発法第一条）を加え、再開発の概念を大きく拡張したからで

ある。 
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２． 都市計画手法としての３つの特徴 

１．特別規制緩和 

 都市計画の規制緩和には一般的規制緩和と特別規制緩和の二種類がある。一般的規制緩

和とは、たとえば、より高い容積率を指定しうる用途地域に変更するとか、用途地域を変

えなくとも、より大きな容積率を指定するといいった措置である。一定のエリア内のすべ

ての土地権利者が、規制緩和の利益を享受する。 

 これに対して、特別規制緩和とは、一定の条件を満たす特定のプロジェクトに対しての

み、例外的に規制緩和を認める方法である。したがって､都市計画規制緩和の受益は、プロ

ジェクト主体に限定される。一般に、条件を満たすことができるのは大規模開発、それを

担う大開発資本であるから、受益はそれらに独占されるのである。なお、この受益の程度

は、都市計画の一般的規制が強ければ強いほど、大きくなる。利益の源泉は、特定プロジ

ェクト以外の都市計画規制にあるのである。 

 

２．条件付き都市計画 

 特定のプロジェクトに対してなされる例外的規制緩和は、無条件に認められるのではな

い。先に『再開発地区計画の手引』からの引用で、再開発地区計画の目的として、「これか

らの時代を支える優良な都市資産の形成を図る」ことがうたわれていることをみたが、当

該再開発プロジェクトが「優良な都市資産の形成」に貢献することが、必要なのである。 

 たとえば、『再開発地区計画の手引』では、下記のように，大きく８つの貢献内容に区分

し、その貢献程度に応じて、容積率の緩和を認めるという考え方を算式によって示してい

る。 経済的なインセンティブを大きくし、再開発を促進することが、再開発地区計画の主

眼であるとしても、都市計画制度の一翼を担うかぎり、都市環境の向上に寄与することが

不可欠の条件なのである。 

 先走っていえば、経済的インセンティブと、都市の資質向上が、両立できないところに、

再開発地区計画の根本的矛盾が胚胎しているのである。 

 

 

出所：再開発地区計画研究会編著『再開発地区計画の手引』、ぎょうせい、1989 年、7６頁 
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３．協議型都市計画 

規制緩和の程度は、都市環境水準の引き上げへの貢献度によって決定されるが、開発側

から、どれだけ都市への貢献を引き出し、それに対してどれだけの規制緩和を認めるかは、

事業者と行政の協議を通して決定される。「協議型都市計画」と言われるゆえんである。 

このような、「協議型都市計画」といった計画手法は、これまでの我が国の都市計画には、

概念的にも、制度手法的にも存在しなかった発想であり、その意味では、再開発地区計画

は、都市計画に一つの革新をもたらしたといえよう。さらにいえば、行政が市民の立場に

立ち、強力なイニシャティブを発揮すれば、民活によって、都市環境の向上を図るという、

地区計画に託された本来の目的の達成もあながち、不可能ではなかったかもしれない。 

しかし、協議は、追認に堕し、再開発地区計画は「エコノミック・ディベロップメント」

「新しいビッグビジネス」としての大規模都市再開発を支援するシステムになってしまっ

ているのである。 

 

３． 川崎市の制度運用の特徴 

○東京都では、「再開発等促進区を定める地区計画運用基準」を定め、それにもとづいて運

用している。後で紹介するように、実態はともかく、制度的には、研究会の構想に忠実な

制度設計がなされている。 

○しかし、川崎市では、そうした運用基準がない。「総合設計制度の許可基準」を準用する

かたちをとっている。容積緩和もその基準に照らし、機械的に算定される。再開発地区計

画で導入された「条件付き都市計画」－「協議型都市計画」という独自的手法は排除され、

他の特定規制緩和手法一般に解消されてしまっているのである。 

  

 開発企業の受益と都市への貢献の実際 第２節

○では、川崎市における再開発等促進区の事業者は、具体的にどのような受益を得、都市

の環境改善に貢献しているのか。小杉二丁目再開発等促進区を例に以下、検証する。先に

述べたように、川崎市では、再開発促進区等による容積率の緩和等は、「総合設計制度の許

可基準」の準用によって決定される。 

○川崎市の「総合設計制度の許可基準」（平成 24 年 7 月 1 日）では、許可基準適用対象地

域として、①一般型総合設計、②市街地住宅総合設計、③再開発方針等適合型総合設計、

④都心居住型総合設計の、４類型が用意され、それぞれ適用条件が示されている。小杉二

丁目再開発等促進区では、②市街地住宅総合設計が適用されている。「住宅の占める割合が

大きい」（川崎市説明資料。以下、「説明資料」と略記する）という理由だが、④は現在、

川崎市西口地区に適用が限定されており、④以外では、後ほど説明するように、緩和容積

率がもっとも大きくなるからである。 
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１． 容積率緩和による受益 

【川崎市における容積率緩和の基本的考え方】 

○平成 24 年 9 月 5 日付けの川崎市まちづくり局都市計画課の説明資料（以下「説明資料」

と略記）は、川崎市における容積率緩和の基本的考え方を次のように述べている。 

 

「都市計画法には具体的な算定基準等は示されていないが、本市では以下の運用を行って

いる。 

 
 」 

○「説明資料」が、こうした運用の正当性の根拠として求めているのが、「都市計画運用指

針 第６版」（以下、「指針」と略記する）の次の記述である。 

 

容積率の 高限度は、用途地域に関する都市計画に定められている容積率に関わりなく

制限の緩和についても定めることができる。制限の緩和に当たっては、地域の特性に応じ

て土地の高度利用が促進されるよう、柔軟な運用を図ることが望ましい。 

 

柔軟過ぎるといえる運用を指示しているわけであるが、これは、既存の都市計画規制を

度外視できる再開発等促進区にして、はじめて可能となるものである。正確にいえば、こ

うした「反都市計画」に道を開くため、同制度が創設されたのである。 

川崎市では、容積率の緩和を、基準容積率の設定、加算容積率の設定という二段階に分

けておこなおうという、「柔軟な運用」方法を編み出したのである。 

○では、小杉二丁目の開発事業者は、この運用基準によって、どれだけの容積緩和利益を

得たのか。 

 

【容積率緩和による受益（その１）――用途地域変更の先取りによる容積率の引き

上げ】 

○現在、等地区では、商業地域（４００％） と第一種住居地域（２００％）が指定されて

いる。したがって、指定容積率は、それらの面積按分によって算定される容積率 267％とな

る。 

○しかし、容積率の緩和は、この指定容積率を基準になされるのではない。将来、想定さ

れる新たな用途地域に定める「基準容積率」をベースに算定するというのが川崎市の方式

である。本地区では、商業地域への用途地域の変更が想定され、その容積率は 400％に設定
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される予定であることから、基準容積率は 400％に定められる。用途地域にふさわしい公共

施設の整備がなされ、現実の土地利用転換が進む前に、いわば、その先取りによって、容

積率の引き上げを認めるのである。 

○こうした方法を正当化しうる根拠を、「説明資料」は、どこに求めているのか。 

「説明資料」は、その根拠にしうる文言を「指針」から抜き出すことができず、次のよ

うに独自の解釈を示すにとどまっている。 

 

「それまで有効に活用されていなかった低末利用地から、新たな土地利用を誘導する制

度であることから、将来は新たな土地利用にふさわしい用途地域への変更を行うことを想

定している。小杉町２丁目地区においては、商業・業務施設等のにぎわい機能、コンベン

ション施設等の文化・交流機能等の複合施設が整備されるため、周辺の指定状況もふまえ、

商業地域（４００％）への変更を想定している。」① 

 

「本来は、道路等の基盤施設を先行して整備し、用途地域の変更を行ったうえで計画建

物を建築することが望ましいが、それでは相当の期間を要し、円滑な土地利用転換が進ま

ないことが懸念されることから、将来の用途地域の変更をふまえ、道路などの都市基盤整

備と建築物の整備を一体的に行うことにより、土地の高度利用が可能となる再地区制度を

活用することとしている。」② 

 

○すなわち、②本来は、基盤施設を先行して整備し、用途地域の変更を行うべきであるが、

それでは土地利用転換がスピーディに進まない、したがって、①将来、商業地域への変更

を予定しているから、それを前提にした容積率の設定をおこなう、というのが市の考え方

である。しかし、「指針」では、再開発等促進区の用途地域変更については逆の指示が示さ

れている。すなわち、 

 

