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（１）行政におんぶにだっこ

市有地の大半を差し出す再開発

①、組合設立・事業認可申請で「三島らしい魅力あふれる中心市街地」が実現するか
三島駅南口東に広大な市営駐車場があ
る。かつての時代に開発用地として旧清算
事業団から買い受けて確保したもの。各地
でこの旧国鉄用地をめぐって無理な開発
が押しつけられ、外部の民間大手デベロッ
パーの稼ぎの場に使われている。隣の沼津
駅周辺においても然り。判で押したような
同じ顔の「駅前づくり」に変貌させられよ
うとしている。
三島市においても南口東の市有地は
7000 ㎡におよぶもの。そこで開発構想が検
討されてきた。しかるにいま出されている案、本組合設立認可申請に出された資料をみる
限り、
「三島らしい魅力あふれた中心市街地整備」を「市民自治」の力で実現するという観
点を欠いたもののようにみえる。
②、基本は「事業協力者提案」が下敷きとなっている
今、提出されている事業認可申請書類、事業計画、定款。これらは都市再開発法で法定
されている書類だが、じつは「再
開発前の資産評価」が記載され
ていない。法令に欠陥があり、
したがって「再開発の全ぼう」
は事業計画だけをいくら分析し
てもわからない。
同申請書類提出に先立ちその
説 明資 料、三島 市が 配 布 し た
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2021 年 10 月 29 日三島市作成
「市民説明資料―事業の進捗状

況」（以下「市民説明資料」
）によると、2018 年「事業協力者提案」
（以下「提案」
）を基
本的に下敷きにしていることが分かる。同「提案」には、再開発の全ぼうが示されている
ので、ここでは同「提案」を中心に検討をしてみる。三島で焦点となっている自然環境的
な側面の問題についての検討はそれぞれ専門家の方の論述に譲らせていただき、以下、
再開発制度論的な点について問題と思われるところを書き記しておきたい。
ア、全体の印象。再開発の成立条件のないところに無理やり外部デベロッパーの「儲け」
を保障して進める市街地再開発事業。
総事業費 210 億円のうち、税金（補助金）で支え
る分が 93 億円、44％（「提案」。右表は 21 年 10 月
「市民説明資料」25 頁のもの、認可申請書類中の事
業計画で 42.5％、
）にも及ぶ事業で、稀なもの。首
都圏ではせいぜい 20％から 30％程度。
なんでそんなに税金を投入するか。
「提案」には記されているが、マンション業者に
再開発ビル床の「原価」渡しをする際、その原価を
いかに引き下げるかが眼目。周辺地域のマンション
床の需要動向調査などをふまえ、マンション業者が
再開発組合から原価で仕入れ、マンションを確実に
売りさばき利益を上げられるようにするにはどう
したらよいか、マンション業者に「価格競争力」を
どうつけるかという点こそ、一番、
「事業協力者」が
腐心するところで、税金はそこに還流する。
「再開発ビルの総資産」は、
「再開発前の総資産」
プラス「保留床処分金」が基本。
「保留床処分金」は、デベロッパーがほぼ大半、
「提案」104 頁では合計 116 億 7000 万
円を用意し負担する。
「再開発前の総資産」
（従前資産とよばれる）は、三島市と地元権
利者が土地建物として差し出すもの。
「提案」103 頁には合計 24 億 3800 万円と見積も
られていた。
「提案」によれば、両者を合算して再開発後の総資産原価が 141 億円。再
開発は基本的には等価交換である。再開発前の資産をお金勘定にして再開発ビル内に
それに見合うビル床をわたす。すると再開発後は、外部（デベロッパー、市も保留床を
買わされる）の所有分が 83％、地元権利者、三島市分は 17％になる。投入された税金
の実に 8 割強が、外部デベロッパーなどに還流、デベロッパーなどの取得床は、その分
原価が安くなる。地権者（地元、市）の面積も若干広がるものの…。
イ、それでは市民の財産である 7000 ㎡の市有地はどこへ行った？
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三島市は再開発の施行地区のうちの 7000 ㎡を青空駐車場としてもつ最大地主だった。

