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1. 事業特性の把握 ～大会計画の概要～ 

 

1-1  環境を優先する２０２０年東京大会 

2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会(以下、「2020 年東京大会」という)

では、以下の３つの基本目標、１１の基本方針のもと、「環境を優先する 2020 年東京大

会」を目指している。 

 

基本目標１：環境負荷の最小化 

環境ガイドラインの柱には、カーボンニュートラルな大会を実現するため、再

生可能エネルギー、公共交通機関、低エネルギー車両の活用、廃棄物の再生利用

の考え方などを据え、エネルギー・資源の消費や二酸化炭素の排出を縮小する。 

【基本方針】 

１．カーボンニュートラルな大会の実現 

２．環境負荷の少ない交通・運輸システムの構築 

３．廃棄物から資源へ ( ５R を進める大会 ) 

４．大気・騒音・水質等環境への負荷の最小化 

 

基本目標２：自然と共生する都市環境計画 

2020 年東京大会は、都市の緑化を促進させる契機にもなり、自然環境と共生す

る快適な都市環境をより楽しめるようになる。 

会場設計・施設は、エネルギー・資源・水の保全の観点から持続可能なデザイ

ンとする。2020 年東京大会の会場及びその周辺は、東京臨海部を中心に緑地と緑

の回廊で東京の中心部と結ばれ、そこに息づく多様な生物に特別に配慮する。 

【基本方針】 

１．水と緑・生物多様性の都市モデルの形成 

２．水・資源の有効活用 

３．美しい都市景観の形成 

 

基本目標３：スポーツを通じた持続可能な社会づくり 

2020 年東京大会は、スポーツを通じて地球環境・地域環境の大切さを発信する

大会である。 

良好な環境は、優れたパフォーマンスを引き出す必要条件である。 

一方、スポーツの与える喜び・感動や、模範となるモデルや優れた手本による

影響力は、人を具体的な行動へと駆り立てる力を持つ。 

したがって、スポーツを通じた持続可能な社会づくりも、2020 年東京大会の柱

であり、強力かつ重要な指針として、教育・参加・協調などの様々なアプローチ
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により推進していく。 

【基本方針】 

１．持続可能性マネジメントの実施 

２．技術革新と環境ビジネス育成 

３．環境学習・人材育成 

４．参加・協働・国際貢献の推進 

 

 

1-2  開催期間 

2020 年東京大会の開催期間は、オリンピック競技大会が 2020 年 7 月 24 日～8 月 9

日、パラリンピック競技大会が 2020 年 8 月 25 日～9月 6日である。 

開催期間 

○オリンピック競技大会   2020 年 7 月 24 日～8月 9日 

(開会式 1日間、競技期間 16 日) 

○パラリンピック競技大会  2020 年 8 月 25 日～9月 6日 

(開会式 1日間、競技期間 12 日間) 
 

1-3  会場配置 

1-3-1  コンパクトな会場配置 

2020 年東京大会の会場配置コンセプトの特徴は、以下のとおりである。 

 テーマを持った運営上の 2つのゾーン 

大会のコンセプトである「コンパクト」に沿ってその過去と未来が独特な形

で融合され、過去の遺産を守りながら、未来に向かって「未来をつかむ

（Discover Tomorrow）」ことができる都市であることを世界に示している。会

場は 1964 年東京大会のレガシーが残るヘリテッジゾーンと、未来の都市開発

モデルである東京ベイゾーンという 2 つのテーマ及び運営ゾーンに位置する。 

 コンパクトな会場配置コンセプト  

東京圏にある33の競技会場のうち28会場は選手村から半径8km 圏内にあり、

選手のことを最優先に考えた、極めてコンパクトな配置となっている。 

 オリンピック・レガシーのすばらしさを証明 

計画されている 37 の競技会場のうち 15 会場（41％）は既存のものであり、

その中の 2 会場は 2020 年大会のために恒久的な改修が必要となる。既存会場

のうち 3 会場は 1964 年大会の時に整備されたものであり、当時水泳とバスケ

ットボールの会場だった国立代々木競技場は 2020 年ではハンドボールの会場

に、体操や水球が行われた東京体育館は卓球の会場、日本武道館は 1964 年と

同様 2020 年も柔道の会場として利用される。 

2020 年大会に向けて建設が予定されている競技会場は、総競技会場数のうち

22 会場（59％）であり、そのうちの 11 会場は東京のレガシーとして残す計画
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である。こうした恒久施設のうち、1964 年のオリンピックスタジアムであった

国立霞ヶ丘競技場は、テストイベントが行われる。2019 年までの完成を予定し

ており、2020 年大会では開・閉会式、陸上競技、サッカー及びラグビーの会場

となる。武蔵野の森総合スポーツ施設は、東京西部の多摩地域に 2016 年の完

成を目指しており、2020 年大会では近代五種が行われる予定である。 

 

会場の選定、建設状況及び立地は、東京の中長期計画「2020 年の東京」を中心に、

社会、開発、持続可能性に関わる東京都の計画に合わせるとともに、2020 年東京大

会を選手重視のコンパクトな大会にすることを目指す。 
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図 1-3-1    会場位置図 
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1-3-2  会場の概要 

(1) ヘリテッジゾーン 

ヘリテッジゾーンには、１９６４年大会の会場となった国立代々木競技場、東京体

育館及び日本武道館を含め、計７つの競技会場が位置する。 

 

【イメージ図】 
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図 1-3-2  会場の概要(ヘリテッジゾーン)  
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①  オリンピックスタジアム 

1964 年大会のオリンピックスタジアムであり、2019 年迄に最新鋭の競技場に生まれ

変わる予定である。2020 年大会では、開･閉会式、陸上競技、サッカー、ラグビーの会

場となる。この 8 万人収容のスタジアムは日本スポーツ振興センターが所有し、2019

年のラグビーワールドカップをはじめ、サッカーの国際試合や陸上競技の日本選手権

など文化・スポーツ関連イベントに使用される予定である。神宮エリア内に位置し、4

大クラスターの一つとして「2020 年の東京」をもとに誰もがスポーツを楽しめる社会

づくりを目指す。 

 

表 1-3-1   会場の概要（オリンピックスタジアム） 

項目 内容 

競技 オリンピック: 開・閉会式、陸上競技、サッカー(決勝)、ラグビー 

 パラリンピック: 開・閉会式、陸上競技 

会場計画の概要 新設恒久会場(計画中) 

 総座席数: 80,000 席 

 大会後の利用: 多目的スタジアム 

【イメージ図】

 
   

修正点：パース図に説明を追記 
   

オリンピックスタジアム外観イメージ図 
新国立競技場基本構想国際デザインコンクールにおける最優秀受賞作品
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図 1-3-3  会場配置図：オリンピックスタジアム 
 

【凡例】 

車両動線＊ 

乗降場所＊ 

車両検査エリア 

歩行者検査エリア 

資材運搬エリア 

セキュリティライン 

運営境界 

競技フィールド 

恒久施設 及び 仮設施設 

放送コンパウンド 

観客エリア歩行者入口 

観客エリア歩行者動線 

関係者エリア歩行者入口＊ 

オリンピックネットワーク 

ライブサイト 

最寄り駅 

最寄りバスターミナル 

関係者駐車場＊ 

スポンサーバス駐車場 

水上（海上）バス乗り場 

会場エリア 

＊
クライアントグループカラー 

   選手及びチーム役員 

   IF 及び技術役員 

   IOC 

   メディア 

   運営及びスタッフ 

千駄ヶ谷 

首都高速（4号新宿線）

外苑前 

青山一丁目 

オリンピックスタジアム 

信濃町 

北参道 

四谷三丁目 



 

 1-9

 

②  東京体育館 

東京体育館は、1964 年大会における体操と水球の会場であり、2020 年大会では卓球

の会場となる。 

 

表 1-3-2   会場の概要（東京体育館） 

項目 内容 

競技 オリンピック: 卓球 

 パラリンピック: 卓球 

会場計画の概要 既存会場（改修なし） 

 総座席数: 8,000 席 

 大会後の利用: スポーツアリーナ 

【イメージ図】

 

 



 

 1-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-3-4  会場配置図：東京体育館 
 

【凡例】 

車両動線＊ 

乗降場所＊ 

車両検査エリア 

歩行者検査エリア 

資材運搬エリア 
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観客エリア歩行者入口 

観客エリア歩行者動線 

関係者エリア歩行者入口＊ 

オリンピックネットワーク 

ライブサイト 

最寄り駅 

最寄りバスターミナル 

関係者駐車場＊ 

スポンサーバス駐車場 

水上（海上）バス乗り場 

会場エリア 

＊
クライアントグループカラー 

   選手及びチーム役員 

   IF 及び技術役員 

   IOC 

   メディア 

   運営及びスタッフ 

千駄ヶ谷 

首都高速（4号新宿線）

外苑前 

青山一丁目 

信濃町 

北参道 

四谷三丁目 
東京体育館 
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③  国立代々木競技場 

国立代々木競技場は、1964 年大会の競泳とバスケットボールの会場であり、2020 年

大会ではハンドボールの会場となる。 

 

表 1-3-3   会場の概要（国立代々木競技場） 

項目 内容 

競技 オリンピック: ハンドボール 

 パラリンピック: ウィルチェアーラグビー 

会場の概要 既存会場（改修なし） 

 総座席数: 12,000 席 

 大会後の利用: スポーツアリーナ 

【イメージ図】
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図 1-3-5  会場配置図：国立代々木競技場 

 

 

 

 

 

 

【凡例】 

車両動線＊ 

乗降場所＊ 

車両検査エリア 

歩行者検査エリア 

資材運搬エリア 

セキュリティライン 

運営境界 

競技フィールド 

恒久施設 及び 仮設施設 

放送コンパウンド 

観客エリア歩行者入口 

観客エリア歩行者動線 

関係者エリア歩行者入口＊ 

オリンピックネットワーク 

ライブサイト 

最寄り駅 

最寄りバスターミナル 

関係者駐車場＊ 

スポンサーバス駐車場 

水上（海上）バス乗り場 

会場エリア 

＊
クライアントグループカラー 

   選手及びチーム役員 

   IF 及び技術役員 

   IOC 

   メディア 

   運営及びスタッフ 

原宿 

明治神宮前   

代々木八幡 

代々木公園 
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④  日本武道館 

日本武道館は、1964 年大会の柔道の会場であり、2020 年大会でも柔道の会場となる。 

 

表 1-3-4   会場の概要（日本武道館） 

項目 内容 

競技 オリンピック: 柔道 

 パラリンピック: 柔道 

会場計画の概要 既存会場（改修あり） 

 総座席数: 11,000 席 

 大会後の利用: 武道場 

【イメージ図】
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図 1-3-6  会場配置図：日本武道館 

 

【凡例】 
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   選手及びチーム役員 

   IF 及び技術役員 

   IOC 

   メディア 

   運営及びスタッフ 

九段下   

首都高速（5号池袋線）   
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⑤  皇居外苑 

皇居外苑は、自転車競技（ロード・レース）のスタート地点となる。また、観光地

として人気があるだけでなく、都民の憩いの場としても親しまれている。 

 

表 1-3-5   会場の概要（皇居外苑） 

項目 内容 

競技 オリンピック: 自転車競技（ロード・レース:スタート） 

 パラリンピック: なし 

会場計画の概要 仮設 

 総座席数: 1,000 席 

 大会後の利用: 公共公園 

【イメージ図】
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図 1-3-7  会場配置図：皇居外苑 

 

【凡例】 
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クライアントグループカラー 

   選手及びチーム役員 

   IF 及び技術役員 

   IOC 

   メディア 

   運営及びスタッフ 

国
道
１
号
線 

国道 20 号線   

二重橋前 

大手町 

大手町 

桜田門 

日比谷 

霞ヶ関 
有楽町 銀座一丁目 

東京 

日比谷 

有楽町 

東京 
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⑥  東京国際フォーラム 

ウエイトリフティングが行われる東京国際フォーラムは、東京の中心部に位置し、

日本を代表するビジネス街である丸の内と大手町に囲まれている。 

 

表 1-3-6   会場の概要（東京国際フォーラム） 

項目 内容 

競技 オリンピック: ウエイトリフティング 

 パラリンピック: なし 

会場計画の概要 既存会場（改修なし） 

 総座席数: 5,000 席 

 大会後の利用: 多目的会議場 

【イメージ図】
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図 1-3-8  会場配置図：東京国際フォーラム 

【凡例】 

車両動線＊ 

乗降場所＊ 

車両検査エリア 

歩行者検査エリア 

資材運搬エリア 

セキュリティライン 

運営境界 

競技フィールド 

恒久施設 及び 仮設施設 

放送コンパウンド 

観客エリア歩行者入口 

観客エリア歩行者動線 

関係者エリア歩行者入口＊ 

オリンピックネットワーク 

ライブサイト 

最寄り駅 

最寄りバスターミナル 

関係者駐車場＊ 

スポンサーバス駐車場 

水上（海上）バス乗り場 

会場エリア 

＊
クライアントグループカラー 

   選手及びチーム役員 

   IF 及び技術役員 

   IOC 

   メディア 

   運営及びスタッフ 

首
都
高
速
（
八
重
洲
線
）

日比谷 

有楽町 

銀座一丁目 

日比谷 

有楽町 

東京 
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⑦  国技館 

日本の国技である相撲の聖地である国技館は、ボクシングにとって理想的なすり鉢

状の会場であり、観客は四方から競技を観戦することができる。 

 

表 1-3-7   会場の概要（国技館） 

項目 内容 

競技 オリンピック: ボクシング 

 パラリンピック: なし 

会場計画の概要 既存会場（改修なし） 

 総座席数: 10,000 席 

 大会後の利用: 相撲場 

【イメージ図】
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図 1-3-9  会場配置図：国技館 

【凡例】 

車両動線＊ 

乗降場所＊ 

車両検査エリア 

歩行者検査エリア 

資材運搬エリア 

セキュリティライン 

運営境界 

競技フィールド 

恒久施設 及び 仮設施設 

放送コンパウンド 

観客エリア歩行者入口 

観客エリア歩行者動線 

関係者エリア歩行者入口＊ 

オリンピックネットワーク 

ライブサイト 

最寄り駅 

最寄りバスターミナル 

関係者駐車場＊ 

スポンサーバス駐車場 

水上（海上）バス乗り場 

会場エリア 

＊
クライアントグループカラー 

   選手及びチーム役員 

   IF 及び技術役員 

   IOC 

   メディア 

   運営及びスタッフ 

隅
田
川 

首
都
高
速
（
６
号
向
島
線
）   

両国   

両国   
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(2) 東京ベイゾーン 

東京ベイゾーンは、東京湾の臨海部に位置している。水と緑、生物多様性の拠点と

して開発される予定の場所であり、東京の未来への発展を力強く感じさせるゾーンで

ある。東京ベイゾーンには、計３０の競技が行われる２１の競技会場があるほか、Ｉ

ＢＣ/ＭＰＣが設置される。ＩＢＣ/ＭＰＣは、日本最大の国際会議・展示施設である

東京ビッグサイトに置かれる。なお、主要なメディアホテルおよび７つの競技会場が

ＩＢＣ/ＭＰＣから徒歩可能な範囲内にあり、東京圏にある全３３会場中残りの２１会

場は半径 10km 以内に位置する。 

 

【イメージ図】 
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図 1-3-10  会場の概要（ベイゾーン） 
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①  有明アリーナ 

バレーボールの会場となり、大会後は、様々な室内競技大会やイベントを行うこと

ができる大規模体育館となる。大会後は、注目を集めるバレーボールの国内リーグの

会場となるほか、東京が、これまで多数開催してきたような、国際大会の際も使用さ

れる。東京都が所有するこのアリーナは、「2020 年の東京」で臨海部の一部に含まれ、

そのエリア内に有明テニスの森、オリンピックアクアティクスセンターに隣接する東

京辰巳国際水泳場がある。会場の整備は臨海部の開発と並行して行われる。 

 

表 1-3-8   会場の概要（有明アリーナ） 

項目 内容 

競技 オリンピック: バレーボール（インドア） 

 パラリンピック: シッティングバレーボール 

会場計画の概要 新設恒久会場 

 総座席数: 15,000 席 

 大会後の利用: 多目的アリーナ 

【イメージ図】
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図 1-3-11  会場配置図：有明アリーナ 

 

【凡例】 

車両動線＊ 

乗降場所＊ 

車両検査エリア 

歩行者検査エリア 

資材運搬エリア 

セキュリティライン 

運営境界 

競技フィールド 

恒久施設 及び 仮設施設 

放送コンパウンド 

観客エリア歩行者入口 

観客エリア歩行者動線 

関係者エリア歩行者入口＊ 

オリンピックネットワーク 

ライブサイト 

最寄り駅 

最寄りバスターミナル 

関係者駐車場＊ 

スポンサーバス駐車場 

水上（海上）バス乗り場 

会場エリア 

＊
クライアントグループカラー 

   選手及びチーム役員 

   IF 及び技術役員 

   IOC 

   メディア 

   運営及びスタッフ 

有明アリーナ 
東雲運河 

新豊洲   

市場前   

有明テニスの森   

有明   

国際展示場   
首都高速（湾岸線）   

東雲   
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②  有明ＢＭＸコース 

有明ＢＭＸコースは、新設(仮設)の会場であり、自転車競技（ＢＭＸ）に使用され

る。 

 

表 1-3-9   会場の概要（有明ＢＭＸコース） 

項目 内容 

競技 オリンピック: 自転車競技（ＢＭＸ） 

 パラリンピック: なし 

会場計画の概要 仮設 

 総座席数: 5,000 席 

 大会後の利用: 開発用地 

【イメージ図】
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図 1-3-12  会場配置図：有明ＢＭＸコース 
 

【凡例】 

車両動線＊ 

乗降場所＊ 

車両検査エリア 

歩行者検査エリア 

資材運搬エリア 

セキュリティライン 

運営境界 

競技フィールド 

恒久施設 及び 仮設施設 

放送コンパウンド 

観客エリア歩行者入口 

観客エリア歩行者動線 

関係者エリア歩行者入口＊ 

オリンピックネットワーク 

ライブサイト 

最寄り駅 

最寄りバスターミナル 

関係者駐車場＊ 

スポンサーバス駐車場 

水上（海上）バス乗り場 

会場エリア 

＊
クライアントグループカラー 

   選手及びチーム役員 

   IF 及び技術役員 

   IOC 

   メディア 

   運営及びスタッフ 

有明 BMX コース 
東雲運河 

新豊洲   

市場前   

有明テニスの森   

国際展示場   
首都高速（湾岸線）   

東雲   
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③  有明ベロドローム 

有明ベロドロームは、新設(仮設)の会場であり、自転車競技(トラックレース)に使

用される。 

 

表 1-3-10   会場の概要（有明ベロドローム） 

項目 内容 

競技 オリンピック: 自転車競技（トラック・レース） 

 パラリンピック: 自転車競技（トラック・レース） 

会場計画の概要 仮設 

 総座席数: 5,000 席 

 大会後の利用: 開発用地 

【イメージ図】
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図 1-3-13  会場配置図：有明ベロドローム 
  

【凡例】 

車両動線＊ 

乗降場所＊ 

車両検査エリア 

歩行者検査エリア 

資材運搬エリア 

セキュリティライン 

運営境界 

競技フィールド 

恒久施設 及び 仮設施設 

放送コンパウンド 

観客エリア歩行者入口 

観客エリア歩行者動線 

関係者エリア歩行者入口＊ 

オリンピックネットワーク 

ライブサイト 

最寄り駅 

最寄りバスターミナル 

関係者駐車場＊ 

スポンサーバス駐車場 

水上（海上）バス乗り場 

会場エリア 

＊
クライアントグループカラー 

   選手及びチーム役員 

   IF 及び技術役員 

   IOC 

   メディア 

   運営及びスタッフ 

有明ベロドローム
東雲運河 

新豊洲   

市場前   

有明テニスの森   

国際展示場   
首都高速（湾岸線）   

東雲   
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④  有明体操競技場 

有明体操競技場は、新設(仮設)の会場であり、体操競技に使用される。 

 

表 1-3-11   会場の概要（有明体操競技場） 

項目 内容 

競技 オリンピック: 体操(体操、新体操、トランポリン) 

 パラリンピック: ゴールボール 

会場計画の概要 仮設 

 総座席数: 12,000 席 

 大会後の利用: 開発用地 

【イメージ図】
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図 1-3-14  会場配置図：有明体操競技場 
  

【凡例】 

車両動線＊ 

乗降場所＊ 

車両検査エリア 

歩行者検査エリア 

資材運搬エリア 

セキュリティライン 

運営境界 

競技フィールド 

恒久施設 及び 仮設施設 

放送コンパウンド 

観客エリア歩行者入口 

観客エリア歩行者動線 

関係者エリア歩行者入口＊ 

オリンピックネットワーク 

ライブサイト 

最寄り駅 

最寄りバスターミナル 

関係者駐車場＊ 

スポンサーバス駐車場 

水上（海上）バス乗り場 

会場エリア 

＊
クライアントグループカラー 

   選手及びチーム役員 

   IF 及び技術役員 

   IOC 

   メディア 

   運営及びスタッフ 

有明体操競技場 
東雲運河 

新豊洲   

市場前   

有明テニスの森   

国際展示場   
首都高速（湾岸線）   

東雲   
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⑤  有明テニスの森 

有明テニスの森は、全天候型コートとスライド式開閉屋根を備えた１万人を収容で

きる多目的スタジアム（有明コロシアム）を有しており、テニス競技が行われる。 

 

表 1-3-12   会場の概要（有明テニスの森） 

項目 内容 

競技 オリンピック: テニス 

 パラリンピック: 車いすテニス 

会場計画の概要 既存会場（改修あり） 

 総座席数: 20,500 席 

 大会後の利用: テニス場 

【イメージ図】
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図 1-3-15  会場配置図：有明テニスの森 

【凡例】 

車両動線＊ 

乗降場所＊ 

車両検査エリア 

歩行者検査エリア 

資材運搬エリア 

セキュリティライン 

運営境界 

競技フィールド 

恒久施設 及び 仮設施設 

放送コンパウンド 

観客エリア歩行者入口 

観客エリア歩行者動線 

関係者エリア歩行者入口＊ 

オリンピックネットワーク 

ライブサイト 

最寄り駅 

最寄りバスターミナル 

関係者駐車場＊ 

スポンサーバス駐車場 

水上（海上）バス乗り場 

会場エリア 

＊
クライアントグループカラー 

   選手及びチーム役員 

   IF 及び技術役員 

   IOC 

   メディア 

   運営及びスタッフ 

国際展示場   有明   

首都高速（湾岸線）   

国道 357 号線   
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⑥  お台場海浜公園 

お台場海浜公園は、新設(仮設)の会場であり、トライアスロン及び水泳（マラソン

10km）が行われる。 

 

表 1-3-13   会場の概要（お台場海浜公園） 

項目 内容 

競技 オリンピック: トライアスロン、水泳（マラソン 10km） 

 パラリンピック: 自転車競技（ロード・レース）、パラトライアスロン

会場計画の概要 仮設 

 総座席数: 10,000 席 

 大会後の利用: 公共公園 

【イメージ図】
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図 1-3-16  会場配置図：お台場海浜公園 
 

【凡例】 

車両動線＊ 

乗降場所＊ 

車両検査エリア 

歩行者検査エリア 

資材運搬エリア 

セキュリティライン 

運営境界 

競技フィールド 

恒久施設 及び 仮設施設 

放送コンパウンド 

観客エリア歩行者入口 

観客エリア歩行者動線 

関係者エリア歩行者入口＊ 

オリンピックネットワーク 

ライブサイト 

最寄り駅 

最寄りバスターミナル 

関係者駐車場＊ 

スポンサーバス駐車場 

水上（海上）バス乗り場 

会場エリア 

＊
クライアントグループカラー 

   選手及びチーム役員 

   IF 及び技術役員 

   IOC 

   メディア 

   運営及びスタッフ 

台場   お台場海浜公園   

船の科学館   

東京テレポート   
首都高速 

（湾岸線）   

首都高速（11 合台場線）   

お台場海浜公園 
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⑦  潮風公園 

潮風公園は、臨海副都心最大の公園で、バレーボール（ビーチバレーボール）競技

が行われる。 

 

表 1-3-14   会場の概要（潮風公園） 

項目 内容 

競技 オリンピック: ビーチバレーボール 

 パラリンピック: なし 

会場計画の概要 仮設 

 総座席数: 12,000 席 

 大会後の利用: 公共公園 

【イメージ図】
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図 1-3-17  会場配置図：潮風公園 

 

【凡例】 

車両動線＊ 

乗降場所＊ 

車両検査エリア 

歩行者検査エリア 

資材運搬エリア 

セキュリティライン 

運営境界 

競技フィールド 

恒久施設 及び 仮設施設 

放送コンパウンド 

観客エリア歩行者入口 

観客エリア歩行者動線 

関係者エリア歩行者入口＊ 

オリンピックネットワーク 

ライブサイト 

最寄り駅 

最寄りバスターミナル 

関係者駐車場＊ 

スポンサーバス駐車場 

水上（海上）バス乗り場 

会場エリア 

＊
クライアントグループカラー 

   選手及びチーム役員 

   IF 及び技術役員 

   IOC 

   メディア 

   運営及びスタッフ 

台場   お台場海浜公園   

船の科学館   

東京テレポート   
首都高速 

（湾岸線）   

首都高速（11 合台場線）   

潮風公園 
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⑧  東京ビッグサイト 

東京ビッグサイトは、日本最大の国際会議・展示施設であり、ホールＡでレスリン

グ競技、ホールＢではフェンシング及びテコンドーが行われる。 

 

表 1-3-15   会場の概要（東京ビッグサイト） 

項目 内容 

競技 オリンピック: レスリング、フェンシング、テコンドー 

 パラリンピック: パワーリフティング、ボッチャ 

会場計画の概要 既存会場（改修なし） 

 総座席数: 18,000 席 

 大会後の利用: 国際会議・展示施設 

【イメージ図】
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図 1-3-18  会場配置図：東京ビッグサイト・ホールＡ 

【凡例】 

車両動線＊ 

乗降場所＊ 

車両検査エリア 

歩行者検査エリア 

資材運搬エリア 

セキュリティライン 

運営境界 
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観客エリア歩行者入口 

観客エリア歩行者動線 

関係者エリア歩行者入口＊ 

オリンピックネットワーク 

ライブサイト 

最寄り駅 

最寄りバスターミナル 

関係者駐車場＊ 

スポンサーバス駐車場 

水上（海上）バス乗り場 

会場エリア 

＊
クライアントグループカラー 

   選手及びチーム役員 

   IF 及び技術役員 

   IOC 

   メディア 

   運営及びスタッフ 

国際展示場   

国際展示場正門 

有明   

首都高速（湾岸線）   

東京ビッグサイト 

・ホールＡ 
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図 1-3-19  会場配置図：東京ビッグサイト・ホールＢ 
  

【凡例】 

車両動線＊ 

乗降場所＊ 

車両検査エリア 

歩行者検査エリア 

資材運搬エリア 

セキュリティライン 

運営境界 

競技フィールド 

恒久施設 及び 仮設施設 

放送コンパウンド 

観客エリア歩行者入口 

観客エリア歩行者動線 
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⑨  大井ホッケー競技場 

大井ふ頭中央海浜公園に新設予定であり、大会後は、4000 人規模のホッケー場に改

修される。大会後は、東京都が所有し、国内及び国際競技大会が開催できるホッケー

場として、国内のホッケー普及、強化の拠点となる。 

 

表 1-3-16   会場の概要（大井ホッケー競技場） 

項目 内容 

競技 オリンピック: ホッケー 

 パラリンピック: 視覚障害者 5 人制サッカー、脳性麻痺者７人制サッ

カー 

会場計画の概要 新設恒久会場 

 総座席数: 15,000 席 

 大会後の利用: スポーツセンター 

【イメージ図】
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  図 1-3-20  会場配置図：大井ホッケー競技場 
  

【凡例】 

車両動線＊ 

乗降場所＊ 

車両検査エリア 

歩行者検査エリア 

資材運搬エリア 

セキュリティライン 

運営境界 

競技フィールド 

恒久施設 及び 仮設施設 

放送コンパウンド 

観客エリア歩行者入口 

観客エリア歩行者動線 

関係者エリア歩行者入口＊ 

オリンピックネットワーク 

ライブサイト 

最寄り駅 

最寄りバスターミナル 

関係者駐車場＊ 
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⑩  海の森クロスカントリーコース 

海の森クロスカントリーコースは、新設(仮設)の会場であり、馬術(クロスカントリ

ー)が行われる。 

 

