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The purpose is to clarify the characteristics and issues of PPP (Public Private Partnership) for the 
construction system of passage over railway stations of Shinagawa and Tamachi, Minato City, Tokyo 
and to analyze possibility of the PPP. “Council for the Construction” was organized for each station, 
composed of major companies near the stations and Minato City Government. The fundamentals of 
finance are developers’ and beneficiaries’ responsibility. City Government’s role is to chair the Council 
and to give an incentive of FAR bonus. This method encourages communications among many 
organizations and makes easier to solve problems and to develop projects more effectively rather than 
done by a single entity. This method can be applied for various projects. 
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１． はじめに 
１－１ 研究の目的 
 鉄道は地域の重要なネットワークだが、地域を分断し、

車や人のネットワークを妨げる要素でもある。鉄道駅自由

通路を整備することで、ネットワークの利便性及び鉄道駅

の拠点性が高まり、鉄道事業と駅周辺の活性化につながる。

一方、鉄道駅周辺地区で土地利用が急速に変化し高密度な

開発が進行する際、従前、インフラとして自由通路が無い

場合、自由通路整備が課題となる。しかし、自由通路整備

は多くの主体が関係し、調整に時間を要し、事業費が高額

で、関係主体間の調整方法、事業の進め方、事業費の調達

など整備方法が大きな課題である。 
 公共施設整備は従来公共部門が中心となって担ってきた

が、今後インフラ整備のニーズが高まる中、公共の財政事

情の悪化や民間活力の利用の流れ、民意の反映に対する配

慮から、様々なインフラ整備を官民協働で実施する事例が

増えると思われる。 
 本研究で東京都港区の品川駅と田町駅自由通路整備を事

例に取り上げた。両駅は自由通路のインフラが未整備で、

駅周辺で大規模開発が進み、接続するインフラ整備として

自由通路整備が大きな課題だった。本研究の目的は港区役

所が中心的役割を果たし、単一主体でなく協議会方式とい

う官民協働で整備したJR品川駅と田町駅の自由通路２件を

研究対象とし、整備方式の特徴、利点、問題点を分析し、

鉄道駅自由通路の整備方法の実態を明らかにし、官民協働

方式の今後の可能性を検討し、今後のインフラ整備に係る

公共施設整備の進め方の参考とすることである。 
１－２既往研究のレビュー 

 鉄道駅自由通路の整備方式や官民協働の公共施設整備に

関する既往論文で、国内の事例研究はなく、国外事例につ 
 

いては以下の3件ある。 
谷口守１）はアメリカの鉄道駅と周辺の共同開発を６類型

化した。1)駅及び周辺開発(民間が駅周辺を入手し開発)、2)
駅との接続(民間施設と駅との接続)、3)費用分担(鉄道側と
民間が共同で効率的に駅のインフラ整備)、4)施設の共同利
用(駐車場やエレベーターなど効率的な共同利用)、5)空間利
用権のリース、6)公共施設改善に協力する民間に容積率・

土地利用の緩和である。共同開発で公共の負担軽減は 6)の

規模が特に大きいと分析した。 
秋本福雄２）は、アメリカにおける協議による都市開発は

訴訟回避対策などからコミュニティを参加させることで、

事業者単独では達成できない成果が生まれたとし、協議方

式へ変化した経過を分析した。 
また秋本福雄３）は、アメリカの官民協働開発事例を基に、

1970年代後半｢公共と民間のパートナーシップによる都市

開発｣という概念が生まれ、その特徴を 1)共同開発型(自治
体が土地取得と基盤に関与)、2)公共支援型(自治体が民間開
発に資金･インフラ支援)に２類型化した。 
本研究で既往研究を参考としつつ、国内における鉄道駅

