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令和４年５月 31 日

特定非営利活動法人 グラウンドワーク三島

理事長 小松 幸子 様

静岡県交通基盤部

公開質問状について（回答）

令和４年５月 19 日付けで提出されました公開質問状について、別添のとおり回答

いたします。

担当：都市局景観まちづくり課

まちづくり推進班

電話：054-221-2639
FAX：054-221-3493
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はじめに

県では、本件「三島駅南口東街区第一種市街地再開発事業に係る組合設立認可申請

について、都市再開発法第 17 条の規定に基づき、適正に審査を行ってきたところで

あります。

都市再開発法は認可の基準として、同法第 17 条に「各号のいずれにも該当しない

と認めるときは、その認可をしなければならない」ものとしており、県は、同法の定

める認可基準に照らして判断しなければなりません。しかし、一方で、三島市民の皆

様の中には、この大きな都市再開発事業に対して、様々な不安や懸念を抱かれている

方が数多くいらっしゃいます。県では、こうした皆様のお気持ちを真摯に受け止め、

申請者や三島市に対しても、その不安や懸念を払拭するため、市民の皆様に寄り添っ

た形で、常に事業の検証・評価を行うことを強く求め、市民の皆様にとって、より良

い都市再開発事業が進められるよう努めてまいります。

本質問状につきましては、認可の要件に直接的に関わる御質問に対しまして、所管

部局が法令の基準に基づく判断の考え方をお示しするとともに、それ以外の御質問に

対しましても、できる限り、皆様の御不安・御懸念を解消するという観点から、回答

させていただいております（◎：認可要件に関するもの、○：それ以外のものに分類）

ので、御理解の程、よろしくお願い申し上げます。

なお、回答に当たり、当方で公開質問状の質問詳細が示された資料に、番号を付さ

せて頂きました。
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質問事項１関連

１ 都市計画決定時において、地下水への影響や地盤に対する安全性について科学的、

技術的な検証を行うことになっているが、市民への情報公開や丁寧で分かりやすい説

明、市民勉強会の開催、「三島駅南口周辺再開発地下水対策検討会」の市民への開かれ

た対応・公開などが実施されていない。県知事が三島市に対して要請した事項が、遵

守・実施されていない。県としての事実の確認を求める。

○ 三島駅南口東街区市街地再開発事業（三島市決定）の都市計画決定手続において、

三島市長から知事への協議に回答（令和２年 11 月 11 日付け）する際に、知事から市

長に対して「地下水の影響や地盤に対する安全性について科学的、技術的な検証を行

うとともに、具体的な計画の内容について、市民との丁寧な対話を通じた十分な合意

形成を図る」ことを要請いたしました。

その後、申請者及び三島市では基本設計・地質調査等を実施して施設建築物に関す

る検討を進めるとともに、ホームページを利用した情報提供やオープンハウス方式に

よる意見聴取を行い、事業に対する市民の皆様の理解や合意形成に努めてきたと聞い

ております。

事業を進める上で、市民の皆様の理解や合意形成は非常に重要でありますことから、

申請者及び三島市に対し、今後実施設計を進める中で、地下水への影響や地盤に対す

る安全性について科学的、技術的な検証を行うとともに、引き続き具体的な計画の内

容について、市民の皆様との丁寧な対話を通じた十分な合意形成を図るよう重ねて要

請いたします。
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質問事項１関連

２ 「①この委員会に地質学や地盤学、環境学、水処理、騒音・振動などの専門家や

地元の自然環境や水問題、歴史に詳しい専門家・博士を委員に選定しないのか。②地

下水の専門家が重要なのに１人で委員長を兼務しているのか、中立性を保てるのか。

③委員会の議論を多くの市民に公開・説明しないのか。④地質調査結果のボーリング

コア・供試体（実物を見ると溶岩層の亀裂・空隙・空洞が検証可能）を市民公開をし

ないのか」などについて、県としての事実の確認を求める。

○ 御指摘の点については、三島市が設置した検討委員会の運営や情報公開に関する

ことであり、一義的には、三島市の判断にかかるものと考えておりますが、大切な視

点を含んでいると考えますので、県からも三島市に改めてお伝えいたします。
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質問事項１関連