表 1-3-17   会場の概要（海の森クロスカントリーコース） 

項目 内容 

競技 オリンピック: 馬術(クロスカントリー)  

 パラリンピック: なし  

会場計画の概要 仮設 

 総座席数: 20,000 人(立見席) 

 大会後の利用: 公共公園 

【イメージ図】
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図 1-3-21  会場配置図：海の森クロスカントリーコース 

 

 

【凡例】 
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⑪  海の森水上競技場 

海の森水上競技場は、ボート、カヌー（スプリント）の会場となり、将来、都民の

レクリエーションの場、憩いの場にもなる。大会後は、東京都が所有する。東京ゲー

トブリッジが新設され、水辺の空間として都民に親しまれる場となる。2016 年までに

概成予定の海の森は、東京都が掲げる持続可能な緑化活動のシンボルである。 

 

表 1-3-18   会場の概要（海の森水上競技場） 

項目 内容 

競技 オリンピック: ボート、カヌー（スプリント） 

 パラリンピック: ボート、カヌー 

会場計画の概要 新設恒久会場 

 総座席数: 24,000 席(うち、立見席 10,000 席) 

 大会後の利用: ボート、カヌー場 

【イメージ図】
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図 1-3-22  会場配置図：海の森水上競技場 

 

【凡例】 
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スポンサーバス駐車場 

水上（海上）バス乗り場 

会場エリア 

＊
クライアントグループカラー 

   選手及びチーム役員 
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⑫  海の森マウンテンバイクコース 

海の森マウンテンバイクコースは、新設(仮設)の会場であり、自転車競技（マウン

テンバイク）が行われる。 

 

表 1-3-19   会場の概要（海の森マウンテンバイクコース） 

項目 内容 

競技 オリンピック: 自転車競技（マウンテンバイク） 

 パラリンピック: なし 

会場計画の概要 仮設 

 総座席数: 25,000 席(うち、立見席 23,000 席) 

 大会後の利用: 開発用地 

【イメージ図】
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図 1-3-23  会場配置図：海の森マウンテンバイクコース 

 

【凡例】 
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⑬  若洲オリンピックマリーナ 

日本有数のセーリング会場となる。大会後は、東京都が所有し、東京のみならず首

都圏広域のセーリング競技の普及の拠点となる。 

 

表 1-3-20   会場の概要（若洲オリンピックマリーナ） 

項目 内容 

競技 オリンピック: セーリング 

 パラリンピック: セーリング 

会場計画の概要 新設恒久会場 

 総座席数: 5,000 席(うち、立見席 3,000 席) 

 大会後の利用: マリーナ 

【イメージ図】
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図 1-3-24  会場配置図：若洲オリンピックマリーナ 
 

【凡例】 
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⑭  葛西臨海公園 

カヌー（スラローム）の会場となり、大会後には、カヌー競技のほか、ラフティン

グなどのレクリエーションにも使える施設が残る。東京都が所有し、広く地域の人々

が、水辺に親しめる施設となる。 

 

表 1-3-21   会場の概要（葛西臨海公園） 

項目 内容 

競技 オリンピック: カヌー（スラローム） 

 パラリンピック: なし 

会場計画の概要 新設恒久会場 

 総座席数: 15,000 席(うち、立見席 3,000 席) 

 大会後の利用: カヌー場 

【イメージ図】
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図 1-3-25  会場配置図：葛西臨海公園 
 

【凡例】 
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⑮  夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ 

地域レベルの競技大会が行われる小規模な現ユースプラザを改修し、バドミントン

とバスケットボールの会場となる。大会後は、東京都が所有し、様々な室内競技大会

やイベントを行うことができる大規模総合体育館となる。大規模アリーナを二つ有す

る施設の特性を活かし、人気の高まっているバスケットボール、バドミントンなど室

内競技の国内・国際大会も開催可能となる。また東京湾エリアの開発に合わせた臨海

部に連なる競技会場の一部となる。 

 

表 1-3-22   会場の概要（夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ） 

項目 内容 

競技 オリンピック: バドミントン、バスケットボール 

 パラリンピック: 車椅子バスケットボール、車いすフェンシング 

会場計画の概要 新設恒久会場 

 総座席数: 25,000 席 

 大会後の利用: 多目的アリーナ 

【イメージ図】
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図 1-3-26  会場配置図：夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ 

【凡例】 
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図 1-3-27  会場配置図：夢の島ユース・プラザ・アリーナＢ 

 

【凡例】 
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⑯  夢の島公園 

夢の島公園は、アーチェリーの会場となり、大会後には、周辺の緑地を取り込み、

国内及び国際競技大会が開催できるアーチェリー場が残る。大会後は、東京都が所有

し、学生選手権、日本選手権などの会場となるほか、都内のアーチャーの日常的な活

動拠点となる。レガシーとなる会場の一つであり、臨海部に連なる競技会場の一角を

占めている。 

 

表 1-3-23   会場の概要（夢の島公園） 

項目 内容 

競技 オリンピック: アーチェリー 

 パラリンピック: アーチェリー 

会場計画の概要 新設恒久会場 

 総座席数: 7,000 席 

 大会後の利用: アーチェリー場 

【イメージ図】
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図 1-3-28  会場配置図：夢の島公園 
 

【凡例】 
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⑰  夢の島競技場 

夢の島競技場は、馬術（障害馬術、馬場馬術、総合馬術）が行われ、大会終了後は、

大会前と同様、地域住民の多目的スポーツの拠点として活用される。 

 

 

表 1-3-24   会場の概要（夢の島競技場） 

項目 内容 

競技 オリンピック: 馬術（競技馬術、障害馬術） 

 パラリンピック: 馬術 

会場計画の概要 既存会場（改修なし） 

 総座席数: 14,000 席 

 大会後の利用: スポーツセンター 

【イメージ図】
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図 1-3-29  会場配置図：夢の島競技場 
 

【凡例】 

車両動線＊ 

乗降場所＊ 

車両検査エリア 

歩行者検査エリア 

資材運搬エリア 

セキュリティライン 

運営境界 

競技フィールド 

恒久施設 及び 仮設施設 

放送コンパウンド 

観客エリア歩行者入口 

観客エリア歩行者動線 

関係者エリア歩行者入口＊ 

オリンピックネットワーク 

ライブサイト 
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⑱  オリンピックアクアティクスセンター、ウォーターポロアリーナ 

水泳の会場となり、大会後は、国際競技大会が開催でき、住民も使える水泳場とな

る。 

オリンピックアクアティクスセンターは、大会後は、収容可能人数を 2万人から 5000

人に縮小して、利用しやすい規模の水泳場に改修する。大会後は、東京都が所有し、

既存の辰巳国際水泳場同様、水泳各種別の都内選手権、日本選手権からジャパンオー

プン等の国際大会で使用するとともに、住民も使える水泳場となる。 

 

表 1-3-25   会場の概要（オリンピックアクアティクスセンター、 

ウォーターポロアリーナ） 

項目 内容 

競技 オリンピック: 水泳（競泳、飛込、水球、シンクロナイズドスイミン

グ） 

 パラリンピック: 水泳 

会場計画の概要 新設恒久会場（ウォーターポロアリーナ: 仮設） 

 総座席数: 26,500 席 

 大会後の利用: 水泳場 

【イメージ図】

 



 1-60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-3-30  会場配置図：オリンピックアクアティクスセンター 

【凡例】 
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図 1-3-31  会場配置図：ウォーターポロアリーナ 
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⑲  選手村 

ヘリテッジゾーンと東京ベイゾーンが交わる急速に開発が進んでいるウォーターフ

ロントである晴海ふ頭に位置しており、2020 年東京オリンピック・パラリンピック競

技大会の地理的な中心にあるとともに大会コンセプトの中心である。 

2020 年東京大会の競技会場は、非常にコンパクトな施設配置であり、東京圏にある

33 の競技会場のうち 28 会場が半径 8km 圏内に位置する。その中心に選手村は位置して

おり、東京のエンターテイメントの中心地や繁華街にも近接している。 

 

表 1-3-26   会場の概要（選手村） 

項目 内容 

会場計画の概要 新設恒久会場 

 大会後の利用: 住宅、国際交流関連施設 

【イメージ図】
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図 1-3-32  会場配置図：選手村 

 

【凡例】 
クライアントグループカラー 

会場エリア 
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⑳  IBC/MPC 

IBC/MPC は、日本最大の国際会議・展示施設である東京ビッグサイトに設置される。 

主要なメディア関係者の宿泊施設は、IBC 及び MPC から徒歩圏内という非常に便利な

位置にある。 

 

表 1-3-27   会場の概要（IBC/MPC） 

項目 内容 

会場計画の概要 

 

既存会場（改修あり） 

大会後の利用: 国際会議・展示施設 

【イメージ図】
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図 1-3-33  会場配置図：IBC/MPC 
 

 
 

【凡例】 
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(3) その他の競技会場 

①  武蔵野の森総合スポーツ施設 

武蔵野の森総合スポーツ施設は、東京西部の多摩地域に計画中の施設であり、「2020

年の東京」の中で 4 大クラスターの一つに位置づけられ、2016 年に完成予定である。

2020 年大会では、体育館が近代五種の会場となる。東京に大いなるスポーツ・レガシ

ーをもたらす。東京都が所有し、多摩地域のスポーツ振興の拠点として、地域スポー

ツから競技スポーツまで、幅広いイベントに使用するほか、コンサートなどの文化イ

ベントにも使用される。 

 

表 1-3-28   会場の概要（武蔵野の森総合スポーツ施設） 

項目 内容 

競技 オリンピック: 近代五種（フェンシング） 

 パラリンピック: なし 

会場計画の概要 新設恒久会場(計画中) 

 総座席数: 8,000 席 

 大会後の利用: 多目的アリーナ 

【イメージ図】
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図 1-3-34  会場配置図：武蔵野の森総合スポーツ施設 

 

【凡例】 
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②  東京スタジアム 

東京スタジアムは、Jリーグ等国内外の大会が行われている競技場であり、2002ＦＩ

ＦＡワールドカップ TMの際に使用された。 

 

表 1-3-29   会場の概要（東京スタジアム） 

項目 内容 

競技 オリンピック: 近代五種(水泳、馬術、ランニング、射撃)、サッカー(予

選) 

 パラリンピック: なし 

会場計画の概要 既存会場（改修なし） 

 総座席数: 50,000 席 

 大会後の利用: 多目的スタジアム 

【イメージ図】
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図 1-3-35  会場配置図：東京スタジアム 
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③  武蔵野の森公園 

武蔵野の森公園は、東京西部の多摩地域にある都立の公園であり、公園内にはサッ

カー場や野球場、テニスコートなどもある。2020 年大会では、自転車競技（ロードレ

ース）のゴール地点となり、大会終了後は、大会前と同様、地域住民の憩いの場やス

ポーツ振興の拠点として活用される。 

 

表 1-3-30   会場の概要（武蔵野の森公園） 

項目 内容 

競技 オリンピック: 自転車競技（ロードレース:ゴール） 

 パラリンピック: なし 

会場計画の概要 仮設 

 総座席数: 1,000 席 

 大会後の利用: 公園 

【イメージ図】
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図 1-3-36  会場配置図：武蔵野の森公園 
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④  陸上自衛隊朝霞訓練場 

陸上自衛隊朝霞訓練場は、1964 年東京大会の際にライフル射撃の会場として使用さ

れ、現在も競技場・練習場として利用されている。この会場に仮設施設を設置するこ

とにより、オリンピックの高い基準に適合した施設となる。 

 

表 1-3-31   会場の概要（陸上自衛隊朝霞訓練場） 

項目 内容 

競技 オリンピック: 射撃 

 パラリンピック: 射撃 

会場計画の概要 仮設 

 総座席数: 7,600 席 

 大会後の利用: 陸上自衛隊訓練場 

【イメージ図】
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図 1-3-37  会場配置図：陸上自衛隊朝霞訓練場 

 

 

【凡例】 

車両動線＊ 

乗降場所＊ 

車両検査エリア 

歩行者検査エリア 

資材運搬エリア 

セキュリティライン 

運営境界 

競技フィールド 

恒久施設 及び 仮設施設 

放送コンパウンド 

観客エリア歩行者入口 

観客エリア歩行者動線 

関係者エリア歩行者入口＊ 

オリンピックネットワーク 

ライブサイト 

最寄り駅 

最寄りバスターミナル 

関係者駐車場＊ 

スポンサーバス駐車場 

水上（海上）バス乗り場 

会場エリア 

＊
クライアントグループカラー 

   選手及びチーム役員 

   IF 及び技術役員 

   IOC 

   メディア 

   運営及びスタッフ 



 1-74

⑤  霞ヶ関カンツリー倶楽部 

東京の北西に位置する霞ヶ関カンツリー倶楽部は既存のゴルフ場であり、数多くの

国際大会が行われた実績をもつ。ゴルフ競技の会場として使用され、大会後も従前通

りゴルフ場として使用される。 

 

表 1-3-32   会場の概要（霞ヶ関カンツリー倶楽部） 

項目 内容 

競技 オリンピック: ゴルフ 

 パラリンピック: なし 

会場計画の概要 既存会場（改修なし） 

 総座席数: 25,000 席(うち、立見席 24,000) 

 大会後の利用: ゴルフ場 

【イメージ図】
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図 1-3-38  会場配置図：霞ヶ関ＣＣ 

 
 

【凡例】 
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⑥  札幌ドーム 

札幌ドームは、Jリーグ等国内外の大会が行われている競技場であり、2002ＦＩＦＡ

ワールドカップ TMの際に使用された。 

サッカー用の天然芝グラウンドをドーム内外に出し入れ可能な札幌ドームは、屋内

かつ天然芝でサッカーの試合ができる会場である。 

 

表 1-3-33   会場の概要（札幌ドーム） 

項目 内容 

競技 オリンピック: サッカー 

 パラリンピック: なし 

会場計画の概要 既存会場（改修なし） 

 総座席数: 41,000 席 

 大会後の利用: 多目的ドーム 

【イメージ図】
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図 1-3-39  会場配置図：札幌ドーム 

 

【凡例】 
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⑦  宮城スタジアム 

宮城スタジアムは、Jリーグ等国内外の大会が行われている競技場であり、2002ＦＩ

ＦＡワールドカップ TMの際に使用された。 

 

表 1-3-34   会場の概要（宮城スタジアム） 

項目 内容 

競技 オリンピック: サッカー 

 パラリンピック: なし 

会場計画の概要 既存会場（改修なし） 

 総座席数: 50,000 席 

 大会後の利用: 多目的スタジアム 

【イメージ図】
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図 1-3-40  会場配置図：宮城スタジアム 

 

 

【凡例】 
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⑧  埼玉スタジアム 2002 

埼玉スタジアムは、Jリーグ等国内外の大会が行われている競技場であり、2002ＦＩ

ＦＡワールドカップ TMの際に使用された。 

 

表 1-3-35   会場の概要（埼玉スタジアム 2○○2） 

項目 内容 

競技 オリンピック: サッカー 

 パラリンピック: なし 

会場計画の概要 既存会場（改修なし） 

 総座席数: 64,000 席 

 大会後の利用: 多目的スタジアム 

【イメージ図】
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図 1-3-41  会場配置図：埼玉スタジアム 2○○2 

 

【凡例】 
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⑨  横浜国際総合競技場 

横浜国際総合競技場は、日本最大規模の観客収容能力を誇る屋外多目的競技場で、

2002 年 FIFA ワールドカップ TMでは決勝戦の舞台となった。 

 

表 1-3-36   会場の概要（横浜国際総合競技場） 

項目 内容 

競技 オリンピック: サッカー 

 パラリンピック: なし 

会場計画の概要 既存会場（改修なし） 

 総座席数: 72,000 席 

 大会後の利用: 多目的スタジアム 

【イメージ図】
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図 1-3-42  会場配置図：横浜国際総合競技場 

 

【凡例】 
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1-3-3  会場の諸元 

各会場の諸元は、表 1-3-37(p1-85～1-86)に示すとおりであり、有明アリーナ、

大井ホッケー場、選手村等の 10 会場は、会場エリア内において恒久施設を新設す

る計画である。 

その他の会場では、既存会場を活用する計画としている。 

なお、オリンピックスタジアム及び武蔵野の森総合スポーツ施設の２会場は、

新設が計画されている施設を使用する計画である。 
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表 1-3-37(1)   施設等の諸元 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注 1)建設内容の区分で、「仮設」は、全ての建設物が仮設である会場であり、「仮設」以外の会場においても、仮設施設を設置する場合がある。 

2)本表の会場面積は、セキュリティラインに囲まれた範囲の面積を表す。 

既存会場

プレハブ以外 プレハブ 改修あり 改修なし

1 オリンピックスタジアム
東京都新宿区霞ヶ丘町10-2他
東京都渋谷区千駄ヶ谷1-15-1他

- 290,000 - 2,800 計画中 地上8階
開・閉会式、陸上競技、
サッカー（決勝）、ラグビー

開・閉会式
陸上競技

80,000 760

2 東京体育館 東京都渋谷区千駄ヶ谷1-17-1 24,900 - - 1,000 RC造・SRC造・S造 地上3階、地下2階 卓球 卓球 8,000 180

3 国立代々木競技場 東京都渋谷区神南2-1-1 8.7 26,100 - 2,800 3,800 RC造・SRC造 地上2階、地下2階 ハンドボール ウィルチェアーラグビー 12,000 180

4 日本武道館 東京都千代田区北の丸公園2-3 9.3 11,100 1,000 - 4,600 RC造・S造 地上3階、地下2階 柔道 柔道 11,000 180

5 皇居外苑 東京都千代田区皇居外苑 10.2 7,200 - - 7,200 S造 地上1階 自転車（ロード・レース:スタート） 1,000 460

6 東京国際フォーラム 東京都千代田区丸の内3-5-1 3.1 21,000 - - - S造・RC造 地上11階、地下3階 ウエイトリフティング 5,000 180

7 国技館 東京都墨田区横網1-3-28 3.2 15,800 - 1,600 2,000 SRC造 地上3階、地下2階 ボクシング 10,000 170

8 有明アリーナ 東京都江東区有明1丁目 19,400 41,400 - 700 計画中 地上3階 バレーボール（インドア） シッティングバレーボール 15,000 260

9 有明BMXコース 東京都江東区有明1丁目 5,700 - 7,400 - S造 地上2階 自転車競技（BMX） 5,000 370

10 有明ベロドローム 東京都江東区有明1丁目 13,900 - 25,000 - S造 地上2階 自転車競技（トラック・レース） 自転車競技(トラックレース） 5,000 370

11 有明体操競技場 東京都江東区有明1丁目 13,300 - 29,100 1,600 S造 地上3階 体操 ゴールボール 12,000 260

12 有明テニスの森 東京都江東区有明2-2-22 15.8 40,900 17,800 - 1,900
SRC造・RC造
        (Center　Court)
RC造(Show　Court　1)

地上4階（Center Court）
地上2階（show Court 1)
地上1階（show Court 2)
地上2階（Inddor)

テニス 車いすテニス 20,500 300

13 お台場海浜公園 東京都港区台場１丁目 6,100 - - 6,100 S造 地上1階
トライアスロン、水泳(マラソン
10km)

自転車競技（ロード・レース）、パ
ラトライアスロン

10,000 300

14 潮風公園 東京都品川区東八潮 4,900 - - 7,200 S造 地上2階 バレーボール（ビーチ） 12,000 250

15～16 東京ビッグサイト・ホールA、Ｂ 東京都江東区有明3-12 30.8 172,000 - - 14,800 S造・RC造・SRC造
地上3階、地下1階
（東展示棟）

レスリング
フェンシング
テコンドー

パワーリフティング、ボッチャ

18,000 360

17 大井ホッケー競技場 東京都品川区八潮４丁目 7.1 7,300 4,700 - 3,700 S造 地上2階 ホッケー
視覚障害者5人制サッカー、脳
性麻痺者7人制サッカー

15,000 180

18 海の森クロスカントリーコース 東京都江東区青海2丁目地先 60.4 9,300 - 1,600 7,600 S造 地上2階 馬術（クロスカントリー） 0 510

19 海の森水上競技場 東京都江東区青海3丁目地先 85.2 18,000 9,400 - 11,800 S造 地上2階 ボート、カヌー（スプリント） ボート、カヌー 14,000 540

20 海の森マウンテンバイクコース 東京都江東区青海2丁目地先 56.9 7,400 - - 7,400 S造 地上1階 自転車競技（マウンテンバイク） 2,000 320

21 若洲オリンピックマリーナ 東京都江東区若洲 25.7 9,100 2,000 - 7,100 S造 地上1階 セーリング セーリング 2,000 420

22 葛西臨海公園 東京都江戸川区臨海町６丁目 18.2 8,100 800 - 7,200 S造 地上1階 カヌー（スラローム） 12,000 190

44.9

42.6

58.6

インパクト要因等

恒設
延床面積

(m2)

仮設延床面積(m2)

建物構造

競技名

オリンピック競技 パラリンピック競技
観客座席数

(オリンピック競技)
駐車台数
（開催中）

Ｎｏ． 会場名 所在地

規模等要件 建設内容

会場面積
(ha)

施設面積

(m2)
階数

新設恒久
会場

新設恒久
会場

(計画中）
仮設



 

 

1
-8
6

 

表 1-3-37(2)   施設等の諸元 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 1)建設内容の区分で、「仮設」は、全ての建設物が仮設である会場であり、「仮設」以外の会場においても、仮設施設を設置する場合がある。 

2)本表の会場面積は、セキュリティラインに囲まれた範囲の面積を表す。 

3)NO,25 夢の島公園は、新設恒久会場であるが、恒設の建築物は設置しないことから、恒設延べ床面積は０となる。 

 

 

既存会場

プレハブ以外 プレハブ 改修あり 改修なし

23～24 夢の島ユース・プラザ・アリーナA、Ｂ 東京都江東区夢の島3 55,600 84,500 - 1,500 計画中
地上4階
（一部地下有り）

バドミントン
バスケットボール

車椅子バスケットボール、車い
すフェンシング

25,000 430

25 夢の島公園 東京都江東区夢の島3 9,500 - - 14,800 S造 地上4階 アーチェリー アーチェリー 7,000 190

26 夢の島競技場 東京都江東区夢の島3 23,300 - 11,500 11,700 S造 地上2階 馬術（競技馬術、障害馬術） 馬術 14,000 530

27 オリンピックアクアティクスセンター
水泳（競泳、飛込、シンクロナイ
ズドスイミング）

水泳

28 ウォーターポロアリーナ 水泳（水球）

29 武蔵野の森総合スポーツ施設 東京都調布市飛田給1丁目 3.8 26,900 - - - 計画中 地上3階 近代五種（フェンシング） 8,000 210

30 東京スタジアム 東京都調布市西町376-3 13.5 45,600 - - 1,600 RC造・SRC造・PC造・S造 地上5階、地下1階
近代五種（水泳、馬術、ラン、射
撃）、サッカー(予選)

50,000 230

31 武蔵野の森公園 東京都三鷹市大沢5-7-2 14.6 6,900 - - 6,900 S造 地上1階
自転車競技（ロード・レース:ゴー
ル）

1,000 520

32 陸上自衛隊朝霞訓練場 埼玉県新座市新塚1丁目 16.4 16,800 - 11,300 5,500 S造 地上1階 射撃 射撃 7,600 170

33 霞ヶ関CC 埼玉県川越市笠幡3398番地 134.1 10,000 - - 5,200 S造 地上2階 ゴルフ 1,000 250

34 札幌ドーム 北海道札幌市豊平区羊ヶ丘1 16.2 57,600 - - 2,400 RC造・S造・SRC造 地上4階、地下2階 サッカー（予選） 41,000 220

35 宮城スタジアム
宮城県宮城郡利府町菅谷字舘40-
1

21.4 38,400 - - 1,200 SRC造・S造 地上6階 サッカー（予選） 50,000 220

36 埼玉スタジアム2○○2 埼玉県さいたま市緑区中野田500 10.4 55,400 - - 4,500 RC造・SRC造・S造 地上5階、地下1階 サッカー（予選） 64,000 220

37 横浜国際総合競技場 神奈川県横浜市港北区小机町3300 11.9 70,400 - - 3,500 RC造・S造・PC造 地上7階 サッカー（予選） 72,000 220

OV 選手村 東京都中央区晴海4丁目・5丁目 70.2 125,300 368,300 13,000 109,700 計画中 地上14階 (宿泊者数17,000人) 1,120

IBC/MPC IBC/MPC 江東区有明3-21 30.8 162,900 45,700 - - RC造・SRC造 地上8階、地下1階 - 1,350

観客席総数
(オリンピック競技)

駐車台数
（開催中）

インパクト要因等

オリンピック競技 パラリンピック競技階数
新設恒久

会場

Ｎｏ． 会場名 所在地

規模等要件 建設内容

会場面積
(ha)

施設面積

(m2)

恒設
延床面積

(m2)

仮設延床面積(m2)

建物構造

89.7

43,200 49,800 4,200 計画中 地上4階、地下1階

競技名

新設恒久
会場

(計画中）
仮設

住居棟、各種運営施設

報道・放送関係者用施設

330東京都江東区辰巳2-8-10 44,200 26,500
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1-3-4  屋外競技コース 

開催競技のうち表 1-3-38 に示す競技は屋外で実施することとなるが、これら屋外競技の

開催場所及びコースは、図 1-3-43～図 1-3-51(p1-84～1-87)に示すとおりである。 

 

表 1-3-38   屋外競技の概要 

競技№ 競技 類型 

オリンピック パラリンピック 

1 陸上競技（マラソン） 陸上競技（マラソン） 陸 域 敷地外 

2 陸上競技（競歩） － 

3 自転車競技(ﾛｰﾄﾞ･ﾚｰｽ) 自転車競技(ﾛｰﾄﾞ･ﾚｰｽ) 

4 トライアスロン パラトライアスロン 
水域 

5 水泳（マラソン 10km） － 

6 カヌー(ｽﾌﾟﾘﾝﾄ) パラカヌー 

7 カヌー(ｽﾗﾛｰﾑ)  

8 ボート ボート 

9 セーリング セーリング 
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図 1-3-43  屋外競技コース：陸上競技（マラソンコース） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

図 1-3-44  屋外競技コース：陸上競技（競歩コース） 
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図 1-3-45  屋外競技コース：自転車競技（ロード・レースコース） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-3-46  屋外競技コース：トライアスロンコース 
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図 1-3-47  屋外競技コース：水泳（マラソン 10km コース） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 1-3-48  屋外競技コース：カヌー（スプリントコース） 
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図 1-3-49  屋外競技コース：カヌー（スラロームコース） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-3-50  屋外競技コース：ボートコース 

 



 

  1-92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-3-51  屋外競技コース：セーリングコース 
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1-4  オリンピックレガシーの継承 

2020 年東京大会は、1964 年のオリンピックのために建設された施設を、競技会場と

して使用することでオリンピック・レガシーがいかに重要であるかを示すものである。 

2020 年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会の全競技会場は、「2020 年の

東京」の都市戦略やその持続可能なレガシーと緊密に連携している。 

 

 

1-5  立地の適地性 

1-5-1  既存会場の最大利用 

競技会場の計画に当たっては、「土地の造成」や「土地利用の変更」に伴う緑地の改

変等の環境影響を回避し、最小化するため、できる限り既存の施設を利用することと

しており、37 会場のうち、15 会場(41%)が既存の施設を利用する計画である。また、

会場建設に伴う「資材等の使用」並びに建設費等を削減する対策により、環境のみな

らず社会・経済への影響を最小化するよう考慮した。 

 

(1) 土地の造成・改変による環境影響の回避 

全 37 競技会場のうち、22 会場(59%)が 2020 年東京大会のため、建設予定であり、そ

のうち恒久施設は 11 会場の予定である。恒久施設のうち、「オリンピックスタジアム」

と「武蔵野の森総合スポーツ施設」の 2会場は、計画中の施設を使用する。 

建設予定の会場は、すべて市街地内の公園や未利用地等であり、新たな用地取得や

住宅・店舗等の移転がなく、また、土地造成による環境影響を回避した計画としてい

る。 

(2) 建設資材使用量の最小化 

本計画において建設を行う会場の主要な建設資材量については、すべて新設した場

合と比較すると 53％程度削減できると見込まれる。また、オリンピック後に高い稼働

率が見込めない会場や原状回復が求められる会場については仮設とすることにより恒

久施設にした場合に比べて資材量の削減が可能となる。 

(3) 緑地改変の最小化 

既存会場を利用することにより、すべて新設とした場合に比べて、改変は 24％程度

削減することができる。 

 