自由通路における官民協働の整備方式の特徴や問題点につ

いて研究することは有意義である。 
１－３ 研究方法 
 研究対象は港区内JR品川駅と田町駅の2事例である。参

考に1990年から2004年の主要全国紙4紙で鉄道自由通路

に関する報道記事を調査した結果、品川駅、田町駅、上野

駅(東京都台東区)、池袋駅(東京都豊島区)の４駅に関する

ものがあり、うち上野駅 4) は官(国・東京都・台東区)が整

備し2000年完成した事例で、今回の研究対象から除外した。

また、池袋駅 5) の自由通路は1994年着工予定であったが、

その後の財政事情で着工延期となり現在に至っている。 
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 研究方法は、本事例に関する港区資料・港区議会議事速

記録、1990年以降全国紙４紙における鉄道駅自由通路の報

道記事などの資料を収集し、事実関係を分析した。また、

港区担当職員からヒアリングした。資料分析に加えて、整

備方式を官民協働の視点から分析した。なお官民協働に関

して、文献 6) ｢Public/Private Finance and Development｣にある
官民協働の定義「資金、設計、開発、建設、施設運営など

の要素を構築、協議、具体化するための官民の密接な協力」

の視点及び既往研究を参考に分析をした。 
 

２． 品川駅及び田町駅東西自由通路整備の必要性 
２－１ 港区の上位計画での位置づけ 

 品川駅と田町駅の自由通路建設は、1987年策定の｢港区基

本計画｣で｢特に整備すべき交通結節点｣として、また、1987

年策定の｢港区芝浦港南地域整備基本計画｣においても、品

川駅と田町駅の周辺整備の必要性が提言された。 
２－２ 土地利用の変容  

 品川駅と田町駅の東西自由通路整備は、芝浦港南地域の

玄関口として重要である。芝浦港南地域は東京港に接し、

従前の土地利用は倉庫・工場系であったが、近年業務ビル、

マンションが建ち始め、土地利用の大きな転換期に来てい

る。地域内に運河が走り、水辺を生かした都市住宅が建設

され、運河を軸とした水と緑のネットワークが形成され、

港区で新たな魅力ある地域となりつつある。住宅、商業、

業務、教育、文化施設等が共存する複合的土地利用の市街

地として整備されつつある。 
２－３ 人口増への対応 

表－１ 芝浦港南地域の人口動態         (人) 

年 85 90 95 00 05 

芝浦港南人口 15,632 16,184 15,597 19,372 21,018 

対区人口割合 7.9% 9.7% 10.4% 12.5% 12.3% 

 芝浦港南地域の人口は

増加傾向にあり、港区の人

口に占める比率も高くな

りつつある。港区内で芝浦

港南地区は人口が急増し

ており、その玄関口として

品川駅、田町駅周辺の整備

は急務である(表―１)(図
―１)。 
２－４ 従前通路の老朽

化対応 

 従前の品川駅構内から

東口への通路は、駅東側に

鉄道ヤードがあったため、幅4メートル延長約300メート

ルの地下通路のみで、狭く、暗かった。しかも、駅構内で

あり入場券を必要とした。朝のラッシュ時には混雑で通り

抜けるのに10分以上要し、子どもや高齢者には危険を伴っ

た。田町駅の場合、1973年に築造された幅7メートル延長

約80メートルの自由通路があったが、老朽化し、狭く、暗

く、朝夕のラッシュ時には歩行者の通行に支障をきたす状

況で、地域住民、駅利用者から改善が求められていた。 
２－５ 道路ネットワークの問題  

 品川駅、田町駅は港区内を南北に走るJR東日本とJR 東

海により東西に二分されている。品川駅周辺の道路ネット

ワークから見ると、品川駅東口側地域は陸の孤島状態に置

かれ、住民などが駅の東西を行き来するには、入場券を買

い地下通路を利用するか、南側 800メートルの所にある道

路か、北側2,000

メートルの所に

ある道路を利用

するしか方法が

なかった。田町

駅の場合、南側

400メートルの

所にある道路か、

北側 800メート

ルに所にある道

路を利用するし

か方法がなかっ

た。以上のよう

な状況で、両駅

とも長年にわた

り住民から自由

通路建設の要望

があった (図―
２)。 

 