３ 「①溶岩層が均一・板状でないこと。②地下水位が一定水位としてその上部はド

ライ状態・地下水が流れていないとしている。③エコー鑑定を行わないとしている理

由とは」などについて、県としての事実の確認を求める。

○ 施設建築物の設計や安全対策等のため、どのような調査を、どのくらいの頻度（本

数等）で行うかなどは、申請者が主体的に判断し実施していくものであります。

御指摘の点については、安全対策に関わる非常に重要なことですので、県から申請

者及び三島市に改めてお伝えいたします。
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質問事項１関連

４ 「三島駅前地区地下水等影響調査」報告書（本編）に記載がありますとおり「①

帯水層でもある溶岩層は多孔質で亀裂、空隙が多く、地下水は掘削による影響を受け

やすい地質構造だとしている。②地下水排水工による地下水位低下は周辺の井戸・湧

水地への影響があるとしている。③地下水汚染防止対策（工法）の検討が必要だとし

ている。④本地区の特異性のある溶岩層の水理地質特性等のさらなる詳細な調査・検

討と設計・施工との調整を求めている。」などについて、県としての事実の確認を求め

る。

○ 三島市が「三島駅前地区地下水等影響調査」報告書（本編）（平成７年２月）を作

成した時点では、施設建築物の構造が決まっていなかったため、地下水位以下に基礎

を設置した場合の影響等について検討を行ったものと考えております。報告書の

P.211 には、東街区の建築構造物のみを構築した場合について、「流動阻害による影響

度は比較的小さい」と考察されていますが、「構造物が地下水面下に根入れされる場

合、地下水排水工による地下水位低下は周辺への影響が極めて大きくなるため、慎重

な検討が必要である。」との考察もあり、これらを踏まえて、（基礎が地下水位以上の）

現在の計画になったものと考えております。

「水の都・三島」といわれる三島市において地下水対策は非常に重要でありますこ

とから、今後、実施設計を進める中で、市民の皆様の不安や懸念を払拭することがで

きるように、県から申請者及び三島市に対して、必要な調査や対策を実施するよう強

く要請してまいります。
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質問事項１関連

５ 「三島駅南口東街区市街地再開発事業に伴う地質調査業務委託」報告書に記載が

ありますとおり「①本地区の溶岩層中に空洞が存在し、さらにこれ以上に複雑な起伏

をなす空洞の存在も指摘しており、施工時での注意・対策の必要性を指摘している。

②岩盤の亀裂からの逸水が激しいことから下流域への地下水汚濁の危険性を指摘し

ている。③施工時に被圧地下水がさらに上昇した場合は「地下水汚濁」の危険性が高

まる。④溶岩が硬く、工事費が増え工事期間が長くなることから溶岩の掘削量を極力

小さくすることを指摘している」などについて、県としての事実の確認を求める。

○ 当該報告書には、ボーリング調査箇所が少ないなどの指摘が記載されているため、

その後、三島市と準備組合で合わせて９箇所のボーリング調査が追加されております。

これらのデータも活用し、今後の実施設計などにおいて、さらなる検討がされるも

のと考えますが、引き続き県から申請者及び三島市に対して必要な調査や対策を実施

するよう強く要請してまいります。
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質問事項１関連