再開発後はどうなるのか。権利床として三島市にあたえられるのは、
「提案」を見る
限り、約 1400 ㎡相当の敷地となる（同「提案」105 頁から計算）
。その敷地の上に載る
正味の床面積、権利床は 5900 床㎡に過ぎない。7000 ㎡を土地でもっていながら従前の
土地面積の 1.0 さえ大きく割り込む。そこで別にお金を用意して保留床を買い足す。
これでようやく正味 9639 床㎡のビル床、駐車場ビルの床面積を得る。
建物の建築単価も正味ベースで 12.9 万円／床㎡という一般木造住宅建築単価よりも
安い、ビル床としては安普請の建物である。駐車場（自走式）という性格上もあるが、
建物自体は、年月とともに減価償却も進み、権利床に加えて買い足した保留床の床はや
がて朽ち果てる。残るものは、それらに対応する 2400 ㎡の土地だけとなる。
これならば採算だけを考えれば、減価することのない土地として青空駐車場のまま
の方がよほどマシという批判の声も出よう。
ウ、権利者はどうなるのか
「提案」は、権利者の再開発前の土地 3172 ㎡に対して権利者がもらう床（権利床）
にゲタをはかせて 1.422 倍に補正、5200 床㎡とする案を提案（同「提案」112 頁）
。あ
たかも一定の床面積が確保できるようにしている。同じ権利者でありながら市の土地
は再開発前 7000 ㎡の土地に対して権利床としてわたす駐車場面積 5900 床㎡と、同頁
で言う権利変換率では 0.84 倍。ここでは補正係数を乗じておらず、都市再開発法 77 条
2 項「均衡の原則」からみてどうなのか。
「利用状況」を考慮したと弁明するのだろう
か。ただ、権利者に渡す権利者住宅（権利床）の場合は、資産比率として土地分はわず
か 8.5%、建物分が 91.5％と、ほとんどが建物分である。保留床となる分譲マンション
の方は、土地分がまがりなりにも 12％、建物分 88％と、それなりに土地をもつ。たと
えて言えば、権利床住宅は空間面積を確保するために「水増ししたような住宅」となる。
歳月過ぎたら何も残らない…。
エ、都市計画決定のときの市が宣伝した「スマートウェルネス構想」はどこに？
2020 年 6 月「都市計画決定・変更（原案）の説明」でひじょうに強調されたキャッ
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チフレーズで、これこそ市の言う「公共性」として喧伝された。今回の申請事業計画に
は「設計方針」に「広域健康医療拠点整備地区」をふまえた設計を行うとしている。し