３． 品川駅東西自由通路の整備 
３－１ 整備の経過 
 品川駅東西自由通路整備の経過は次のとおりである。

1960年｢自由通路を作って欲しい｣と品川駅東口地区住民か

ら請願が港区議会に出された。 

1984年品川駅東側にあった鉄道ヤード(新幹線基地と駅

東口にある食肉市場搬出入の線路として活用されていた土

地）の東側半分 4.6haを、国鉄の債務軽減のため入札にか

け、K不動産が1000億円で落札し購入した。これは当時の

公示価格の 4倍の高値で、土地バブルのきっかけとなった

と批判された土地購入である｡7) 

このため、将来の大規模開発により、混雑している通路

が益々混雑すると言う危機感があり、議会、住民など各方

面から早急の対策を求められた。1985年｢品川駅こ線通路橋

建設協議会｣(以下協議会と略す)が設立された。協議会は自

由通路建設実現のための推進母体として、港区役所と品川

駅東口に立地する企業で構成された。 

 協議会は JR (旧国鉄)に自由通路建設を要望し続けたが、

国鉄は経営上の問題で 1985年｢品川駅改良計画はない｣｢し

たがってそれに伴う自由通路の建設計画もない、国鉄は赤

字で資金負担は無理｣と回答。87年｢自らの建設は困難｣、89

年｢建設費は協議会が負担、管理は JR｣、93年｢品川駅は東
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図－２ 品川駅・田町駅と芝浦港南地域 
のネットワーク図 
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京圏の最重要基地で駅中心に第三者の権利を設定できない