６ 「①今後発生が予測される想定外の地下水位の上昇への対応。②湧水量増による

汚濁水の発生。③揚水対策による地下水の減少・枯渇。④水位上昇による支持地盤の

安全性や耐震性の再検討。⑤想定外への具体的なリスクマネジメントへの対策」など

について、県としての事実の確認を求める。

○ 御指摘のように、三島市南口東街区再開発事業準備組合が行った調査報告書や三

島駅南口周辺開発地下水対策検討委員会では、地下水に関する留意事項が挙げられて

おります。

「水の都・三島」といわれる三島市において地下水対策は非常に重要でありますの

で、今後、実施設計を進める中で、市民の皆様の不安や懸念を払拭することができる

ように、県から申請者及び三島市に対して、必要な調査や対策を実施するよう強く要

請してまいります。
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質問事項１関連

７ 「三島市は地下水保全への意識が希薄であり、現場経験も少なく、問題意識も低

い、本地区での溶岩層の大規模掘削への懸念も脆弱で、コンサルタントや施工業者任

せであり、市街地整備課に土木・建築・地下水・環境などの技術系職員が在職してお

らず、専門性と信頼性が低い」ことなどについて、県としての事実の確認を求める。

○ 御指摘の点については、三島市の意識や体制等に関わることであり、一義的には、

三島市が判断することでありますので、このような御意見があったことを、県から三

島市にお伝えいたします。
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質問事項１関連

８ 「多孔質で亀裂、空隙が多い溶岩層を、大規模に掘削して、高さ 90ｍ近い高層マン

ションの「直接基礎」を建てる、全国的な事例はない。机上での科学的・恣意的な想定を前

提とした、無謀な大規模工事について、地下水・湧水に悪影響がないのか」、県としての事

実の確認を求める

○ 申請者及び三島市は、基本設計・地質調査等を実施して施設建築物に関する検討

を行っておりますが、地下水対策は非常に重要であるため更に詳細な検討が必要であ

ると考えております。

今後、申請者は実施設計や必要な調査を行い、建築基準法などの法令に基づき、それ

ぞれの所管行政庁等による判断が行われることになりますが、審査が適切に行われる

ように、県としても当該行政庁に対して要望してまいります。

また、市民の皆様の不安や懸念を払拭することができるように、県から申請者及び

三島市に対して、必要な調査や対策を実施するよう強く要請してまいります。
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質問事項２関連

９ 「市民との丁寧な対話」の確認と、三島市のアカウンタビリティ（説明責任）の

不十分性、市民との丁寧な対話の不足についての、県としての事実の確認を求める。

○ 三島市は、平成 30 年度からは市民説明会を７回、市議会の全議員を対象とした

説明会を３回開催したと聞いております。

また、各種団体等への説明や意見聴取に加え、説明会や事業進捗状況等の情報をホ

ームページで公開し、更にアンケート調査も実施したと聞いております。

事業を進める上で、市民の皆様の理解や合意形成は非常に重要でありますことから、

引き続き、事業進捗にあわせて市民の皆様への丁寧な対話を通じた十分な合意形成を

図るよう、申請者及び三島市に対して改めて要請してまいります。
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質問事項２関連