再開発等促進区を定めようとするときは、一号施設の整備の必要性と地区内の既存建築物へ

の配慮などから、用途地域に関する都市計画は、変更しないことが望ましい。ただし、プロ

ジェクトが完成し、又は概成した時点においては、当該再開発等促進区の区域において形成

された良好な市街地環境の保全に配慮しつつ、当該区域についてその土地利用にふさわしい

用途地域に関する都市計画に変更することも考えられる。 

 

○もっとも、川崎市は、将来の用途地域へ、先取り的に「変更」するのではなく、それを

「想定」するにすぎないと弁明できるかもしれない。ただ、そうした行為は、法に保障さ

れた、市民の都市計画への参加権限を大きく侵害することを忘れてはならない。用途地域

の変更は、住民参加を含む、一連の手続きによって決定されるのであり、それを行政が既

定事実化することは、住民の意見反映の機会を奪うことを意味するからである。 
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○では、川崎市は、用途地域の変更の先取りという、すっきりしない方法に訴えざるをえ

なかったのか。それは、川崎市では、「総合設計制度の許可基準」を準用しているため、同

基準によるだけでは、開発企業の満足のいく、十分な容積緩和を保障しえないからである

と推察される。容積率の大幅な引き上げのためには、用途地域の変更の先取りによる容積

率の底上げが不可欠であったのである。 

 

【容積率緩和による受益（計画利益）その２――有効公開空地による容積加算】 

○次に、「加算容積率」について、本地域における適用の実際を検証してみよう（図表８－

１参照）。。 

川崎市では、「加算容積率」は、「総合設計制度の許可基準」の準用によって算定される。 

算定結果によれば、小杉二丁目再開発等促進区 A、B 地区の「加算容積率」は 200％になる

という。算定方法について、詳しく見てみよう。 

 

 加算容積は、「総合設計制度の許可基準」の第 14 条に準拠し、次式で与えられる。 

 

 

 

 Ｋi 次の表（省略）による割増係数 

 KA 次の表（省略）による割増係数 

 

○上式は、割増容積率は、Ｓ/Ａ、つまり、有効公開空地率が大きいほど、大きくなること

を表している。 

ここで、公開空地とは、「第１１条 公開空地とは、次の各号のすべてに該当する空地又

は空地の部分（空地又は空地の部分の環境の向上に寄与する植込み、芝、池等及び空地の

利便の向上に寄与する公衆便所等の小規模な施設に係る土地を含む。）をいう。」（川崎市「総

合設計制度の許可基準」）。端的にいえば、市民に利用が開かれたオープンスペースであり、

この面積の割合が大きいほど、よりよい都市環境の形成に寄与するとされているのである。 
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○Ａ地区における、それぞれの変数の値は以下のとおりである。 

Ａ：8480 ㎡ 

Ｓ：3596 ㎡（歩道状空地 1312 ㎡、デッキ 1182 ㎡。それらの特性に応じた係数をかけ、Ｓ

が算定される。表 参照） 

Ki：総合設計の種類と基準容積率によって、決まるが、Ａ地区の基準容積率は 400％であ

るから、{ 1/3+（9－ｖ）×1/8×1/3 }×（a×3/4+1） 

 

ここで ａは、建築物における住宅の用に供する部分の延べ面積に対する割合（２／３を

超える時は２／３とし、以下第二項において同様とする。）を表す。Ａ地区の場合、住宅

の用に供されているのは、 建物床面積全体の82％であるから、ａは2/3、したがって 

Ｋｉ＝{ 1/3+（9－4）×1/8×1/3 }×（2/3×3/4+1） 

     ＝0.8125 

   ＫＡは、総合設計の種類、用途地域、敷地面積（Ａ）によって決定される。 

図表 0-1 小杉二丁目再開発等促進区における有効公開空地 
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       Ａ地区の用途地域は商業、敷地面積は 5000 ㎡を超えているから 

   ＫＡ＝2 となる。 

  

したがって、以上の変数の値を、 初の式に代入すれば、 

 

 Ｖ＝8480 ㎡×400％×{1+（3596/8480－0.1）×0.8125×2} 

  ＝8480 ㎡×400％×1.52 

  ＝8480 ㎡×608％ 

  ＝51558 ㎡ 

 

○かくして、再開発等促進区による加算容積率は 608％－400％＝208％となる。 

したがって、計画容積率＝基準容積率+加算容積率 

           ＝400％+208％ 

           ＝608％ 

となる。ただし、上記の計画容積率には、許可基準によって限度が定められている（その

求め方は、ここでは省略）ので、計画容積率は 終的には、600％と定められるのである。 

 

○ここで、３点、注意を促しておきたい。 

一つは、用途地域先取りによる基準容積率引き上げの効果である。これは、現在の指定

容積率 267％から、400％に容積を引き上げただけでなく、さらに、加算容積率をより大き

なものにし、全体として、計画容積率の引き上げにも寄与したという点である。 

 もし、指定容積率をベースに、算定されていたならば、計画容積率は 

267％×1.52＝406％ 

に止まるからである。 

○もう一点は、総合設計の種類として、なぜ、市街地住宅総合設計が選択され、再開発方

針等適合型総合設計が採用されなかったかという点である。 

 これは、前者の方が、より大きな計画容積率を認めることができるからである。 

 すなわち、先のＫｉ計算式によれば、再開発方針等適合型総合設計の場合は、市街地住

宅総合設計の場合に比して、Ｋｉの値は、1.2/1.5＝0.8 倍になる。したがって、計画容積率

も、608％ではなく、486％と、約 120％も低く抑えられることになる。容積率緩和の度合

いがより大きい種類が選択されているわけである。 

 

○以上、当地区において、「総合設計制度の許可基準」の準用によって、いかに容積率緩和

がなされているかを計算プロセスまで立ち入って具体的に見てみた。算定式そのものに説

得力が欠けていることもわかったが、当該算定式を前提にした場合、そこに入力する諸変

数を巧みに変えることで、容積率のアップが可能であることも推察されたはずである。実
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際、これまで提出された、 本の「企画提案書」を見ると、容積率緩和を引き出すために、

事業者がいかに悪戦苦闘したか、その軌跡がよみとれるのである（【補注】参照）。 

 
 

【容積率緩和による開発企業の利益計算】 

○こうした容積率緩和によって開発企業はどれぐらいの利益を得ているだろうか。以下、

イメージをつかむために、簡単な計算を試みよう。 

○前章の（３）で、検討したように、容積の緩和をおこなえば、当該地域は、土地単位当

たりの開発利益は容積率緩和に比例して増大し、したがって地価も比例的に上昇する。し

かし、他方では、容積緩和によって住宅供給量が増え、住宅価格、したがって地価を引き

下げる方向に作用する。容積緩和の効果は、両方向の合成ということになるが、一つの開

発地に注目した場合、供給量増加による地価引き下げ効果は、無視しうるほど小さいと考

えられるので、ここでは、それを度外視して、開発利益増進効果を算定する。 

 容積率緩和による開発利益の増加額は以下の式で与えられる。 

 

 

  

 

 

○この算式は、開発利益は、容積率に比例するという仮定の下に組み立てられているが、

正確に言えば、この仮定は成り立たない。まず、住宅の価格は、容積率、したがって住宅

階の高さ（基本的には容積率によって規定される）によっても規定される。また、建設費

図表 0-2 容積率緩和の内訳 

 

 

 

容積緩和による受益額＝現在地価＊計画宅地面積＊上積容積率

            ＝60 万円／㎡ ＊17130 ㎡＊333％ 

            ＝3422574 万円（約 340 億円） 
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も、高層になればなるほど、割高になる。したがって、厳密にいえば、開発利益は、容積

率に比例するとは、必ずしもいえないのである。したがって、上式はあくまで、ごくおお

まかな算式である。 

 なお、現在地価は周辺公示地価を踏まえ、筆者が想定したものである。 

○以上から、容積率緩和だけで、開発企業は 340 億円の受益を得た計算になる。行政にと

っては、カネのかからない企業支援策であり、企業にとっては、補助金以上に、うまみの

ある「補助金」である。 

 