という理由で自由通路の財産権の帰属｣を主張した。国鉄分

割民営化の影響でJRと合意を得るのに時間を要し工事が大

幅に遅れる恐れがあるため、93年自由通路の早期実現の必

要性と自由通路が地元住民のみならず開発者の利益にもな

ることから開発者負担、受益者負担の原則と協議会側が意

思決定し、自由通路建設でJR東日本、JR東海、港区、協議

会が基本協定を締結、設計調査委託し、94年｢工事施工に関

する協定｣、95年着工、98年暫定開通した。 

 JRは旧国鉄時代から協議会の｢駅舎整備｣｢自由通路建設｣

の要望を受ける立場で、経営問題と東京圏の重要拠点駅(品

川駅は第二東京駅)８）であることを根拠に｢JRは負担せず協

議会が建設。財産権、管理権はJR｣と言う立場を貫き、協議

会側が時間切れでJRに折れた形となった。 

98年鉄道ヤード跡地の東側地区(K不動産購入地)で品川

インターシティが完成した。2001年品川駅東口前広場等が

供用開始された。2003年新幹線品川駅開業に伴い、自由通

路が本開通となった。同年、鉄道ヤードの跡地の西側地区

で品川グランドコモンズが完成した (図―3)(図―4)。 

３－２ 施設内容 
 品川駅自由通路は総延長約250メートル、幅20メートル、

高さ8.7メートルである。延長250メートルの内、協議会

の負担は160メートル、JR東海(品川新駅)が約36メートル、

JR東日本(西口側商業施設街区)が約54メートルを負担した。 

３－３ 整備主体 
 ３－１で述べたように、1985年東西自由通路建設の推進

母体として｢品川駅こ線通路橋建設協議会｣が設立された。

協議会は法人格のない任意団体である。 

 協議会会員は港区、港区議会(正副議長、建設委員会正副

委員長、各政党幹事長)、企業6社、会長は区長である。当

時品川駅東口に立地している大手企業は少なく、東口周辺

に立地する大手企業(大規模地権者K不動産、NTT、T社、K

社、O社と京浜急行)に協議会会員として参加を呼びかけ、

会員企業に費用負担を要請した。議会から主要な議員が参

加し民意の反映が担保された。 

 協議会の目的は、第2条に｢協議会は、品川駅前地区にお

ける歩行者交通の利便性及び安全性に資するため、品川駅

こ線通路橋を建設することにより、品川駅周辺地域及び芝 

浦港南地域のまちづくり

に寄与することを目的と

する｣とあり、まちづくり

を目的とした自由通路実

現を謳っている。事業は、

第7条に｢協議会は、第2

条に掲げる目的を達成す

るため、次の事業を行う。

(1)通路の建設に関する事 

業、(2) 通路の建設に伴い必要となる調査研究その他の事

業、(3)その他協議会で必要と認めた事業｣とあり、自由通

路建設『推進』のための事業内容である。 

 自由通路建設にあたり、本来区役所が窓口となり、寄附 
金等の活用で事業を進める方法もあったが、当時は、地方

財政再建法や自治省の通達で、公共団体が他の公共団体や

都市公団など政府関係の事業団などに寄附金等の支出・提

供をしてはならないと規定があった。このため、任意団体

としての協議会を設立して、寄附金募集し、事業を進める

こととなった。 
 協議会における区役所の役割は、協議会を運営し、寄付

金受領事務、工事契約、工事交渉、事業進捗調整を担当す

ることである。協議会は自由通路工事に際しJR東日本、JR

東海、京浜急行等との交渉をし、また、地域住民や食肉市

場を始め、品川駅東口周辺企業対応で工事による苦情や工

事関係相談窓口を担当した。また、サイン計画、モニュメ

ント、維持管理協定などについて検討した。自由通路竣工

K不動産 
土地所有者 

開発事業者 

NTT 

T社 

K社 

O社 

東口駅前の 

主要企業 

京浜急行電鉄 品川駅を共有 

港区 会長・事務局 

港区議会 政治 

表－２ 品川駅こ線橋建設協議会構成員 
図－４ 品川駅東口地区計画図 

図－３ 品川駅・田町駅自由通路整備の経緯 
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後の1998年まで、協議会は21回開催された (表―２)。 

 協議会方式で、関係する複数の主体が一堂に会すること

で課題解決がオープンかつ速やかになされたと考えられる。 

３－４ 事業費の負担 

 自由通路総工事費は約 160億円である。内通路工事契約

額143億円、JR負担金合計16億円である。143億円につい

て協議会が建設費を負担することで合意され、港区の一般

財源からの支出はゼロとなった。工事費は港区と区議会が

協議会会員で、監査の対象となり、区議会、区民の目に曝

されることから、適正に決定・執行されたといえる。区は

開発者に対してボーナス容積インセンティブを与えること

(従前容積400％から950％、用途は準工業から商業へ変更。

1992年再開発地区計画、東京都都市計画決定)で、協議会が

主体となり建設するという合意がなされた。JR東日本への

通路構造物の譲渡について、自由通路は公共物であるが、

個人への譲渡であるという解釈から、民民の譲渡は課税対

象となり、譲渡税も協議会が負担することとなった。250メ

ートルの内160メートルを協議会が負担、90メートルをJR

東日本とJR東海が負担することとなった。 

３－５ 施設所有者、管理者 
 自由通路計画の際、当初港区は公共性の担保から、通路

の法的位置づけとして道路法による管理が適切と判断し、

道路として建設することを検討した。また、当時の東京都

と区の財源配分の規約から、道路扱いにすれば東京都によ

る整備費助成も考えられた。しかし、財産権について、３

－１で述べたとおり、JR東日本との協議で、(1)24時間の

開放など公共性を担保する、(2)利用者の支障になる行為

(通路空間内での物販など通路上塞ぐ支障となる行為など)

