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There is a conventional area in Tokyo Bay, landfill in Tokyo Bay belongs to one of Tokyo, Chiba, Kanagawa prefecture. And the 

parts belonging to Tokyo belong to either Minato Ward, Koto Ward, Ota Ward, Shinagawa Ward or Edogawa Ward. However, despite 

the existence of such areas, consultations on the boundary of the landfill are conducted, and it often takes a long time to determine 

the boundary line. Then, why such a situation will occur, investigate and research on the landfill history in the 5 wards of the Gulf 

Coast adjacent to Tokyo Bay, the role of the current landfill site, the conflict in the boundary line of the landfill site As I went through 

various problems were coming. 

 

Keywords: Tokyo Bay , Landfill site , border , system , town planning 

 東京湾・埋立地・境界線・制度・まちづくり  

 

 

1. 序文  

当初、東京湾の水質や生態系などの状態から周辺地域の時代

背景を捉えることで、東京のまちづくりの全体の様子が見えてく

るのではないかと考えテーマを設定したが、調査を進めていくう

ちに埋立地に目をつけ調査・研究をすることとなった。 

調査対象は東京湾に隣接する 5 区（港区・江東区・大田区・

品川区・江戸川区）であり、この5区における埋め立ての歴史と

現在の埋立地の役割、埋立地の区の境界線における紛争(中央防

波堤埋立地・13号地埋埋立地・大井埠頭埋立地)について述べる。 

 

 

2. 東京湾に隣接する区の埋め立て 

 

図-1 東京の埋立地 

 

 

2-1. 港区 

1960 年代の港区では、埠頭・住宅地・道路・下水処理場を利

用目的として埋め立てが進んでいた。また、軍関係の施設が多く

あり、米軍が駐留していたため洋風のレストランやファッション

の店が軒を連ねる商業地も多くあった。 

それから50年後、大規模な再開発の波が押し寄せ、街並みも

含めて地域一体にビジネス機能や都市文化機能を集中させる、新

しい都市開発が行われた。湾岸地区も臨界副都心として、新たな

都市開発が進められ、現在東京湾に面した部分の地形は低地およ

び芝浦海浜の埋立地となっている。 

 

2-2. 江東区 

1960 年代の江東区の埋立地は、埠頭・住宅地・道路を利用目

的としていたが、地盤沈下による水害の危険性が増大した区域を

守るための外郭堤防の工事が始まり、工場も多く建てられていた。

しかし後に、区民の生活の安全性・利便性が向上し工場の区外移

転に伴って大規模な集合住宅が次々と建てられた。 

それから50年後、江東区の面積はさらに増加し、臨海部は江

東区の海の玄関として、また品川・江戸川を結ぶ拠点として発展

している。さらに交通網の発展や川を利用した水上バスの運航な

どに伴い、臨海部の開発も進んでいる。 

 

2-3. 大田区 

1960年代から1970年代に渡り、平和島・昭和島・京浜島・城

南島の東京湾の埋め立てによる造成を行なっている。基本的には

物流センター・トラックターミナル・倉庫といった工業用地とし

て使用されているが、特筆すべき点として、平和島の競艇場と京

浜島のつばさ公園がある。また、1984 年からは漁村であった羽
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田から地続きになるように埋め立てられ、羽田空港の造成が始ま

った。これにより大田区は東京都で一番大きな区となる。現在、

この羽田空港は首都圏・東京の交通の要として国際的にも活躍し

ている。 

 

2-4. 品川区 

主に埋め立てが行われたのは八潮地区である。この地区では

街づくりを臨海部有効活用ゾーンと八潮団地ゾーンの二つに区

分けし、臨海部活用ゾーンは大田区のように物流センター・トラ

ックターミナル工業用地として、八潮団地ゾーンは住宅地として

利用している。この八潮団地ゾーンでは現在高齢化における再開

発(小学校を介護施設として利用できるようにするなど)を行っ

ている。臨海副都心部は区分けが入り組んでいるが、船の科学館

とその周辺の公園は品川区にある。 

  