【補注】容積率引き上げ――その混迷の軌跡 

例として、Ａ地区を取り上げる（図表８－３参照）。 

○１回では、計画容積率 550％が目指された。しかし、基準容積率 400％、割り増し容積率

107％で、目標に届かない。そこで、背後の学校用地を低容積に抑え、全体で、容積を適正

配分することで、目標容積 550％を達成した。 

○二回以降は、目標とする計画容積率は 600％に引き上げられた。ペデストリアンデッキが

導入されるのも、これ以降である。都心居住総合設計を適用したため、割り増し容積率は

２４６％となり、目標は十分達成できている。しかし、都心居住総合設計は、「許可基準」

によると、川崎駅西口しか適用できない。 

○３回以降は、市街地総合設計制度の適用を前提に、目標計画容積率 600％が追究される。

しかし、加算容積率は 200％以下になるため、600％の目標に届かない。そこで、容積適正

配分の手法が導入される。この地区の背後地Ｃ地区と一体的にとらえ容積を再配分するの

である。基準容積率は、400％であるが、Ｃ地区は文教・医療の核となるから、250％で十

分である。そこで余ったＣの容積を、Ａ、Ｂ地区に移転し、それぞれ基準容積率を 450％に

引き上げるのである。この措置により、Ａ地区の計画容積率は、450％＋174％＝624％と

なり、美事に目標をクリアするのである。 

しかし、これはいかにも回りくどい方法である。 後の７回の企画提案書でようやく、

すっきりした方法に切り替えることができるのだ。 

○すなわち、容積適正配分という方法に訴えることなく、目標計画容積率を達成する。

200％を越える割り増し容積率を確保しえたからだ。しかし、公開空地面積の合計は以前と

変わらない。変わったのは、デッキ（その他）378.2 ㎡が―そのカラクリはよくわからない

が―デッキ（4ｍ以内）に移された点である。デッキの内訳が変えられたため、デッキ（そ

の他）378.2 ㎡の有効面積は、378.2×0.6＝226.9 ㎡から、378.2×1.5＝567.3 ㎡にアップ

したことによって、340 ㎡ほど増え、それが割り増し容積率の引き上げに寄与したわけであ

る。 

○ちょっとしたさじ加減で、容積率は大きく引き上げることができるのである。 
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２． 都市環境への貢献は？ 

【公開空地制度への疑問】 

○事業者による公開空地の提供は、地域環境の向上に貢献する、したがって、その貢献へ

の報償として容積加算を認めるというのが、公開空地による容積率緩和制度の基本的考え

方である。 

しかし、同制度には多々問題がある。ここでは、以下の３点を指摘しておきたい。 

○１．まず、疑問になるのは、公開空地の提供は、事業者にとって、はたして、なんらか

の自己犠牲、「負担」なのかという点である。 

図表 0-3 容積率緩和の軌跡 

 

企画提案書 １回 2 回 3 回 4 回 5 回 6 回 ７回 

企画提案書提出年

月 

2007 年

3 月 

2010 年

11 月

2011 年

5 月

2011 年

6 月

2011 年

9 月 

2012 年

3 月 

2012 年 5

月

敷地面積（㎡） 9255 8490 8490 8490 8490 8490 8481

公開空地面積（㎡）               

歩道状空地 950 1849 1303 1303 1303 1312 1312

空地 1360 66           

デッキ   582 1155 1155 1155 1182 1182

計 2310 2497   2458 2458 2494 2494

基準容積率（％） 400 400 400 400 400 400 400

割増容積率（％） 107 246 174 154 175 181 208

計画容積率（％） 500 600 600 600 600 600 600

容積適正配分（％） 550 450 450 450 450 450   － 

有効公開空地（㎡）               

歩道状空地 1425 1849 1727 1857 1857 1902 1902

計 2785 2497 3204 2874 3204 3266 3596

デッキ（空地を含

む） 
1360 648 1477 1017 1347 1354 1694

有効公開空地率 0.3 0.294 0.37 0.338 0.3773 0.3839 0.424

割増係数 0.67 0.54 0.81 0.812 0.812 0.812 0.8125

総合設計制度類型 － 

都心居

住総合

設計 

市街地

住宅総

合設計 

市街地

住宅総

合設計 

市街地

住宅総

合設計 

市街地

住宅総

合設計 

市街地

住宅総

合設計 

資料：「（仮称）小杉町二丁目地区再開発等促進区を定める地区計画企画提案書（案）」より作成
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公開空地を設定すれば、建築敷地面積は減る。しかし、事業者にとって重要なのは建築

延べ床面積である。建築面積を減らすことによって、容積を何倍も引き上げることができ

た。しかも、超高層にすることで、日影問題への批判を「かわす」ことができる。 

ちなみに、ほんとうに、負担をいうなら、「歩道状空地」というあいまいな形式をとらず、

公共用地として寄付すべきである（公開空地は敷地面積に算定されるから、それに対する

加算容積も認められることに注意。歩道状空地は本来道路であり、したがって公共用地で

あるから、それを敷地とみなし、容積を認めることは、過大な容積設定になる）。 

受益はあっても「負担」はないのである。 

なお、付言すれば、事業者が実際にどのような「負担」をしているのか、市民にはまっ

たく見えない。もし、負担を根拠に容積加算を認めるなら、行政は、事業者に代わって、

その情報を公開し、市民に説明すべきであろう。 

○２．次に疑問になるのは、そもそも加算容積率の算式に合理的根拠はあるのかという点

である。 

公開空地は都市の資質向上に貢献する。したがって、それが広い程より大きな容積率の

加算を認めることができる、というのが算式の基本的な考え方だ。しかし、 

①加算容積率を公開空地率と結びつける算式における様々な係数が、どのような事実的デ

ータに基づいて決定されているのか、まったく不明である。あたかも天から降ってきたか

のごとくである。 

②公開空地が地域環境の向上に貢献するとしても、どれだけ貢献しうるかは、面積だけで

なく、そのあり様、すなわち、配置、デザイン、立地、アクセシビリティ、利用勝手のよ

さ等々、様々な要素によって規定される。しかし、算式には、そうした要素はまったく含

まれていない。加算容積率算定式の合理性、正当性はきわめて薄弱なのである。 

 なお、公開空地を市民から利用価値のあるものにするには、市民の声を聞かなければな

らない。民間事業といえども、設計段階から住民参加が不可欠なのである。 

○３． 後に指摘しておきたい問題は、ビル建設によって引き起こされる周辺環境の悪化

の側面がまったく、度外視されている点である。すでに一部触れたように、超高層ビルの

集中建設は、日照妨害、風害、圧迫感、景観破壊、交通混雑、教育施設の不足など、様々

な深刻な問題をひきおこしている。市民が被る犠牲、社会的コストを考慮したとき、はた

して、公開空地を根拠に、容積率緩和という利益を保障することは正当なのか、というこ

とである。この点をよりリアルに説明するために、日照被害によって市民が被る損失を具

体的に試算してみよう。 

 

【日影による被害計算】 

市民が被る生活被害は貨幣価値には換算できない。しかし、ここでは、あえて、日照被

害を例に、貨幣価値で被害額の算定を試みる。日照阻害は土地・建物の財産価値を毀損す

るが、それによる損失額を算定するのである。 
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○小杉二丁目地区に建設される二つの超高層マンションがもたらす日影は、三井不動産レ

ジデンシャル株式会社・JX 日鉱日石不動産株式会社「（仮称）小杉町二丁目開発計画に係

わる条例環境影響評価書」（平成２５年１月、以下アセスと略記する）によれば、図表８－

４のとおりである。 

 

 

また、日照阻害をうける建物は表（１）欄のとおりである。しかし、小杉・丸子まちづ

くりの会「小杉二丁目計画 住民による環境アセスメント――都市計画素案及び事業者案

見直しの提案――」（平成 24 年 9 月、以下、住民アセスと略記）に示された独自現地調査

結果によると、表（３）欄のようになる。なお、住民アセスでは、小杉二丁目計画のみで

なく、他の開発計画の影響も考慮した複合日影を問題にしなければならないとして、複合

日影図を描き、その影響戸数を調べている。それが表（４）欄の数値である。 

ちなみに、筆者は、前章で武蔵小杉周辺開発における全マンションによる複合日影図を

策定、提示した。比べてみればわかるとおり、その複合日影の影響は住民アセスの描いた

それよりより深刻である。しかし、それによる影響戸数は把握できていないので、ここで

が、住民アセスの調査結果をベースに試算する。 

図表 0-4 小杉二丁目開発による等時間日影図 

 

出所：三井不動産レジデンシャル株式会社・JX 日鉱日石不動産株式会社「（仮称）小杉町二

丁目開発計画に係わる条例環境影響評価書」（平成２５年１月） 
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○浅見泰司・高暁路によって試みられたヘドニック分析によれば、冬至日照時間の住宅・