1-5-2  交通インフラの活用 

東京の交通インフラは、高速道路網、鉄道網などが充実しており、これらを有効活

用するとともに、「2020 年の東京」で整備を推進するインフラや輸送対策により、大会

開催時には、選手村、IBC/MPC とほとんどの競技会場間を常に概ね 20 分以内で移動す
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ることができる。 

大会期間中、観客及び大会スタッフは 100%公共交通機関により輸送される。また、

オリンピック関係者はオリンピックレーン及びオリンピック・プライオリティ・ルー

トで移動し移動総距離を短縮することができ、これらの移動に伴う環境負荷を抑制す

る。 

なお、2020 年東京大会では、海外や国内から来る方々の主要な受入窓口として成田

国際空港及び羽田空港を予定しているが、成田国際空港及び羽田空港へのアクセスに

は既存の公共交通網の利用が予定されており、会場間の輸送も既存の交通インフラを

活用するため、2020 年東京大会に向けた新たなインフラストラクチャーは必要としな

い。 

 

1-5-3  生活及び生活環境への配慮 

2020 年東京大会の 37 会場のうち 15 会場が既存施設である。また、28 会場を選手村

から 8km 圏内に配置することにより、会場整備に関する影響（建設機械等の稼働、資

材機材等の運搬等による自動車の走行による影響）や大会の運営に係る影響（人の集

中等）、開催後の影響（仮設物等の撤去、跡地利用等）を広範囲に拡散させることはな

い。 

これらの配慮により、都民の生活並びに生活環境への影響を回避、また最小化する。 

 

このような立地計画の適地性の観点からの環境価値についてとりまとめると、表 

1-5-1～表 1-5-3(p1-95～1-101)に示すとおりとなる。 
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表 1-5-1  2020 年東京大会の立地の適地性の観点からの環境的価値 

立地適

地性の

観点 

環境的価値 

① 

既 

存 

会 

場 

の 

最 

大 

利 

用 

に 

よ 

る 

環 

境 

影 

響 

の 

回 

避 

既存会場の利用により「土地の造成」や「土地利用の変更」に伴う負荷を抑えるとと

もに、施設建設に伴う「資材等の使用」並びに建設費等を削減するなど社会・経済への

負荷を様々な側面から抑え、環境影響を回避する。 

【土地の造成】 

新設する会場施設として、Ａ表に示す 11 会場があるが、いずれも現在、公園として

整備されている場所や未利用地等であり、新たに施設建設のための土地造成は行わない。

Ａ表   新設会場施設の立地場所 
会場名 立地場所 

有明アリーナ 未利用地 

大井ホッケー競技場 公園内 

海の森水上競技場 未利用地 

若洲オリンピックマリーナ 公園内 

葛西臨海公園 

夢の島ユース・プラザ アリーナＡ 

夢の島ユース・プラザ アリーナＢ 

夢の島公園 

オリンピックアクアティクスセンター 

ウォーターポロアリーナ 

オリンピック選手村 

【資材等の使用】 

本計画において建設を行う施設の延べ床面積(恒久・仮設)及び主要な資材の使用量は

Ｂ表に示すとおりであり、既存会場を利用しない場合と比べると主要な建設資材量は

53%程度削減される。 

Ｂ表   施設建設に伴う主要建設資材使用量 

   項目 

 

 

ケース 

延べ床面

積(恒久・

仮設） 

原単位 資材使用量 

コンク

リート
型枠 鉄筋 鉄骨

コンク

リート
型枠 鉄筋 鉄骨

千 m2 m3/m2 m2/m2 t/m2 t/m2 千 m3 千 m2 千 t 千 t 

本計画 1,321 

1.16 5.32 0.14 0.07

1,533 7,030 185 93

既存会場を

利用しない

場合 

2,628 

3,048 13,980 368 184

資材削減量 - - - - - 1,515 6,950 183 91

注)資材使用量算定に用いた原単位は、体育館・講堂・集会施設の平成 9年実績に基づく（総研：09

建築工事原価分析情報、建設工業経営研究会） 
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【緑地の改変】 

本計画において施設の建設により、改変される緑地面積は、Ｃ表に示すとおりであ

り、全体で 589 千 m2程度である。 

既存会場を利用しない場合には、新たに既存会場に相当する面積の土地を改変する

必要があると考えると、その面積は 1,873 千 m2程度と想定される。 

仮に、東京都臨海部において新たに既存会場に相当する面積の土地を確保するとし

た場合、緑地の改変面積は 187 千 m2程度と想定される。（江東区の緑地・公園の面積

割合 10%【出典：東京都の統計】と同じ割合で緑地が減少すると仮定） 

本試算結果に基づくと、本計画で既存会場を利用することにより、187 千 m2程度（約

24%）の緑地の改変が削減されると考えられる。 

なお、東京都では、水と緑のネットワーク化を推進しており、震災時に防災拠点等

となる都市計画公園等の整備を計画的に進め、今後10 年間で新たに都市公園等433ha 

の整備を推進する計画としている。 

Ｃ表   緑地の改変面積（大会開催時） 

   ケース

 

項目 

本計画※1 

（既存会場を有効活

用する場合） 

既存会場を利用しな

い場合※2（すべての施

設を新設する場合） 

緑地の改変面積 

(千 m2) 
589 776（589+187） 

注）※1「本計画」の緑地の改変面積は、後述する個別施設の評価における開催

中の緑地改変面積の合計値とした（緑地面積は、航空写真から画像解

析により抽出された緑被データ（国土交通省 2005）における「樹林地」

「草地」を合わせて算定した。） 

※2「既存会場を利用しない場合」の緑地の改変面積は、後述する個別施設

の評価における、既存会場の敷地面積（緑地の他、施設、舗装道路等）

を確保するため 10%の緑地面積が改変されると想定し、本計画による

改変面積に加えた値である。ここで対象とした既存会場は、選手村を

中心とする 8km 圏内の会場とした。ただし、オリンピックスタジアム

は、既定計画で整備されるものであるが、ここでは、既存会場扱いと

しなかった。 
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○「10 年後の東京～東京が変わる～」における緑地ネットワークの創出の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：2020 年の東京～大震災を乗り越え、日本の再生を牽引する～、平成 23（2011）年 12 月、東京都 
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表 1-5-2   2020 年東京大会の立地の適地性の観点からの環境的価値 

立地適

地性の

観点 

環境的価値 

② 

交 

通 

イ 

ン 

フ 

ラ 

の 

活 

用 

に 

よ 

る 

環 

境 

影 

響 

の 

回 

避 

東京の交通インフラは、現状においても、高速道路網、鉄道網などが充実しており、これらの

インフラを有効活用することが可能であり、2020 年大会に向けた新たなインフラストラクチャー

の整備による環境影響は生じない 

2011 年時点における主要施設間のアクセス時間は、Ｄ表に示すとおりである。2020 年までに

は「2020 年の東京」に計画された新しい道路インフラの整備（p1-101 参照）並びに交通管理シ

ステムの導入等により、さらに所要時間が短縮することとなり、大会開催時には、選手村、IBC/MPC

とほとんどの競技会場間を常に概ね 20 分以内で移動することができる。 

 

Ｄ表(1)    主要施設のアクセス時間 

 

km
平均
時間

最大
時間

km
平均
時間

最大
時間

km
平均
時間

最大
時間

km
平均
時間

最大
時間

km
平均
時間

最大
時間

km
平均
時間

最大
時間

km
平均
時間

最大
時間

2012 － － － 77 60 65 78 70 95 70 55 60 81 75 95 66 55 60 66 55 60

2020 － － － 77 55 55 72 55 55 68 50 50 79 65 65 68 50 50 67 50 50

2012 77 60 65 － － － 20 30 60 16 20 30 24 35 60 13 15 25 13 15 25

2020 77 55 55 － － － 18 20 20 14 15 15 22 25 25 13 10 10 13 10 10

2012 78 70 95 20 30 60 － － － 5 15 20 6 10 15 10 25 30 10 25 30

2020 72 55 55 18 20 20 － － － 4 5 5 5 5 5 9 10 10 9 10 10

2012 70 55 60 16 20 30 5 15 20 － － － 10 25 35 6 10 15 6 10 15

2020 68 50 50 14 15 15 4 5 5 － － － 7 10 10 5 5 5 5 5 5

2012 81 75 95 24 35 60 6 10 15 10 25 35 － － － 15 35 40 15 35 40

2020 79 65 65 22 25 25 5 5 5 7 10 10 － － － 13 15 15 13 15 15

2012 66 55 60 13 15 25 10 25 30 6 10 15 15 35 40 － － － <1 <5 <5

2020 68 50 50 13 10 10 9 10 10 5 5 5 13 15 15 － － － <1 <5 <5

2012 66 55 60 13 15 25 10 25 30 6 10 15 15 35 40 <1 <5 <5 － － －

2020 67 50 50 13 10 10 9 10 10 5 5 5 13 15 15 <1 <5 <5 － － －

2012 64 50 55 15 15 20 15 20 30 8 15 15 16 20 35 8 20 25 8 20 25

2020 64 45 45 15 15 15 10 10 10 6 10 10 17 20 20 6 10 10 5 5 5

2012 71 60 70 16 20 30 19 30 40 4 10 10 20 30 45 6 15 15 6 15 15

2020 71 55 55 15 15 15 12 15 15 8 10 10 17 20 20 4 5 5 4 5 5

2012 71 60 70 16 20 30 19 30 40 4 10 10 20 30 45 6 15 15 6 15 15

2020 71 55 55 15 15 15 12 15 15 8 10 10 17 20 20 4 5 5 4 5 5

2012 70 55 70 9 10 20 18 25 40 8 15 20 19 25 40 4 10 10 4 10 10

2020 70 55 55 10 10 10 11 15 15 7 10 10 16 20 20 5 10 10 6 10 10

2012 81 75 95 24 35 60 6 10 15 10 25 35 － － － 15 35 45 15 35 50

2020 80 65 65 22 25 25 5 5 5 7 10 10 － － － 13 15 15 13 15 15

2012 64 50 55 15 15 20 15 20 30 8 15 15 16 20 35 8 20 25 8 20 25

2020 64 45 45 15 15 15 10 10 10 6 10 10 17 20 20 6 10 10 5 5 5

2012 64 50 55 15 15 20 15 20 30 8 15 15 16 20 35 8 20 25 8 20 25

2020 64 45 45 15 15 15 10 10 10 6 10 10 17 20 20 6 10 10 5 5 5

2012 84 80 105 27 40 70 9 15 25 22 40 70 10 20 30 19 40 60 19 40 60

2020 84 70 70 27 30 30 9 15 15 21 25 25 10 15 15 19 25 25 20 25 25

2012 72 60 65 23 25 30 22 30 40 16 25 25 24 30 45 15 35 35 15 35 35

2020 72 55 55 23 25 25 18 20 20 14 15 15 26 30 30 14 15 15 14 15 15

2012 60 45 45 19 20 25 18 25 35 12 15 20 19 25 35 12 25 25 12 25 25

2020 60 45 45 19 15 15 14 15 15 10 10 10 21 25 25 10 10 10 9 10 10

2012 67 55 60 12 15 25 9 25 30 4 10 15 14 35 40 2 5 5 2 5 5

2020 69 50 50 12 10 10 9 10 10 6 5 5 14 15 15 1 <5 <5 2 <5 <5

2012 82 75 100 25 35 65 7 15 20 21 35 60 8 15 20 18 35 55 18 35 55

2020 82 70 70 25 25 25 7 10 10 19 25 25 8 10 10 17 20 20 18 20 20

2012 99 95 130 42 55 90 24 35 45 29 50 65 19 25 35 35 55 85 35 55 85

2020 99 85 85 42 45 45 25 25 25 27 30 30 20 20 20 34 40 40 35 40 40

2012 71 55 60 22 25 30 22 30 40 15 20 25 23 30 40 15 30 30 15 30 30

2020 72 55 55 23 25 25 18 20 20 14 15 15 26 30 30 14 15 15 14 15 15

2012 67 55 60 12 15 25 9 25 30 4 10 15 14 35 40 2 5 5 2 5 5

2020 69 50 50 12 10 10 9 10 10 6 5 5 14 15 15 1 <5 <5 2 <5 <5

2012 64 50 55 15 15 20 15 20 30 8 15 15 16 20 35 8 20 25 8 20 25

2020 64 45 45 15 15 15 10 10 10 6 10 10 17 20 20 6 10 10 5 5 5

2012 73 60 65 24 30 35 24 30 45 17 25 25 25 30 45 15 30 35 15 30 35

2020 73 55 55 24 25 25 19 20 20 15 15 15 26 30 30 15 15 15 15 15 15

オリンピック・スタジアム

オリンピック選手村

メディア宿泊施設
（有明）

成田国際空港

メディア宿泊施設（有明）

IBC/MPC

アーチェリー

水泳（競泳、飛込、シンクロナイズドスイミング）

陸上競技

水泳（水球）

バドミントン

ボクシング

バスケットボール

カヌー（スプリント）

水泳（マラソンスイミング）

IBC/MPC主要ホテル地区
オリンピック選手

村

主要ホテル地区

競技・施設名

東京国際空港
（羽田）

オリンピック
・スタジアム

年

成田国際空港

東京国際空港（羽田）

カヌー（スラローム）

自転車競技（トラック・レース）

自転車競技（ロード・レース）スタート

自転車競技（マウンテンバイク）

自転車競技（BMX）

自転車競技（ロード・レース）ゴール

馬術（馬場馬術、障害馬術）

馬術（クロスカントリー）
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Ｄ表(2)    主要施設のアクセス時間 

 

 

 

 

km
平均
時間

最大
時間

km
平均
時間

最大
時間

km
平均
時間

最大
時間

km
平均
時間

最大
時間

km
平均
時間

最大
時間

km
平均
時間

最大
時間

km
平均
時間

最大
時間

2012 66 50 60 12 15 25 10 25 30 5 10 15 15 35 40 <1 <5 <5 <1 <5 <5

2020 69 50 50 12 10 10 9 10 10 6 5 5 14 15 15 <1 <5 <5 <1 <5 <5

2012 81 75 95 24 35 60 6 10 15 10 25 35 － － － 15 35 45 15 35 50

2020 80 65 65 22 25 25 5 5 5 7 10 10 － － － 13 15 15 13 15 15

2012 99 95 130 42 55 90 24 35 45 29 50 65 19 25 35 35 55 85 35 55 85

2020 99 85 85 42 45 45 25 25 25 27 30 30 20 20 20 34 40 40 35 40 40

2012 119 120 165 62 80 130 44 55 85 49 70 105 45 55 85 55 75 120 55 75 125

2020 119 105 105 62 65 65 44 50 50 48 55 55 45 50 50 54 60 60 54 60 60

2012 67 55 60 12 15 20 9 25 35 4 10 15 14 35 40 2 5 5 2 5 5

2020 69 50 50 12 10 10 10 10 10 6 10 10 15 20 20 2 <5 <5 2 <5 <5

2012 84 75 105 27 35 65 9 15 20 13 25 40 4 5 10 19 35 55 20 35 55

2020 84 70 70 27 30 30 9 10 10 11 15 15 4 5 5 19 20 20 19 20 20

2012 74 60 75 6 10 10 22 30 45 12 20 25 23 30 45 9 20 20 9 20 20

2020 75 55 55 8 10 10 16 15 15 12 10 10 20 25 25 10 10 10 10 10 10

2012 79 70 90 22 30 55 4 5 10 17 30 50 5 5 10 14 25 45 14 25 45

2020 79 65 65 22 20 20 4 5 5 16 20 20 4 5 5 14 15 15 14 15 15

2012 99 95 130 42 60 90 24 35 50 29 50 65 20 25 35 35 55 85 35 55 85

2020 99 85 85 42 45 45 25 25 25 27 30 30 20 20 20 34 40 40 35 40 40

2012 99 95 130 42 55 90 24 35 45 29 50 65 19 25 35 35 55 85 35 55 85

2020 99 85 85 42 45 45 25 25 25 27 30 30 20 20 20 34 40 40 35 40 40

2012 72 60 65 23 25 30 22 30 40 16 25 25 24 30 45 16 30 35 16 30 35

2020 72 55 55 23 25 25 18 20 20 14 15 15 26 30 30 14 15 15 14 15 15

2012 81 75 95 24 35 60 6 10 15 10 25 35 － － － 15 35 45 15 35 50

2020 80 65 65 22 25 25 5 5 5 7 10 10 － － － 13 15 15 13 15 15

2012 67 55 60 19 20 25 18 25 35 11 20 20 19 25 40 12 25 25 12 25 25

2020 67 50 50 18 15 15 13 15 15 10 10 10 21 25 25 9 10 10 9 10 10

2012 103 105 140 46 65 105 28 45 60 32 55 75 29 45 60 38 65 95 38 65 95

2020 103 90 90 46 50 50 28 35 35 31 40 40 28 35 35 38 45 45 38 45 45

2012 81 75 100 24 35 60 6 10 15 10 25 35 <1 <5 <5 15 40 50 15 40 50

2020 80 65 65 22 25 25 5 5 5 7 10 10 <1 <5 <5 13 15 15 13 15 15

2012 66 50 60 12 15 25 10 25 30 5 10 15 15 35 40 <1 <5 <5 <1 <5 <5

2020 69 50 50 12 10 10 9 10 10 6 5 5 14 15 15 <1 <5 <5 <1 <5 <5

2012 67 55 60 12 15 20 10 25 30 6 15 15 15 35 40 2 5 5 2 5 5

2020 69 50 50 13 10 10 10 10 10 6 10 10 15 20 20 2 <5 <5 2 <5 <5

2012 70 55 70 9 10 20 18 25 40 8 15 20 19 25 40 4 10 10 4 10 10

2020 70 55 55 10 10 10 11 15 15 7 10 10 16 20 20 5 10 10 6 10 10

2012 69 50 65 10 15 20 17 25 35 7 15 15 18 25 40 4 10 15 4 10 15

2020 69 50 50 10 10 10 10 10 10 6 10 10 14 15 15 4 5 5 4 5 5

2012 67 55 60 12 15 25 9 25 30 4 10 15 14 35 40 2 5 5 2 5 5

2020 69 50 50 12 10 10 9 10 10 6 5 5 14 15 15 1 <5 <5 2 <5 <5

2012 82 75 100 25 35 65 7 15 15 21 35 60 8 15 20 18 30 55 18 30 55

2020 82 65 65 25 25 25 7 10 10 19 25 25 8 10 10 17 20 20 17 20 20

2012 66 50 60 12 15 25 10 25 30 5 10 15 15 35 40 <1 <5 <5 <1 <5 <5

2020 69 50 50 12 10 10 9 10 10 6 5 5 14 15 15 <1 <5 <5 <1 <5 <5

メディア宿泊施設
（有明）

IBC/MPC成田国際空港
東京国際空港

（羽田）
主要ホテル地区

オリンピック選手
村

オリンピック
・スタジアム

競技・施設名 年

ラグビー

セーリング

卓球

サッカー（オリンピックスタジアム）

サッカー（東京スタジアム）

ゴルフ

ハンドボール

ホッケー

柔道

近代五種（馬術、ランニング、射撃）

ボート

体操

フェンシング

近代五種（フェンシング、水泳）

射撃

テコンドー

レスリング

トライアスロン

ビーチバレーボール

バレーボール

ウエイトリフティング

テニス
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○「2020 年の東京～大震災を乗り越え、日本の再生を牽引する～」 

における陸海空交通ネットワーク強化プロジェクトの概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：2020 年の東京～大震災を乗り越え、日本の再生を牽引する～、平成 23（2011）年 12 月、東京都 
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表 1-5-3   2020 年東京大会の立地の適地性の観点からの環境的価値 

立地適地

性の観点 
環境的価値 

③コンパ

クト化 

（施設設

置の最大

コンパク

ト化） 

選手村を中心とする半径 8 km 圏内に、ほぼすべての会場を配置しており、施設整備に関す

る影響（建設機械等の稼働、資材機材等の運搬等による自動車の走行による影響）や大会の運

営に係る影響（人の集中等）、開催後の影響（仮設物等の撤去、跡地利用等）を広範囲に拡散

させることはない。 

また、大会期間中においては、選手や観客等の移動総距離が短縮されることにより、移動に

伴う環境負荷を抑制することとなる。 

 

④生活妨

害の回避 

本計画の施設立地計画の検討は、「①既存会場の最大利用にいる環境影響の回避」～「③コ

ンパクト化」に示したとおり、既存の施設や交通インフラを活用するとともに、コンパクトな

施設配置を前提として、大会全体としての施設建設に伴う環境負荷や大会開催時・大会後を通

じて発生する環境負荷を抑制するよう配慮しているが、そのような配慮により、市民の生活環

境の負荷も抑制することができ、生活妨害をできる限り最小化することとしている。 

市民の生活の妨害は、広域的な環境負荷の増減の側面に加え、生活に密接に関わる空間での

影響についても考慮する必要があるが、個別の施設や競技による影響についての評価結果によ

ると（「5. 予測及び評価」参照）、生活妨害に関わる主要環境質(大気質、水質など)、生活環

境（騒音、日影）の項目はいずれも現況と変わらないか現況より良くなる結果となると評価さ

れる。 
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2. 環境影響評価要因の抽出と環境影響評価項目の選定 

2-1  環境影響評価要因の抽出 

2-1-1  環境影響評価の対象 

2020 年東京大会は、オリンピックスタジアムを中心とする半径８㎞圏内に、射撃・

近代五種・ゴルフを除くすべての競技の決勝の会場、選手村、IBC/MPC を配置すること

によって、施設建設による影響、大会の運営に係る影響、開催後の影響が広範囲に拡

散することを回避するよう計画している。 

本初期段階環境影響評価においては、2020 年東京大会の中心となる会場や競技並び

に全体としての環境影響を対象として検討を行ったものである。 

 

(1) 会場･競技による影響 

1)  対象会場 

対象とする会場の位置、諸元等は、「1事業特性の把握 ～大会計画の概要～」に

おいて整理したとおりであるが、環境への影響項目やその影響の程度の観点から考

えると、建設内容（恒久・仮設の別や規模、期間など）及び立地特性により環境影

響評価において検討すべき内容が異なると考えられる。 

対象会場について、その建設内容及び立地特性により会場を分類すると表 

2-1(p2-2)に示すとおりとなり、建設内容では５類型、立地特性では３類型に分類

できる。 

環境影響要因の検討や環境影響評価項目の選定に当たっては、この会場ごとの特

性を踏まえて検討を行った。 
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表 2-1   建設内容による会場の類型 

類型 会場名 水辺に隣接 公園内立地

A  新設恒久会場 

 

有明アリーナ ○  
大井ホッケー競技場 ○ 
海の森水上競技場 ○  
若洲オリンピックマリーナ ○ ○ 
葛西臨海公園 ○ ○ 
夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ・Ｂ ○ ○ 
夢の島公園 ○ ○ 
オリンピックアクアティクスセンター ○ ○ 
ウォーターポロアリーナ ○ ○ 
オリンピック選手村 ○ ○ 

B  新設恒久会場(計
画中) 

オリンピックスタジアム（国立霞ヶ丘競技場） ○ 
武蔵の森総合スポーツ施設   

Ｃ  仮設 

 

皇居外苑 ○  
有明ＢＭＸコース ○  
有明ベロドローム ○  
有明体操競技場 ○ ○ 
お台場海浜公園 ○ ○ 
潮風公園 ○ ○ 
海の森クロスカントリーコース  
海の森マウンテンバイクコース  
武蔵の森公園 ○ ○ 
陸上自衛隊朝霞訓練場  

Ｄ  既存会場 

(改修あり) 

日本武道館 ○ ○ 
有明テニスの森 ○ 
IBC/MPC（東京ビックサイト）   

Ｅ  既存会場 

(改修なし) 

東京体育館 ○ 
国立代々木競技場  
東京国際フォーラム  
国技館  
東京ビッグサイト・ホールＡ・Ｂ  
夢の島競技場 ○ ○ 
東京スタジアム  
霞ヶ関カンツリー倶楽部 ○ ○ 
札幌ドーム  
宮城スタジアム ○ 
埼玉スタジアム 2002 ○ 
横浜国際総合競技場 ○ 

 
注 1)表中網掛け部は、類型Ａ,Ｂ,Ｄ,Ｅの会場で近隣に生活環境場がある場所。 

2)「Ｃ 仮設」は、全ての建設物が仮設である会場であり、C 以外の会場においても、仮設施設を設置
する場合がある。 
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2)  対象競技 

本環境影響評価においては、表 2-2 に示す屋外陸域の敷地外及び屋外水域で実

施される競技を対象競技とする。 

屋内競技及び屋外陸域の敷地内で行われる競技については、個別会場を対象と

する調査に含めて検討した。 

表 2-2   環境影響評価の対象とする屋外競技 

競技№ 競技 類型 
オリンピック パラリンピック 

1 陸上競技（マラソン） 陸上競技（マラソン） 陸 域 敷地外 
2 陸上競技（競歩） － 
3 自転車競技(ﾛｰﾄﾞ･ﾚｰｽ) 自転車競技(ﾛｰﾄﾞ･ﾚｰｽ) 

4 トライアスロン パラトライアスロン 
水域 

5 水泳（マラソン 10km） － 
6 カヌー(ｽﾌﾟﾘﾝﾄ) パラカヌー 
7 カヌー(ｽﾗﾛｰﾑ)  
8 ボート ボート 
9 セーリング セーリング 

  
(2) 全体の影響 

2020 年東京大会の及ぼす影響を、個別の会場、競技では評価困難な広域的な視

点（交通インフラ、廃棄物マネジメントなど）や社会経済的な視点により全体計

画（８km 圏又は８km 圏に係る特別区）についても評価を行った。 

 

(3) 対象時点 

本環境影響評価においては、2020 年東京大会の開催前、開催中及び開催後の 3

時点における影響を対象とした。 

それぞれの時点において想定した影響の種類は、表 2-3 に示すとおりである。 

 

表 2-3   予測時点と影響の種類 

予測時点 影響の種類 備 考 

開催前 工事による影響 新設恒久会場、新設恒久会場(計画
中)、仮設施設のみの会場、既存会場
（改修あり）、既存会場（改修なし）、
における工事 

 招致・PR 活動による影響 主として社会・経済項目に関係 

開催中 会場の存在による影響 開催後も併せて取り扱う 

 競技の実施による影響 大会期間中の利用を考慮 

開催後 工事による影響 仮設の撤去工事 

 後利用による影響 後利用（大会後の利用）を考慮 
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2-1-2  環境影響要因の抽出 

2020 年東京大会開催に伴う影響要因は、会場に関する存在影響、大会期間中の影響、

大会期間後の影響の３つの区分について、潜在マイナス影響、プラス影響の可能性、

東京に関する地域性を考慮し、表 2-4 に示すとおり抽出した。 

 

表 2-4(1)   環境影響要因の抽出 

区分 影響要因 潜在マイナス影響 プラス影響の可能性 

 会場系存在影響   

会
場
整
備
に
関
す
る
共
通
事
項 

（
工
事
に
関
連
す
る
事
項
） 

土地の造成 
切土・盛土・埋立 

・ 地形変化（生態系の基盤
の改変） 

・ 地形変化（可住地面積の
拡大等） 

残土等の土捨て ・ 土壌汚染  
基礎工事（掘削等） ・ 地下水変化  
資材機材等の運搬 
建設機械の稼働 

・ 大気汚染 
・ 騒音・振動の発生 

 

資材等の集積 ・ 一時的に空間を占有  
資材等の使用 ・ 建設副産物の発生 ・ 国産材の使用による林業

の活性化 
樹木伐採、植生改変 ・ 生態系変化 

・ 生物多様性劣化 
 

植栽、緑化 ・ 周辺生態系への影響 ・ 緑量の増加 
・ 生態系へ貢献（再生、創

出） 
・ 美しく潤いのある景観の

創出 
・ ヒートアイランド現象の

緩和 

会
場
の
新
設 

土地の占有（土地利
用変更） 

・ 土地利用影響 
（農地減少・住居移転） 

・ 新たな経済活動創出 

土地の被覆（舗装工
事・コンクリート工
事等） 

・ 水循環の劣化 
・ 洪水流出増大 
・ ヒートアイランド悪化 

 

構造物出現(地上
部) 