10 この事業協力者や準備組合の意向を最優先とした、市民無視・議会軽視の都市計

画法の透明性の確保違反について、県としての事実の確認を求める。

○ 都市計画法第 16 条第１項では、都市計画が決定されるまでの手続について、住

民参加の機会を拡大していく観点から「住民の意見を反映させるために必要な措置を

講じるものとする」と規定されております。

三島市では、同法に基づき都市計画の案に対する公聴会の開催に加え、市民説明会

等を複数回開催し、都市計画に対する情報提供等を行ってきたと聞いております。

また、申請者及び三島市は、都市計画が決定された後の手続について、都市計画法

の規定はないものの、基本設計や地質調査等を実施し、施設建築物に関する安全性に

ついて検討を進めるとともに、ホームページを利用した情報提供やオープンハウス方

式による意見聴取を行い、事業に対する市民の皆様の理解や合意形成に努めてきたと

聞いています。

事業を進める上で、市民の皆様の理解や合意形成は非常に重要でありますことから、

引き続き、事業進捗にあわせて市民の皆様への丁寧な対話を通じた十分な合意形成を

図るよう、申請者及び三島市に改めて要請してまいります。



11

質問事項３関連

11 三島駅周辺におけるスマートウエルネスフロントのまちづくりとしての広域

健康医療拠点の整備の真実性と公益性、経済性について、県としての事実の確認を

求める。

○ 本事業に関連して、都市計画については、第一種市街地再開発事業、高度利用

地区、地区計画及び用地地域の４種類の都市計画決定がされており、それらの中で

事業用地の面積や建築物の建築面積、延べ面積、容積率、建ぺい率及び主要用途等

が定められておりますが、三島駅南口東街区Ａ地区第一種市街地再開発事業事業計

画書（以下「事業計画書」）ではその全てと適合しております。

また、事業計画書と立地適正化計画や関連する都市計画との目的の乖離について

は、立地適正化計画や関連する都市計画に具体的な施設の整備面積等は定めておら

ず、公益施設の用途自体は確保されているため、必ずしもこれをもって不整合とは

いえず、整合性や公益性に問題はないと考えております。

事業協力者提案書で示された面積や内容と事業計画が乖離しているとの御指摘に

ついては、事業協力者提案書は、プロポーザル方式により事業者を選定する段階で、

提案した事業者（設計者）を評価・選定するためのものです。このため提案書は申

請者に協力して施設計画を立案するときのベースになるものであり、必ずしも提案

書がそのまま事業計画になるものではないと認識しております。提案書の施設計画

そのものが評価・選定される訳ではなく、申請者とともに事業計画を立案するとき

のベースになるものであるため、内容の変更は可能だと思われます（三島駅南口東

街区南口第一種市街地再開発事業に関する事業協力協定書」より）。三島市が、平成

30 年８月に行った市民説明会でも、事業協力者提案書は「この提案は、今後、事業

計画を検討するうえでのベースとなるものであり、最終的な事業計画ではない」と

説明したと聞いております。

なお、公益施設が 1,590 ㎡しかないとのとの御指摘については、今後の実施設計

や権利変換計画作成などにおいても、事務所や店舗などの空間に公益施設を誘致す

るなどの検討がなされることも考えられますので、このような御指摘があったこと

を、申請者と三島市にお伝えいたします。
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質問事項３関連

12 大きく様変わりした今回の東街区再開発事業の「用途構成」の変更は、「第１種市

街地再開発事業協定」に関わり「協定違反」であること、また、市民や議会を軽視・

無視した経過に対して、協定内にある「民意を反映する意思があることを対外的に示

す」の「履行違反」であることの県としての事実の確認を求める。

○ 「三島駅南口東街区第一種市街地再開発事業に関する事業協定」は、準備組合と

事業協力者との間で市街地再開発組合の早期設立を目指し、事業の円滑な推進を図る

ことを目的に締結したものであります。

御指摘の点については、協定当事者が判断することでありますが、事業進捗にあわ

せて市民への丁寧な対話を通じた合意形成を図るよう、三島市に改めて要請してまい

ります。
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質問事項３関連

13 都市計画決定時や立地適正化計画などとの不整合、さらに東街区全体の一体的な

整備に見合わない本事業について、県としての事実確認を求める。

○ 「当初の「ASUMACI 三島」の事業計画」とは、準備組合が平成 29 年に実施した事

業協力者募集の際、最優秀提案者に選定された現在の事業協力者が提案した事業企画

提案書のことを指しているものと推測しお答えします。

この事業企画提案書は、プロポーザル方式により事業協力者を選定する段階で、最

優秀とされた提案者（後の事業協力者）から提出されたものです。準備組合と事業協

力者の間で結ばれた「三島駅南口東街区第一種市街地再開発事業に関する事業協力協

定」には、「（事業企画）提案書等をもとに（中略）甲（準備組合）と協議の上、施設

計画及び事業計画の立案に誠意をもって協力する」とされており、この協定に基づき

事業計画が策定されたものと考えております。

なお、今回の事業計画は、再開発事業に係るものであるため、定期借地事業（区域）

についての記載は必要ありませんが、再開発事業区域と密接に関係することから、御

指摘の点については三島市にお伝えいたします。
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質問事項３関連

14 当初の開発コンセプトを大幅に逸脱・乖離した事業計画の変更や、事業者の意

向と事業性を優先した事業計画、市民無視・議会軽視の変遷過程などについて、県

としての事実の確認を求める。

○ 三島市は、平成 30 年４月の事業協力者提案書の選定から本事業に関する都市計

画決定、令和４年１月の組合設立認可申請までの期間に、市民説明会を７回、市議会

の全議員を対象とした説明会を３回開催したと聞いており、事業計画の変遷過程にお

いても、市民及び市議会議員の理解や合意形成に努めてきたと聞いております。

事業を進める上で、市民の皆様の理解や合意形成は非常に重要でありますことから、

引き続き、事業進捗にあわせて、市民の皆様への丁寧な対話を通じた十分な合意形成

を図るよう、三島市に改めて要請してまいります。
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質問事項４関連