土地価格への影響のしかたは、「敷地規模によらずほぼ一定」であり、その数値は、947.61

千円／時である（「都市計画と不動産市場：住宅価格を左右する住環境」（西村清彦編『不

動産市場の経済分析』日本経済新聞社、2002 年）。すなわち、日照時間が一時間増える（減

る）ごとに、住宅・土地価格は約９5 万円上昇（下落）する。 

○ここでは、この数値を使って、日照阻害による不動産価値の被害額を算定する。もっと

も、この数値は、具体的には世田谷区の一戸建て住宅を対象としたデータの統計的解析の

結果にもとづくものであり、地域等の対象条件が変われば、当然変わるものである。しか

し、ここでの試算の目的は、ともかく日影による被害を数値で表すことにあるので、不正

確さには目をつぶり、あえて試みた。 

 計算結果は、（５）、（６）欄のとおりである。小杉二丁目計画によって、不動産は数十億

円レベルの被害がもたらされるのである。 

 

 
 

図表 0-5 小杉二丁目開発がもたらす資産的損失 

 

  (1) (2) (3) (4) (5) （６） 

    アセス 住民アセス 

    二丁目計画 複合 二丁目計画 複合 

日照阻害時

間 
平均時間 影響戸数 総影響時間 

1 時間未満 0.5 1156 1156 1156 578 578

1 時間以上 1.5 266 1270 2601 1905 3902

2 時間以上 2.5 28 107 353 268 883

３時間以上 3.7 3 23 199 85 736

計   1453 2556 4309 2836 6098

不動産 

被害額 
  

 
    269382 579339

 

１．住民アセスにおいて、一時間未満の影響戸数は示されていないので、アセ

スのそれを採用した。 

 

２．３時間以上の日照阻害時間の平均値は、４時間以上の面積を勘案して、概

算した。 

３．総影響時間は、平均時間×影響戸数として求めた。 

4 不動産被害額は 総影響時間の総合計×９５万円として算定した
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３． 制度趣旨に反する本開発事業 

○再開発等促進区の前身である再開発地区計画制度の創設は、事業者に容積緩和というア

メを与えることによって、公共・公益施設を事業者が自前で整備するように誘導すること

で、都市環境の向上を安上がりにおこなうことを目的としてなされた。 

したがって、まず、本制度にもとづく開発事業が周辺環境を悪化させるということは許

されないはずである。実際、国交省の「都市計画運用指針」でも、この点が繰り返し強調

されている。以下、いくつか抜粋しておく。 

 

 「1) 再開発等促進区に関する都市計画を定めるに当たっては、以下によりその対象とな

る区域及びその周辺において定められている他の都市計画と併せて当該区域における土地

の高度利用と都市機能の増進が図られるように定めることが望ましい。なお、「土地の合理

的かつ健全な高度利用」及び「都市機能の増進」には、良好な生活環境の保全が含まれる

ものである。」（145 頁） 

 

「ｄ 住居専用地域内の住宅市街地において必要とされる商業等の都市機能については、再

開発等促進区の方針において位置づけることが望ましい。ただし、住宅市街地の性格を大

きく変えたり、周辺の住宅に係る環境の保護に支障を生ずるおそれのあるものを位置づけ

ることは望ましくない。」（141 頁） 

 

「ⅱ 容積率の 高限度は、以下により、都市環境に著しく支障をきたさず、かつ、優良な

プロジェクトが誘導されるように適切に定めることが望ましい。 

ア区域の広域的な交通網を踏まえた都市構造上の位置関係を勘案すること。 

イ整備する一号施設の配置及び規模、周辺地域も含めた交通施設及び供給処理施設の容量、

周辺地域に対する環境上の影響等の検討及び当該プロジェクトの良好な地域社会の形成に

対する寄与の程度等について総合的な評価を行い、これらの結果を踏まえること。 

なお、イの評価を行うに当たっては、屋上緑化や相当程度の高さ及び樹容を有する樹木の

植栽、地域冷暖房施設の設置等総合的な環境負荷の低減に資する取り組みを評価すること

も考えられる。」（142 頁） 

 

○また、制度趣旨からすれば、公共公益施設の開発者負担が徹底して求められる。 

開発地区の居住者がもっぱら利用する地区施設（保育所、屋上広場）、高度利用への転換

に伴って必要となる２号施設（区画道路、歩道状道路、ペデストリアンデッキ、広場、補

助幹線道路）は原則として事業者負担となるのは当然であるが、さらには、開発区域外の

基幹的公共施設への応分の負担も求められてしかるべきなのである※。それらの施設は、そ

の開発のため必要になったためだ。実際、東京都の「再開発等促進区を定める地区計画運

用基準」はこの点を、「開発者負担の内容」に含め、次のように記述している。 
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（２） 開発者負担の内容 

原則として、次のア及びイに掲げる施設は、計画区域内の関係地権者等の受益の限度に応

じて、開発者負担で整備すること。 

ア ２号施設及び地区施設 

イ その他の施設、有効空地など 

当該区域の開発、整備に基づく計画の内容、開発容量、発生交通量などが、周辺市街地の

環境に対して著しく影響を与えるおそれがある場合には、開発事業者等による区域外の公

共施設等の整備を開発条件とし、開発事業者等は応分の負担をするものとする。（36 頁） 

 

川崎市の場合、東京都のように再開発等促進区の要綱がないため、負担ルールがきわめ

て不透明なものになっている。 

○周辺環境の悪化を招き、開発者負担をミニマムに押さえ込む当地区の開発は、再開発等

促進区の本来的制度趣旨に反するものといえよう。また、都市マスタープランに示された

次のような理念にも背反するものである。 

 

（２） 民間活力を活かしたまちづくり 

・望ましい都市を実現するためには、公的部門を主とした都市基盤整備と民間部門が主

となった建築活動がバランス良く進められることが必要です。民間の活力を活かし、開発

利益と開発負担のバランスの取れた適切な建築活動の誘導が求められています。（「川崎市

都市計画マスタープラン全体構想」、18 頁） 

 

※昨今の構造改革の流れの中で、公開空地の整備費に対し、国庫補助を行う制度が拡充されつつ

ある。開発者利益を優先する方向性が一段と強められつつあるのである。 

 

 不透明な計画手続き、不十分な住民参加 第３節

  

１． 協議の場、透明な手続きの不在 

○先にも触れたように、再開発等促進区は、条件付き都市計画といわれるように、規制緩

和と引き替えに、都市環境向上への貢献を求める特殊な都市計画制度である。しかも、事

業者の貢献に対し、どれだけの規制緩和を認めるかは、事業者と行政の交渉・協議にゆだ

ねられる。協議型都市計画といわれるゆえんである。協議のプロセス、結果については、

行政は市民に対し、明確に説明する義務があるのは当然であろう。したがって、都市計画

決定にあたっては、協議内容、協議の場の構成、協議手続き等を定めた何らかの文書が不

可欠である。 

たとえば東京都は、こうした再開発等促進区の制度理念に忠実にしたがって、「再開発等
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再開発等促区制度の運用における問題点 

促進区を定める地区計画運用基準」を策定し、それにもとづき運用する体制をとっている

（もっとも、実際には運用基準は形骸化しているようであるが）。 

○しかし、川崎市では、「総合設計制度の許可基準」の準用というかたちで、再開発等促進

区が運用されているにすぎない。容積緩和の程度は、同基準にしたがって機械的に算定さ

れるのである。 

 

２． 総合設計準用の問題点 

○「総合設計制度の許可基準」の準用というかたちでの再開発等促進区制度運用の問題は、

その制度理念の実現が阻まれるという点に尽きるのではない。より根本的な問題は、都市

計画の役割を弱めるという点である。 

○再開発促進区による開発は、公共公益施設の整備を伴いながら、大きな土地利用転換を

おこなう事業であり、都市空間へ与える影響はきわめて大きい。それゆえ、再開発促進区

は、都市計画的コントロールの下におかなければならないのである。一方、総合設計制度

は、建築基準法の範疇に属し、公共施設を与件にした建設に対して基準を与えるものであ

る。再開発等促進区にくらべて、一般的に規模も小さい。 

 したがって、再開発等促進区の運用を、「総合設計制度の許可基準」の準用に委ねると言

うことは、都市計画行為を建築行為にまで矮小化すること、都市計画視点からではなく、

建築視点から規制することを意味するのである。 

 