2-5. 江戸川区 

江戸川区の埋立地は清新町と臨海町の二つである。清新町は

商店や住宅・学校・小公園などが立ち並んでいる。臨海町は大き

く三つに区分され、住宅地・工業用地・葛西臨海公園・葛西海浜

公園にゾーン分けされている。葛西臨海公園は水族館・大観覧車

や鳥類園・植物園などがあり、葛西海浜公園は利用が制限された

人工干潟となっている。どちらも江戸川区有数の観光スポットと

なっている。 

 

 

3. 埋立地の区の境界線 

 

図-2 埋立地の境界線の決定 

 

通常の埋立地の区域編入では、埋立免許が出願されると、免許

権利者(東京都知事)が内容審査を行うとともに、地元区市町村長

から意見聴取を行う。帰属区(境界)が明確な場合、東京都港湾局

行政部が新たに生じた土地の確認依頼を行い、区が新たに生じた

土地の確認議決を行う。 

帰属区(境界)が不明確で争論(当事者間で境界に関し意見の不

一致があり、これが原因となって紛争と認められる状態を生じて

いること)がない場合、関係区の協議成立又は都などの調停案を

受諾することで、東京都知事が関係区の意見を聞いて決定する。 

帰属区(境界)が不明確で争論がある場合、関係区の都知事へ調

停要請する又は都知事の職権による調停を行う。知事は、自治紛

争調停委員に付託し、関係区が調停案提示する。関係区が調停案

の受諾拒否した場合は、知事は全ての関係区議会の意見を聞いて

裁定する。関係区が調停案を受諾した場合は、受諾した旨を通知

することで、調停が成立し、帰属区(境界)が確定する。 

 

 

4. 中央防波堤埋立地 

 

図-3 中央防波堤埋立地 

 

4-1. 中央防波堤埋立地が造成された経緯 

東京都では高度経済成長期に伴いごみが増大し、複数の区に

清掃工場建設を計画した。杉並区では高井戸東が建設地に決まっ

たが、住民が予定地を封鎖・撤回を求めて提訴するなど猛烈な反

対運動を展開したため建設は進まず、杉並区のごみを受け入れて

いた江東区が反発し、ごみ搬入を実力阻止する騒ぎになった（杉

並清掃工場建設問題）。この問題を契機に、ごみ問題がごみ戦争

と呼ばれるほど重大な都市問題として顕在化してきた。このごみ

問題を解決すべく、東京都ごみ対策専門委員会によってごみの処

分地として指定されたのが中央防波堤である。 

 

4-2. 中央防波堤埋立地における区の境界線決定論争 

当初、中央防波堤埋立地の帰属決定問題における関係区は中

央区・港区・江東区・品川区・大田区の5区であった。しかし平

成14年12月5日の「中央防波堤埋立地帰属協議等に関する確認

事項」により中央区・港区・品川区が中央防波堤埋立地の帰属主

張を取り下げたことに伴い、江東区と大田区は帰属問題について

別途協議することとなった。しかしその後も中央防波堤埋立地の

帰属に関して協議を重ねたものの合意には至らなかったため、調

停を申請することとなった。 

 

4-3. 中央防波堤埋立地における自治紛争調停 

40 年間続いた中央防波堤埋立地の帰属問題であるが、ついに

平成29年10月16日に東京都の自治紛争処理委員会によって、

帰属の割合を江東区 86.2％（433.9 ヘクタール）・大田区 13.8％

（69.3ヘクタール）とする調停案を提示し受諾を勧告した。これ
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は、江東区と大田区のそれぞれの海岸線から等距離の場所を仮の

区境としたあと、現在の道路や港の埠頭を分断しないように考慮

した上で、面積をそのままに最終的な区境を決定したことによる

結果であった（その他、境界確定のための考慮要素も含む）。こ

れに対して江東区は受諾を決めた一方で、大田区は「境界線の画

定方法が不合理」として江東区を相手取り、境界画定を求めて東

京地裁に提訴した。しかし自治紛争処理委員会は平成 29 年 11

月10日に会合を開き、調停による解決は難しいとして打ち切り

を決め、小池百合子知事が13日に同意した。 

 

 

5. 13号地埋立地 

 

図-4 13号地埋立地 

 