15 本事業の補助金・交付金の前提となる「三島市立地適正化計画」と「社会資本総

合整備計画」との成立要件の不整合による明確な違反について、県としての事実の確

認を求める。

◎ 立地適正化計画では、都市機能誘導区域（中心拠点）内に誘導する施設として、

医療・健康づくり・子育て支援・交流施設等を想定しており、事業計画では医療や子

育て支援施設といった公益施設を設置する計画となっております。

また、社会資本総合整備計画では、計画の目標として広域健康医療拠点を整備して

いくと定めており、事業計画では公益施設（医療・保育園）が想定されています。

事業提案時と比べると規模は縮小しておりますが、事業計画・立地適正化計画・社

会資本総合整備計画の各計画の目的は整合しており、用途も確保されているため、各

計画との不整合はないと考えております。

また、「一般的な補助金の比率は 30%と言われているが、本事業の比率は 42％が見
込まれている」という御指摘については、社会資本整備総合交付金交付要綱における、

1.35倍の嵩増し規定を適用しているため比率が高くなっているものと推測されます。
かさ

再開発事業の場合、地域・規模・事業内容により補助額が異なるため一概には言え

ませんが、参考として、元の補助金の比率が 30%である場合、1.35倍の嵩増しにより
約 40%となり、本事業に近い補助率となります。
なお、国や県補助金については、制度上、年度毎に決定されるため、確定している

わけではなく想定で記載されております。
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共有部分（階段・通路等）

↓

社会資本整備総合交付金（国）

県・市補助金

84 億円

専有部分（住宅・事務所等）

↓

防災省エネまちづくり

緊急促進事業補助金（国）

4億円

●総事業費 209 億円

●補助金 88 億円（42%）

社会資本整備総合交付金、県・市補助金 84 億円（40%）

防災省エネまちづくり緊急促進事業補助金 ４億円（2%）
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質問事項４関連