・景観影響 
・電波障害 
・風害等微気象変化 

・新たな景観形成 
・人が集い、にぎわいあふれ

る交流空間の形成 
構造物出現(地下
部) 

・地下水変化  

会
場
の
改
修 

既存施設の撤去 ・ 建設副産物の発生 ・ 再利用 
・ 再資源化 

土地の被覆（舗装
工事・コンクリー
ト工事等） 

 ・ 保水性舗装への改修等に
よるマイナス影響の軽減

建物出現 
（地上部） 

・ 景観影響 
・ 電波障害 
・ 風害等微気候変化 

・ 新たな景観形成 
・ 人が集い、にぎわいあふ

れる交流空間の形成 
・ 改修によるマイナス影響

の軽減 
構造物出現(地下
部) 

・ 地下水変化  
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表 2-4(2)   環境影響要因の抽出 

区分 影響要因 潜在マイナス影響 プラス影響の可能性 

 会場系存在影響 ・   

会
場
の
仮
設 

土地の被覆（舗装工
事・コンクリート工
事等） 

・ 水循環の劣化 
・ 洪水流出増大 
・ ヒートアイランド悪

化 

 

建物出現 
（地上部） 

・ 景観影響 
・ 電波障害 
・ 風害等微気候変化 

(一時的影響) 

・ 新たな景観形成 
・ 人が集い、にぎわいあ

ふれる交流空間の形
成 

 開催中の影響   

大
会
の
運
営 

エネルギーの消費
（交通、通信、空調、
照明等） 

・ 温室効果ガスの排出 
・ 電力不足 

・ 省エネ改修の効果発
揮 

資源の利用（水）   

一般廃棄物の発生   

雑排水・し尿の発生 － － 

人の集中 ・ 交通混雑による大気
汚染、交通事故等 

・ 経済活動の活発化 
・ にぎわいの創出 

 開催後の影響   

仮
設
物
等

の
解
体 

仮設物等の撤去 ・ 建設副産物の発生 ・ 再利用 
・ 再資源化 

跡
地
利
用

オープンスペース
としての利用 

 ・ 都市環境インフラの
拡充 

生物生息・生育空間
としての利用 

 ・ 生物多様性の保全創
出 

恒
久
会
場
の

持
続
的
利
用 

住宅等としての利
用 

 ・ 新しいまちづくりに
寄与 

スポーツ施設とし
ての利用 

・ 施設規模が過剰な場
合の維持コスト 

・ スポーツ振興に寄与 

 



 2-6 

2-2  環境影響評価項目の選定 

2-2-1  環境影響評価項目選定の考え方 

環境影響評価項目の設定にあたっては、「2020年東京オリンピック･パラリンピック環境

アセスメント指針」（以下、「指針」という）に基づき、東京都環境影響評価条例で対象と

している環境項目を基本とし、持続可能性の観点から「資源の有効利用」を加えた。 

また、一般的にオリンピック・パラリンピックの実施による社会経済影響として懸念さ

れる事項とオリンピック・パラリンピックを契機に一般的に社会経済の発展に寄与する事

項に、東京の実態を考慮し、土地利用、社会活動、参加・協働、安全・衛生・安心、交通、

経済を含めて検討を行った。 

環境影響評価項目設定の考え方は、表 2-5(p2-7～2-10)に示すとおりである。 
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表 2-5(1) 環境影響評価項目の考え方 

項目 
項目の考え方 備考 

大項目 中項目 小項目 

環境項目 

オリンピック・パラリンピック競技大会
(以下、「オリンピック」という)による東
京の環境へのネガティブな影響を 小化
し、東京の環境を向上するための項目、
地域及び地球環境の持続性を維持し高め
ることを目的とした項目。 

環境影響評価法及び都アセス条
例が対象としている項目に、環境
の持続可能な利用の観点から資
源利用の項目を追加。 

 主要環境 大気、水、土壌等環境の自然的構成要素
の汚染が人の健康（都民、来訪者、オリ
ンピックに参加するアスリート等）、生活
環境及び自然環境に悪影響を及ぼさない
水準であることを確実にすることを目的
とした項目。 

想定されるオリンピックの影響
要因及び会場等が予定される地
域の特性から、地盤は対象としな
い。 
悪臭、騒音・振動は、地域特性等
から生活環境に対する影響のみ
と考え、生活環境で取り扱う。 

  大気 地域の特性を勘案し、自動車等による大

気汚染等の程度を予測する。 

 

 水質 地域の特性、オリンピック特性を勘案し、

公共用水域（特に東京湾）の汚濁等の程

度、水域を利用するアスリートへの影響

を予測する。 

 

 土壌 地域の特性を勘案し、建設工事等に伴う
汚染土壌の拡散等による影響を予測す
る。 

 

 生態系 都市における生物多様性、健全な生態系
の維持、再生を目的とした項目。 

都アセス条例の自然環境に係る
項目。海外へのアピールの面から
「生態系」とする。 

  生物の生育・生
息基盤 

地形、地質等からなる生態系を支える無
機環境基盤への影響を予測する。 

都アセス条例の地形・地質の項
目。ただし、地形等の安定性は含
まず、生物の成育基盤という視点
から捉える。 

 水循環 自然の水循環の維持・向上の観点から、
雨水の地下浸透への影響を予測する。 

 

 生物・生態系 都市の生物、生態系の維持・再生の観点
から、保全を要する重要な動植物及び生
物多様性への影響を予測する。陸域及び
東京湾を対象とする。 

 

 緑 都市の生物多様性保全の他に、ヒートア
イランド対策、景観その他多様な機能を
含めて、都市環境の保全、再生に資する
緑の量への影響（伐採等による減少と緑
化による増加）を予測する。 

オリンピックを機に緑と水の都
市を再生することを目指してい
ることから、都アセス条例では生
物・生態系の中に含まれる「緑」
を特に項目として独立させる。 
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表 2-5(2)  環境影響評価項目の考え方 

項目 
項目の考え方 備考 

大項目 中項目 小項目 

環
境
項
目 

生活環境 地域住民の生活環境への阻害を極力生じ
させないことを目的とした項目。 

都アセス条例の公害項目のうち
影響が近隣住民に限られるもの
と、生活環境に該当すると思われ
る項目。ただし、事業の特性より、
悪臭、風環境に対する影響は生じ
ないため、対象外。 

 騒音 地域特性及びオリンピックの特性から、
主に自動車交通の増加による騒音影響を
予測する。ただし、工事が大規模な対象
にあっては、工事車両及び工事騒音の影
響についても予測する。 

振動は、初期段階では騒音に代表
させる。残留影響があり実施段階
で対象とする場合には振動も独
立した項目として取り扱う。 

 日影 建築物等による周辺地域への日照の阻害
の程度を予測する。 

 

ｱﾒﾆﾃｨ・文化 都市特有の問題を解決し、快適で風格あ
る都市環境を形成することを目的とした
項目。 

都アセス条例の景観、史跡・文化
財、自然との触れ合い活動の場
に、都市特有の問題であるヒート
アイランド現象の緩和（歩行者空
間）を加える。 

 景観 現在の景観への阻害の程度と、美しく風
格ある景観形成への貢献の程度（主に目
に見える緑の量と電柱・広告物等の現状
の景観阻害要因に着目）を予測する。 

 

自然との触れ
合い活動の場 

都市における自然との触れ合い活動の場
（公園、緑地、水辺等）へのハード面で
の影響（改変・阻害や新たな創出）の程
度と、自然との触れ合い活動内容に与え
るソフト面での影響を予測する。 

事業特性から、特に公園の機能へ
の影響、機能回復・代替に留意。

歩行者空間の
快適性 

都市特有の課題であるヒートアイランド
現象への影響（激化、緩和）を、歩行者
空間やアスリートが利用する空間に着目
して予測する。 

 

史跡・文化財 東京を特徴づける文化財庭園や近代建築
物等の史跡・文化財等(指定されているも
のに限定しない)の保護・保全及び活用へ
の影響の程度（直接改変に限定せず、周
辺環境影響含む）を予測する。 

立地特性から、文化財庭園、前回
オリンピックのレガシーに着目。

資源・廃棄物 循環型社会の形成を目指して、持続可能
な資源利用を促進するための項目。 
 

ＩＯＣ等の要求、動向を踏まえ
て、都アセス条例にはない項目も
追加。 

 水利用 水の効率的利用への取組・貢献の程度を、
雨水・再生水利用に着目して予測する。

 

廃棄物 廃棄物の削減及び適正処理の推進（焼却
及び埋立の削減）への取組・貢献の程度
を予測する。 

 

エコマテリア
ル(脱石油) 

資源の循環利用を促進するため、再生資
源等エコマテリアルの活用の程度、これ
による資源保全効果を予測する。 

特に都が関与しているエコセメ
ント等に着目 
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表 2-5(3)  環境影響評価項目の考え方 

項目 
項目の考え方 備考 

大項目 中項目 小項目 

環
境
項
目 

温室効果ガス 地球温暖化防止を進め、低炭素社会を実
現するため、温室効果ガスの削減の程度
を予測する。 

 

 温室効果ガス 温室効果ガス削減の程度、取組の効果の
程度を、二酸化炭素に着目して予測する。

再生可能エネルギーの導入、自動
車の燃料対策等の効果は、温室効
果ガスの削減で反映。 

 エネルギー 温室効果ガスの主要発生要因であるエネ
ルギー使用について、削減の程度、取組
の効果の程度を予測する。 

二酸化炭素削減のもととなる、エ
ネルギー使用量の抑制策を評価。

社会・経済項目 
環境面でのサステナビリティー向上の基
盤となる、社会経済面でのサステナビリ
ティー向上を目的とする項目。 

都アセス条例にはない項目だが、
ＩＯＣの質問事項に対応して選
定。 

 土地利用 地域住民の生活及び経済活動の基盤であ
る土地利用への影響を回避し、土地の有
効活用の促進を目的とする。 

 

  土地利用 自然地の転換等現状の土地利用への影響
と、未利用地の活用等土地の有効利用の
程度を予測する。 

 

  地域分断 施設整備等に伴う、生活動線（特に歩行
者動線）の分断の程度を予測する。 

 

  移転 施設整備等に伴う、住宅、店舗等の移転
の程度を予測する。 

 

 社会活動 オリンピックムーブメントの 3 本柱のう
ちのスポーツ活動と文化活動の活性化を
目的とした項目。 

 

  スポーツ活動 スポーツ活動の場の確保及びスポーツ活
動の普及促進に及ぼす影響（阻害及び貢
献）の程度を予測する。 

特に、多様な世代が参加する地域
スポーツに着目。 

  文化活動 文化活動の場の確保及び文化活動の普及
促進に及ぼす影響（阻害及び貢献）の程
度を予測する。 

音楽、演劇、地域の歴史・文化学
習、日本文化の発信等、オリンピ
ックを通じて実現可能な活動に
着目。 

 参加・協働 地域の環境を改善し、持続可能なものと
する上でかかせない地域力の向上を目的
とした項目。 

 

  ボランティア 少子高齢化社会、地域自治・地域再生を
勘案し、オリンピック関連のボランティ
ア活動の実施及び参加状況から、東京の
ボランティア文化育成への貢献の程度を
予測する。 

特に、社会参加や教育という観点
に着目。 

 コミュニティ 都市における地域コミュニティ再生の観
点から、地域のコミュニティ単位でのオ
リンピック活動へ参画の程度を予測す
る。 

 

 環境への意識 持続可能な地域社会づくりの基盤とし
て、オリンピックを通じた環境意識向上
の取組、貢献の程度を予測する。 
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表 2-5(4)  環境影響評価項目の考え方 

項目 
項目の考え方 備考 

大項目 中項目 小項目 

社
会
・ 
経
済
項
目 

安全・衛生・安心 選手等オリンピック関係者や観客にとっ
て、会場等の災害からの安全性や安全・
安心な移動の確保、飲料水等の安全性を
目的とする項目。併せて、都民の安全確
保にも貢献する。 

完全に人的側面である防犯につ
いては対象としない。 

 安全 オリンピックの会場等について、危険施
設（爆発物等）からの安全性について予
測。また、すべての人にとっての安全な
移動（バリアフリー）の確保の程度や、
停電回避のための供給電力の安定度を予
測する。 

 

衛生 飲料水の水質や食品の残留物質など、飲
食についての安全性を予測する。 

 

 消防・防災 オリンピックの会場等について、火災、
地震・津波からの安全性（耐震性）の程
度について予測する。 

 

交通   

 交通渋滞 交通渋滞の程度を予測する。自動車交通
の増加による局所的影響を予測するとと
もに、道路等の基盤整備や交通マネジメ
ントの実施等による交通流の改善効果を
含めた8 km圏全体の渋滞について予測す
る。 

交通渋滞に関する予測結果(その
前提条件を含む)は、大気汚染、
騒音等の予測の条件ともなる。 

公共交通への
アクセシビリ
ティ 

オリンピックの会場等までのアクセシビ
リティについて予測する。 

 

交通安全 全ての人にとっての安全な移動（交通安
全）の確保の程度を予測する。 

 

経済 オリンピックによる適正な経済効果の発
現を確実なものとすることを目的とした
項目。 

 

 経済波及 オリンピックによる経済波及効果の程度
及びその確実性の程度を予測する。 

波及効果を確実なものとするた
めの取組等に着目する。 

雇用 オリンピックによる雇用創出の程度及び
その社会的効果の程度を予測する。 

高齢者雇用やニート対策等にも
留意した評価を行う。 

事業採算性 オリンピックの会場整備等について、投
入資金額、将来の利用及びそれによる回
収可能性、維持管理に関する地元自治体
等の負担等に着目し、事業の採算性につ
いて予測する。 
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2-2-2  環境影響評価項目の選定 

環境影響評価項目は、「2-2-1 環境影響評価項目選定の考え方」において整理した考え方に

基づいて、表 2-6 に示す環境項目及び社会・経済項目を選定した。 

また、環境影響評価の対象となる会場、競技、全体について、対応する環境影響評価項目と

の関係を整理すると、表 2-7～表 2-9(p2-12～2-17)に示すとおりとなり、本環境影響評価に

おいてはこれらの項目を対象に予測評価を行った。 

 
表 2-6  環境影響評価項目 

大項目 中項目 小項目 

環境項目 主要環境 大気、水質、土壌 

生態系 生物の生育・生息基盤、水循環、生物・生態系、緑 

生活環境 騒音、日影 

アメニティ・文化 景観、自然との触れ合い活動の場、歩行者空間の快適

性、史跡・文化財 

資源・廃棄物 水利用、廃棄物、エコマテリアル 

温室効果ガス 温室効果ガス、エネルギー 

社会・経済 

項目 

土地利用 土地利用、地域分断、移転 

社会活動 スポーツ活動、文化活動 

参加・協働 ボランティア、コミュニティ、環境への意識 

安全・衛生・安心 安全、衛生、消防・防災 

交通 交通渋滞、公共交通へのアクセシビリティ、交通安全

経済 経済波及、雇用、事業採算性 
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表 2-7(1)     環境影響評価項目（個別会場）Ａ新設恒久会場 

対象会場：有明アリーナ、大井ホッケー競技場、海の森水上競技場、若洲オリンピックマリーナ、葛西臨海公園、

夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ、夢の島公園、オリンピックアクアティクスセンター、ウォ

ーターポロアリーナ、オリンピック選手村 

 

大
項
目 

中項目 小項目 評価の指標 

開催前 開催中 開催後 

工
事
影
響 

招
致
等
の
影
響 

存
在 
影
響 

競
技
の
影
響

工
事
影
響

後
利
用
の
影
響

環
境
項
目 

主要環境 大気 汚染物質(NO2､SPM)の排出量       

水質 
汚濁負荷(COD､T-N､T-P､BOD､SS 等)の
排出量 

      

土壌 土壌汚染物質の拡散の可能性       
生態系 生物の生育・生息基

盤 
生物の生育・生息基盤の状況       

水循環 雨水の地下浸透能力の変化       

生物・生態系 

周辺の生物の生育・生息環境の連続
性 

      

重要な生物・生態系       
生物相の豊かさ（鳥類相で代表）       

緑 
緑被面積（屋上含む）       
緑化の状況       

生活環境 騒音 環境・交通騒音レベル       

日影 
日照の阻害の有無（阻害を受ける住
戸等の有無） 

      

ｱﾒﾆﾃｨ 
・文化 

景観 
緑視率       
優れた眺望又は景観の阻害       

自然との触れ合い活
動の場 

自然との触れ合い活動の場の変化       
自然との触れ合い活動の変化       

歩行者空間の快適性 街路樹等緑陰の充実（緑陰面積）       
史跡・文化財 史跡・文化財の保護・保全       

資源 
・廃棄物 

水利用 上水利用量の削減       

廃棄物 
廃棄物発生量の減量化（抑制及びリ
ユース率） 

      

廃棄物の有効利用（リサイクル率）       
エコマテリアル エコマテリアルの使用       

温室効果
ガス 

温室効果ガス 温室効果ガスの削減量       
エネルギー エネルギー使用量       

社
会
・
経
済
項
目 

土地利用 
土地利用 

土地の転用       
土地の有効利用       

地域分断 生活移動動線の分断又は進展       
移転 移転       

交通 公共交通へのｱｸｾｼﾋﾞ
ﾘﾃｨ 

アクセス性       

交通安全 交通安全       
経済 

事業採算性 
施設整備費       
運営経費       

  ：非該当項目のため検討対象外 
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表 2-7(2)     環境影響評価項目（個別会場）Ｂ既設恒久会場（計画中） 

対象会場：オリンピックスタジアム（国立霞ヶ丘競技場）、武蔵野の森総合スポーツ施設   

大
項
目 

中項目 小項目 評価の指標 

開催前 開催中 開催後

工
事 
影
響 

招
致
等
の
影
響 

存
在 
影
響 

競
技
の
影
響

工
事
影
響

後
利
用
の
影
響

環
境
項
目 

主要環境 大気 汚染物質(NO2､SPM)の排出量       

水質 
汚濁負荷(COD､T-N､T-P､BOD､SS 等)の
排出量 

      

土壌 土壌汚染物質の拡散の可能性       
生態系 生物の生育・生息基盤 生物の生育・生息基盤の状況       

水循環 雨水の地下浸透能力の変化       

生物・生態系 

周辺の生物の生育・生息環境の連続性       

重要な生物・生態系       

生物相の豊かさ（鳥類相で代表）       

緑 
緑被面積（屋上含む）       

緑化の状況       
生活環境 騒音 環境・交通騒音レベル       

日影 
日照の阻害の有無（阻害を受ける住戸
等の有無） 

      

ｱﾒﾆﾃｨ 
・文化 景観 

緑視率       

優れた眺望又は景観の阻害       

自然との触れ合い活動
の場 

自然との触れ合い活動の場の変化       

自然との触れ合い活動の変化       

歩行者空間の快適性 街路樹等緑陰の充実（緑陰面積）       

史跡・文化財 史跡・文化財の保護・保全       
資源 
・廃棄物 

水利用 上水利用量の削減       

廃棄物 
廃棄物発生量の減量化（抑制及びリユ
ース率） 

      

廃棄物の有効利用（リサイクル率）       

エコマテリアル エコマテリアルの使用       
温室効果
ガス 

温室効果ガス 温室効果ガスの削減量       

エネルギー エネルギー使用量       

社
会
・
経
済
項
目 

土地利用 
土地利用 

土地の転用       

土地の有効利用       

地域分断 生活移動動線の分断又は進展       

移転 移転       
交通 公共交通へのｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃ

ｨ 
アクセス性       

交通安全 交通安全       
経済 

事業採算性 
施設整備費       

運営経費       

  ：非該当項目のため検討対象外 
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表 2-7(3)   環境影響評価項目（個別会場）Ｃ仮設 

対象会場：皇居外苑、有明ＢＭＸコース、有明ベロドローム、有明体操競技場、お台場海浜公園、潮風公園、海

の森クロスカントリーコース、海の森マウンテンバイクコース、武蔵野の森公園、陸上自衛隊朝霞訓練場   

大
項
目 

中項目 小項目 評価の指標 

開催前 開催中 開催後

工
事 
影
響 

招
致
等
の
影
響 

存
在 
影
響 

競
技
の
影
響

工
事
影
響

後
利
用
の
影
響

環
境
項
目 

主要環境 大気 汚染物質(NO2､SPM)の排出量       

水質 
汚濁負荷(COD､T-N､T-P､BOD､SS 等)の
排出量 

      

土壌 土壌汚染物質の拡散の可能性       
生態系 生物の生育・生息基盤 生物の生育・生息基盤の状況       

水循環 雨水の地下浸透能力の変化       

生物・生態系 

周辺の生物の生育・生息環境の連続性       

重要な生物・生態系       

生物相の豊かさ（鳥類相で代表）       

緑 
緑被面積（屋上含む）       

緑化の状況       
生活環境 騒音 環境・交通騒音レベル       

日影 
日照の阻害の有無（阻害を受ける住戸
等の有無） 

      

ｱﾒﾆﾃｨ 
・文化 景観 

緑視率       

優れた眺望又は景観の阻害       

自然との触れ合い活動
の場 

自然との触れ合い活動の場の変化       

自然との触れ合い活動の変化       

歩行者空間の快適性 街路樹等緑陰の充実（緑陰面積）       

史跡・文化財 史跡・文化財の保護・保全       
資源 
・廃棄物 

水利用 上水利用量の削減       

廃棄物 
廃棄物発生量の減量化（抑制及びリユ
ース率） 

      

廃棄物の有効利用（リサイクル率）       

エコマテリアル エコマテリアルの使用       
温室効果
ガス 

温室効果ガス 温室効果ガスの削減量       

エネルギー エネルギー使用量       

社
会
・
経
済
項
目 

土地利用 
土地利用 

土地の転用       

土地の有効利用       

地域分断 生活移動動線の分断又は進展       

移転 移転       
交通 公共交通へのｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃ

ｨ 
アクセス性       

交通安全 交通安全       
経済 

事業採算性 
施設整備費       

運営経費       

  ：非該当項目のため検討対象外 
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表 2-7(4)   環境影響評価項目（個別会場）Ｄ既存会場（改修あり） 

対象会場：日本武道館、有明テニスの森、東京ビックサイト（IBC/MPC） 

大
項
目 

中項目 小項目 評価の指標 

開催前 開催中 開催後

工
事 
影
響 

招
致
等
の
影
響 

存
在 
影
響 

競
技
の
影
響

工
事
影
響

後
利
用
の
影
響

環
境
項
目 

主要環
境 

大気 汚染物質(NO2､SPM)の排出量          
水質 汚濁負荷(COD､T-N､T-P､BOD､SS 等)の排出量          
土壌 土壌汚染物質の拡散の可能性          

生態系 生物の生
育・生息基盤 

生物の生育・生息基盤の状況          

水循環 雨水の地下浸透能力の変化          

生物・生態系 
周辺の生物の生育・生息環境の連続性          
重要な生物・生態系          
生物相の豊かさ（鳥類相で代表）          

緑 
緑被面積（屋上含む）          
緑化の状況       

生活環
境 

騒音 環境・交通騒音レベル          

日影 
日照の阻害の有無（阻害を受ける住戸等の有
無） 

         

ｱﾒﾆﾃｨ 
・文化 

景観 
緑視率          
優れた眺望又は景観の阻害          

自然との触
れ合い活動
の場 

自然との触れ合い活動の場の変化          

自然との触れ合い活動の変化          

歩行者空間
の快適性 

街路樹等緑陰の充実（緑陰面積）          

史跡・文化財 史跡・文化財の保護・保全          
資源 
・廃棄物 

水利用 上水利用量の削減          

廃棄物 
廃棄物発生量の減量化（抑制及びリユース率）          
廃棄物の有効利用（リサイクル率）          

エコマテリ
アル 

エコマテリアルの使用          

温室効
果ガス 

温室効果ガ
ス 

温室効果ガスの削減量          

エネルギー エネルギー使用量          

社
会
・
経
済
項
目 

土地利
用 

土地利用 
土地の転用          
土地の有効利用          

地域分断 生活移動動線の分断又は進展          
移転 移転          

交通 公共交通へ
のｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ 

アクセス性          

交通安全 交通安全          
経済 

事業採算性 
施設整備費          
運営経費          

  ：非該当項目のため検討対象外 
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表 2-7(5)     環境影響評価項目（個別会場）Ｅ既存会場(改修なし) 

対象会場：東京体育館、国立代々木競技場、東京国際フォーラム、国技館、東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂ、

夢の島競技場、東京スタジアム、霞ヶ関カンツリー倶楽部、札幌ドーム、宮城スタジアム、埼玉スタ

ジアム 2002、横浜国際総合競技場 

大
項
目 

中項目 小項目 評価の指標 

開催前 開催中 開催後

工
事 
影
響 

招
致
等
の
影
響 

存
在 
影
響 

競
技
の
影
響

工
事
影
響

後
利
用
の
影
響

環
境
項
目 

主要環
境 

大気 汚染物質(NO2､SPM)の排出量       
水質 汚濁負荷(COD､T-N､T-P､BOD､SS 等)の排出量       
土壌 土壌汚染物質の拡散の可能性       

生態系 生物の生
育・生息基
盤 

生物の生育・生息基盤の状況       

水循環 雨水の地下浸透能力の変化       

生物・生態
系 

周辺の生物の生育・生息環境の連続性       
重要な生物・生態系       
生物相の豊かさ（鳥類相で代表）       

緑 
緑被面積（屋上含む）       
緑化の状況       

生活環
境 

騒音 環境・交通騒音レベル       

日影 
日照の阻害の有無（阻害を受ける住戸等の有
無） 

      

ｱﾒﾆﾃｨ 
・文化 

景観 
緑視率       
優れた眺望又は景観の阻害       

自然との触
れ合い活動
の場 

自然との触れ合い活動の場の変化       

自然との触れ合い活動の変化       

歩行者空間
の快適性 

街路樹等緑陰の充実（緑陰面積）       

史跡・文化
財 

史跡・文化財の保護・保全       

資源 
・廃棄物 

水利用 上水利用量の削減       

廃棄物 
廃棄物発生量の減量化（抑制及びリユース率）       
廃棄物の有効利用（リサイクル率）       

エコマテリ
アル 

エコマテリアルの使用       

温室効
果ガス 

温室効果ガ
ス 

温室効果ガスの削減量       

エネルギー エネルギー使用量       

社
会
・
経
済
項
目 

土地利
用 

土地利用 
土地の転用       
土地の有効利用       

地域分断 生活移動動線の分断又は進展       
移転 移転       

交通 公共交通へ
のｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃ
ｨ 

アクセス性       

交通安全 交通安全       
経済 

事業採算性 
施設整備費       
運営経費       

  ：非該当項目のため検討対象外 
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表 2-8  初期段階アセスの評価項目（屋外競技） 

 陸域：陸上競技（マラソン、競歩）、自転車競技（ロードレース）、トライアスロン/パラトライアスロン 
 水域：トライアスロン/パラトライアスロン、水泳(マラソン 10km)、カヌー/パラカヌー、ボート、セーリング 

大
項
目 

中項目 小項目 評価の指標 

開催前 開催中 開催後 

工
事
影
響

招
致
等
の
影
響 

存
在 
影
響 

競
技
の
影
響 

工
事
影
響

後
利
用
の
影
響

環
境
項
目 

主要環
境 

大気 
汚染物質(NO2､SPM)の排出量       

NO2、SPM 濃度、放射性物質       

水質 

汚濁負荷(COD､T-N､T-P､BOD､SS 等)の排
出量 

      

ふん便性大腸菌群数,油膜の有無,COD の
濃度,透明度（水浴場水質判定基準項目）

      

生活環
境 騒音 環境・交通騒音レベル       

ｱﾒﾆﾃｨ 
・文化 

歩行者
空間の
快適性 

地面付近の気温       

資源・
廃棄物 

廃棄物 

廃棄物発生量の減量化（抑制及びリユー
ス率） 

      

廃棄物の有効利用（リサイクル率）       

温室効
果ガス 

温室効
果ガス 

温室効果ガスの削減量       

エネル
ギー 

エネルギー使用量       

交通 
交通渋
滞 

ボトルネックの解消又は継続       

経済 
事業採
算性 

運営経費       

  ：非該当項目のため検討対象外 
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表 2-9  初期段階アセスの評価項目（全体計画） 

大
項
目 

中項目 小項目 評価の指標 

開催前 開催中 開催後

工
事
影
響

招
致
等
の
影
響 

存
在 
影
響 

競
技
の
影
響 

工
事
影
響

後
利
用
の
影
響

環
境
項
目 

主要環境 大気 NO2、SPM 濃度       

生態系 
生物・生態系 

周辺の生物の生育・生息環境の連続
性 

      