は行わないこととし、JRが財産権・管理権を有し、港区は

管理費の負担をしないことで合意された。 

 
４． 田町駅東西自由通路の整備 
４－１ 整備の経過 
 田町駅東西自由通路整備の経過は次のとおりである。

1988年田町駅前西口地区第一種市街地再開発事業の都市計

画決定がされ、東西自由通路は市街地再開発事業の公共施

設として位置づけられた。この再開発事業が東西自由通路

整備の基幹事業となる内容である。1989年田町駅西口地区

市街地再開発組合が設立され、再開発組合が東西自由通路

整備の事業主体でもある。田町駅では西口地区市街地再開

発事業により自由通路が整備される予定であったが、再開

発ビルが先行し、再開発組合が自由通路の設計を行った。

1994年駅西口第一種再開発事業のビルが完成した。 

さらに 1996年東口に隣接した地区に再開発事業(グラン

パーク)が完成した。1997年田町駅東西自由通路の概略設計

がされた。1999年田町駅東西自由通路建設協議会が設立さ

れ、自由通路の実施設計がされた。設計はJR東日本が担当

した。2000年田町駅東西自由通路建設工事が着手され、2003

年田町駅東西自由通路が開通した (図－3)(図－5)。 
４－２ 施設内容 

 田町駅自由通路は幅16メ

ートル、延長81メートルで

ある。自由通路は｢田町駅西

口地区再開発地区計画｣の

｢主な公共施設の配置及び規

模｣に記述されている。立体

遊歩道(ぺデストリアンデッキ)など公共施設整備の一環と

して行うとされた。 

４－３ 整備主体 
 1994年駅西口再開発ビルが完成したが、バブル崩壊の影

響を受け、組合単独での自由通路建設が困難になった。そ

こで、1999年田町駅東西自由通路建設協議会(以下協議会と

略す)が設立された。協議会は法人格の無い任意団体で、品

川駅の協議会と同じである。整備は協議会方式で進められ

た。協議会会員には、田町駅周辺の企業や駅前商店会を中

心に、駅周辺で比較的田町駅利用の従業員が多く、企業規

模が大きい企業に参加協力を要請した。 

 協議会の目的は、第2条に「協議会は、JR田町駅及びJR

線路を含んだ港区芝及び芝浦地区の将来に向けての活性化

並びに同線路を挟んだ東西の交通の円滑化を図るため、田

町駅東西自由通路を建設することを目的とする」とあり、

自由通路の建設が目的である。業務内容は、第３条に｢(1)

通路の建設に関すること、(2)通路の建設に伴い必要となる

調査研究に関すること、(3)その他｣と記載されている。会

員は 8社と港区役所であり、協議会会長は港区長で、区役

所は協議会を運営した(表－３)。協議会はJR東日本・JR東

海との工事の交渉、事業推進に向けた各種調整、建設に際

しての地域住民、商店会等の苦情対応、相談窓口をした。
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K社 

T社 
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港区 会長・事務局 

 

図－５ 田町駅再開発計画図9) 

表－３ 田町駅東西自由通路 
建設協議会構成員 



協議会は2005年10月で解散されたが、この間協議会は５

回開催された。地元商店会を含めた再開発組合等地元企業

が参加することで、民意の反映が担保された。再開発組合

単一主体では動けなかったものが、関係主体が参加して協

議会を構成したことで自由通路が実現した。また、協議会

方式にし、関係する複数の主体が一堂に会することで課題

解決がオープンかつ速やかになされたと考えられる。 
４－４ 事業費の負担 
 自由通路整備は西口再開発事業の一環で、当初は再開発

組合が負担する計画であった。バブル崩壊後で組合の経営

状況が十分でないため、協議会が設立され、協議会が負担

することとなった。建設費は会員からの寄附金と区からの

補助金によって賄われた。自由通路工事費は約 25億円で、

寄附金約12億6千万円(この内、田町駅西口再開発組合の

負担金が一部含まれる)、区補助金は約12億6千万円であ

る。事業費は監査の対象となり、区議会、区民の目に曝さ

れることから、適性に決定・執行されたと言える。 

 区が補助金を出した理由は、(1)自由通路は西口再開発組

合が公共施設整備の一部として築造することになっていた

が、バブル崩壊により組合の資金繰りなどの負担能力が困

難となったことから、区が建設業務を引き継いだこと、(2)