16 国土交通省の採択をすでに受けている事業ではあるが、県としてのさらなる審

査・検証・確認を行うことにより、現施設建築物の計画内容が、上位計画の目的・目

標を達成・実現するために資する計画になっているのか、県としての審査・検証を求

める。

○ 立地適正化計画では、三島駅南口東街区再開発事業区域（以下「本事業区域」）を

含む都市機能誘導区域（中心拠点）において、市役所や図書館、医療施設、健康づく

り施設、子育て支援施設などを誘導することとしております。

これに対しまして、事業計画書では、本事業区域に医療施設や子育て支援施設（保

育園）が計画されており、拠点のどの位置にどれだけの施設を誘導するか立地適正化

計画に記載されていないことから、内容は適合していると考えております。

また、三島市社会資本総合整備計画には、計画の目標として「三島駅前に人の流れ

をつくり、街中への回遊性を高めるため、広域健康医療拠点を整備していく」ことが

設定されており、事業計画では前述のとおり医療施設や子育て施設（保育園）が計画

されているため、内容は適合していると考えております。

＜都市機能誘導区域（中心拠点）＞

引用元：三島市立地適正化計画

三島駅南口東街区Ａ地区

第一種市街地再開発事業
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質問事項４関連

17 都市再開発法第 17 条（２）定款、事業計画、事業基本方針に決定手続き又は内

容などが違反であることについて、県としての事実の確認を求める。

◎ 市街地再開発組合の設立の認可基準を定めた都市再開発法（以下「法」という。）

第 17 条では、「都道府県知事は同条各号のいずれにも該当しないと認めるときは、そ

の認可をしなければならない」とされています。

御質問の法第 17 条第２号については、逐条解説改訂８版都市再開発法解説（監修：

国土交通省都市局市街地整備課、編著：都市再開発法制研究会）（大成出版社）による

と、「「定款又は事業計画若しくは事業基本方針の決定手続又は内容が法令に違反して

いること」とは、まず定款又は事業計画の決定手続については、第 12 条において準

用する第７条の 12 の規定による公共施設の管理者の同意が実は得られていなかった

とか、第 14 条第１項の規定による組合員となるべき者の３分の２以上の同意が実は

不足していたといったことをいい、定款又は事業計画の内容については、第９条に掲

げられている定款記載事項、第 12 条第１項において準用する第７条の 11 の規定によ

る事業計画の内容又は第 12 条第２項の規定による事業基本方針に不備があることを

いう。」とされています。

審査の結果、これらの違反はありませんでした。

なお、本事業では組合設立及び事業計画の認可が同時に申請されているため、事業

基本方針は定められておりません。

事業基本方針は、法第 11 条第２項にあるとおり、事業計画の決定に先立って組合

を設立する必要がある場合に定めるものであります。
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質問事項５関連

18 三島市立地適正化計画における都市機能誘導施設に関わり「行政情報の事前漏洩」

や「特定の民間企業への利益誘導」と違反行為への疑念、また、本事業の運営体制に

関わり、三島市の「コンプライアンス」への抵触と行政の中立性への疑念について、

県としての事実の確認を求める。

○ 御指摘の点については、三島市の行政運営等に関わるものであり、三島市の判断

に係るものと考えておりますが、御意見があったことを、県からも三島市にお伝えい

たします。
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質問事項５関連

19 事業費が実勢価格を踏まえて積み上げられた、正確な事業費なのか、ウクライ

ナ侵攻の影響を受けてさらに 20％程度・42 億円増加した場合、すでに現時点で 30％

程度・63 億円増加しているとの予測もある、における組合員の負担方法や対応策に

ついて、「経済的基盤」の重要な確認ポイントとなるので、県としての厳格な審査・

検証・事実の確認を求める。

◎ 三島駅南口東街区Ａ地区第一種市街地再開発事業事業計画書（以下「事業計画

書」）に記載された工事費は、申請者が建築物の基本設計等に基づき算出したものと

理解しております。

県では、都市再開発法第 17 条第４号の規定については、決算書類により経常利

益が赤字でないか自己資本額が債務超過でないかなどにより経済的基盤を確認し

ております。

なお、近年の建設資材の高騰やロシアのウクライナ侵攻などによる事業費への影

響については注視していく必要がありますが、経済的基盤については、中長期的な

視点で判断していく必要があると考えます。
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質問事項５関連

20 「地方自治法第九節・財産・第 237 条の定めに従わず権利変換の取り扱いを行っ

ているのか、三島市からの事業計画書（案）に従前土地価格に掛かる金額等が明示さ

れていないのか、市有地の従前価格の設定を含めた権利変換の適切性について市民に

明らかにしないのか、従前価格の鑑定は「路線価」でなく「公示価格」で行い、その

不動産鑑定結果などを議会や市民に公開しない理由について、情報閉鎖の実態につい

て、県としての事実の確認を求める。

○ 権利変換手続は、組合設立後に開始されるものであるため、事業計画に市有地の

従前価格の鑑定に関する資料を添付する必要はありません。

また、都市再開発法第 80 条第１項では、「近傍類似の土地、近傍同種の建築物又は

近傍類似の土地若しくは近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格等を考慮

して定める相当の価額を基準として定めなければならない」と規定されておりますが、

路線価、公示価格といった具体的な基準は定められておりません。

なお、御指摘があったことについて、申請者と三島市にお伝えいたします。
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質問事項６関連