緑 

オリンピック施設の総緑被面積（屋
上、壁面含む）の増減の総計（改変、
創出面積） 

      

関連施策を含む対策による 8km 圏
内における緑の創出（創出面積） 

      

資源・廃
棄物 

水利用 上水利用量の削減       

廃棄物 
廃棄物発生量の減量化（抑制及びリ
ユース率） 

      

廃棄物の有効利用（リサイクル率）       

エコマテリアル エコマテリアルの使用       

温室効果
ガス 

温室効果ガス 温室効果ガスの削減量       

社
会
・
経
済
項
目 

社会活動 
スポーツ活動 

国際レベルのスポーツ施設の充足
度 

      

スポーツ活動への貢献       

文化活動 
施設密度       
文化の発信（国際貢献）       
情報のバリアフリー化       

参加・協
働 

ボランティア ボランティア参加機会       

コミュニティ 
コミュニティ形成への寄与       
企業のコミュニティ参加       

環境への意識 環境への関心・意識の変化       

安全・衛
生・安心 

安全 
危険施設の影響       
バリアフリー（移動の安全）       
電力の安定供給       

衛生 飲料水水質等       

消防・防災 
耐震性       

津波対策       
防火性       

交通 交通渋滞 ボトルネックの解消又は継続       
公共交通へのｱｸｾｼﾋﾞ
ﾘﾃｨ 

アクセス性       

交通安全 交通安全       

経済 
経済波及 

経済効果       
新規ビジネスの創出       
新たな観光需要の創出       

雇用 雇用       

  ：非該当項目のため検討対象外 
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3. 評価方法 

3-1  評価の基本的考え方 

3-1-1  個別項目の評価 

(1) 考え方 

項目ごとの評価は、会場ごと・競技ごとに、環境項目の小項目ごとにマイナス影

響からプラスまでの影響を把握できる指標を設定し、評価を行った。 

全体については８km 圏内の全体計画（交通システムを含む）を対象として、同様

に評価を実施した。 

評価は、マイナス影響からプラス影響までの５段階の評価を原則とし、各項目に

ついてミティゲーションを実施しない場合(一次評価)と実施する場合の評価(二次

評価)を行った。（詳細は p3-4 参照） 

     

(2) ５段階評価の方法 

個別項目ごとの評価は、原則として表 3-1 に示すように、大きなマイナスの影響

から大きなプラスの影響までの５段階の区分で評価した。 

マイナス評価、プラス評価の考え方は、オリンピック・パラリンピック競技大会

（関連公共施策含む）の実施に伴う現状からの悪化・改善の方向性とその程度によ

るものとし、項目の特性に応じて適切な指標を設定した。項目の分類ごとの５段階

評価の基本的な考え方は、「1) 環境の構成要素の状態でとらえるもの（大気、水質、

騒音等）」～「4) 社会経済影響（経済効果、雇用、コミュニティ活動、ボランティ

ア等）」に示すとおりである。 

 

表 3-1  ５段階評価の考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)  環境の構成要素の状態でとらえるもの（大気、水質、騒音等） 

・通常は、行為による負荷の増大により環境が変化する場合をマイナスとした。 

・関連対策により改善効果を追求する場合をプラスとした。 

・人の健康の保持の観点から客観的な基準（環境基準、WHO 基準等）が存在するもの

は当該基準を満たすことが要求される。現状が基準を満たす場合、オリンピック・

パラリンピック競技大会により基準を満たさなくなるならマイナス影響大（－２）

評価値 評価の程度 

＋２ 大きなプラスの影響 

＋１ ある程度のプラスの影響 

０ 中立 

－１ ある程度のマイナスの影響 

－２ 大きなマイナスの影響 



 3-2 

とした。ただし、現状で基準を満たしていない場合は追加負荷の大小と公共施策

も含めた達成努力の両面からの評価を行った。 

 

 

悪い                                良い 

 

・なお、アスリートへの影響を対象とする項目については、アスリートへの影響が

ある水準をマイナス、アスリートへの影響がない水準よりよい場合はプラスとし

て評価した。 

 

 

                                

                                

 

2)  保全すべき対象の状況でとらえるもの（生物・生態系、史跡・文化財等） 

・保全対象の減少はマイナスとした。 

・代償措置により同等以上の質・量のものを創出する場合はプラスとした。 

 

 

減少                                増加 

 

3)  事業による負荷でとらえるもの（廃棄物、温室効果ガス等） 

・活動により負荷の発生は不可避なものであることから、削減努力の程度で評価した。 

・事業による負荷の発生が現状（又は同程度の標準的施設）より増加（多い）する場

合はマイナスとした。 

・事業による負荷の発生が現状（又は同程度の標準的施設）と同程度の場合はゼロと

した。 

・負荷の発生を現状（または同程度の標準的施設）より削減(少ない)場合はプラスと

した。 

 

  

負荷増加                                       負荷減少 

 

 

現状 改善：プラス 悪化：マイナス

現状 創出：プラス 改変：マイナス

－２     －１      ０       ＋１     ＋２ 

－２     －１      ０       ＋１     ＋２ 

アスリートへの
影響のない水準

影響がある水準：マ

イナス 

－２     －１      ０       ＋１     ＋２ 

影響ない 

水準より良い
影響がある 

水準 
影響のない水準より

良い：プラス 

現状より削減又は標準より

少ない：プラス 

現状より増加又は標準より

多い：マイナス 

－２     －１      ０       ＋１     ＋２ 

現状又は標準的負荷
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4)  社会経済影響（経済効果、雇用、コミュニティ活動、ボランティア等） 

・事業による効果の発現が予測される場合は、プラスとした。（一般的には事業目的か

らしてプラス影響が通常） 

・事業による既存活動への阻害、負の効果の可能性・懸念がある場合はマイナスと

した。 

 

既存阻害                                     効果発現 

 

 

3-1-2  会場・競技ごとの評価、全体評価の示し方 

本環境影響評価においては、全体の評価を分かりやすくするため、個別指標ごとの

予測評価結果をもとに、中項目にまとめて評価を行った。 

その手順は、以下のとおりであり、個別評価指標結果から小項目の評価値及び中項

目評価値の算定の流れは、図 3-1に示すとおりである。 

ア 個別評価指標結果→小項目の評価値 

・各評価指標は、原則として等価とし、開催前、開催中、開催後の指標毎

のすべての評価値を小項目毎にまとめて、平均値を算定した。 

イ 小項目→中項目の評価値 

・小項目の評価値(平均値)から、中項目の評価値を算定した。 

ウ 対策等による効果 

・「ミティゲーションなし」評価(一次評価)と「ミティゲーションあり」評

価(二次評価)を比較し、対策等による改善の有無・程度を図表により一目

でわかるように表現した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-1   中項目の評価値の算定手順（例） 
 

追加効果 経済効果、地域活性化等

事業効果あり：プラス 
負債、既存活動阻害等

逆効果あり：マイナス 

－２     －１      ０       ＋１     ＋２ 
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3-1-3  一次評価及び二次評価の考え方 

(1) 一次評価 

一次評価では、前提となる計画において特段環境配慮を行わない場合の環境への影

響（潜在的影響）の予測結果を５段階（－２～＋２）で評価した。 

 

(2) 環境保全対策等の検討 

一次評価においてマイナス評価となった場合について、その影響について回避もし

くは低減又は代償の措置を検討し、実現可能性が高い方策を選択した。 

また、一次評価においてマイナス評価とならない場合についても、より良好な環境

の創出を図るために必要な方策を検討･選択した項目もあり、本評価書においては、

この両者の方策をミティゲーションとして整理した。 

(3) 二次評価 

ミティゲーションの検討結果を踏まえ、評価を再度行った。手法は、一次評価に準

じた。 

 

3-2  評価の指標 

評価の基本的考え方に基づいて設定した項目ごとの評価の指標･基準を適用する対

象、種別(定性･定量)を整理して、表 3-2～表 3-3(p3-5～3-9)に示す。 

本環境影響評価は、この評価の指標･基準を基本として予測評価を行ったものであ

る。 

 



 3-5 

表 3-2(1)     評価の指標及び評価の基準（会場、競技） 

 

大
項
目 

中項目 小項目 
評価 適用 種

別
※評価の指標 評価の基準 会場 競技

環
境
項
目 

主要環
境 

大気 

汚染物質（NO2、SPM）の排出
量 

排出の有無、現状より排出増
大の可能性 

○ ○ Ｂ

NO2、SPM 濃度 
放射性物質 

競技等に応じた大気環境  ○ Ａ

水質 

汚濁負荷(COD､T-N､T-P､BOD､
SS 等)の排出量 

汚濁負荷物質排出の有無、汚
染増大の可能性 

○ ○ Ａ

ふん便性大腸菌群数,油膜の
有無,COD の濃度,透明度（水
浴場水質判定基準項目） 
放射性物質 

競技に応じた水質（水浴場水
質判定基準の適合等） 

 ○ Ａ

土壌 土壌汚染物質の拡散の可能性
土地履歴調査等による土壌汚
染物質の存在可能性 

○  Ａ

生態系 

生物の生育・生
息基盤 

生物の生育・生息基盤の状況

①重要な生物・生態系の賦存
地の改変の有無 
②生物の生育・生息基盤の創
出の有無 

○  Ａ

水循環 
雨水の地下浸透能力（地表面
被覆率） 

現状の地表面被覆率 ○  Ｂ

生物・生態系 

周辺の生物の生育・生息環境
の連続性 

現況の生物の生育・生息環境
の連続性 

○  Ａ

重要な生物・生態系 重要な生物・生態系の状況 ○  Ａ

生物相の豊かさ（鳥類相で代
表） 

現況の生息種数（現状生息す
る種のうち、生息が困難とな
る可能性のある種の有無、種
数） 

○  Ａ

緑 

緑被面積（屋上含む） 現状の緑被率の状況 ○  Ｂ

緑化の状況 
東京都の自然保護条例の緑化
基準、建築物環境計画書制度
における緑化の評価基準 

○  Ｂ

生活環
境 

騒音 環境・交通騒音レベル 
①環境基準及び法令等による
基準 
②現況の騒音レベル 

○ ○ Ｂ

日影 
日照の阻害の有無（阻害を受
ける住戸等の有無） 

現状の日照阻害の状況 ○  Ｂ

注※Ａ：定性的評価による対応 
Ｂ：定量的評価による対応 
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表 3-2(2)     評価の指標及び評価の基準（会場、競技） 

大
項
目 

中項目 小項目 
評価 適用 種

別
※評価の指標 評価の基準 会場 競技

環
境
項
目 

アメニ
ティ・
文化 

景観 

緑視率 現況の緑視率 ○  Ｂ

優れた眺望又は景観の阻害 

①周辺の視点場から眺望でき
る優れた眺望景観の阻害の有
無 
②景観形成特別地区の景観を
阻害しないこと 

○  Ａ

自然との触れ
合い活動の場 

自然との触れ合い活動の場の
変化 

自然との触れ合い活動の場の
消失又は改善・創出 

○  Ａ

自然との触れ合い活動の変化
自然との触れ合い活動の阻害
又は促進（場へのアクセス性
含む）の有無 

○  Ａ

歩行者空間の
快適性 

地面付近の気温 
①現況の地面付近の気温 
②アスリートに影響のない水
準 

 ○ Ａ

街路樹等緑陰の充実（緑陰面
積） 

現況の街路樹及び接道緑化、
壁面緑化の状況 

○  Ａ

史跡・文化財 史跡・文化財の保護・保全 
文化財等の保存及び管理の支
障の有無 

○  Ａ

資源・
廃棄物 

水利用 上水利用量の削減 現在の上水利用量の水準 ○  Ａ

 
 
廃棄物 
 
 

廃棄物発生量の減量化 
廃棄物発生量の減量化によっ
て削減される 終処分量の水
準 

○ ○ Ｂ

廃棄物の有効利用 
廃棄物の有効利用によって削
減される 終処分量の水準 

○ ○ Ｂ

エコマテリア
ル 

エコマテリアルの使用 
再生可能資材・再生資材の活
用の水準 

○  Ａ

温室効
果ガス 

温室効果ガス 温室効果ガスの削減量 

①エネルギー消費量による
CO2排出の概算 
②既存施設における追加的排
出の有無 

○ ○ Ｂ

エネルギー エネルギー使用量の増減 

①現在の使用量の水準（東京
都地球温暖化対策計画書制度
/東京都建築物環境計画書制
度による評価水準） 
②省エネ再エネ対策・設備の
導入状況/可能性 

○ ○ Ｂ

注※Ａ：定性的評価による対応 
Ｂ：定量的評価による対応 
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表 3-2(3)     評価の指標及び評価の基準（会場、競技） 

大
項
目 

中項目 小項目 
評価 適用 種

別
※評価の指標 評価の基準 会場 競技

社
会
・
経
済
項
目 

土地利
用 

土地利用 
土地の転用 土地利用の改変、転用の有無 ○  Ａ

土地の有効利用 未利用地の有効活用の有無 ○  Ａ

地域分断 生活移動動線の分断又は進展

歩行者、自転車等の移動導線
の分断をしないこと 

○  Ａ

歩行者、自転車等の動線のネ
ットワーク化の進展の有無 

○  Ａ

移転 民家等の移転 民家等の移転の有無 ○  Ａ

交通 

交通渋滞 ボトルネックの解消又は継続

①渋滞を悪化させないこと
(ボトルネックの存在) 
②交通流の円滑化が見込める
こと 

 ○ Ａ

公共交通へのｱ
ｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ 

アクセス性 
競技会場までのアクセス性向
上の有無 

○  Ａ

交通安全 交通安全 
現在の歩車動線の分離（交通
安全性）の状況 

○  Ａ

経済 事業採算性 
施設整備費 

施設整備費を適正に保つため
の措置 

○  Ａ

運営経費 
運営・維持コストの削減のた
めの措置 

○ ○ Ａ

注※Ａ：定性的評価による対応 
Ｂ：定量的評価による対応 
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表 3-3(1)     評価の指標及び評価の基準（全体計画） 

大
項
目 

中項目 小項目 
評価 種

別
※評価の指標 評価の基準 

環
境
項
目 

主要環境 大気 NO2、SPM 濃度 
①環境基準 
②現況の濃度 

Ａ

生態系 

生物・生態系
周辺の生物の生育・生
息環境の連続性 

現況の生物の生育・生息環境の
連続性 

Ａ

緑 

オリンピック会場の
総緑被面積 

現状の緑被面積（緑被率） Ｂ

8km圏内における緑の
評価（緑創出面積） 

緑創出面積 Ａ

資源・廃棄物 

水利用 上水利用量の削減 現在の上水利用量の水準 Ａ

廃棄物 

廃棄物発生量の減量
化 

廃棄物発生量の減量化によっ
て削減される 終処分量の水
準 

Ｂ

廃棄物の有効利用 
廃棄物の有効利用によって削
減される 終処分量の水準 

Ｂ

エコマテリア
ル 

エコマテリアルの使
用 

再生可能資材・再生資材の活用
の有無 

Ａ

温室効果ガス 温室効果ガス
温室効果ガスの削減
量 

①エネルギー消費量による CO2

排出量 
②既存施設における追加的排
出の有無 

Ｂ

社
会
・
経
済
項
目 

社会活動 

スポーツ活動

国際レベルのスポー
ツ施設の充足度 

国際水準のスポーツ施設の充
足度向上の有無 

Ａ

スポーツ活動への貢
献 

地域スポーツ団体の育成の有
無（スポーツ活動参加者の増
減） 

Ａ

文化活動 

施設密度 文化活動拠点の増減 Ａ

文化の発信（国際貢
献） 

国際交流の活発化への寄与の
有無（日本文化との接触機会の
増減） 

Ａ

情報のバリアフリー
化 

案内表示等情報提供のバリア
フリー化の進展の有無 

Ａ

注※Ａ：定性的評価による対応 
Ｂ：定量的評価による対応 
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表 3-3(2)     評価の指標及び評価の基準（全体計画） 

大
項
目 

中項目 小項目 
評価 種

別
※評価の指標 評価の基準 

社
会
・
経
済
項
目 

参加・協働 

ボランティア
ボランティア参加機
会 

ボランティア参加機会の増減
（ボランティア参加機会の提
供の有無） 

Ａ

コミュニティ

コミュニティ形成へ
の寄与 

コミュニティ形成・活性化への
寄与の有無（コミュニティでの
取組支援策の有無等） 

Ａ

企業のコミュニティ
参加 

企業のコミュニティ活動への
参加、貢献支援策の有無 

Ａ

環境への意識
環境への関心・意識の
変化 

環境に関する意識啓発の機会
の増減 

Ａ

安全・衛生・安
心 

安全 

危険施設の影響 
オリンピック競技、施設の危険
物からの安全性 

Ａ

バリアフリー（移動の
安全） 

公共空間での障害者の安全な
移動動線の有無 

 
Ａ

電力の安定供給 停電の発生の有無 Ｂ

衛生 飲料水水質等 
①法令等による基準 
②現況の水質等 

Ｂ

消防・防災 

耐震性 耐震性の向上 Ａ

津波対策 津波対策の向上 Ａ

防火性 防火性の向上 Ａ

交通 

交通渋滞 
ボトルネックの解消
又は継続 

現在の交通渋滞及びボトルネ
ックの状況 

Ａ

公共交通への
ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ 

アクセス性 
競技会場までのアクセス性向
上の有無 

Ａ

交通安全 交通安全 
現状の歩車動線の分離（交通安
全性）の状況 

Ａ

経済 

経済波及 

経済効果 経済効果の規模 Ｂ

新規ビジネスの創出 新規ビジネスの創出の有無 Ａ

新たな観光需要の創
出 

現状の観光利用（機会提供の有
無）の活性化 

Ａ

雇用 雇用 
雇用の消失又は新たな雇用の
創出 

Ａ

注※Ａ：定性的評価による対応 
Ｂ：定量的評価による対応 

 

3-3  評価の目安 

評価の基本的考え方に基づいて設定した５段階評価の目安を整理して、表 3-4～表 

3-5(p3-11～3-15)に示す。 

本環境影響評価においては、評価の指標及び評価の基準について予測した結果を、

この評価の目安に照らして個別評価指標毎に予測結果の評価を行った。 
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表 3-4(1)  初期段階アセス評価の目安（会場、競技） 

大
項
目 

中項目 小項目 

評価 評価の目安 適用 

種別※ 
評価の指標 評価の基準 

-2 

（かなり悪化） 

-1 

（やや悪化） 

0 

（中立） 

+1 

（やや改善・向上） 

+2 

（かなり改善・向上） 
会場 競技

環
境
項
目 

主要環境 

大気 

汚染物質（NO2、SPM）の排

出量 

排出の有無、現状より排出増

大の可能性 

大気環境への影響が懸念

される排出量である（現

況に対する濃度の付加率

が５％以上） 

大気環境への影響が懸念

される排出量であるが、

一過性の負荷にとどまる

（現況に対する濃度の付

加率が５％未満） 

現況と変わらない排出量

であり、大気環境への影

響（現況濃度を悪化させ

る）は懸念されない 

現況の排出量に比べて削

減されている 

高度な技術の適用により

大幅に削減される 
○ ○ Ｂ 

NO2、SPM 濃度 

放射性物質 

競技等に応じた大気環境 

（環境基準等の適合） 

アスリートに大きな影響

がある大気環境（環境基

準値等に絶えず適合して

いない）である 

アスリートに影響がある

大気環境（環境基準値等

に適合しない場合があ

る）である 

アスリートに影響のない

水準の大気環境（環境基

準値等に適合している）

である 

アスリートに影響がない

水準を上回る大気環境

（環境基準値等よりも良

好）である 

アスリートに影響がない

水準を大きく上回る大気

環境（環境基準値等よりも

非常に良好）である 

  ○ Ａ 

水質 

汚 濁 負 荷 (COD ､ T-N ､ T-P ､

BOD､SS 等)の排出量 

汚濁負荷物質排出の有無、汚

染増大の可能性 

水質環境への影響が懸念

される排出量であり、か

つ継続性がある 

水質環境への影響が懸念

される排出量であるが、

一過性の負荷にとどまる

水質環境への影響（現況

濃度を悪化させる）が懸

念されない排出量である

排出量が削減される 
高度な技術の適用により

大幅に削減される 
○ ○ Ａ 

ふん便性大腸菌群数,油膜
の有無,COD の濃度,透明度
（水浴場水質判定基準項
目） 
放射性物質 

競技に応じた水質（水浴場水

質判定基準の適合等） 

アスリートに大きな影響

がある水質（絶えず水浴

場水質判定基準の「不適」

等）である 

アスリートに影響がある

水質（水浴場水質判定基

準の「不適」等となる場

合もある）である 

アスリートに影響がない

水準の水質（絶えず水浴

場水質判定基準の「可」

等）である 

アスリートに影響がない

水準を上回る水質（水浴

場水質判定基準の「適」

等）となる場合もある）

である 

アスリートに影響がない

水準を大きく上回る水質

（絶えず水浴場水質判定

基準の「適」等）である 

  ○ Ａ 

土壌 
土壌汚染物質の拡散の可能

性 

土地履歴調査等による土壌汚

染物質の存在可能性 

要措置区域等における土

地の改変がある 

土地の履歴調査による土

壌汚染物質の存在の可能

性がある又は要措置区域

等を含むが土地の改変は

ない 

要措置区域等を含まな

い、かつ土地の履歴調査

において土壌汚染物質の

存在の可能性がない。 

土壌汚染の可能性がある

土地において土壌汚染物

質の存在が確認された場

合にその物質を除去する

等の対処を行う 

要措置区域等の土壌汚染

物質を除去する 
○   Ａ 

生態系 

生物の生育・

生息基盤 

生物の生育・生息基盤の状

況 

①重要な生物・生態系の賦存

地の改変の有無 

②生物の生育・生息基盤の創

出の有無 

重要な生物・生態系の賦

存地の主要部又は半分以

上を改変 

重要な生物・生態系の賦

存地の周縁部又は半分弱

を改変 

改変なし 

新たな生育・生息基盤を

創出（敷地面積の 20％未

満） 

新たな生育・生息基盤を創

出（敷地面積の 20％以上）
○   Ｂ 

水循環 雨水の地下浸透能力 現況の地表面被覆率 
地表面の被覆率が大きく

増大 
地表面の被覆率が増大 

現況と変わらない 

又は、被覆率が増大する

が、対策により現況と変

わらない浸透を確保 

地表面の被覆率が減少 

又は、被覆率が増大する

が、対策により現況を上

回る浸透を確保 

地表面の被覆率が大きく

減少 

又は、被覆率が増大する

が、対策により現況を大幅

に上回る浸透を確保 

○   Ｂ 

生物・生態系 

周辺の生物の生育・生息環

境の連続性 

現況の生物の生育・生息環境

の連続性 

随所で生育・生息場所が

消失、かつ分断が生じる

生育・生息場所が消失し

て分断が生じる 
現況と変わらない 

現況よりも生育・生息場

所が増大し連続性が向上 

広域に亘って現況よりも

生育・生息場所が増大し連

続性が向上 

○   Ａ 

重要な生物・生態系 重要な生物・生態系の状況 
指定地域の主要部又は半

分以上を改変 

指定地域の周縁部又は半

分弱を改変 
指定地域の改変はない － 

オフサイトにおいて重要

な生物・生態系の保護・保

全対策が図られる 

○   Ａ 

生物相の豊かさ（鳥類相で

代表） 

現況の生息種数（現状生息す

る種のうち、生息が困難とな

る可能性のある種の有無、種

数） 

生息することが困難とな

る種が多数存在する 

生息することが困難とな

る可能性のある種が存在

する 

現況と変わらない 
新たに生息する可能性の

ある種が存在する 

新たに生息する可能性の

ある種が多数存在する 
○   Ａ 

緑 

緑被面積（屋上含む） 現況の緑被率の状況 
緑被面積が減少（緑被率

が 20 ポイント以上減少）

緑被面積が減少（緑被率

が5以上20ポイント未満

減少） 

現況と変わらない（緑被

率が±5 ポイント未満の

増減） 

緑被面積が増加（緑被率

が5以上20ポイント未満

増加） 

緑被面積が増加（緑被率が

20 ポイント以上増加） 
○   Ｂ 

緑化の状況 
東京都の自然保護条例、建築
物環境計画書制度における緑
化の評価基準 

－ 
自然保護条例の緑化基準

を満たさない 

自然保護条例の緑化基準

を満たす 

建築物環境計画書制度の

評価段階２の水準を達成 

建築物環境計画書制度の

評価段階３の水準を達成 
○  Ｂ 
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表 3-4(2)  初期段階アセス評価の目安（会場、競技） 

大
項
目 

中項目 小項目 

評価 評価の目安 適用 

種別※ 
評価の指標 評価の基準 

-2 

（かなり悪化） 

-1 

（やや悪化） 

0 

（中立） 

+1 

（やや改善・向上） 

+2 

（かなり改善・向上） 
会場 競技

環

境

項

目 

生活環境 

騒音 

環境・交通騒音レベル ①環境基準及び法令等による

基準 

②現況の騒音レベル 

基準より良好な現況が基

準より悪化、基準を満た

さない現況がさらに悪化

（周辺環境に大きな影響

を及ぼす程度の騒音） 

現況より悪化（周辺環境

に影響を及ぼす程度の騒

音）するが基準より良好

現況と変わらない（周辺

環境に影響を及ぼさない

程度の騒音） 

基準を満たしつつ現況よ

り改善 

改善の結果、基準を満足す

る 
○ ○ Ｂ 

日影 

日照の阻害の有無（阻害を

受ける住戸等の有無） 

現状の日照阻害の状況 
冬至日の日影時間が４時

間以上の影響を受ける住

戸等が発生する 

冬至日の日影時間が４時

間未満（２時間以上）の

影響を受ける住戸等が発

生する 

住居等への影響が発生し

ない 

現状の日照阻害の状況が

改善（冬至日の日影時間

が４時間以上の影響を受

ける住戸等が無くなる）

される 

現状の日照阻害の状況が

完全に改善される 
○   Ｂ 

ｱﾒﾆﾃｨ 

・文化 

景観 

緑視率 現況の緑視率 緑視率が減少（20 ポイン

ト以上減少） 

緑視率が減少（5 以上 20

ポイント未満減少） 

現況と変わらない（±5

ポイント未満の増減） 

緑視率が増加（5 以上 20

ポイント未満増加） 

緑視率が増加（20 ポイント

以上増加） 
○   Ｂ 

優れた眺望又は景観の阻害 

①周辺の視点場から眺望でき

る優れた眺望景観の阻害の有

無 

②景観形成特別地区の景観を

阻害しないこと 

主要部の眺望阻害あり、

又は景観形成特別地区主

要部の阻害あり 

周縁部の眺望阻害あり、

景観形成特別地区周縁部

の阻害あり 

現況と変わらない 
電線の地中化等によって

景観の改善が図られる 

景観阻害要素が2つ以上消

滅する等によって良好な

景観が形成される 

○   Ａ 

自然との触れ

合い活動の場 

自然との触れ合い活動の場

の変化 

自然との触れ合い活動の場の

消失又は改善・創出 

自然との触れ合い活動の

場の主要部又は半分以上

を改変 

自然との触れ合い活動の

場の周縁部又は半分弱を

改変 

現況と変わらない 
面積が増加（＋20％未満） 

又は質的向上あり（一部） 

面積が増加（＋20％以上）

又は質的向上あり（全般）
○   Ａ 

自然との触れ合い活動の変

化 

自然との触れ合い活動の阻害

又は促進（場へのアクセス性

含む）の有無 

活動自体及びアクセス性

の阻害あり 

活動自体又はアクセス性

の阻害あり 
現況と変わらない 

活動の向上（利用者の増

加） 

又はアクセス性の向上が

あり 

活動の向上（利用者の増

加） 

及びアクセス性の向上が

あり 

○   Ａ 

歩行者空間の

快適性 

地面付近の気温 

①現況の地面付近の気温 

②アスリートに影響のない水

準 

アスリートに大きな影響

がある水準である 

アスリートに影響がある

水準である 

アスリートに影響のない

水準である 

アスリートに影響がない

水準を上回る 

アスリートに影響がない

水準を大きく上回る 
  ○ Ａ 

街路樹等緑陰の状況（緑陰

面積） 

現況の街路樹及び接道緑化、

壁面緑化の状況 

緑陰面積が減少し、歩行

者が感じる快適性が低下

する 

緑陰面積が減少するが、

歩行者が感じる快適性は

変わらない 

現況と変わらない 

緑陰面積は増大するが、

歩行者が感じる快適性は

変わらない 

緑陰面積が増大し、歩行者

が感じる快適性が向上す

る 

○   Ａ 

史跡・文化財 
史跡・文化財の保護・保全

の状況 

文化財等の保存及び管理の支

障の有無 

文化財等の主要部または

半分以上を改変 

文化財等の周縁部または

半分弱を改変 
現況と変わらない 

周辺に存在する史跡・文

化財の保護・保全に係る

計画策定が見込まれる 

－ ○   Ａ 

資源 

・廃棄物 
水利用 上水利用量の削減 現在の上水利用量の水準 

現在の上水利用量の水準

を上回る 
削減が図られない 

節水による削減量しか見

込めない 

節水の他、雨水再利用又

は再生水（中水を含む）

利用による削減が見込め

る 

節水、雨水再利用及び再生

水（中水を含む）利用の全

てによる削減が見込める 

○   Ａ 

廃棄物 

廃棄物発生量の減量化 

廃棄物発生量の減量化によっ

て削減される最終処分量の水

準 

現状の減量化の水準を下

回り、最終処分量が増加

する（削減量-20%以上）

現状の削減量の水準を下

回り、最終処分量が増加

する（削減量-20%以内）

現状の削減量と同水準で

あり、最終処分量は変わ

らない（削減量-5%・+20%

以内） 

現状の削減量を上回り、

最終処分量は現状の水準

より減量される（削減量

+20%以上） 

削減対策によって、廃棄物

の最終処分量がほぼ０と

なる 

○ ○ Ｂ 

廃棄物の有効利用 
廃棄物の有効利用によって削

減される最終処分量の水準 

現状のリサイクル率を下

回り、最終処分量が増加

する（削減量-20%以上）

現状のリサイクル率を下

回り、最終処分量が増加

する（削減量-20%以内）

現状のリサイクル率と同

水準であり、最終処分量

は変わらない（削減量

-5%・+20%以内） 

現状のリサイクル率を上

回り、最終処分量は現状

の水準より減量される

（削減量+20%以上） 

リサイクル率 100%を達成

できる 
○ ○ Ｂ 
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表 3-4(3)  初期段階アセス評価の目安（会場、競技） 