かし内実は、その姿がまったくみえない。
昨年 10 月 29 日三島市「市民説明資料」によれば、15 頁に唯一、
「健康・医療・子育
て」フロアが設けられている。それらは認可申請書類で出された事業計画書によれば、
同場所はＡ棟４階「公益施設」として 1590 床㎡（グロス、共用部分も入れた総面積）
である。これは全体の総延べ床面積 5 万 4750 床㎡の 3％に過ぎない。これでは看板倒
れではないのか、という批判が出ると思われる。
「提案」段階で、全体としてマンショ
ン事業が 55％（ネット）、ホテル事業が 10％（今なくなりマンション床へ）
、市営駐車
場床が 25％を占める。これらで 90％も占めるそれにふさわしいキャッチフレーズをつ
けるべきであって、羊頭狗肉の都市計画決定と言われてもしかたない印象を受ける。
オ、公益施設とはなにか
「事業者協力者提案」と今回の「事業認可申請書類」では異なる言葉使いがされてい
る部分がある。どういう意味なのか。同「提案」では、
「健康・医療・子育て」床を配置
するとしていた（同 105 頁）。これがどうやら、昨年秋の「市民説明資料」には「健康・医
療・子育て」フロアと記載、それを同時に「公益施設」という名称を重ねていた。
今回の「事業認可申請書類・事業計画」ではこれが「公益施設」だけと記されている。
「提案」を受けた市と準備組合側で「公益施設」という言葉を重ねたようである。
「公益施設」とは何か。市街地再開発事業において、
「公益施設」という言葉には、都
市再開発法の定義がない。ただ通例、
「公共が所有する再開発ビル床」で「公益的」に使
われる床を指す。たとえば「市民ホール」
「市営の会議室」
「市役所、出張所」などを再
開発ビル内に設ける場合は、その床は「公益施設」とよばれる。
けっきょくＡ棟４階を公益施設にしているが、面積にして 1590 床㎡（申請書類、事
業計画の面積）は、市が買い取ることを意味しているのか。
定款では用途に「公益的施設」という言い方をしていて、これは参加組合員が負担す
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るもののようにもみえる。なぜ定款では「公益的施設」で、事業計画や市民説明資料で
は「公益施設」なのか。別物なのか。
「公益施設」床は誰が負担して所有し、誰が利用

するか。
（２）三島らしいまちづくりのために
①、駅前一等地に 7000 ㎡も土地をもつ三島市としては、もっと自治体として市民ととも
にまちづくりに努力する方が賢いのではないか。南側から富士山がくっきりと映える
三島駅、水と緑のゆたかな三島市にふさわしいまちづくりを進めるには、格好の好条
件。これまでの長い年月につちかってきた市民的な努力と空気を三島市は受けとめ、そ
れに即した公有地の活用、仮にも何か施設整備をするにしても低層再開発などいろい
ろな工夫があってしかるべきではないのか。自治の力でこれを進めるのがいいように
思わる。東京のデベロッパーの事業本位に三島らしさを失うのは残念だ。
東京のデベロッパーが参加するにしても、市民と市、市議会のいわば「自治プランニ
ング」のイニシアティブのもとに三島に貢献するような協力をすることこそ、デベロッ
パーとしての社会的な役割、ミッションが果たせるのではないか。
②、再開発はたちどまって見直すことは可能
ア、都市計画決定という「一定の法的手順をふんだ段階」ではあるが、再開発を見直す
ことはなお可能。1999 年の都市再開発法の改正においては、
「権利変換期日」の以前
であれば、再開発組合の解散、事業の中止も可能であることをわざわざ明記した。
イ、地元自治体が保留床の大半を市民ホールとして買い取る前提で進んでいた徳島市
新町西地区の再開発は、市民的に大きな批判をあびていた。にもかかわらず事業推
進、組合が成立して権利変換計画認可申請の段階になって、再開発の見直しを公約に
かかげた新市長が登場。市が保留床を買い取らないと言明。再開発組合側は会計的に
大穴が空いたまま強行突破で権利変換計画の認可申請。ところが「根底的に経済的な
基礎を失った権利変換計画は認可せず」と認可庁である徳島市が判断。
この判断には再開発組合は「ちゃぶ台返しだ」と訴訟を提起。地裁、高裁ともに中
止を公約にかかげて当選した市長が床を買わない、権利変換計画不認可という裁量
を発揮するところにとくだんの「違法性なし」と組合の訴えを退け、最高裁もその判
断を支持し上告不受理、再開発中止が確定したもの。
ウ、市民の運動の広がり、市と議会の努力などで流れは変わるのではないだろうか。
（３）公共性、市民自治確立へ

―何が「公共性」なのか―

ア、市民福祉：みんなの幸福のため
イ、情報公開と市民参画：みんなで決める
ウ、優先順位：みんなの、お互いの生活上の条件、暮らしをお互いに配慮しあいながら、
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みんなの財産をバランスよくみんなのために使う
エ、環境：しっかり環境に配慮すること、美しい景観を守ること