5-1. 13号地埋立地が造成された経緯 

東京港改訂港湾計画(昭和 36 年)、東京港第二次改訂港湾計画

(昭和41年)に基づき、都が1地区を昭和38年に、2地区を昭和

42 年に、埋立免許を出願した。数次に渡る埋立計画の変更を経

て、今日に至る。13 号埋立地は東京港の埋立地全体と機能的関

連があるばかりでなく、港区・江東区・品川区に三方から囲まれ、

3区と複雑かつ密接な関係にある。このため、埋立地における区

の境界線についての協議は難航した。 

 

5-2. 13号地埋立地における区の境界線決定論争 

昭和51年10月、東京都は中央区・港区・江東区・品川区・大

田区から意見の聴取をした。港区・江東区は13号埋立地の帰属

を強く主張、品川区・大田区は大井埠頭の区の境界線決定の協議

があったため慎重な姿勢を見せた。また、中央区は13号埋立地

について独自の意見を述べた。昭和52年7月、東京都は再び五

区から意見を聴取し、話し合いを要請した。その後昭和 53 年 9

月から昭和56年9月に至るまでに7度の協議が行われたが、昭

和55年5月に品川区が全面帰属を主張し、協議は混迷した。 

この間に土地取得者が土地の登記が出来ずに経営上の支障の

発生、関係区議会から問題解決の要請があり、東京都は昭和 56

年10月に五区区長による打ち合わせ会を開催し、昭和57年に解

決を図ることをめどに協議を促進することを提案した。その後同

年11月に五区区長及び区議会長、12月に五区区長による協議が

行われたが、意見の一致を見ることはなかった。昭和57年1月、

港区・江東区・品川区は、自治紛争調停制度により境界問題の早

期解決を図ることを決定した。 

 

5-3. 13号地埋立地における自治紛争調停 

13 号号地埋立地における帰属を主張した港区・江東区・品川

区の主張は以下の通りである。 

港区は、13 号地埋立地周辺の海域は古くから港区の区域であ

る点、港区帰属の第3台場から陸続きとなっている点、港区が都

民の廃棄物処理問題に貢献してきた点、東京都23区内で港区の

人口・面積が不均衡である点、現在13号地埋立地からの水上バ

ス・都バスの発着地となっている点を主張した。 

江東区は、建設基地や工事材料の経由に寄与した点、13 号地

埋立地と歩道設置の橋・都バスで接続している点、上下水道・電

力は江東区内の関連施設から供給している点を主張した。 

品川区は、13 号地埋立地周辺の海域は江戸時代以来品川浦の

海域である点、13 号地埋立地が品川区の陸上境界線の延長線内

にある点、13 号地埋立地と東京湾トンネルで接続している点を

主張した。 

調停案は、等距離線法を基調とし、各地域の性格を勘案して決

定された。具体的には、商業文化施設団地地域は、東京港の連絡

橋の建設計画、東京湾環状道路、同一用途同一区の考えに基づき

港区と江東区で分割、公共空地用地地域(13号地公園と船の科学

館)は公園としての一体線を考慮し品川区へ、埠頭施設用地およ

び港湾施設用地地域は各埠頭及び土地利用者への便益を図り、江

東区へと帰属した。 

 

 

6. 大井埠頭埋立地 

 

図-5 大井埠頭埋立地 

 

6-1. 大井埠頭埋立地が造成された経緯 

大井埠頭埋立地の埋め立ては昭和14年の京浜運河開削計画に

基づき、東京都が埋立免許を取得したことにはじまる。その後、

東京都において昭和36年東京港改訂港湾計画が作成され、数次
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の改訂を経て今日に至る。 

 

6-2. 大井埠頭埋立地における区の境界線決定論争 

 東京都は大井埠頭埋立地の一部の竣工を控え、昭和46年2月、

都区打ち合わせ会を開き品川区および大田区に対し境界を確定

するための話し合いを促進するよう要請した。これを受けて両区

は区議会議員を構成員とする大井埠頭二区協議会を設け、大井埠

頭埋立地の開発計画および開発に伴う影響について重大な関心

を持ち、特に土地利用計画については東京都に対し公園・広場・

住宅用地および再開発地などの確保をはかるよう積極的に要望

を重ね、昭和47年5月まで12回にわたり協議を続けた。しかし

区境の設定については両区の主張が異なったため、大井埠頭二区

協議会は意見の一致が困難と判断し、東京都の裁定に一任するこ

とが妥当であるとの結論を出して解散した。 

 昭和47年6月、品川区と大田区は大井埠頭二区協議会の最終

結論に基づいて東京都に調整を要請し、昭和49年5月、東京都

は最終的な調整案を提示したが大田区が同意した一方で品川区

の同意が得られなかった。 

 その後も両区の具体的な話し合いは進展しなかったため、大井

埠頭埋立地の土地取得者から境界が未定のため登記できず経営

上支障があるので早期解決を求める要望書が両区に出されるな

ど、これ以上放置できない状況となってきた。これに基づき両区

は昭和53年10月24日東京都知事に対し、大井埠頭埋立地に係

る境界の争論について調停を申請した。 

 