21 定款及び事業計画は、改正土地基本法第１条、第２条に照らして極めて重大な欠

陥が存在する。

三島市政は、高度経済成長期の夢にこだわるあまり、三島の長所や三島市民の夢を

見失っているのではないか？三島市政は、誰のためにあるのかなどについて、県とし

ての事実の確認を求める。

○ 都市再開発法の上位法となる土地基本法は、土地政策の基本的な方向性を示すこ

とを通じて、土地政策の総合的な推進を図る目的で、平成元年 12 月に制定され、人

口減少等の進展に伴う土地利用ニーズの低下等を背景に、所有者不明土地や管理不全

土地が増加し、生活環境の悪化や防災上の重大な支障となってきたことを踏まえて、

土地の適正な「利用」、「管理」を促進する観点から令和２年３月に改正されました。

一方で、都市再開発法は、市街地における計画的な再開発に関する事項を定め、都

市における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図る目的で、昭和 44

年６月に制定されたものです。これまでに関連法の改正等に伴う改正がされており、

最新の改正は令和３年５月に行われております。

市街地再開発組合の設立認可の要件や手続、基準などは、都市開発法に規定されて

おります。今回の組合設立認可については、最新の都市再開発法に基づいて申請され

審査したものであります。

なお、御指摘のありました三島市政に関することについては、三島市の判断にかか

るものと考えておりますので、今後、実施設計を進める中で、市民の皆様の疑問や懸

念についてしっかりと検討・説明していくように、三島市に対して改めて要請してま

いります。
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質問事項６－１関連

22 「以上のこと（権利変換の内容）が紛争になり、この事業の基本スキームが崩れ

れば、同事業の「経済的基礎」が大きく棄損され、その場合は、同法 112 条の規定に

より、県が本組合に成り代わって「事業代行」をするところに追い込まれる。慎重に

内容を精査する必要がある」県としての事業の確認を求める。

○ 権利変換の手続は、組合設立後に開始されるものであり、知事の認可が必要です。

権利変換に関する申請された段階で、審査してまいります。
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質問事項７関連

23 本事業の社会的妥当性や公共性の判断基準となる「費用便益分析」の現在の分

析結果について、県としての厳格な審査・検証・事実の確認の確認を求める。

○ 費用便益分析は、令和 2年度に、三島市が国の補助事業採択を受ける際に、採択
判断の材料の一つとして算定したものであります。

また、御指摘のあった近年の建設資材の高騰やロシアのウクライナ侵攻などによる

事業費への影響については、しっかりと注視しつつ、経済動向等の中長期的な視点に

立って把握することが必要であると考えますが、このような御意見があったことにつ

きまして、申請者と三島市にお伝えいたします。



24

質問事項８関連

24 本事業の大規模な基礎掘削による、溶岩層の改変・破壊の行為により、世界ジオ

パークの登録への影響、あわせ、富士山の世界文化遺産の登録への影響をユネスコに

確認するとともに、三島の地下水の特性である、地盤を安易に掘削すると溶岩層はあ

まりにも硬く、工事期間が掛かり工事費が増大することと、必ず汚濁水が噴出・排出

する、地域特性を踏まえた、地下水の保全対策や工事対策の安全性と信頼性について、

県としての厳格な審査・検証・事実の確認を求める。

○ これまでに申請者及び三島市が行った調査では、本計画の建築物の建設について、

支持地盤の安定性は問題ないとしておりますが、地下水への影響については、明らか

になっておりません。

「水の都・三島」といわれる三島市で工事を行う上で、地下水対策は非常に重要で

あります。今後、申請者は実施設計や必要な調査を行い、建築基準法などの法令に基

づき、それぞれの所管行政庁等による判断が行われることになります。

県としては、申請者と三島市に対して、市民の皆様の不安や懸念を払拭することが

できるように、必要な調査や対策を実施するよう強く要請してまいります。
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質問事項９関連

25 県民の共有財産である富士山の景観美と静岡県の貴重な「景観資産」を毀損する、

本事業の設計デザイン・高層マンション計画について、再度、その必要性や三島駅周

辺グランドデザインとの整合性、広域拠点としての県の利活用の可能性、景観法との

整合性などについて、県としての事実の確認を求める。

○ 三島市は景観行政団体のため、市が主体となり三島駅周辺グランドデザインとの

整合性は、三島市景観条例等に基づき審査することになっています。

なお、三島市景観計画では、三島市内の富士山の眺望については、当該計画で設定

された眺望地点における眺望を確保することを定めており、今回の計画では、この富

士山眺望点における眺望は確保されていることを、三島市より聞いています。