芝浦口周辺地域の開発による利用者増加対策と、通路の老

朽化による建て替え時期が合致したことで、早急な拡幅整

備が住民・利用者から求められたこと、(3)建設事業費の全

てを民間事業協力者により調達することが極めて困難であ

ったこと、の３点である。最終的には事業費の二分の一を

区が負担する結果となった。 

 インセンティブは、西口再開発事業に対する容積率の変

更（700％から850％へ）、東口再開発事業に対する再開発地

区計画による容積率（400％から 850％）と用途（準工業か

ら商業へ）の変更である｡ 

 寄附金の取り扱いについては、2001年8月10日付け｢日

本国有鉄道改革法により設立された旅客会社等に対する地

方公共団体に寄附金等の支出について総務省自治財政局長

通達｣により、支出についての協議は適用除外となった。ま

た、区が任意団体に補助金を支出することについては、地

方自治法232条2項から｢地方公共団体の寄附または補助金

の支出｣について、港区が寄附金を受け取ることは可能であ

り、寄附金の受領は、任意団体である｢協議会｣が寄附を民

間団体から受けることについて、問題はないとされた。 

 寄附金の取り扱いについて、協議会は任意団体であるの

で、公共団体以外の企業寄附の取り扱いについて公租公課

が発生するため、協議会＝港区と言う団体に寄附されるこ

ととして、公租公課の取り扱いについて国税庁との協議を

行い、区が間接的であるが民間から寄附を受け協議会が通

路整備をし、その財産を区が取得することで協議調整した。 

 品川駅自由通路整備の際には協議会がJRに寄附する上で

民民同士の譲渡となり、公租公課(譲渡税)が課せられたが、

田町駅の場合、制度の解釈の仕方で譲渡税は免除された。 

 港区の補助金は定住協力金からの支出で、その根拠は｢港

区開発事業にかかる定住促進指導要綱｣第17条の｢住環境整

備事業に充てる…」である。定住基金の積立金の一部を事

業に充当したため、一般財源からの支出はゼロである。 

 自由通路を西口再開発の公共施設として位置づけたこと

には、一定の評価をするが、一方で、整備条件が不確定で

ある自由通路整備を再開発の事業計画に織り込ませること

への問題がある。 

４－５ 施設所有者、管理者 
 全長81メートルの通路のうち、延長約41メートルの通

路部分は区が所有管理する財産であるが、JR改札口付近の

駅舎部分の通路(約40メートル)はJR所有管理財産である。

財産区分所有の範囲に基づき、区、JRがそれぞれを管理し、

その費用を負担している。管理の基本は通路の24時間開放

である。 

 
５． まとめ 
５－１ 両協議会の特徴 
 品川駅と田町駅の自由通路の整備方式を資金、設計、開

発、建設、管理の視点からまとめると表－４のとおりであ

る。協議会方式の官民協働事業は、異なる主体が、必要な

施設を実現する事業方式である。協議会に参加したのは区

役所（品川駅では港区議会も参加）と、駅に隣接する主要

企業である。 
 品川駅の協議会は、当初自由通路建設を JR(国鉄)に働き

かける組織であったが、JRの経営上の問題、開発者負担・

受益者負担の原則、開発事業者に対する容積ボーナスのイ

ンセンティブに対して協議会が理解を示し、建設主体に変

質し、その任を果たした。港区の支出はゼロである。 

JRは協議会の「自由通路建設」「駅舎整備」の要望を受け

る立場だが、経営問題を楯に拒否し続けた。JRは品川駅を

戦略的に位置づけ、93年に「品川駅は東京圏の最重要基地」

「駅中心部に第三の権利を設定できない」とし、「自由通路

の財産権と管理権」を主張し、認められた。 
田町駅の協議会は、当初駅西口再開発組合が建設主体で

あったが、バブル崩壊後再開発組合が経営上の問題を抱え

たため、区が組合を含め駅周辺の開発において指導・支援

した主要企業に呼びかけて協議会を発足させ、建設主体と

なった。港区は補助金の形で費用の半分を負担した。自由

通路の所有・管理者は、駅舎部分を除いて区である。品川

駅と異なる。 

両駅ともJRは設計と工事を担当した。駅の位置づけでJR

の財産権と管理権について主張が異なる。同じ名称の協議

会であり、経過は夫々異なるものの、多くの主体が協議会

に参加し自由通路建設の役割を果たした。 

既往研究によれは、アメリカでは協議会による都市開発

の導入は訴訟回避目的などネガティブだが、品川・田町両

駅とも港区が民意を積極的に汲み取り、関係主体が参加す

る点で評価できる。また、アメリカでは 1)共同開発型、2)