３． 住民参加の場の不在 

○ 後に指摘したい問題は、現在の都市計画全般に言えることであるが、住民参加がきわ

めて不十分であるという点である。 

○都市計画の目的が、市民の生活環境を向上させるという点にあるならば、行政や専門家

の判断のみによって、その内容を決定することはできないはずである。とりわけ、再開発

等促進区は、条件付き、協議型都市計画であるから、市民の役割は重要である。強力な住

民参加の場が用意されねばならない。具体的には、住民・開発企業・行政からなる、公式

の協議の場を設け、公開空地・建設物の地域環境への貢献度を評価し、開発企業に適切な

対応、負担を求めるのである。こうした評価ができるのは、住民をおいて他ないからであ

る。再開発等促進区という、強力な規制緩和手法の登場は、図らずも、都市計画への住民

参加の必要性をもっとも雄弁に物語るものとなったのである。 

○以上を踏まえた、川崎市独自の再開発等促進区制度運用基準が策定されなければならな

い。 
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図表 0-6 再開発等促進区を定める地区計画の流れ 
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第Ⅲ部 

川崎市都市計画が 

目指すべき新たな方向
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第９章 

  

 第９章 チジミ社会の到来と新たなまちづくりの方向 

  

 都市計画の軌道修正を迫るチジミ社会の到来 第１節

１． チジミ社会の到来 

○日本は、2008 年をピークに、人口は減少に転じた。50 年後には、現在の 2/3 の水準まで

落ち込む。高齢化率も著しく上昇していく。それに対応して、経済成長は確実に鈍化して

いく。すべての指標が、右肩下がりになる、「チジミ社会」に突入したわけである。川崎市

も例外ではない。図表９－１に示すように、少しタイムラグをおいて、川崎市の人口は を

ピークに、減少に転ずる。同時に、高齢化率も着実に上昇していく。 

○チジミ社会はおのずと都市のかたちを変える。それに対応した新たな都市づくりを今か

ら準備しなければならない。「引き続き見込まれる人口増など環境変化への的確な対応」

（「フロンティアプラン」、12 頁）ではなく、その後を見すえた、「的確な対応」が必要なの

である。これまでの右肩上がりに対応した都市づくりを延長することは、それでけ、チジ

ミ社会における矛盾をより大きなものにし、矛盾に対処していくためのコストを膨大なも

のにし、都市の持続可能性をも危ういものにしていくことが危惧されるからである。 

 

図表 ９-1 川崎市の将来人口と高齢化率予測 

 

資料：国立社会保障・人口問題研究所『日本の地域別将来推計人口（平成 25 年 3 月推計）』
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２． 予測される矛盾・地域格差のさらなる拡大 

○チジミ社会が地域にもたらすインパクトは、決して一様ではない。たとえば、本報告書

で取り上げた地域の矛盾は、いっそう地域格差を広げると共に、矛盾の様相も変えていく

と思われる。 

○人口減、高齢化の地域格差はいっそう顕著になろう。これは、地域の活力差にも大きく

影響しよう。 

○また、買い物弱者の問題をより深刻なものにするであろう。人口の高齢化は、買い物行

動の自由度を低下させ、他方、人口の減少は、商店数を減少させ、商店街を衰退させるこ

とにインパクトを与える。両者が相まって、いっそう多くの買い物弱者をつくりだすこと

が危惧されるのである。 

○人口・世帯数の減少と共に空き家問題は、地域における大きな課題となって行くであろ

う。防災、防犯、景観破壊等問題が顕著になり、地域崩壊を加速するからである。 

 

３． 避けられない都市計画の軌道修正 

○チジミ社会を見すえたまちづくりの課題は２重である。旧い課題と新たな課題である。 

○旧い課題とは、これまでの都市の拡大・発展の中で、つくられ、未解決まま放置されて

きた課題である。貧困な生活基盤、居住、防災、自然的環境、景観等々である。都市はい

まだ、都市の体をなさず、未成熟なままである。  

○そして新たな課題とは、人口減・高齢化社会に対応したそれである。 

○新旧、二つの課題が、地域差を伴いながら、解決を待っているのである。都市は成熟を

みないまま、高齢化を迎えてしまった、といえよう。 

 

＜・川崎区から多摩区にかけての多摩川沿いの市街地では、土地区画整理事業等の面的整

備が行われた地域においては、比較的道路基盤が整備されていますが、面的整備が行われ

ていない地域においては、街区道路率が１５％未満の地域が広がっており、住環境の課題

や防災上の課題が大きい地域が存在します。また、丘陵部でも面的整備が行われず、市街

化が進んだ地域においては道路率が低く、坂道が多いといった丘陵地特有の課題を抱えて

います。さらに、高齢化が進展する中で、移動のための身近な交通手段の確保が課題とな

っています。＞（M１５） 

 

○これらの課題に、今後、増大するインフラの維持管理を付け加えることもできよう。松

谷明彦は、その書、『人口減少経済の新しい公式』（日本経済評論社）で、2025 年には、公

共事業費のすべてを、更新投資・維持改良費に回さざるを得なくなるというシミュレーシ

ョンを描いている。新規公共投資ゼロの時代を迎えるのである。解決すべき課題は多く、

しかも、それに動員できる財源はますます先細りになっていく。巨額の投資と維持費を必

要とする大規模開発は、不要かつ不可能な時代に入るのである。 
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図表 ９-2 建設後 50 年以上経過する社会資本の割合 

  平成２４年３月 ３４年３月 ４４年３月

道路橋 

（橋長２ｍ以上） 
約１６％ 約４０％ 約６５％ 

 

トンネル 約１８％ 約３１％ 約４７％ 

河川管理施設 

（国管理の水門等） 
約２４％ 約４０％ 約６２％ 

 

下水道管きょ 約２％ 約７％ 約２３％ 

港湾岸壁 

（水深－４．５ｍ以深） 
約７％ 約２９％ 約５６％ 

 

出所：『国土交通白書 2013』 

 

○今後直面していく、こうした課題に適確に対応していくためには、これまでの都市計画

の考え方・方法に固執しては不可能である。都市計画の軌道修正は不可避である。新たな

都市像と方法論が追究されねばならない。 

 

 これからのまちづくりの基本的方向 第２節

１． 企業の活動基盤づくりでなく、豊かな生活圏創造のまちづくりを 

○川崎市の成長戦略に基づく、開発・都市計画は、端的に言えば、「世界の企業が日本に投

資したくなるようなビジネス環境を作る」（「日本再興戦略」（2013 年 6 月 14 日）ことに、

主眼があった。「企業が生き生きと活動できる都市づくり」と言い換えることもできよう。

世界的企業が成長すれば、そして、それが集中する東京圏が発展すれば、日本全体が豊か

になる、という論理であるが、経済がグローバル化した現在、そして、大企業の世界的競

争力を高めていくことに、政策がこぞって動員されるにいたっている現在、成長の果実が、

国民に還元されていくメカニズムは、もはや働かなくなっているのである。 

○当てのできないパイの再配分に期待をかけ、企業パラダイスの創造に協力し、貧しい生

活基盤に甘んずるのではく、まちづくりの本来の目的、すなわち、ゆたかな「くらしの環

境づくり」に転じなければならない。それは「住民が生き生きと活動できる都市づくり」

である。もっとも、「フロンティアプラン」も都市計画マスタープランも、目指すべき都市

像として、「誰もがいきいきと心豊かに暮らせる持続可能な市民都市かわさき」を掲げてい

る。しかし、軸足を、企業利益を優先した大規模開発においては、これは空文句に終わら

ざるを得ない。 

○ゆたかな都市とは、日常のくらしにおいて、ゆたかな活動を産み出す都市であり、それ

によってかたちづくられる都市である。活動を通して、人びとは、様々な豊かな体験をし、
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生き甲斐を感じ、都市のすばらしさを実感するのである。「都市の本質はアクティビティ」

（J．ジェイコブス）にあるのであり、「都市で重要なのは、社会的ドラマ、その豊かさ」（L.