大
項
目 

中項目 小項目 

評価 評価の目安 適用 

種別※ 
評価の指標 評価の基準 

-2 

（かなり悪化） 

-1 

（やや悪化） 

0 

（中立） 

+1 

（やや改善・向上） 

+2 

（かなり改善・向上） 
会場 競技

環 

境 

項 

目 

資源 

・廃棄物 エコマテリア

ル 
エコマテリアルの使用 

再生可能資材・再生資材の活

用の水準 
－ 

再生可能資材・再生資材

の活用が図られない 

再生可能資材・再生資材

の活用が現在の活用水準

と変わらない 

再生可能資材・再生資材

の活用が現在の水準を上

回る 

－ ○   Ａ 

温室効果

ガス 
温室効果ガス 温室効果ガスの削減量 

①エネルギー消費量によるCO2

排出の概算 

②既存施設における追加的排

出の有無 

大幅に増大する（20％以

上） 

増大する（5％以上 20％

未満） 

現状(同等施設等)の排出

量と変わらない（±5％未

満） 

削減が図られる（5％以上

20％未満） 

大幅な削減が図られる

（20％以上） 
○ ○ Ｂ 

エネルギー エネルギー使用量の増減 

①現在の使用量の水準（東京

都温暖化対策計画書制度/東

京都建築物環境計画書制度に

よる評価水準） 

②省エネ再エネ対策・設備の

導入状況/可能性 

省エネ再エネ対策・設備

の導入が図られておらず

あるいは導入の可能性も

ないことから、現在(同等

施設等)の使用量の水準

より悪化する（5％以上）

省エネ再エネ対策・設備

の導入が図られておらず

あるいは導入の可能性も

なく、現在の使用量(同等

施設等)の水準と変わら

ない（±5％未満) 

現在(同等施設等)の使用

量の水準と変わらない

（±5％未満) 

省エネ再エネ対策・設備

の導入が図られる等によ

って、現在(同等施設等)

の使用量の水準を下回る

（5％以上 20％未満） 

省エネ再エネ対策・設備の

導入が図られる等によっ

て、現在(同等施設等)の使

用量の水準を下回る（20％

以上） 

○ ○ Ｂ 

社
会
・
経
済
項
目 

土地利用 

土地利用 

土地の転用 土地利用の改変、転用の有無 － 自然地の改変・転用あり 自然地の改変・転用なし － － ○   Ａ 

土地の有効利用 未利用地の解消の有無 － － 未利用地の解消なし 

未利用地の有効活用が随

所にあり（改変エリアの

50％未満） 

大規模な未利用地の有効

活用あり（改変エリアの

50％以上） 

○   Ａ 

地域分断 
生活移動動線の分断又は進

展 

①歩行者、自転車等の移動導

線の分断をしないこと 
－ 動線の分断あり 現況と変わらない － － ○   Ａ 

②歩行者、自転車等の動線の

ネットワーク化の進展の有無 
－ － 現況と変わらない 

ネットワーク化の進展あ

り 
－ ○   Ａ 

移転 民家等の移転 民家等の移転を伴わないこと － 民家等の移転あり 民家等の移転なし － － ○   Ａ 

交通 
交通渋滞 

ボトルネックの解消又は継

続 

現在の交通渋滞及びボトルネ

ックの状況 
－ ボトルネックの新規発生 現況と変わらない ボトルネックの解消 －   ○ Ａ 

公共交通への

アクセシビリ

ティ 

アクセス性 現在の会場までのアクセス性 － アクセス性の低下 現況と変わらない アクセス性の向上あり － ○  Ａ 

交通安全 交通安全 
現在の歩車動線の分離（交通

安全性の向上）の状況 
－ 

歩車動線の未分離区間が

生じる 

すでに歩車動線が分離さ

れており、現況と変わら

ない 

歩車動線が分離され交通

安全性が向上する 
－ ○   Ａ 

経済 

事業採算性 

施設整備費 
施設整備費を適正に保つため

の措置 
－ 

施設整備費の削減のため

の措置が施されず、施設

整備費が増大するおそれ

がある。 

標準的な施設整備費であ

る。 

施設整備費の削減のため

の措置が施され、施設整

備費の縮減が見込まれ

る。 

－ ○   Ａ 

運営経費 
運営・維持コストの削減のた

めの措置 
－ 

 運営・維持コストの削

減のための措置が見込め

ず、運営・維持コストが

増大するおそれがある 

標準的な運営・維持コス

トである。 

 運営・維持コストの削

減のための措置が施さ

れ、運営費又は維持費の

コスト縮減が見込まれる 

－ ○ ○ Ａ 

 

※ 

 

Ａ：定性的評価による対応 
         

 Ｂ：原則として定量的評価による対応          
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表 3-5(1) 初期段階アセス評価の目安（全体） 

大
項
目 

中項目 小項目 

評価 評価の目安 

種別※ 
評価の指標 評価の基準 

-2 

（かなり悪化） 

-1 

（やや悪化） 

0 

（中立） 

+1 

（やや改善・向上） 

+2 

（かなり改善・向上） 

環
境
項
目 

主要環境 

大気 NO2、SPM 濃度 
①法令等による基準 

②現況の濃度等 

基準より良好な現況が基

準より悪化、基準を満たさ

ない現況がさらに悪化 

現況より悪化するが基準よ

り良好 
現況と変わらない 

基準を満たしつつ現況より

改善 
改善の結果、基準を満足する Ａ 

生態系 

生物・生態系 
周辺の生物の生育・生

息環境の連続性 

現況の生物の生育・生息環境の連

続性 

随所で生育・生息場所が消

失、かつ分断が生じる 

生育・生息場所が消失して分

断が生じる 
現況と変わらない 

現況よりも生育・生息場所が

増大し連続性が向上 

広域に亘って現況よりも生

育・生息場所が増大し連続性

が向上 

Ａ 

緑 

オリンピック会場の総

緑被面積 
現況の緑被面積 緑被面積が大幅に減少 緑被面積が減少 現況と変わらない 緑被面積が増加 緑被面積が大幅に増加 

 

Ｂ 

 

関連施策を含む対策に

よる 8km 圏内における

緑の創出 

現況の緑 緑が大幅に減少 緑が減少 現況と変わらない 緑を創出 大規模に緑を創出 Ｂ 

資源 

・廃棄物 水利用 上水利用量の削減 現在の上水利用量の水準 
現在の上水利用量の水準

を上回る 
削減が図られない 

節水による削減量しか見込

めない 

節水の他、雨水再利用又は再

生水（中水を含む）利用によ

る削減が見込める 

節水、雨水再利用及び再生水

（中水を含む）利用の全てに

よる削減が見込める 

Ａ 

廃棄物 

廃棄物発生量の減量化 
廃棄物発生量の減量化によって

削減される最終処分量の水準 

現状の減量化の水準を下

回り、最終処分量が増加す

る（削減量-20%以上） 

現状の削減量の水準を下回

り、最終処分量が増加する

（削減量-20%以内） 

現状の削減量と同水準であ

り、最終処分量は変わらない

（削減量-5%・+20%以内） 

現状の削減量を上回り、最終

処分量は現状の水準より減

量される（削減量+20%以上） 

削減対策によって、廃棄物の

最終処分量がほぼ０となる 
Ｂ 

廃棄物の有効利用 
廃棄物の有効利用によって削減

される最終処分量の水準 

現状のリサイクル率を下

回り、最終処分量が増加す

る（削減量-20%以上） 

現状のリサイクル率を下回

り、最終処分量が増加する

（削減量-20%以内） 

現状のリサイクル率と同水

準であり、最終処分量は変わ

らない（削減量-5%・+20%以

内） 

現状のリサイクル率を上回

り、最終処分量は現状の水準

より減量される（削減量+20%

以上） 

リサイクル率 100%を達成で

きる 

 

Ｂ 

 

エコマテリア

ル 
エコマテリアルの使用 

再生可能資材・再生資材の活用の

水準 

 

－ 

 

再生可能資材・再生資材の活

用が図られない 

再生可能資材・再生資材の活

用が現在の活用水準と変わ

らない 

再生可能資材・再生資材の活

用が現在の水準を上回る 
－ Ａ 

温室効果ガス 

温室効果ガス 温室効果ガスの削減量 

①エネルギー消費量によるCO2排

出量の概算 

②既存施設における追加的排出

の有無 

大幅に増大する（20％以

上） 
増大する（5％以上20％未満）

現状(同等施設等)の排出量

と変わらない（±5％未満） 

削減が図られる（5％以上

20％未満） 

大幅な削減が図られる（20％

以上） 
Ｂ 

社会活動 

スポーツ活動 

国際レベルのスポーツ

施設の充足度 

国際水準のスポーツ施設の充足

度向上の有無 
－ 

国際水準スポーツ施設の消

滅 
現況と変わらない 施設の充足度向上 － Ａ 

スポーツ活動への貢献 
地域スポーツ団体の育成の有無

（スポーツ活動参加者の増減） 
－ 

団体数又はスポーツ活動参

加者 減 
現況と変わらない 

団体数又はスポーツ活動参

加者 増 
－ Ａ 

文化活動 

施設密度 文化活動拠点の増減 

 

－ 

 

拠点数 減 現況と変わらない 拠点数 増 － Ａ 

文化の発信（国際貢献） 

国際交流の活発化への寄与の有

無（日本文化との接触機会の増

減） 

 

－ 

 

発信機会 減 
現状の文化の発信機会と変

動がない 
発信機会 増 － Ａ 

情報のバリアフリー化 
案内表示等情報提供のバリアフ

リー化の進展の有無 
－ 

現状と変わらず情報提供の

バリアが残る 

すでにバリアフリー化され

ており、現状と変わらない 
バリアフリー化の進展あり － Ａ 
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表 3-5(2) 初期段階アセス評価の目安（全体） 

社 

会 

・ 

経 

済 

項 

目 

参加 

・協働 
ボ ラ ン テ ィ

ア 
ボランティア参加機会 

ボランティア参加機会の増減

(ボランティア参加機会の提供

の有無) 

－ ボランティア参加機会 減 現況と変わらない ボランティア参加機会 増 － Ａ 

コ ミ ュ ニ テ

ィ 

コミュニティ形成への

寄与 

コミュニティ形成・活性化への

寄与の有無（コミュニティでの

取組支援策の有無等） 

既往コミュニティの崩壊 コミュニティでの取組支援

策 無し 

現況と変わらない コミュニティでの取組支援

策有り 

－ Ａ 

企業のコミュニティ参

加 

企業のコミュニティ活動への参

加、貢献支援策の有無 

－ 企業のコミュニティ活動へ

の参加、貢献支援策 いずれ

も無し 

現況と変わらない 企業のコミュニティ活動へ

の参加、又は貢献支援策 有

り 

－ Ａ 

環 境 へ の 意

識 

環境への関心・意識の

変化 

環境に関する意識啓発の機会の

増減 

－ 意識啓発の機会 減 現況と変わらない 意識啓発の機会 増 － Ａ 

安全・衛生・安

心 

安全 

危険施設の影響 
オリンピック競技、施設の危険

物からの安全性 

－ 
危険施設に隣接し、かつ安全

対策が施されていない 
－ 

危険施設に隣接していない、

もしくは安全に支障がない

よう対策がとられている 

－ Ａ 

バリアフリー（移動の

安全） 

公共空間での障害者の安全な移

動動線の有無 

－ 現状と変わらず障害者が安

全に移動できない動線が残

る 

すでに安全な移動動線が確

保されており、現況と変わら

ない 

安全な移動動線が確保され

る 

－ Ａ 

電力の安定供給 停電の発生の有無 

必要電力が供給できず、

計画停電等の実施が必要 

必要電力の供給が難しく、停

電の発生が懸念される 

必要電力の供給は確保され、

停電の発生の可能性は少な

い 

電力供給能力に十分余裕が

あり、停電の発生はない 

－ Ａ 

衛生 飲料水水質等 
①法令等による基準 

②現況の水質等 

基準より良好な現況が基

準より悪化 

基準を満たさない現況が

さらに悪化 

現況より悪化するが、基準よ

り良好 

現況と変わらない 基準を満たしつつ現況より

改善 

改善の結果、基準を満足する Ａ 

消防・防災 

耐震性 
耐震性の向上 － 耐震性に 問題があり懸念

が残る 
向上はないが問題もない 向上あり 

－ Ａ 

津波対策 
津波対策の向上 － 津波対策に問題があり懸念

が残る 

向上はないが問題もない 向上あり － Ａ 

防火性 防火性の向上 － 防火性に問題がある 向上はないが問題もない 向上あり － Ａ 

交通 
交通渋滞 

ボトルネックの解消又

は継続 

現在の交通渋滞及びボトルネッ

クの状況 
－ ボトルネックの新規発生 現況と変わらない ボトルネックの解消 

－ Ａ 

公 共 交 通 へ

のｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ 
アクセス性 現在の会場までのアクセス性 

－ アクセス性の低下 現況と変わらない アクセス性の向上あり － Ａ 

交通安全 交通安全 
現在の歩車動線の分離（交通安

全性）の状況 

－ 歩車動線の未分離区間が生

じる 

すでに歩車動線が分離され

ており、現況と変わらない 

歩車動線が分離され交通安

全性が向上する 

－ Ａ 

経済 

経済波及 

経済効果 波及効果の規模 － 
施設整備費・大会運営費等の

2 倍を下回る波及効果 

施設整備費・大会運営費等の

2 倍程度の波及効果 

施設整備費・大会運営費等の

2 倍を上回る波及効果 
－ 

Ｂ 

新規ビジネスの創出 新規ビジネスの創出の有無 － 
既存ビジネスを圧迫する 現況と変わらない 新規ビジネスが創出される 

－ 
Ａ 

新たな観光需要の創出 現状の観光の活性化 － 

既存の観光利用を妨げる 既存の観光利用を妨げない 

観光の活性化に資する機会

提供なし 

観光の活性化に資する機会

提供あり － 

Ａ 

雇用 雇用 
雇用の消失又は新たな雇用の創

出 
－ 

雇用の消失、多様な雇用への

配慮無し 
現況と変わらない 

雇用の創出、多様な雇用への

配慮有り 

雇用の創出及び多様な雇用

への積極的な配慮有り 

Ａ 

  

大
項
目 

中項目 小項目 

評価 評価の目安 

種別※ 
評価の指標 評価の基準 

-2 

（かなり悪化） 

-1 

（やや悪化） 

0 

（中立） 

+1 

（やや改善・向上） 

+2 

（かなり改善・向上） 
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4. 評価結果の結論 

予測評価は、「5.予測及び評価」において検討結果を示しているが、小項目ごと（ 終；

二次）の予測評価の結果を整理すると表 4-1～表 4-3(p4-2～4-13)に示すとおりとなる。 

会場毎の二次評価においてマイナスと評価される小項目は、大気、生物･生態系、緑、

景観、自然との触れ合い活動の場、歩行者空間の快適性であり、一部の会場においてミ

ティゲーションを行っても影響が残ると評価された。 

競技及び全体計画の二次評価においてはマイナスと評価される小項目はなく、すべて

の小項目において「０」もしくはプラス影響の評価となった。 

なお、中項目の評価結果は、「6.評価結果の整理」において整理した。 
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表 4-1(1)  小項目ごと（ 終：二次）の評価結果の概要（会場別） 

予測項目 評価結果の概要 

1 大気 

オリンピックスタジアム（国立霞ヶ丘競技場）及び選手村では開催前（工

事の実施）にマイナス評価（－２）が残り、有明アリーナ、有明体操競技場、

オリンピックアクアティクスセンター、ウォーターポロアリーナ及び東京ビ

ッグサイト（IBC/MPC）にマイナス評価（－１）が残る。有明ペロドローム、

有明体操競技場、オリンピックアクアティクスセンター及びウォーターポロ

アリーナでは開催後（工事の実施）にマイナス評価（－１）が残る。その他

の会場では、ミティゲーションの実施により周辺の大気質濃度を悪化させる

ことはない（０）。 

開催中、開催後（後利用）は、陸上自衛隊朝霞訓練場、霞ヶ関カンツリー

倶楽部、札幌ドーム、埼玉スタジアム 2002、宮城スタジアム、横浜国際総合

競技場の６会場を除くすべての会場で低公害車の積極的な導入等のミティゲ

ーションにより、大気環境の改善が図られ、いずれの会場でもプラス評価（＋

１）となる。 

2 水質 

各会場における工事の実施に伴う排水や施設の利用に伴うし尿等の汚水

は、適切に処理するなどして公共下水道に排出することから汚濁負荷物質の

公共用水域への直接的な排出はなく、公共用水域の水質を悪化させることは

ない。さらに、水域の工事に伴って発生する濁りについては、濁りによる周

辺海域への影響を低減するためのミティゲーションを実施することにより影

響は低減されるため、公共用水域の水質を悪化させることはない（０）。 

3 土壌 

オリンピックスタジアム（国立霞ヶ丘競技場）、海の森水上競技場、夢の

島ユース・プラザＡ、Ｂ、夢の島公園では、建設予定地の一部で、土壌汚染

の可能性も想定されるが、土壌汚染が確認された際には、土壌汚染対策法等

に基づき適切に対応し、土壌汚染物質を取り除く、又は封じ込めるなど拡散

防止の措置を行うためプラス評価（＋１）となる。 

その他の会場では、土壌汚染物質の存在・拡散の可能性はない（０）。 

4 
生物の生育・生息

基盤 

各会場の改変区域内に重要な生物・生態系の賦存地はないため、開催中、

開催後(後利用)において、一次評価、二次評価ともに（０）となる。 

5 水循環 

オリンピックスタジアム（国立霞ヶ丘競技場）及び東京体育館で被覆率が

増大するため、一次評価ではマイナスの評価（－１）となるが、雨水浸透施

設の設置等のミティゲーションを実施することによって、現況と変わらない

浸透を確保する（０）。その他の会場では、被覆率が現況と変わらない又はほ

とんど変わらない（０）。 
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表 4-1(2)  小項目ごと（ 終：二次）の評価結果の概要（会場別） 

予測項目 評価結果の概要 

6 生物・生態系 

【周辺の生物の生育・生息環境の連続性】 

葛西臨海公園、オリンピックアクアティクスセンター、ウォーターポロア

リーナ、選手村で、開催中や開催後に施設の存在や後利用により生物の生育・

生息場所の一部に消失・分断が生じ、ミティゲーションは実施するものの、

マイナス評価が残る。 

海の森クロスカントリーコースでは、ミティゲーションの実施により、開

催中や開催後(後利用)でプラス評価となる。 

【重要な生物・生態系の保護・保全】 

すべての会場において、各会場の改変区域内に重要な生物・生態系の指定

地域等は存在していない（０）。 

【生物相の豊かさ】 

工事中には、評価の対象とした会場において、生息が困難になる可能性の

ある種が存在し、ミティゲーションの実施により影響は低減されるものの、

二次評価においてもマイナス評価（－１）が残る。 

開催中(施設の存在)、開催中(競技の実施)にはお台場海浜公園、若洲オリ

ンピックマリーナで、開催後（後利用）には若洲オリンピックマリーナで、

生息が困難になる可能性のある種が存在することとなるが、現段階ではミテ

ィゲーションは想定していないことから、二次評価においてもマイナス評価

（－１）が残る。 

7 緑 

【緑被面積】 

各会場において改変地の樹木は移植し、仮設撤去後緑被地を復元するなど

のミティゲーションを想定しているが、開催後の後利用において、有明テニ

スの森、葛西臨海公園、オリンピックアクアティクスセンター、ウォーター

ポロアリーナについては、緑被率が減少し、マイナス評価（－１）が残る。

それ以外のすべての会場で０又はプラス評価（＋１,＋２）となる。 

【緑化の状況】 

各会場において改変地の樹木は移植し、仮設撤去後緑被地を復元するなど

のミティゲーションを想定しているが、開催後の後利用において、東京ビッ

グサイト・ホールＡ、Ｂ及び東京ビッグサイト（IBC/MPC）については基準を

満たさずマイナス評価（－１）が残る。それ以外のすべての会場で０又はプ

ラス評価（＋１,＋２）となる。 

8 騒音 

開催前及び開催後の工事の実施時には、建設機械の集中稼動を避けるなど

のミティゲーションを実施することにより、周辺の生活環境に影響を及ぼさ

ない程度の騒音レベルが維持される（０）。 

オリンピックスタジアム（国立霞ヶ丘競技場）では、開催後（後利用）に

おいて歓声や応援等による影響があると予測されるが、観客席部分を屋根で

覆う等のミティゲーションの実施により、周辺の生活県境に影響を及ぼさな

い程度の騒音レベルに抑えられる（０）。 
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表 4-1(3)  小項目ごと（ 終：二次）の評価結果の概要（会場別） 

予測項目 評価結果の概要 

9 日影 

オリンピックスタジアム（国立霞ヶ丘競技場）、オリンピックアクアティ

クスセンター、ウォーターポロアリーナ及び武蔵野の森総合スポーツ施設に

おいては、施設の存在による日影の影響が予測されるが、屋根の形状に配慮

するなどのミティゲーションを実施することにより、日影による影響を回避

できるものと予測した（０）。その他の会場では、日影による影響はない（０）。

10 景観 

【緑視率】 

開催中はお台場海浜公園、大井ホッケー競技場でマイナス評価（－１）と

なるが、その他の会場では０又はプラス評価（＋１）となる。後利用ではミ

ティゲーションの実施により、すべての会場が０又はプラス評価（＋１）と

なる。 

【優れた眺望又は景観の阻害】 

ミティゲーションの実施により、開催中、開催後とも選手村でプラス評価

（＋１）となり、それ以外の会場については０となる。 
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表 4-1(4)  小項目ごと（ 終：二次）の評価結果の概要（会場別） 

予測項目 評価結果の概要 

11 
自然との触れ合

い活動の場 

【自然との触れ合い活動の場の変化】 

開催中は、会場エリアが自然との触れ合い活動の場となっている会場でミ

ティゲーションの実施によりプラス評価となるが、一部の会場では、現段階

ではミティゲーションは想定していないため、二次評価でも一時的にマイナ

ス評価が残る。若洲オリンピックマリーナ、葛西臨海公園では、開催後(後利

用)においても、マイナス評価が残る。 

有明アリーナ、有明ＢＭＸコース、有明ベロドローム、有明体操競技場、

海の森クロスカントリーコース、海の森水上競技場、オリンピックアクアテ

ィクスセンター、ウォーターポロアリーナでは、新たな水辺空間が整備され

るため、プラス評価となる。 

【自然との触れ合い活動の変化】 

開催中(施設の存在)の二次評価において、自然との触れ合い活動が行われ

ている多くの会場で、自然との触れ合い活動の場へのアクセス性が向上する

ため、プラス評価となる。 

開催中(競技の実施)には、二次評価においても、自然との触れ合い活動が

行われている全会場で、自然との触れ合い活動の場へのアクセスが阻害され

るため、一時的にマイナス評価となる。 

開催後(後利用)には、ミティゲーションの実施により、現況で自然との触

れ合い活動が行われている全会場でプラス評価となる。 

12 
歩行者空間の 

快適性 

開催中には若洲オリンピックマリーナ、オリンピックアクアティクスセン

ター及びウォーターポロアリーナでマイナス（－１）となる。後利用では、

オリンピックアクアティクスセンター及びウォーターポロアリーナでマイナ

ス評価（－１）が残るが、ミティゲーションの実施により、その他の会場で

は０又はプラス（＋１，＋２）となる。 

13 史跡・文化財 すべての会場において、文化財の保存及び管理に支障は生じない（０）。 

14 水利用 

東京体育館、東京国際フォーラム、国技館、有明テニスの森、東京ビック

サイト（ホールＡ、Ｂ及び IBC/MPC）、東京スタジアム、埼玉スタジアム 2002、

横浜国際総合競技場では水の有効利用が既になされており、将来も同様の対

策が維持されると想定されるためプラス評価（＋１、＋２）となる。また、

オリンピックスタジアム等の新設会場では、雨水や再生水（中水を含む）の

利用施設を設置することにより、上水利用量の削減が図られることからプラ

ス評価（＋１、＋２）となる。その他の既存会場や仮設会場では節水による

削減しか見込めない（０）。 
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表 4-1(5)  小項目ごと（ 終：二次）の評価結果の概要（会場別） 

予測項目 評価結果の概要 

15 廃棄物 

【廃棄物発生量の減量化】 

既に建設廃棄物や容器包装廃棄物等の分別が徹底されており、すべての

会場で大幅な削減を見込むことはできない（０）。 

【廃棄物の有効利用】 

ミティゲーションの実施により更なるリサイクルが促進され、すべての

会場でプラス評価（＋１）となる。 

16 エコマテリアル 
再生可能資材・再生資材を 大限に使用すること等により、すべての会

場で現在の活用水準を上回りプラス評価（＋１）となる。 

17 温室効果ガス 

オリンピックスタジアム等の新設会場では、断熱性能の強化、 高水準

の省エネルギー技術の導入、再生可能エネルギーの導入などのミティゲー

ションの実施によりプラス評価（＋２）となる。 

また、東京体育館等の既存会場では、ミティゲーションとして省エネル

ギー対策を実施することによりプラス評価（＋１）となる。 

18 エネルギー 

オリンピックスタジアム等の新設会場では、断熱性能の強化、 高水準

の省エネルギー技術の導入、再生可能エネルギーの導入などのミティゲー

ションの実施によりプラス評価（＋２）となる。 

また、東京体育館等の既存会場では、ミティゲーションとして省エネル

ギー対策を実施することによりプラス評価（＋１）となる。 

19 土地利用 

【土地の転用】 

各会場における改変エリアの土地利用の現況は、屋外利用地や公園、運

動場、未利用地等であり、すべての会場で自然地の改変・転用はない（０）。

【土地の有効利用】 

恒久施設となる有明アリーナ、海の森水上競技場、武蔵野の森総合スポ

ーツ施設、夢の島ユース･プラザ・アリーナＡ、Ｂ、選手村において土

地の有効活用がなされることにより、プラス評価（＋２、＋１）となる。

海の森マウンテンバイクコースは開催時にはプラス評価（＋２）となる

が、後利用時には未利用地に戻ると想定される（０）。有明ＢＭＸコース、

有明ベロドローム、有明体操競技場は後利用時には一部公園として有効利

用が継続される（＋１）。海の森クロスカントリーコースは後利用において

も都民の憩いの場として有効利用される（＋２）。 
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表 4-1(6) 小項目ごと（ 終：二次）の評価結果の概要（会場別） 