公共支援型の２類型だが、両駅とも事業費を民間が出した

民活方式という点で第３の類型といえる。 



５－２ 協議会方式の利点 
 ２事例から官民協働の協議会方式の利点は次の通り整理

できる。(1)協議会を設立し、関係する官民が協力すること

で、単一の主体が実施した場合と比べ、開発費用が適正で、

許認可手続きなどで利点があった。(2)仮に区、鉄道事業者

民間開発者のいずれかが単独で実施した場合、人的な問題、

技術的な問題、鉄道事業上の工事調整について様々な解決

すべき問題があり、完成まで多くの困難が伴う。協議会方

式は様々な主体が一堂に会することで課題解決がオープン

かつ速やかになされたと思われる。(3)様々な地域の民間企

業・団体が参加することで整備計画への民意の反映が担保

された。(4)民間活力の活用で、区の一般財源を投入せず、

財政負担が軽減され、大きな区民負担を回避できた。区は

民間開発事業者に対しボーナス容積をインセンティブにし、

民間活力を活用した｡ (5)企業は寄附により公的資料や広

報に名前が記載され、プレス発表で企業名が明らかにされ

ることで企業のイメージアップに繋がる。 

５－３ 協議会方式の問題点 

(1)事務処理について、区が協議会の事務処理をする上で、

通常業務と併行して行うなど、業務上相当の事務量が増加

した。(2)寄附は企業会計上、寄附金の枠があり、個々の企

業の上限問題がある。(3)税制上の問題について、品川駅の

場合、任意団体である協議会の寄付行為に対する公租公課

が生じた。(民と民の譲渡なら課税対象となる）田町駅の場

合、協議会＝港区という団体に寄附されることとし、協議

会が通路整備し、その財産を区が取得することとした。税

制や国の指導内容は頻繁に変わり、対応が難しいことがあ

る。(4)協議の仕組について、今後事例を重ねることで、協

議の段階の整理、段階毎の到達点、協議の仕組、手続きを

さらに明確にしていく必要がある。 

５－４ 今後の協議会方式の可能性 
(1)本研究の事例は鉄道駅自由通路であるが、官民協働の

協議会方式は、様々なプロジェクトに適用できる。社会ニ

ーズが複雑化し、官が財政問題を抱える中、官民協働の施

設整備は今後主要な方法の一つとなるだろう。(2)鉄道駅と

その関連施設整備のような地域の一体性確保を図る事業の

場合、多くの主体が参加する協議会方式は、実現の確実性、

民意の反映、関係主体間の調整に有効である。(3)所有・管

理については、その施設の性格で弾力的に最も相応しい団

体が担うことが適切である。(4)開発事業者に対して、協議

会という開かれた場で行政が容積率などのインセンティブ

を与えることで公共施設改善に協力がしやすくなる。(補注) 

(5)官民協働で民の公共施設に対する社会貢献に対して、企

業名を適切、積極的に公表すれば、民の協力者は増えると

思われる。 
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【補注】 

84年3月区議会で｢事業者は用途容積の見直しを迫ってくると思うが｣
の質問に対し、区は｢周辺の道路・駅舎状況から現状のまま容積アップ

は問題だ｣と答弁。85年3月｢品川駅東口地区は再開発地区計画で東西自
由通路を整備すべき｣の質問に対し、区は｢自由通路建設は開発者の利益

にも繋がるので建設主体について全面的に協力してもらう｣と答弁｡14) 

計画的な駅前複合開発、自由通路を含めたインフラ整備の土地利用計画

を開発者が決定した後、インフラ整備の公共性、合理性が判断され、開

発者負担による自由通路整備を前提とするボーナス容積を含む再開発

地区計画が92年都市計画決定された。 
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  表－４ 自由通路整備総括表 

*区の補助金は基金からで、一般財源はゼロ。区の補助金比率は協議会の不足分を補う目的で決まった。 