マンフォード）なのである。 

○したがって、豊かなくらしの環境、基盤づくりには、単に物的な環境・条件の整備だけ

でなく、人と人のつながり、コミュニティの創造・強化も含められなければならない。豊

かな人のつながりなくして、豊かな活動はうまれないからである。これからのまちづくり

は、物的な条件への依存を 小限に、人のつながりを 大限活用することによって、豊か

さを生み出すまちづくりなのである。 

○くらしを支える産業も、そうした生き生きした、多様な活動によって育まれ、育む、地

域に根ざしたそれを、発展させていかなければならない。国際的競争力を備えた巨大企業

を誘致するため、産業拠点に投資を集中し、爾余の地域のまちづくりをなおざりにする方

向ではなく、産業の発展が、くらしの環境をより豊かにするような、「創造的都市」（チャ

ールズ・ランドリー）づくりが目指されなければならないのである。 

○こうした、まちづくりの命題は、以下のような派生命題を導く。 

 

２． 大規模集中開発ではなく、修復的漸進的まちづくり 

○これからのまちづくりでは、これまでのまちづくりの中心的手法であった、一挙に都市

を創造・改変してしまう大規模集中開発ではなく、くらしの必要に応じ、少しずつ街を改

良していく修復的漸進的まちづくりに改められなければならない。理由を整理するとつぎ

のようになる。 

○１．大規模集中開発は、巨大な建造環境を短期間に出現させることによって、それまで

の都市基盤の秩序を破壊し、環境への強力なインパクトによって、さまざまな環境被害を

もたらす。より豊かな環境づくりは、くらしの中での環境との絶えざる応答のもとに進め

られる修復的まちづくりによってのみ可能である。 

○２.大規模集中開発は、その巨大な建造物群によって、また、新たな新住民を一挙に流入

させることによって、それまで培われてきた地域の細やかな人間関係、コミュニティを破

壊する。人と人のつながりは、都市のゆたかさを創造するもっとも重要な源泉であるがゆ

えに、ゆたかなまちづくりを妨げることになるからである。修復的まちづくりは、まちづ

くりを通して、ゆたかな人間関係を編み上げる。 

○３．大規模集中開発は、きわめてリスキーな事業である。失敗した場合、その事業規模

の大きさ故に、個人や企業、地域さらには自治体が大きな打撃をうけることになる。フロ

ンティアプランのいう、「持続可能な市民都市かわさき」と、川崎市が主眼とする大規模集

中開発は相容れないのである。修復的漸進的まちづくりは、その軌道修正が容易に、不断

に行えることから、リスクは 小限に抑えることができる。 

○４．大規模集中開発は、持続的まちづくりにとって必須要件である、省エネ、省資源の

まちづくりの原則に背反する。空調・エレベーター等、エネルギー消費的な超高層マンシ
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ョン、自動車交通の大量の発生・集中をもたらす大規模商業施設、オフィスの建設等は、

エネルギー・資源浪費都市をつくりあげる。また、たとえ建造物をエコ仕様にしたとして

も、たとえば、周辺住宅の日照を奪い、太陽エネルギーの享受を奪うことによって、帳消

し、ないしは、それ以上のエネルギー浪費をもたらすことになる。自然の力、地域の資源

（物的、社会的資源）を 大限活用する修復的漸進的まちづくりによって、はじめて、環

境負荷の小さな、省エネ・省資源のまちづくりは可能となる。 

 

３． 市場・競争原理ではなく、生活・共創原理へ 

○これまでのまちづくりの支配的な原理は、市場原理・競争原理であった。 

○市場原理とは、まちづくりへの人的・物的投入、その効果を価格タームでとらえ、その

差額（収益）を 大化することをめざすものである。いわゆる費用対効果である。 近、

普遍化してきた様々な事業評価制度は、この費用対効果分析が採用されている。 

○しかし、まちづくりが目指す、都市の豊かさは、多くの場合、価格タームとは次元を異

にする。価格タームでまちづくり効果をとらえることは、真のまちづくりに歪みをもたら

すことにつながる。 

○たとえば、都市計画で、自明の原理とされる、「土地の合理的な高度利用」も、市場原理

にもとづくものである。「土地の合理的な高度利用」を達成する、市街地再開発・土地区画

整理、そして、武蔵小杉周辺開発で多用された再開発等促進区による容積率の規制緩和も、

市場原理の視点から、無条件に正当化されているのである。しかし、それは、すでに見た

ように、開発事業者の 大利益を保障するが、生活環境には、不可避的に破壊的影響をあ

たえるのである。 

○市場原理は、競争原理と密接に結びついている。昨今、地域間競争、国際的競争といっ

たことばが、都市計画や開発政策の分野でも氾濫するようになった。こうした競争に打ち

勝つことが第一義的目的として掲げられるや、先に述べた大企業の活動基盤づくり優先の

まちづくり、大規模集中開発が正当化されることになる。それによって、地域や自治体の

競争力を一挙にひきあげることが期待されるからである。 

 しかし、競争原理にもとづくまちづくりは、きわめてリスキーなものである。競争で勝

者をめざしても、必ずしもその地位を獲得しえないからである。プロジェクトの規模が大

きいほど、勝利を収めた場合は、その期待効果は大きいかもしれないが、逆に敗者となっ

た場合、地域と自治体に取り返しのつかない損失をもたらす。ハイリスク・ハイリターン

である。それゆえ、競争原理にもとづくまちづくりは、「持続可能な市民都市かわさき」の

まちづくりに、背反するのである。 

○「地域間競争」は必ず、地域内においても、地域外においても勝者と敗者が生み出され

る。こうしたつぶし合いの競争によっては、優れた都市を造り出すことはできないことは

明らかである。「地域間競争」ではなく、「地域間共創」が都市計画の原理にすえられなけ

ればならない。たとえば、拠点づくりは、それぞれの地域が、その地域の個性を生かした
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「生活拠点」づくりの一環として、取り組まれなければならないのである。 

 

４． 企業主体のまちづくりではなく、住民主体のまちづくりを 

○以上確認した、これからのまちづくりの方向性を現実化していくためには、住民がまち

づくりの主体にならなければならない。これは、住民が単独でまちづくりを進めることを

意味するのではなく、住民本位のまちづくりを第一義的目的にして、それに行政や企業が、

独自の役割を果たしつつ、協働のまちづくりをおこなうことを意味する。 

○そもそも、まちづくりは、住民が主体となってはじめて可能となる。都市の優れた資質

は、そこで暮らし、働く人々の、日常における環境への細やかな配慮にもとづく環境への

働きかけの積み重ねによって、長い年月をかけて創り出されたものである。あえていえば、

まちづくりは、日常生活としての、住民の継続的な活動そのものなのである。 

 企業が、地域の一員として、地域住民とのつながりの中で共に活動し、地域への愛着を

持ち、地域の資質向上のために不断に努力・貢献する限り、住民主体のまちづくりの良き

パートナーとなろう。しかし、小杉駅周辺開発に見るように、企業は、開発利益を 大化

するために、周辺環境・地域住民の生活を破壊することを平気でおこない、利益を手に収

めるや、地域から去っていく。そして後の始末は、エリアマネジメントに象徴されるよう

に、行政と住民に委ねるのである。 

○住民主体のまちづくりを進めていくためには、その担い手である住民、コミュニティを

強化していかなければならない。 

まちづくりへの「参加」は、こうした主体を育む、不可欠の、また絶好のチャンス、根

本条件である。そのための都市計画制度のありかたについて、次章で検討しよう。



 
 

114  

 