予測項目 評価結果の概要 

20 地域分断 

【生活移動動線の分断】 

各会場の改変エリアは既に公共的な利用がされている施設、公園の敷地

内や現在未利用地の場所であり、生活移動動線を分断しない（０）。 

【ネットワーク化の進展】 

選手村は、開催後に交通規制が解除されるとともに、開催中の交通に関

する対策が維持され、生活移動動線のネットワーク化が進展することから

プラス評価（＋１）となる。海の森クロスカントリーコース、海の森水上

競技場、海の森マウンテンバイクコースは未利用地に会場が整備されるこ

とにより開催中でプラス評価（＋１）となり、後利用が想定される会場に

ついては後利用時にもプラス評価（＋１）となる。その他の会場では、現

況と変わらない（０）。 

21 移転 
開催に伴う住民の強制移転等は、いずれの会場においても発生しない

（０）。 

31 
公共交通への 

アクセシビリティ 

歩行者デッキの設置や既存駅の改良等のミティゲーションが想定される

会場（オリンピックスタジアム（国立霞ヶ丘競技場）、国立代々木競技場、

有明アリーナ、夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ、夢の島公園、夢

の島競技場、オリンピックアクアティクスセンター、ウォーターポロアリ

ーナ及び選手村）は開催中・後利用をとおしてアクセス性が向上するため

プラス評価（＋１）となる。有明テニスの森は仮設の歩行者デッキにより

開催中のアクセス性が向上するが、後利用時には現況と同程度のアクセス

性となる（＋１、０）。 

32 交通安全 

夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ、夢の島公園、夢の島競技場で

は歩行者デッキにより安全性が向上しプラス評価（＋１）となる。霞ヶ関

カンツリー倶楽部では、歩車分離の未実施個所が解消され安全性が向上し

プラス評価（＋１）となる。その他の会場では歩車動線の分離がなされて

おり、現状同様の交通安全が確保される（０）。 

35 事業採算性 

【施設整備費】 

既存会場や交通インフラを 大限活用するほか、再利用可能な資材を用

いる等により、施設整備が抑制される（＋１）。 

【運営経費】 

エネルギー利用の 適化等により運営・維持コストの削減が図られ、開

催中はボランティアの積極的な活用により運営経費の削減が見込まれる

（＋１）。 

注）本表は、会場毎の評価を行った項目を整理したものである。抜けている番号に該当す

る項目は、評価を行っていない項目である。 
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表 4-2(1)  小項目ごと（ 終：二次）の評価結果の概要（競技） 

評価項目 評価結果の概要 

1 大気 

【汚染物質の排出量】 

屋外競技の実施に伴って排出される汚染物質が、会場周辺の大気環境に影響

を及ぼすことはほとんどない（０）。 

【NO2、SPM 濃度】 

大気汚染物質排出量の削減を目的とした道路ネットワークの整備などのミ

ティゲーションを実施することにより、屋外競技会場周辺の大気環境が改善さ

れ、いずれの競技においてもプラス評価（＋１）となる。 

【放射性物質】 

 屋外競技の実施により、会場周辺の競技者に影響を及ぼすことはほとんどな

い。（０） 

2 水質 

【汚濁負荷物質の排出量】 

すべての屋外競技において、選手等の活動に伴うし尿等の汚水は公共下水道

等で適切に処理されることから、競技会場周辺の海域や河川等の公共用水域の

水質を悪化させることはない（０）。 

【水浴場水質判定基準項目】 

水上で実施する屋外競技のうちカヌー（ｽﾗﾛｰﾑ）を除く、各競技の会場にお

ける水質は、水質浄化対策等のミティゲーションなどを行うことにより水質を

改善できるため、現状の水質を維持できる（０）。 

カヌー（ｽﾗﾛｰﾑ）は上水を使用することから、競技者にとって良好な水質が

維持されることからプラス評価（＋１）となる。 

【放射性物質】 

 競技会場周辺の水質における放射性物質濃度は、放射性物質による競技者へ

の影響がない水準である。（０） 

8 騒音 
すべての屋外競技の実施において、観客の声援や応援等によって、競技会場

周辺の生活環境に影響を及ぼすようなことはほとんどない（０）。 

12 
歩行者空間の 

快適性 
いずれの競技においても、アスリートに影響のない水準となる（０）。 

15 廃棄物 

【廃棄物発生量の減量化】 

既存の会場において、既に容器包装廃棄物のリサイクル分別が徹底されてお

り、大幅な削減量は見込めないため、すべての競技で（０）となる。 

【廃棄物発生量の有効利用】 

ミティゲーションの実施により更なるリサイクルが促進されることにより、

すべての競技でプラス評価（＋１）となる。 

17 温室効果ガス 

陸上競技（マラソン）、自転車競技（ロードレース）及びトライアスロン/

パラトライアスロンは、大会関係車等を電気自動車や燃料電池車、水素自動車、

ハイブリッド自動車など、 新鋭の無公害車、低公害車、低燃費車とするなど

のミティゲーションの実施により、プラス評価（＋２）となる。 
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表 4-2(2)  小項目ごと（ 終：二次）の評価結果の概要（競技） 

評価項目 評価結果の概要 

18 エネルギー 

陸上競技（マラソン）、自転車競技（ロードレース）及びトライアスロン/

パラトライアスロンは、大会関係車等を電気自動車や燃料電池車、水素自動車、

ハイブリッド自動車など、 新鋭の無公害車、低公害車、低燃費車とするなど

のミティゲーションの実施により、プラス評価（＋２）となる。 

30 交通渋滞 

マラソン、競歩、トライアスロンなど敷地外で道路を使用する競技において

も、開催時の輸送施策により交通輸送の円滑化が図られ交通流を悪化させるこ

とはない。また、三環状道路及び骨格幹線道路の主要部分の整備等により、平

均旅行速度が向上し交通事情は改善することから、いずれの競技もプラス評価

（＋１）となる。 

35 事業採算性 ボランティアの活用等により競技の運営コストの縮減が見込まれる（＋１）。

注）本表は、会場毎の評価を行った項目を整理したものである。抜けている番号に該当する項目は、評価
を行っていない項目である。 
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表 4-3(1)  小項目ごと（ 終：二次）の評価結果の概要（全体計画） 

予測項目 評価結果の概要 

1 大気 

開催前（工事の実施）、開催後（工事の実施）では、建設機械の集中稼

働を避ける等のミティゲーションにより、現況とほとんど変わらない状況

になる（０）。 

開催中（競技の実施）、開催後（後利用）では、低公害車の積極的な導

入などのミティゲーションにより、大気環境の改善が図られるため、プラ

ス評価（＋１）となる。 

6 生物・生態系 

「グリーンロード・ネットワーク」形成や「生物生息環境のネットワー

ク」拡充のミティゲーションにより、現況よりも広域に亘って生物の生育・

生息場所が増大し連続性が向上することから、プラス評価（＋２）となる。

7 緑 
海の森、水辺空間の緑化等のミティゲーションにより大規模な緑が創出

され、緑被面積は大幅に増加するためプラス評価（＋２）となる。 

14 水利用 

再生水供給エリアの拡大、再生水の造水能力や水質の向上等のミティゲ

ーションにより、雨水及び再生水（中水を含む）の利用施設の設置が促進

され、上水使用量が削減されると想定されるためプラス評価（＋２）とな

る。 

15 廃棄物 

【廃棄物発生量の減量化】 

既に建設廃棄物や容器包装廃棄物のリサイクル分別が実施されており、

大幅な削減量は見込めない（０）。 

【廃棄物発生量の有効利用】 

ミティゲーションの実施により更なるリサイクルが促進されることによ

り、二次評価ではプラス評価（＋１）となる。 

16 エコマテリアル 
再生可能資材、再生資材の活用は現状でも徹底され、すべての会場で現

在の活用水準を上回り、プラス評価（＋１）となる。 

17 温室効果ガス 

開催中は、大会開催期間中の CO2 排出量がカーボンニュートラルとなる

よう、施設の省エネルギー化、再生可能エネルギーの導入、低 CO2 排出バ

スの導入、グリーン電力・熱の購入などさまざまなミティゲーションを実

施することにより、プラス評価（＋２）となる。 

開催後（後利用）は、施設の省エネルギー化、再生可能エネルギー導入

等のレガシー効果によりプラス評価（＋２）となる。 

注）本表は、会場毎の評価を行った項目を整理したものである。抜けている番号に該当す

る項目は、評価を行っていない項目である。  
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表 4-3(2)  小項目ごと（ 終：二次）の評価結果の概要（全体計画） 

予測項目 評価結果の概要 

22 スポーツ活動 

【国際レベルのスポーツ施設の充足度】 

老朽化施設の改築・改修、スポーツの国際化の進展に対応した環境整備の

取組や、2020 年東京大会のレガシー（遺産）を都民の財産として活かすため

の戦略的な施策展開等により、国際レベルのスポーツ施設の充足度が向上し、

プラス評価（＋１）となる。 

【スポーツ活動への貢献】 

誰もがスポーツに親しむことができる環境を創出するための施策の実施

と、大舞台で活躍する選手の姿や世界のトップレベルのスポーツ競技を間近

に見る機会の増加により、地域スポーツクラブ数やスポーツ活動の団体数は

増加し、参加者のすそ野が拡大することから、プラス評価（＋１）となる。 

23 文化活動 

【施設密度】 

新設されるオリンピックスタジアムなどの施設を、2020 年東京大会のレガ

シー（遺産）として芸術・文化の側面からも活用することにより、文化活動

拠点数が増加することから、プラス評価（＋１）となる。 

【文化の発信】 

東京の魅力を活かした文化プログラムの策定・実施により、国際交流の活

発化に寄与する文化の発信機会が増加することから、プラス評価（＋１）と

なる。 

【情報提供のバリアフリー化】 

ユニバーサルデザインのまちづくりを目標として、先端技術の活用等によ

る案内誘導の充実化により、情報提供のバリアフリー化が進展し、プラス評

価（＋１）となる。 

24 ボランティア 

ボランティア活動の基盤となる協働や情報提供の仕組みが構築され、ボラ

ンティア文化の育成を促進する。2020 年東京大会の開催は、会期中のボラン

ティア活動だけでなく、その後も活動を続ける個人やボランティア団体の増

加につながることから、ボランティア活動の参加機会が増加し、プラス評価

（＋１）となる。 
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表 4-3(3)  小項目ごと（ 終：二次）の評価結果の概要（全体計画） 

予測項目 評価結果の概要 

25 コミュニティ 

【コミュニティ形成への寄与】 

2020 年東京大会の開催は、これまで地域活動に参加したことがなかった人

にもきっかけを提供し、多様な世代の社会参加が促進されることから、地域

活動を活発化する。さらにコミュニティの若返りや新たなコミュニティ形成

に寄与することから、プラス評価（＋１）となる。 

【企業のコミュニティ参加】 

「企業におけるワーク・ライフ・バランスの普及による雇用環境の整備」

や「団塊の世代等の就業支援と社会的企業家の育成」、「企業スポーツ資源の

活用」等の、企業のコミュニティ活動への参加、貢献支援策が展開されるこ

とにより、企業のコミュニティ参加に寄与することから、プラス評価（＋１）

となる 

26 環境への意識 

2020 年東京大会の開催における環境への取組では、様々な環境意識向上プ

ログラムが展開され、アスリートや大会関係者のみならず、観客、テレビ視

聴者、メディア、地域など、世界中のあらゆる人々の参加を促し、環境に対

する関心を高めると考えられる。地域全体が環境保全に取り組むムーブメン

トを巻き起こす仕組みが構築され、都民が持続可能な地域社会づくりに取り

組む意識啓発機会が増加することから、プラス評価（＋１）となる。 

27 安全 

【危険施設の影響】 

会場周辺のガソリンスタンドや高圧ガス製造・貯蔵施設、及び日本の原子

力発電所は、法令の遵守により安全が確保されており、危険施設によるリス

クは低く、安全に支障が無いよう対策がとられていることから、プラス評価

（＋１）となる。 

【バリアフリー（移動の安全）】 

ユニバーサルデザインのコンセプトの下、バリアフリー化の施策を推進し

ていくことにより、安全な移動動線が更に確保され、プラス評価（＋１）と

なる。 

【電力の安定供給】 

電力の安定供給に対して、需要・供給の両面からエネルギー政策を推進し

ており、現況においても電力供給能力に十分な余裕があり、停電の発生はな

いと考えられることから、プラス評価（＋１）となる。 

28 衛生 

東京都では、法令等による基準を満たすだけでなく、水道水に対する高度

化・多様化したニーズへの対応のため、更なる水質の向上を目指した東京高

品質プログラムや、食品等においても「東京都食品衛生監視指導計画」によ

り、飲料水水質の更なる改善や食品等の一層の安全性の向上が図られること

から、プラス評価（＋１）となる。 
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表 4-3(4)  小項目ごと（ 終：二次）の評価結果の概要（全体計画） 

予測項目 評価結果の概要 

29 消防・防災 

【耐震性】 

防災上重要な建築物や住宅、都市施設やライフラインの耐震化が促進され、

新の耐震基準に適合していない既存施設は、2020 年東京大会の開催までに

耐震性の向上が図られることから、プラス評価（＋１）となる。 

【津波対策】 

東京湾沿岸の水害への備えが強化され、津波対策の向上が図られることか

ら、プラス評価（＋１）となる。 

【防火性】 

木造密集地域における不燃化の促進等により、防火性の向上が図られるこ

とから、プラス評価（＋１）となる。 

30 交通渋滞 

開催期間中におけるオリンピック・レーンの設定等の輸送施策や、輸送イ

ンフラの整備等により 8 km 圏内の平均旅行速度が向上すること等により、ボ

トルネックが解消されプラス評価（＋１）となる。 

31 

公共交通への 

アクセシビリテ

ィ 

開催期間中における主要交通機関の増強や 24 時間運転、臨時シャトルバス

の導入等により、8㎞圏内のアクセス性が向上し、プラス評価（＋１）となる。

32 交通安全 
歩道橋整備等による歩車動線分離等の道路交通環境の整備により安全性が

向上することから、プラス評価（＋１）となる。 

33 経済波及 

【経済効果】 

東京だけで約 1 兆 6,800 億円、全国総計で約 2 兆 9,600 億円もの大きな経

済波及効果をもたらすと予想されることから、プラス評価（＋１）となる 

【新規ビジネスの創出】 

新規産業分野・新事業の創出を支援する体制を構築する施策を推進するこ

とにより新規ビジネスが創出されることから、プラス評価（＋１）となる。 

【新たな観光需要の創出】 

東京の魅力が世界に発信されることにより、都市としての魅力が増した東

京に海外からの旅客が増加すると見込まれることから、プラス評価（＋１）

となる。 

34 雇用 

2020 年東京大会の開催に伴い、全国総計で約 15万 2 千人の雇用が誘発され

ると試算され、雇用の創出、多様な雇用への配慮があると考えられることか

ら、プラス評価（＋１）となる。 
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5. 予測及び評価 

5-1  大気 

5-1-1  現況 

(1) ８km 圏内及び各会場周辺の大気質の状況 

1)  測定局の位置及び概要 

８km 圏内における大気質は、図 5-1-1(p5-1-2～5-1-3)に示すとおり一般環境大気測定

局（以下「一般局」という）10 局及び自動車排出ガス測定局（以下「自排局」という）11

局において連続的に測定されている。 

各測定局における測定項目等の概要は、表 5-1-1(p5-1-4)及び表 5-1-2(p5-1-5)に示す

とおりである。 

また、有害大気汚染物質等についても、一般局や自排局において定期的に測定されてい

る。 

各項目における 新年度の測定結果と環境基準の適合状況等を以下のとおり整理した。 
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図 5-1-1(1)  大気質測定局位置（８km 圏内） 

  

A 新設恒久会場 
B 新設恒久会場（計画中） 
C 仮設会場 

D 既存会場（改修あり） 
E 既存会場（改修なし） 

会場類型（会場番号：赤文字）

一般局
自排局

測定局（測定局：黒文字） 
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図 5-1-1(2)  大気質測定局位置（８km 圏外） 

  

注：各図中の凡例は、「図 5-1-1(1) 大気質測定局位置（８km 圏内）」（p5-1-2）と同様である。



 5-1-4

表 5-1-1  大気質測定局の測定項目等の概要（一般局：平成 22 年度） 

区
分 

市
区
町
村 

地
点
No
（
黒
文
字
） 

測
定
局
名 

用
途
地
域
名 

設
置
主
体 

測定項目 
会
場
No
（
赤
文
字
・
斜
体
） 

会場名称 
二
酸
化
硫
黄 

二
酸
化
窒
素 

一
酸
化
炭
素 

光
化
学
オ
キ
シ
ダ
ン
ト 

浮
遊
粒
子
状
物
質 

SO2 NO2 CO OX SPM

8 
km 
圏 
内 

千代田区 1 千代田区神田司町 商 東京都 ○ ○  ○ ○ 7 国技館 
中央区 2 中央区晴海 準工 東京都 ○ ○  ○ ○ OV 選手村 
港区 3 港区白金 住 東京都       

新宿区 4 国設東京（新宿） 住 国 ○ ○ ○ ○ ○
1 オリンピックスタジアム（国立霞ヶ

丘競技場） 
2 東京体育館 

江東区 5 江東区大島 準工 東京都  ○  ○ ○  

港区 6 港区台場 準工 東京都 ○ ○  ○ ○

8 有明アリーナ 

9 有明 BMX コース 

10 有明ベロドローム 

11 有明体操競技場 

12 有明テニスの森 

13 お台場海浜公園 

14 潮風公園 

15～16 東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂ 

18 海の森クロスカントリーコース 

19 海の森水上競技場 

20 海の森マウンテンバイクコース 

IBC/MPC 東京ビックサイト(IBC/MPC)
品川区 7 品川区豊町 住 東京都  ○  ○ ○   

品川区 8 品川区八潮 商 東京都 ○   ○ ○ 17 大井ホッケー競技場 

渋谷区 9 渋谷区宇田川町 商 東京都  ○  ○ ○ 3 国立代々木競技場 

江戸川区 10 江戸川区南葛西 商 東京都  ○  ○ ○ 22 葛西臨海公園 

８ 
km 
圏
外 

和光市 － 和光 住 埼玉県  ○  ○ ○ 32 陸上自衛隊朝霞訓練場 
新座市 － 新座 未 埼玉県 ○ ○  ○ ○

調布市 － 調布市深大寺南町 住 東京都  ○  ○ ○
29 武蔵野の森総合スポーツ施設 

30 東京スタジアム

札幌市 － 東月寒 住 札幌市 ○ ○  ○  34 札幌ドーム 

川越市 － 川越市霞ケ関測定局 住 川越市 ○ ○  ○ ○ 33 霞ヶ関カンツリー倶楽部 

さいたま市 － さいたま市城南 未 さいたま市 ○ ○  ○ ○ 36 埼玉スタジアム 2002 

横浜市 － 港北区総合庁舎 商 横浜市 ○ ○  ○ ○ 37 横浜国際総合競技場 

利府町 － 利府 住 宮城県  ○  ○ ○ 35 宮城スタジアム 

世田谷区 － 世田谷区成城 住 東京都  ○   ○  
杉並区 － 杉並区久我山 住 東京都  ○  ○ ○  
府中市 － 府中市宮西町 商 東京都  ○  ○ ○  
多摩市 － 多摩市愛宕 住 東京都 ○ ○ ○ ○ ○  

測定局数 11 20 2 20 20  
 

 

 

 

 

  

注 1：表中の地点 No あるいは測定局名は、図 5-1-1(p5-1-2～5-1-3)の黒文字、会場 No は同図の赤文字･斜体で示した 
番号に準ずる。 

注 2：用途地域は、「都市計画法」（昭和 43 年法律第 100 号）第 8 条第 1 項第 1 号に定めるものであって、略名は次のこと
を意味する。 

住 ：「第 1 種低層住居専用地域」、「第 2 種低層住居専用地域」、「第 1 種中高層住居専用地域」、「第 2 種中高層住居専用
地域」、「第 2 種中高層住居専用地域」、「第 1 種住居地域」、「第 2 種住居地域」及び「準住居地域」に該当する地域

商 ：「近隣商業地域」及び「商業地域」 
準工：「準工業地域」 
出典：環境 GIS 環境数値データベース（国立環境研究所） 
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表 5-1-2  大気質測定局の測定項目等の概要（自排局：平成 22 年度） 

区
分 

市
区
町
村 

地
点
No
（
黒
文
字
） 

測
定
局
名 

用
途
地
域
名 

設
置
主
体 

測定項目
会
場
No
（
赤
文
字
・
斜
体
） 

会場名称 

二
酸
化
硫
黄 

二
酸
化
窒
素 

一
酸
化
炭
素 

光
化
学
オ
キ
シ
ダ
ン
ト 

浮
遊
粒
子
状
物
質 

SO2 NO2 CO OX SPM

８ 
km 
圏 
内 

千代田区 11 日比谷交差点 商 東京都  ○ ○  ○ 
5 皇居外苑 
6 東京国際フォーラム 

千代田区 12 国設霞が関 商 国 ○ ○ ○ ○ ○   
千代田区 13 国設北の丸 住 国 ○ ○ ○ ○ ○ 4 日本武道館 
中央区 14 永代通り新川 商 東京都  ○   ○  
港区 15 第一京浜高輪 商 東京都  ○ ○  ○  
新宿区 16 国設新宿 住 国 ○ ○ ○ ○ ○  
江東区 17 京葉道路亀戸 商 東京都 ○ ○ ○  ○  

江東区 18 三ッ目通り辰巳 住 東京都  ○ ○  ○ 

8 有明アリーナ 
9 有明 BMX コース 

10 有明ベロドローム 
11 有明体操競技場 
21 若洲オリンピックマリーナ 

23～24 夢の島ユース・プラザ・アリー

ナＡ、Ｂ 
25 夢の島公園 
26 夢の島競技場 

27~28 オリンピックアクアティクスセ

ンター 
ウォーターポロアリーナ 

品川区 19 北品川交差点 商 東京都 ○ ○ ○  ○ 17 大井ホッケー競技場

品川区 20 中原口交差点 商 東京都  ○ ○  ○  
目黒区 21 山手通り大坂橋 商 東京都  ○ ○  ○  

８ 
km 
圏
外 

朝霞市 － 朝霞幸町自排 住 埼玉県  ○ ○  ○ 32 陸自衛隊朝霞訓練場

三鷹市 － 連雀通り下連雀 商 東京都  ○   ○ 
29 武蔵野の森総合スポーツ施設

30 東京スタジアム

札幌市 － 月寒中央 商 札幌市  ○   ○ 32 札幌ドーム 
さいたま市 － 西原自排 未 さいたま市  ○   ○ 36 埼玉スタジアム 2002
横浜市 － 鶴見区下末吉小学校 準工 横浜市  ○   ○ 

37 横浜国際総合競技場 横浜市 － 西区浅間下交差点 商 横浜市  ○ ○  ○ 

横浜市 － 資源循環都筑工場前 準工 横浜市  ○   ○ 

仙台市泉区 － 将監 準工 仙台市  ○ ○  ○ 35 宮城スタジアム

世田谷区 － 環八通り八幡山 住 東京都  ○   ○  
渋谷区 － 甲州街道大原 商 東京都  ○ ○  ○  
日野市 － 川崎街道百草園 住 東京都  ○   ○  

測定局数 5 22 14 3 22  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

注 1：表中の地点 No あるいは測定局名は、図 5-1-1(p5-1-2～5-1-3)の黒文字、会場 No は同図の赤文字･斜体で示した 
番号に準ずる。 

注 2：用途地域は、「都市計画法」（昭和 43 年法律第 100 号）第 8 条第 1 項第 1 号に定めるものであって、略名は次のこと
を意味する。 

住 ：「第 1 種低層住居専用地域」、「第 2 種低層住居専用地域」、「第 1 種中高層住居専用地域」、「第 2 種中高層住居専用
地域」、「第 2 種中高層住居専用地域」、「第 1 種住居地域」、「第 2 種住居地域」及び「準住居地域」に該当する地域

商 ：「近隣商業地域」及び「商業地域」 
準工：「準工業地域」 
出典：環境 GIS 環境数値データベース（国立環境研究所） 
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2)  二酸化硫黄（SO2） 

８km 圏内及び８km 圏外の各会場周辺の二酸化硫黄の状況について整理した。 

８km 圏内では一般局５局、自排局５局、８km 圏外では各会場周辺の一般局６局で測定が

行われており、平成 22 年度における測定結果は、表 5-1-3(p5-1-7)に示すとおりである。 

これによると、８km 圏内外のすべての測定局で長期的評価、短期的評価のいずれも、環

境基準を達成している。 

また、８km 圏内における過去（1970 年）からの年平均値の推移は図 5-1-2(p5-1-8)及び

図 5-1-3(p5-1-8)に示すとおりであり、いずれも低下傾向を示している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境基本法に基づく大気汚染に係る環境基準 

大気汚染物質 環境上の条件 

二酸化硫黄 
1 時間値の 1 日平均値が 0.04ppm 以下であり、かつ、1 時間値が

0.1ppm 以下であること。 

一酸化炭素 
1 時間値の 1 日平均値が 10ppm 以下であり、かつ、1 時間値の 8 時

間平均値が 20ppm 以下であること。 

浮遊粒子状物質 
1 時間値の 1 日平均値が 0.10mg/m3 以下であり、かつ、1 時間値が

0.20mg/m3 以下であること。 

二酸化窒素 
1 時間値の 1 日平均値が 0.04ppm から 0.06ppm のゾーン内又はそれ

以下であること。 

光化学オキシダント 1 時間値が 0.06ppm 以下であること。 

微小粒子状物質 
1 年平均値が 15μg/m3 以下であり、かつ、1 日平均値が 35μg/m3

以下であること。 

ベンゼン 1 年平均値が 0.003mg/m3 以下であること。 

トリクロロエチレン 1 年平均値が 0.2mg/m3 以下であること。 

テトラクロロエチレン 1 年平均値が 0.2mg/m3 以下であること。 

ジクロロメタン 1 年平均値が 0.15mg/m3 以下であること。 

 

ダイオキシン類対策特別措置法に基づくダイオキシン類に係る環境基準 

大気汚染物質 基 準 値 

ダイオキシン類 
0.6pg-TEQ/ｍ3 以下 

（2,3,7,8-四塩化ｼﾞﾍﾞﾝｿﾞ-ﾊﾟﾗ-ｼﾞｵｷｼﾝの毒性に換算した値とする。） 

メ モ 
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表 5-1-3  二酸化硫黄の測定結果（平成 22 年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
注 1：表中の地点 No あるいは測定局名は、図 5-1-1(p5-1-2～5-1-3)の黒文字、会場 No は同図の赤文字･斜体で示した番号に準ずる。

2：表中の達成状況「○」は環境基準を達成、「×」は環境基準を未達成、「－」は未測定を表す。 

出典：環境 GIS 環境数値データベース（国立環境研究所） 

(ppm) (時間) （日） (ppm) (ppm) （有：×、無：○） （日）

千代田区 1 千代田区神田司町 商 東京都 0.002 0 0 0.017 0.005 ○ 0 ○ ○ 7 国技館

中央区 2 中央区晴海 準工 東京都 0.004 0 0 0.028 0.009 ○ 0 ○ ○ OV 選手村

港区 3 港区白金 住 東京都 - - - - - - - - -
1 オリンピックスタジアム(国立霞ヶ丘競技場)
2 東京体育館

江東区 5 江東区大島 準工 東京都 - - - - - - - - -
8 有明アリーナ

9 有明ＢＭＸコース

10 有明ベロドローム

11 有明体操競技場

12 有明テニスの森

13 お台場海浜公園

14 潮風公園

15～16 東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂ

18 海の森クロスカントリーコース

19 海の森水上競技場

20 海の森マウンテンバイクコース
 IBC/MPC 東京ビッグサイト(IBC/MPC)

品川区 7 品川区豊町 住 東京都 - - - - - - - - -
品川区 8 品川区八潮 商 東京都 0.004 0 0 0.044 0.009 ○ 0 ○ ○ 17 大井ホッケー競技場