6-3. 大井埠頭埋立地における自治紛争調停 

 本争論事件については、境界決定に一般的に有効と考えられる

諸要素を抽出・検討し、そのうえで本争論事件に適用しうる要素

を拾い上げ、それらを総合的に判断して境界を設定することとな

った。一島一区方式は、品川区が強く主張してきたところである

が、境界決定の諸要素において、運河を採用しないこととしたの

は、これと分割方法との長短を比較検討した結果である。基調と

しては陸上境界延長線を採用したが、これは各種の要素を大井埠

頭埋立地へあてはめて検討し、比較考量した結果である。また、

採用した両区間の陸上境界は、調停委員長名でその確認と地点の

特定、真方位角度などについて両区に照会して得た回答によるも

のである。さらに陸上境界延長線が横切ることになる地域を、用

途地域を基準として、5つの地区に区分し、その特質を踏まえて

適用すべき要素を検討した。また具体的線引案の検討手法として、

各ゾーンごとに考えられる境界を複数設定し、それらを連結する

ことによって具体的境界線を表出させ、それなどを検討材料とす

ることとした。 

 この問題を本調停に含めて、一括処理することも一応可能と考

えられるが、調停の対象範囲としては、若干の疑義もあるので、

両区が協議のうえ、境界の確認を早急に行うことが望ましいとし、

昭和54年2月23日、調停委員は両区を招いて調停案の提示と受

諾の勧告を行い、その旨を知事に報告した。その後の調停の成立

（境界の確定）の流れは次のようになる。 

昭和54年3月9日、大田区が調停案の受諾を議決 

同年3月10日、品川区が調停案の受諾を議決 

同年3月20日、品川区・大田区が調停案の受諾を知事に通知 

同年3月23日、知事が調停が成立した旨を調停委員に通知 

同年3月28日、知事が調停が成立した旨を告示し、両区にその

旨を通知 

同年4月3日、知事が境界が確定した旨を自治大臣に届出 

 

 

7. 総括 

東京湾には「従来の区域」が存在している。従って東京湾は東

京都・千葉県・神奈川県のいずれかに属することになり、東京都

に属する部分は同様に湾岸区 5 区のいずれかに属することにな

る。しかしこの考え方はあくまでも理論上のものであり、現実に

は東京都の区域はどこまでか、またこれがいずれの区の区域に区

分されるか全く明らかでない。こうした区境及び区の認識状況か

ら都による埋め立ても別段区境を意識することなく港湾の全体

的機能が優先され、順次埋め立てが行われてきた。また以前は一

島一区方式(一つの埋立地は一つの区や自治体に帰属する)とい

う原則があったが、埋立地が湾央に至り埋立地面積が大規模にな

るにつれ、一島一区方式を一概に適用するが難しくなっていった。 

埋立地の境界が不明確な場合は関係区で協議が行われるが、こ

れらの協議も条例などで決まっているわけではない。そのため、

市区町村によって協議が開始される時期は、様々であり、中央防

波堤埋立地のように協議が長引き、自治紛争調停制度により調停

を申請する事態も少なくない。調停案の基調となるのは、等距離

線・陸上境界延長線・垂線・等面積など様々であり、交通や施設

などにおいてはそれらを分断しないよう留意しなければならな

い。このように埋立地の性質は様々であるため、一つの埋立地の

調停案をそのまま他の埋立地に適用することはできない。昨今は

埋立地が複数の区に跨ることが多く、また境界線についての協議

で問題が早期解決することは少ない。中央防波堤埋立地のように

区が調停の受諾を拒否する場合も考える。埋立地の境界線論争に

ついて、新しい制度が必要だと考える。 
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