第 10 章 

 第１０章 住民参加の強化のために 

 都市計画決定手続きにおける住民参加の拡充 第１節

１． 精緻化された都市計画手続きと住民参加の貧困 

○1968 年の新都市計画法制定以降、絶えざる逆流を伴いながら、都市計画制度の民主化は

ゆっくりではあるが進められてきた。 

新都市計画法では、多くの不十分さを含んではいたが、公聴会、計画案の縦覧・意見書

提出など、都市計画決定手続きへの住民参加制度が創設され、住民参加の一つの画期をつ

くった。 

○1980 年創設された地区計画制度では、まちづくりの主体として住民が認知され、1992

年の改正で導入された「市町村都市計画マスタープラン」制度では、間接的ではあるが、

議会の関与が認められることになった。また、1999 年公布された、いわゆる「地方分権一

括法」によって、都市計画行政は、機関委任事務から自治事務に変更され、基本的に自治

体の仕事となった。したがって、都市計画の手続きも、条例によって、住民参加を強化す

る方向で拡充することが可能になった、等々である。 

○川崎市も、情報の共有の原則、参加の原則、協働の原則という３つの基本理念を掲げた

「自治基本条例に基づく市民本位のまちづくりを推進し、地域の特色を活かした協働の取

組や、地域課題への的確な対応、市民が自治の主役となる地域社会の創造に向けた取組な

どを推進し、市民の自治力が十分に発揮される分権型社会の構築をめざします。」（フロン

ティアプラン、13 頁）、＜市民と行政の協働による豊かな市民社会の実現に向け、市民自治

を拡充し、市民との情報共有をはじめ、事業の計画から実施、評価に至る一連の市民参加・

協働を進めるためのしくみや環境の整備、制度の運用を図っていく必要があります。＞（フ

ロンティアプラン、89 頁）と、市民自治、市民参加のまちづくりをうたっている。 

○しかるに、なぜ、たとえば、小杉二丁目の再開発等促進区の都市計画決定において見ら

れたように、5000 名もの住民署名による、陳情・請願書が出され、都市計画案に対して、

異議をとなえた約４万人の意見書が出されるような事態がおこり、さらに、何の修正もな

く原案どおり決定されてしまうようなことが起きるのか。 

○一言で言えば、行政は“住民主体のまちづくり”を強化していくという課題を真摯に受

けとめ、それを実現するための努力を怠っているからである。新都市計画法が制定された

とき、その立案推進において中心的役割を果たした、当時建設省都市局参事官であった大

塩洋一郎氏は、公聴会の開催、都市計画案の縦覧の意義について、「従来旧法下でとかく問

題となったように、決定後または事業が着手される段階になって、住民から“知らなかっ

た”とか“今はじめて知った”などというような文句が出ないようにして、事後の手続き

の円滑化を図るためにも必要であるわけです。」（大塩洋一郎『都市計画法の要点』住宅新

報社、1971 年、98 頁）と説明しているが、まさにこうした住民対策的発想が根強く残って

いるのである。参加の手続きを几帳面に実行するだけで、住民の意見・要望を都市計画に

反映していくということが真剣に考えられてこなかったのである。「住民参加制度」は都市
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計画の決定手続きを円滑に進めることを 大の眼目として、運営されているといえよう。 

住民参加を真実のものにするためには、少なくとも次の３つの条件が満たされなければ

ならない。 

○第１は、都市計画の実質的決定権を住民に委ねることである。90％以上の住民が反対な

いし疑問を表明しているときに、たてえ、それが法的に可能であるにしても、都市計画決

定を強行することはあってはならないということである。川崎市が掲げる、「決める参加」

は、「住民が決める参加」でなければならない。 

○第２に、参加は地域から開始されねばならない。地域を度外視して、市全体のまちづく

りの構想づくりに参加することは不可能である。市全体の計画は、地域のくらしの環境を

よくするために策定されなければならないからである。しかるに、川崎市の場合、上から

下へのブレーク的発想が強力で、たとえば、都市計画マスタープランづくりに見られるよ

うに、地区別マスタープランが、小杉駅周辺地区以外では策定されていない段階で、全体

構想と区別マスタープランを決定してしまった。参加をいかに軽視しているかの証左であ

る。 

○第３の条件は、都市計画法が、「地方公共団体の責務」としてうたっている※、参加のた

めに必要な、まちづくりに係わる情報の積極的開示と都市計画に関する知識の普及である。 

情報の共有なくして、知識なくして、参加は不可能である。実際、川崎市の都市マスター

プランも、この点について、次のように具体的に述べている。 

 

マスタープランに基づく、個別具体の都市計画決定や事業化の進ちょく状況の情報提供・

マスタープランに掲げられた将来の都市像を実現するために、地域地区等の土地利用や都

市施設・市街地開発事業等の個別・具体の都市計画決定にあたって、市民の参加により決

定していく一連の過程において、適切な情報の提供を行います。 

・また、都市計画に関する事業についての情報を提供し、市民や地域の意見が反映できる

仕組みの構築に努めていきます。（65 頁） 

 

 しかるに、先に述べたような住民の激しい反発が生まれるのは、これが空文句に終わっ

ているからに他ならない。企業利益優先の都市計画に陥っているかぎりは、また、民活戦

略のもとに、企業をまちづくりの主体に据える限りは、情報公開が不十分にならざるを得

ないのは、けだし当然といえよう。 

 

※第三条 ３  国及び地方公共団体は、都市の住民に対し、都市計画に関する知識の普及

及び情報の提供に努めなければならない。 

 

２． 都市計画決定プロセスにおける住民参加の強化を 

（１）対話・討議の場としての参加を 
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○住民参加が、住みよいまちづくりに向けての、住民と行政の協働の場としての実を発揮

するためには、それが対話・討議の場とならなければならない。 

○しかし、現実には、行政が住民を説得する場、住民の意見は聞いたという、ありばいづ

くりの場になってしまっている。たとえば、住民が意見書を通して投げかけた、事業への

疑問、反対意見に対しては、それに対応する計画の内容を、再度、対置するのみで、まっ

たく、かみ合った回答が示されない。もちろん、住民の再反論は認められない。 

また、もし、行政が事業内容をよりよいものにするために、対話を求める姿勢を持って

いたならば、４万もの意見書が出たことは、対話の絶好のチャンスとして歓迎したであろ

う。住民の、まちづくりへの関心・エネルギーが高まっていることの証左であり、住民と

の充実した対話によって、よりよいまちづくりへの大きな前進が期待できたはずであるか

らである。にもかかわらず、こうした住民の動きは、あたかも事業遂行の妨害物にすぎな

いかのように、計画決定を強行した。行政が市民に向かって約束した、「決める参加」を反

故にしてしまった行政の責任はきわめて重いといえよう。 

 

（２）イギリスの事例 

○ここで、日本における住民参加がいかに、形式的なものであるかを説明するために、イ

ギリスにおける参加制度を紹介しておこう。マスタープランの決定プロセスを例に説明し

たい。 

○日本の縦覧・意見書提出制度はきわめて形式的であるが、イギリスの場合、かなり強力

な住民参加制手法となっている。計画案は６週間、縦覧にかけられ、その間に意見書の提

出が求められる。日本の場合はたった２週間にすぎない。 

○一般的には縦覧された計画案に対して異議が出された場合、行政と異議提出者の間で、

個別に協議が行われ、修正できるものは修正していくというプロセスが取られる。筆者が

訪ねたウエストウィルトシャー市の場合、意見書の取り扱いがより民主的である。すなわ

ち、当市では、第１次案、第２次案、さらに第２次案の修正点について、その都度縦覧を

おこない、提出された意見書をもとに修正を重ねていていくというプロセスをとっている。

修正点については、毎回、その詳細が議会新聞と市のウエッブサイトと通じて知らされて

いる（図１参照）。この、縦覧－意見書の提出－修正－縦覧・・・という循環プロセスは、

異議申し立てというよりも、むしろ、住民参加によって計画案を煮詰めていく過程といえ

る。 

 ○このプロセスで、自分の意見が採用されなかった者はさらにこの公開審問会で異議を述

べ、審問官の判断を仰ぐことができる。公開審問は環境大臣によって任命された審問官が

座長となって進められる。公開審問の後、審問官によって、勧告内容を示したレポート（数

百ページに及ぶ）が行政側に提出される。行政はこの勧告に従うか否かを、項目ごとに決

定し、一定の修正をおこない、議会で都市計画の 終決定をおこなうのである※。 
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※より詳しくは、岩見良太郎『「場所」と「場」のまちづくりを歩く』（麗澤大学出版会、

2004 年）を参照されたい。 

 

【参加手続きの強化は法に保障されている】 

 いま、イギリスの事例を紹介したが、各都市の実態に即した参加制度が工夫されねばな

らないのはもちろんである。 地方分権一括法による都市計画法の改正によって、参加手

続きを加重的に充実させることは法的に保障されるにいたった※。制度改善は、無限に可能

になったのである。 

 

※ 都市計画法 

第十七条の二  前二条〔公聴会の開催等、都市計画案の縦覧等･･･筆者による加筆〕の規

定は、都道府県又は市町村が、住民又は利害関係人に係る都市計画の決定の手続に関する

事項（前二条の規定に反しないものに限る。）について、条例で必要な規定を定めることを

妨げるものではない 

図表 １０-1 意見書にもとづく計画案の修正 

 
出所：岩見良太郎『「場所」と「場」のまちづくりを歩く』 

（麗澤大学出版会、2004 年） 

注．修正案の事例。横線で削除、黒色で修正追加を示している。 
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３． 都市計画決定前の住民参加の強化 

○都市計画における住民参加でもっとも重要なのは、決定前の参加、つまり、都市計画の

案づくり段階における参加である。まちづくりに熱心に取り組む住民がもっとも求めてい

るのが、案づくり段階での参加である。案が策定された後の参加では、住民の意見を反映

させるには限界があるからである。 

○現在でも、都市計画決定前の参加として、公聴会制度や各種説明会、パブリックコメン

ト等の機会が設けられているが、やはり、行政によってつくられたまちづくり原案に対す

る意見表明の場であることに変わりない。しかも、都市計画決定することが大前提である。 

○住民が求める住民参加は、都市計画を行うか否かを含めた、都市計画案検討へのそれで

ある。文字通り理解された、「決める参加」である。 

○今年 4 月、こうした方向での参加に大きく道をひらく、改正「都市計画運用指針 第６

版改正」が国交省から打ち出された。「V. 都市計画決定手続等」で、新たに、（都市計画の

構想段階における手続）が付け加えられたのである。改正の主旨・目的は次のように説明

されている。少し長くなるが、きわめて重要なので、そのまま引用しておく。 

近年、市民ニーズの多様化や市民のまちづくりへの参加意識の高まり等を背景に、都市

計画においても、より早期の段階から検討内容を開示し市民参画を進める取組を講じるな

ど、手続の客観性、透明性を高め、段階的に市民の合意を得ながら計画の熟度を高めてい

く取組の必要性が高まってきているところである。 

また、平成２５年度より改正環境影響評価法の施行に伴い、方法書を作成する前の、事

業に係る概ねの位置や規模等を検討する計画の立案段階（以下「構想段階」という。）に

おける環境の保全の見地からの手続として配慮書手続が導入されることとなり、当該手続

の対象となる都市施設又は市街地開発事業（以下「都市施設等」という。）について都市

計画に定めようとする場合においては、都市計画決定権者は、事業を実施しようとする者

（以下「事業施行予定者」という。）に代わって当該手続を講じることとされたところで

ある。 

一方、都市計画法においては、都市計画の案を作成しようとするこの段階における具体

の手続は定めていないものの、本来、都市計画は、環境面のみならず、社会面、経済面な

ども含めた検討を通じて定められるべきものであることに鑑みれば、都市計画決定権者が

当該配慮書手続を講じる場合においては、これに併せて都市計画上の見地からの総合的な

検討を行うなど、適切な対応を図ることが必要となるものと考えられる。 

このような背景の下、都市計画決定権者においては、早期の段階から検討内容等を開示

し、市民参画を進めていくことが必要な都市施設等の都市計画について、都市施設等の概

ねの位置や規模など概略の案を総合的に評価し、その結果を基に住民意見を聴取、反映し

つつ計画の熟度を高めていくプロセスとして、以下に記載する各事項に基づく手続（以下

「都市計画の構想段階手続」という。）を講じることが求められる。 

なお、本項は、環境影響評価法の改正に伴う当面の措置として、同法に基づく配慮書手
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続の対象となる都市施設及び市街地開発事業について記載しているが、今後、国において

も、さらに当該都市計画の構想段階手続の充実を図ることとする。 

 

○構想段階手続きの具体的内容としては、次の三つが挙げられている。 

1) 複数の都市計画の概略の案の設定 

2) 複数の都市計画の概略の案の評価（構 

想段階評価） 

3) 都市計画の概略の案の決定 

 

○かなり、画期的な改正であるが、もちろん、いくつかの限界を見ておかなければならな

い。 

 一つは、対象都市計画が限定されていること、二つは、「上位計画への適合性等」の制約

があること、そして、 大の問題は、概略案の策定に住民が参画が予定されていないこと、

都市計画の概略についての決定権限が住民に認められていないこと、等である。 

○しかし、この限界は、行政がその気になれば、克服できるのであり、より強力な構想段

階における住民参画手続き制度の創設が可能となるのである。 

 

 再開発地区計画制度の改善 第２節

○川崎市における再開発地区計画制度の運用上の問題、改善すべきポイントについては、

すでに第８章で、具体的に検討した。したがって、ここでは、それらを整理するかたちで、

制度改善について提起する。 

 

１． 企業の開発利益創造の手法から、ゆたかな生活環境創造の手法へ 

○再開発等促進区は、都市計画の規制緩和と引き替えに、都市環境向上への貢献を求める

ユニークな都市計画制度である。まさに、民活都市計画の典型的な手法といえよう。 

○しかし、企業は、都市計画の法外な規制緩和によって、一方的に莫大な利益を得、都市

環境向上への貢献は果たさず、逆に住民は環境破壊や生活条件の悪化という損失を受け宇

というのが現実の姿である。こうした再開発等促進区の活用のしかたは、ただちにやめな

ければならない。 

○しかし、再開発等促進区制度は、その運用のしかたいかんによっては、くらしの環境づ

くりに役立てうる可能性を秘めている。「条件付き都市計画」、「協議型都市計画」という、

同手法の特性を生かすのである。開発企業との協議をしっかりおこない、都市環境の向上

への貢献の視点から、開発に条件をつけるのである。「民間の活力を活かし、開発利益と開

発負担のバランスの取れた適切な建築活動の誘導」（「川崎市都市計画マスタープラン」、18

頁）を文字通り、実行するわけである。 
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第 10 章 

２． 制度改善の提案 

 前節で提案した、都市計画全般の手続きの改善に加え、再開発等促進区に固有な制度改

善策を以下、提起する。 

 

【都市計画視点からの多角的評価を】 

再開発等促進区を、豊かなくらしの環境づくりに生かしていくためには、当然であるが、

事業について、都市計画視点からの多角的に検討し、評価をおこない、条件づけをしなけ

ればならない。 

川崎市の場合、「総合設計制度の許可基準」の準用によって、制度運用がなされ、都市計

画の規制緩和（容積率緩和）が、そこに設けられた算式によって機械的に決定されるしく

みになっている。当該開発事業によって、周辺環境にどのような影響をもたらされるか、

周辺環境へのダメッジを 小化するために、どのような手立てを求めるべきか、周辺環境

をより向上させるために、どのような条件を付すべきか、といった点について、多角的に

検討・評価されていないのである。端的にいえば、都市計画視点の欠落である。 

なお、たとえば小杉駅周辺地区で経験したように、開発は孤立しておこなわれるのでは

なく、多数のプロジェクトが連続的、集中的におこなわれる。したがって、地域に与える

影響は、複合的である。再開発等促進区の具体的プロジェクトを都市計画的視点から評価

する場合、こうした複合的影響をたえず検証していかなければならない。 

もちろん、地域マスタープランにおいては、都市全体の資質を向上させるという意味で、

もっとも適切な全体的構想が描かれなければならない。現在の小杉駅周辺のマスタープラ

ンは、そうした資格を備えていない。軌道修正していくための、新たな地域マスタープラ

ンが策定されねばならない。 

 

【住民・行政・事業者の協議の場を】 

都市計画の視点から、開発事業の評価をおこない、協議をとおして、開発企業に条件を、

具体的に求めていくには、「協議の場」への住民の参加は不可欠である。開発事業が、都市

環境の向上にどのように、どの程度貢献しえるかを判断できるのは、そこに住む住民をお

いて他ないからである。 

具体的には、住民・開発企業・行政からなる、公式の協議の場を設け、公開空地・建設

物の地域環境への貢献度を評価し、開発企業に適切な対応、負担を求めるのである。もち

ろん、住民は、選挙等によって選出された、正当に住民を代表するものでなければならな

い。 

 

【手続きの透明化を】  

現在の、川崎市における再開発等促進区の運用においては、協議のプロセスはまったく

見えない。しかも、公開空地、その他施設整備に事業者がどれだけ負担し、行政はどのよ
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住民参加の強化のために 

うな負担を、どれだけしたのか、事業終了後の公開空地等の維持管理費はだれが、だれの

負担においておこなうのか、こうした 低限の情報さえ、市民には知らされていない。 

これからは、手続きは透明化されねばならない。具体的には、三者によって協議された

内容は、逐次、市民にオープンにされなければならない。企業が企画している開発事業の

内容はもちろんであるが、協議の場で、行政・住民はどのような条件を開発企業に対して

突きつけたのか、企業はそれに対してどのように回答しているのか、その結果、計画はど

のように修正されたのか、等々である。 

そして、以上の手続きを明文化した、川崎市独自の「再開発等促進区制度運用基準」が

策定されなければならない。 
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