渋谷区 9 渋谷区宇田川町 商 東京都 - - - - - - - - - 3 国立代々木競技場

江戸川区 10 江戸川区南葛西 商 東京都 - - - - - - - - - 22 葛西臨海公園

和光市 － 和光 住 埼玉県 - - - - - - - - - 32
新座市 － 新座 未 埼玉県 0.000 0 0 0.017 0.002 ○ 0 ○ ○ 32

29 武蔵野の森総合スポーツ施設

30 東京スタジアム

札幌市 － 東月寒 住 札幌市 0.001 0 0 0.020 0.002 ○ 0 ○ ○ 34 札幌ドーム

川越市 － 川越市霞ケ関測定局 住 川越市 0.001 0 0 0.023 0.002 ○ 0 ○ ○ 33 霞ヶ関カンツリー倶楽部

さいたま市 － さいたま市城南測定局 未 さいたま市 0.001 0 0 0.015 0.003 ○ 0 ○ ○ 36 埼玉スタジアム2002
横浜市 － 港北区総合庁舎 商 横浜市 0.005 0 0 0.027 0.009 ○ 0 ○ ○ 37 横浜国際総合競技場

利府町 － 利府 住 宮城県 - - - - - - - - - 35 宮城スタジアム

世田谷区 － 世田谷区成城 住 東京都 - - - - - - - - -
杉並区 － 杉並区久我山 住 東京都 - - - - - - - - -
府中市 － 府中市宮西町 商 東京都 - - - - - - - - -
多摩市 － 多摩市愛宕 住 東京都 0.001 0 0 0.024 0.002 ○ 0 ○ ○

5 皇居外苑

6 東京国際フォーラム

千代田区 12 国設霞が関 商 国 0.002 0 0 0.017 0.006 ○ 0 ○ ○
千代田区 13 国設北の丸 住 国 0.003 0 0 0.019 0.007 ○ 0 ○ ○ 4 日本武道館

中央区 14 永代通り新川 商 東京都 - - - - - - - - -
港区 15 第一京浜高輪 商 東京都 - - - - - - - - -
新宿区 16 国設新宿 住 国 0.001 0 0 0.017 0.004 ○ 0 ○ ○
江東区 17 京葉道路亀戸 商 東京都 0.002 0 0 0.020 0.005 ○ 0 ○ ○

8 有明アリーナ

9 有明ＢＭＸコース

10 有明ベロドローム

11 有明体操競技場

21 若洲オリンピックマリーナ

23～24 夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ

25 夢の島公園

26 夢の島競技場

27～28 オリンピックアクアティクスセンター

ウォーターポロアリーナ

品川区 19 北品川交差点 商 東京都 0.003 0 0 0.035 0.007 ○ 0 ○ ○ 17 大井ホッケー競技場

品川区 20 中原口交差点 商 東京都 - - - - - - - - -
目黒区 21 山手通り大坂橋 商 東京都 - - - - - - - - -
朝霞市 － 朝霞幸町自排 住 埼玉県 - - - - - - - - - 32 陸上自衛隊朝霞訓練場

29 武蔵野の森総合スポーツ施設

30 東京スタジアム

31 武蔵野の森公園

札幌市 － 月寒中央 商 札幌市 - - - - - - - - - 34 札幌ドーム

さいたま市 － さいたま市西原自排 未 さいたま市 - - - - - - - - - 36 埼玉スタジアム2002
横浜市 － 鶴見区下末吉小学校 準工 横浜市 - - - - - - - - -
横浜市 － 西区浅間下交差点 商 横浜市 - - - - - - - - -
横浜市 － 資源循環都筑工場前 準工 横浜市 - - - - - - - - -
仙台市泉区 － 将監 準工 仙台市 - - - - - - - - - 35 宮城スタジアム

世田谷区 － 環八通り八幡山 住 東京都 - - - - - - - - -
渋谷区 － 甲州街道大原 商 東京都 - - - - - - - - -
日野市 － 川崎街道百草園 住 東京都 - - - - - - - - -

11千代田区 東京都商日比谷交差点 ---------

東京都商連雀通り下連雀－三鷹市 ---------

---- ----調布市 － 調布市深大寺南町 住 東京都 -

○○0

年
平
均
値

国住4 国設東京（新宿）新宿区

00.003

0.001 0 0 0.016 0.004 ○

○0.0090.025

- - - - - - -住

8
k
m
圏
内

三ツ目通り辰巳18

8
k
m
圏
外

自
排
局

江東区 東京都 -

0

-

1時間値

が
0.1ppm

を
超えた時

間数

日平均値
が

0.04ppm
を

超えた日
数

１時間の
最高値

日平均
値の

2%除外

値

日平均値が
0.04ppmを

超えた日が
2日上連続し

た
ことの有無

環境基準の
長期的評価

による
日平均値が
0.04ppmを

超えた日数

達成状況

○ ○

長
期
的
評
価

短
期
的
評
価

0

（
赤
文
字
・
斜
体

）

図
中
番
号

施設名称

37 横浜国際総合競技場

陸上自衛隊朝霞訓練場

区
分

市
区
町
村

（
黒
文
字

）

図
中
番
号

測定局名

用
途
地
域
名

設
置
主
体

一
般
局

8
k
m
圏
内

8
k
m
圏
外

港区 港区台場6 準工 東京都
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図 5-1-2  二酸化硫黄の経年変化（一般局） 

 

 

 

図 5-1-3  二酸化硫黄の経年変化（自排局） 
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出典：「環境数値データベース」（国立環境研究所） 

出典：「環境数値データベース」（国立環境研究所） 
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3)  二酸化窒素（NO2） 

８km 圏内及び８km 圏外の各会場周辺の二酸化窒素の状況について整理した。 

８km 圏内では一般局８局、自排局 11 局、８km 圏外では各会場周辺の一般局 12 局、自排

局 11 局で測定が行われており、平成 22 年度における測定結果は、表 5-1-4(p5-1-10)に示

すとおりである。 

これによると、８km 圏内では一般局６局すべて環境基準を達成しているものの、自排局

では 11 局のうち１局で達成されていない。 

自排局のうち、各会場近傍では、国設北の丸（地点番号 13）の１局で環境基準を達成し

ていない。 

また、過去（ 1970 年）からの年平均値の推移は、図 5-1-4(p5-1-11)及び図 

5-1-5(p5-1-11)に示すとおりであり、全体としてやや低下傾向を示している。 

 

８km 圏外の各会場周辺では一般局及び自排局はともにすべての測定局で環境基準を達

成している。 
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表 5-1-4  二酸化窒素の測定結果（平成 22 年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
注 1：表中の地点 No あるいは測定局名は、図 5-1-1(p5-1-2～5-1-3)の黒文字、会場 No は同図の赤文字･斜体で示した番号に準ずる。 

2：表中の達成状況「○」は環境基準を達成、「×」は環境基準を未達成、「－」は未測定を表す。 

出典：環境 GIS 環境数値データベース（国立環境研究所） 

市
区
町
村

（
黒
文
字

）

図
中
番
号

測定局名

用
途
地
域
名

設
置
主
体

(ppm) (ppm) （時間） （時間） （日） （日） （ppm） （日）

千代田区 1 千代田区神田司町 商 東京都 0.027 0.103 0 2 1 45 0.050 0 ○ 7 国技館

中央区 2 中央区晴海 準工 東京都 0.027 0.115 0 2 0 37 0.049 0 ○ OV 選手村

港区 3 港区白金 住 東京都 - - - - - - - - -
1 オリンピックスタジアム(国立霞ヶ丘競技場)
2 東京体育館

江東区 5 江東区大島 準工 東京都 0.024 0.087 0 0 0 22 0.045 0 ○
8 有明アリーナ

9 有明ＢＭＸコース

10 有明ベロドローム

11 有明体操競技場

12 有明テニスの森

13 お台場海浜公園

14 潮風公園

15～16 東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂ

18 海の森クロスカントリーコース

19 海の森水上競技場
20 海の森マウンテンバイクコース
 IBC/MPC 東京ビッグサイト(IBC/MPC)

品川区 7 品川区豊町 住 東京都 0.021 0.101 0 1 0 19 0.045 0 ○
品川区 8 品川区八潮 商 東京都 - - - - - - - - - 17 大井ホッケー競技場

渋谷区 9 渋谷区宇田川町 商 東京都 0.022 0.078 0 0 0 13 0.042 0 ○ 3 国立代々木競技場

江戸川区 10 江戸川区南葛西 商 東京都 0.022 0.091 0 0 0 17 0.044 0 ○ 22 葛西臨海公園

和光市 － 和光 住 埼玉県 0.023 0.077 0 0 0 12 0.041 0 ○ 32 陸上自衛隊朝霞訓練場

新座市 － 新座 未 埼玉県 0.020 0.077 0 0 0 6 0.038 0 ○ 32 陸上自衛隊朝霞訓練場

29 武蔵野の森総合スポーツ施設

30 東京スタジアム

札幌市 － 東月寒 住 札幌市 0.013 0.087 0 0 0 0 0.032 0 ○ 34 札幌ドーム

川越市 － 川越市霞ケ関測定局 住 川越市 0.017 0.068 0 0 0 1 0.032 0 ○ 33 霞ヶ関カンツリー倶楽部

さいたま市 － さいたま市城南測定局 未 さいたま市 0.017 0.072 0 0 0 1 0.037 0 ○ 36 埼玉スタジアム2002
横浜市 － 港北区総合庁舎 商 横浜市 0.021 0.090 0 0 0 17 0.043 0 ○ 37 横浜国際総合競技場

利府町 － 利府 住 宮城県 0.011 0.061 0 0 0 0 0.024 0 ○ 35 宮城スタジアム

世田谷区 － 世田谷区成城 住 東京都 0.019 0.082 0 0 0 6 0.039 0 ○
杉並区 － 杉並区久我山 住 東京都 0.020 0.091 0 0 0 12 0.041 0 ○
府中市 － 府中市宮西町 商 東京都 0.020 0.081 0 0 0 5 0.037 0 ○
多摩市 － 多摩市愛宕 住 東京都 0.017 0.069 0 0 0 1 0.033 0 ○

5 皇居外苑

6 東京国際フォーラム

千代田区 12 国設霞が関 商 国 0.029 0.098 0 0 0 50 0.050 0 ○
千代田区 13 国設北の丸 住 国 0.043 0.102 0 2 18 216 0.064 11 × 4 日本武道館

中央区 14 永代通り新川 商 東京都 0.036 0.124 0 5 2 137 0.055 0 ○
港区 15 第一京浜高輪 商 東京都 0.030 0.100 0 1 0 76 0.051 0 ○
新宿区 16 国設新宿 住 国 0.023 0.092 0 0 0 17 0.043 0 ○
江東区 17 京葉道路亀戸 商 東京都 0.029 0.097 0 0 0 51 0.049 0 ○

8 有明アリーナ

9 有明ＢＭＸコース

10 有明ベロドローム

11 有明体操競技場

21 若洲オリンピックマリーナ
23～24 夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ

25 夢の島公園

26 夢の島競技場

27～28 オリンピックアクアティクスセンター

ウォーターポロアリーナ

品川区 19 北品川交差点 商 東京都 0.035 0.105 0 5 1 121 0.056 0 ○ 17 大井ホッケー競技場

品川区 20 中原口交差点 商 東京都 0.031 0.087 0 0 0 63 0.050 0 ○
目黒区 21 山手通り大坂橋 商 東京都 0.034 0.109 0 2 2 130 0.056 0 ○
朝霞市 － 朝霞幸町自排 住 埼玉県 0.035 0.103 0 1 1 146 0.054 0 ○ 32 陸上自衛隊朝霞訓練場

29 武蔵野の森総合スポーツ施設

30 東京スタジアム
31 武蔵野の森公園

札幌市 － 月寒中央 商 札幌市 0.018 0.074 0 0 0 0 0.032 0 ○ 34 札幌ドーム

さいたま市 － さいたま市西原自排 未 さいたま市 0.025 0.085 0 0 0 21 0.045 0 ○ 36 埼玉スタジアム2002
横浜市 － 鶴見区下末吉小学校 準工 横浜市 0.026 0.083 0 0 0 29 0.047 0 ○
横浜市 － 西区浅間下交差点 商 横浜市 0.030 0.094 0 0 2 51 0.048 0 ○
横浜市 － 資源循環都筑工場前 準工 横浜市 0.023 0.082 0 0 0 13 0.042 0 ○
仙台市泉区 － 将監 準工 仙台市 0.021 0.075 0 0 0 4 0.038 0 ○ 35 宮城スタジアム

世田谷区 － 環八通り八幡山 住 東京都 0.034 0.106 0 2 0 96 0.053 0 ○
渋谷区 － 甲州街道大原 商 東京都 0.030 0.086 0 0 0 71 0.051 0 ○
日野市 － 川崎街道百草園 住 東京都 0.019 0.065 0 0 0 1 0.033 0 ○

0.031
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k
m
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新宿区 4 国設東京（新宿）
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37 横浜国際総合競技場

日比谷交差点11千代田区
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図 5-1-4  二酸化窒素の経年変化（一般局） 

 

 

 

 

図 5-1-5  二酸化窒素の経年変化（自排局） 
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出典：「環境数値データベース」（国立環境研究所） 

出典：「環境数値データベース」（国立環境研究所） 
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4)  一酸化炭素（CO） 

８km 圏内及び８km 圏外の各会場周辺の一酸化炭素の状況について整理した。 

８km 圏内では一般局１局、自排局 10 局、８km 圏外では各会場周辺の一般局１局、自排

局４局で測定が行われており、平成 22 年度における測定結果は、表 5-1-5(p5-1-13)に示

すとおりである。 

これらによると、８km 圏内外のすべての測定局で長期的評価、短期的評価のいずれも、

環境基準を達成している。 

また、過去（ 1970 年）からの年平均値の推移は、図 5-1-6(p5-1-14)及び図 

5-1-7(p5-1-14)に示すとおりであり、いずれも低下傾向を示している。 
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表 5-1-5  一酸化炭素の測定結果（平成 22 年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 1：表中の地点 No あるいは測定局名は、図 5-1-1(p5-1-2～5-1-3)の黒文字、会場 No は同図の赤文字･斜体で示した番号に準ずる。 

2：表中の達成状況「○」は環境基準を達成、「×」は環境基準を未達成、「－」は未測定を表す。 

出典：環境 GIS 環境数値データベース（国立環境研究所） 

市
区
町
村

（
黒
文
字

）

図
中
番
号

測定局名

用
途
地
域
名

設
置
主
体

(ppm) (回) (日) (ppm) (ppm) （有：×、無：○） (日)
千代田区 1 千代田区神田司町 商 東京都 - - - - - - - - - 7 国技館

中央区 2 中央区晴海 準工 東京都 - - - - - - - - - OV 選手村

港区 3 港区白金 住 東京都 - - - - - - - - -
1 オリンピックスタジアム(国立霞ヶ丘競技場)
2 東京体育館

江東区 5 江東区大島 準工 東京都 - - - - - - - - -
8 有明アリーナ

9 有明ＢＭＸコース

10 有明ベロドローム

11 有明体操競技場

12 有明テニスの森

13 お台場海浜公園

14 潮風公園

15～16 東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂ

18 海の森クロスカントリーコース

19 海の森水上競技場

20 海の森マウンテンバイクコース
 IBC/MPC 東京ビッグサイト(IBC/MPC)

品川区 7 品川区豊町 住 東京都 - - - - - - - - -
品川区 8 品川区八潮 商 東京都 - - - - - - - - - 17 大井ホッケー競技場

渋谷区 9 渋谷区宇田川町 商 東京都 - - - - - - - - - 3 国立代々木競技場

江戸川区 10 江戸川区南葛西 商 東京都 - - - - - - - - - 22 葛西臨海公園

和光市 － 和光 住 埼玉県 - - - - - - - - - 32 陸上自衛隊朝霞訓練場

新座市 － 新座 未 埼玉県 - - - - - - - - - 32 陸上自衛隊朝霞訓練場

29 武蔵野の森総合スポーツ施設

30 東京スタジアム

札幌市 － 東月寒 住 札幌市 - - - - - - - - - 34 札幌ドーム

川越市 － 川越市霞ケ関測定局 住 川越市 - - - - - - - - - 33 霞ヶ関カンツリー倶楽部

さいたま市 － さいたま市城南測定局 未 さいたま市 - - - - - - - - - 36 埼玉スタジアム2002
横浜市 － 港北区総合庁舎 商 横浜市 - - - - - - - - - 37 横浜国際総合競技場

利府町 － 利府 住 宮城県 - - - - - - - - - 35 宮城スタジアム

世田谷区 － 世田谷区成城 住 東京都 - - - - - - - - -
杉並区 － 杉並区久我山 住 東京都 - - - - - - - - -
府中市 － 府中市宮西町 商 東京都 - - - - - - - - -
多摩市 － 多摩市愛宕 住 東京都 0.4 0 0 2.2 0.6 ○ 0 ○ ○

5 皇居外苑

6 東京国際フォーラム

千代田区 12 国設霞が関 商 国 0.5 0 0 2.4 0.8 ○ 0 ○ ○
千代田区 13 国設北の丸 住 国 0.6 0 0 3.5 1.1 ○ 0 ○ ○ 4 日本武道館

中央区 14 永代通り新川 商 東京都 - - - - - - - - -
港区 15 第一京浜高輪 商 東京都 0.6 0 0 3.4 0.9 ○ 0 ○ ○
新宿区 16 国設新宿 住 国 0.4 0 0 1.8 0.7 ○ 0 ○ ○
江東区 17 京葉道路亀戸 商 東京都 0.4 0 0 2.8 0.7 ○ 0 ○ ○

8 有明アリーナ

9 有明ＢＭＸコース

10 有明ベロドローム

11 有明体操競技場

21 若洲オリンピックマリーナ

23～24 夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ

25 夢の島公園

26 夢の島競技場

27～28 オリンピックアクアティクスセンター

ウォーターポロアリーナ

品川区 19 北品川交差点 商 東京都 0.5 0 0 5.0 0.9 ○ 0 ○ ○ 17 大井ホッケー競技場

品川区 20 中原口交差点 商 東京都 0.6 0 0 2.4 0.9 ○ 0 ○ ○
目黒区 21 山手通り大坂橋 商 東京都 0.7 0 0 3.5 1.3 ○ 0 ○ ○
朝霞市 － 朝霞幸町自排 住 埼玉県 0.6 0 0 2.1 1.0 ○ 0 ○ ○ 32 陸上自衛隊朝霞訓練場

29 武蔵野の森総合スポーツ施設

30 東京スタジアム

31 武蔵野の森公園

札幌市 － 月寒中央 商 札幌市 - - - - - - - - - 34 札幌ドーム

さいたま市 － さいたま市西原自排 未 さいたま市 - - - - - - - - - 36 埼玉スタジアム2002
横浜市 － 鶴見区下末吉小学校 準工 横浜市 - - - - - - - - -
横浜市 － 西区浅間下交差点 商 横浜市 0.7 0 0 2.8 1.3 ○ 0 ○ ○
横浜市 － 資源循環都筑工場前 準工 横浜市 - - - - - - - - -
仙台市泉区 － 将監 準工 仙台市 0.4 0 0 2.2 0.8 ○ 0 ○ ○ 35 宮城スタジアム

世田谷区 － 環八通り八幡山 住 東京都 - - - - - - - - -
渋谷区 － 甲州街道大原 商 東京都 0.5 0 0 4.2 1.0 ○ 0 ○ ○
日野市 － 川崎街道百草園 住 東京都 - - - - - - - - -

○0.82.200

---------三鷹市 － 連雀通り下連雀 商 東京都
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図 5-1-6  一酸化炭素の経年変化（一般局） 

 

 

 

図 5-1-7  一酸化炭素の経年変化（自排局） 
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出典：「環境数値データベース」（国立環境研究所） 

出典：「環境数値データベース」（国立環境研究所） 



 5-1-15

5)  浮遊粒子状物質（SPM） 

８km 圏内及び８km 圏外の各会場周辺の浮遊粒子状物質の状況について整理した。 

８km 圏内では一般局９局、自排局 11 局、８km 圏外では各会場周辺の一般局 11 局、自排

局 11 局で測定が行われており、平成 22 年度における測定結果は、表 5-1-6(p5-1-16)に示

すとおりである。 

これらによると、８km 圏内では一般局すべてで、自排局では 11 局のうち８局で短期的

評価、長期的評価のいずれも環境基準を達成している。 

また、自排局のうち各会場近傍では国設北の丸（地点番号 13）、第一京浜高輪（地点番

号 15）、三ツ目通り辰巳（地点番号 18）の３局で短期的評価における環境基準を達成して

いない。 

また、過去（ 1974 年）からの年平均値の推移は、図 5-1-8(p5-1-17)及び図 

5-1-9(p5-1-17)に示すとおりであり、いずれも低下傾向を示している。 

 

８km 圏外の各会場周辺では、一般局 11 局の全ての測定局、自排局 11 局のうち 10 局で

短期的評価、長期的評価のいずれも環境基準を達成しているが、自排局のうち１局で短期

的評価における環境基準を達成していない。 

 

 

 

 

 

  

 

＜ディーゼル車に対する規制の効果＞ 

東京都では、環境確保条例に基づき、2003 年（平成 15 年）10 月よりディーゼル車の排出ガスの規制

を実施しており、その結果、浮遊粒子状物質の環境基準達成率が大幅に改善するなど、東京都内の大気環境

は確実に改善している。 

メ モ 
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表 5-1-6  浮遊粒子状物質の測定結果（平成 22 年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 1：表中の地点 No あるいは測定局名は、図 5-1-1(p5-1-2～5-1-3)の黒文字、会場 No は同図の赤文字･斜体で示した番号に準ずる。 

2：表中の達成状況「○」は環境基準を達成、「×」は環境基準を未達成、「－」は未測定を表す。 

出典：環境 GIS 環境数値データベース（国立環境研究所） 

市
区
町
村

（
黒
文
字

）

図
中
番
号

測定局名

用
途
地
域
名

設
置
主
体

(mg/m3) (時間) (日) (mg/m3) (mg/m3) （有：×、無：○） (日)
千代田区 1 千代田区神田司町 商 東京都 0.020 0 0 0.118 0.046 ○ 0 ○ ○ 7 国技館

中央区 2 中央区晴海 準工 東京都 0.023 0 0 0.112 0.050 ○ 0 ○ ○ OV 選手村

港区 3 港区白金 住 東京都 - - - - - - - - -
1 オリンピックスタジアム(国立霞ヶ丘競技場)
2 東京体育館

江東区 5 江東区大島 準工 東京都 0.019 0 0 0.114 0.044 ○ 0 ○ ○
8 有明アリーナ

9 有明ＢＭＸコース

10 有明ベロドローム

11 有明体操競技場

12 有明テニスの森

13 お台場海浜公園

14 潮風公園

15～16 東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂ

18 海の森クロスカントリーコース

19 海の森水上競技場

20 海の森マウンテンバイクコース

IBC/MPC 東京ビッグサイト(IBC/MPC)
品川区 7 品川区豊町 住 東京都 0.022 0 0 0.141 0.058 ○ 0 ○ ○
品川区 8 品川区八潮 商 東京都 0.018 0 0 0.102 0.048 ○ 0 ○ ○ 17 大井ホッケー競技場

渋谷区 9 渋谷区宇田川町 商 東京都 0.027 0 0 0.153 0.065 ○ 0 ○ ○ 3 国立代々木競技場

江戸川区 10 江戸川区南葛西 商 東京都 0.021 0 0 0.130 0.050 ○ 0 ○ ○ 22 葛西臨海公園

和光市 － 和光 住 埼玉県 0.022 0 0 0.130 0.054 ○ 0 ○ ○ 32 陸上自衛隊朝霞訓練場

新座市 － 新座 未 埼玉県 0.024 0 0 0.158 0.058 ○ 0 ○ ○ 32 陸上自衛隊朝霞訓練場

29 武蔵野の森総合スポーツ施設

30 東京スタジアム

札幌市 － 東月寒 住 札幌市 - - - - - - - - - 34 札幌ドーム

川越市 － 川越市霞ケ関測定局 住 川越市 0.020 0 0 0.191 0.053 ○ 0 ○ ○ 33 霞ヶ関カンツリー倶楽部

さいたま市 － さいたま市城南測定局 未 さいたま市 0.020 0 0 0.143 0.052 ○ 0 ○ ○ 36 埼玉スタジアム2002
横浜市 － 港北区総合庁舎 商 横浜市 0.024 0 0 0.114 0.056 ○ 0 ○ ○ 37 横浜国際総合競技場

利府町 － 利府 住 宮城県 0.027 0 0 0.135 0.055 ○ 0 ○ ○ 35 宮城スタジアム

世田谷区 － 世田谷区成城 住 東京都 0.018 0 0 0.090 0.042 ○ 0 ○ ○
杉並区 － 杉並区久我山 住 東京都 0.025 0 0 0.168 0.062 ○ 0 ○ ○
府中市 － 府中市宮西町 商 東京都 0.019 0 0 0.101 0.043 ○ 0 ○ ○
多摩市 － 多摩市愛宕 住 東京都 0.018 0 0 0.098 0.044 ○ 0 ○ ○

5 皇居外苑

6 東京国際フォーラム

千代田区 12 国設霞が関 商 国 0.030 0 0 0.107 0.053 ○ 0 ○ ○
千代田区 13 国設北の丸 住 国 0.033 1 0 0.230 0.063 ○ 0 × ○ 4 日本武道館

中央区 14 永代通り新川 商 東京都 0.032 0 0 0.174 0.073 ○ 0 ○ ○
港区 15 第一京浜高輪 商 東京都 0.029 1 0 0.227 0.064 ○ 0 × ○
新宿区 16 国設新宿 住 国 0.019 0 0 0.146 0.053 ○ 0 ○ ○
江東区 17 京葉道路亀戸 商 東京都 0.026 0 0 0.145 0.062 ○ 0 ○ ○

8 有明アリーナ

9 有明ＢＭＸコース

10 有明ベロドローム

11 有明体操競技場

21 若洲オリンピックマリーナ

23～24 夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ

25 夢の島公園

26 夢の島競技場

27～28 オリンピックアクアティクスセンター

ウォーターポロアリーナ

品川区 19 北品川交差点 商 東京都 0.025 0 0 0.195 0.053 ○ 0 ○ ○ 17 大井ホッケー競技場

品川区 20 中原口交差点 商 東京都 0.024 0 0 0.115 0.054 ○ 0 ○ ○
目黒区 21 山手通り大坂橋 商 東京都 0.027 0 0 0.168 0.064 ○ 0 ○ ○
朝霞市 － 朝霞幸町自排 住 埼玉県 0.024 0 0 0.144 0.060 ○ 0 ○ ○ 32 陸上自衛隊朝霞訓練場

29 武蔵野の森総合スポーツ施設

30 東京スタジアム

31 武蔵野の森公園

札幌市 － 月寒中央 商 札幌市 0.015 0 0 0.127 0.031 ○ 0 ○ ○ 34 札幌ドーム

さいたま市 － さいたま市西原自排 未 さいたま市 0.021 0 0 0.146 0.057 ○ 0 ○ ○ 36 埼玉スタジアム2002
横浜市 － 鶴見区下末吉小学校 準工 横浜市 0.026 0 0 0.169 0.068 ○ 0 ○ ○
横浜市 － 西区浅間下交差点 商 横浜市 0.026 1 1 0.223 0.066 ○ 0 × ○
横浜市 － 資源循環都筑工場前 準工 横浜市 0.024 0 0 0.118 0.052 ○ 0 ○ ○
仙台市泉区 － 将監 準工 仙台市 0.023 0 0 0.134 0.056 ○ 0 ○ ○ 35 宮城スタジアム

世田谷区 － 環八通り八幡山 住 東京都 0.023 0 0 0.114 0.055 ○ 0 ○ ○
渋谷区 － 甲州街道大原 商 東京都 0.024 0 0 0.118 0.051 ○ 0 ○ ○
日野市 － 川崎街道百草園 住 東京都 0.021 0 0 0.119 0.050 ○ 0 ○ ○

東京都商日比谷交差点11千代田区

○○0○0.0590.191000.022

施設名称

（
赤
文
字
・
斜
体

）

図
中
番
号

○○0○0.0640.127000.027

○住 ○○ 0

○

日平均
値の

2%除外

値

日平均値
が0.10

mg/m3
を

超えた日
が
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連続した
ことの
有無

達成状況

年
平
均
値

１時間値
が

0.20
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超えた時
間数

環境基準
の長期的

評価
による
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を

超えた日
数

短
期
的
評
価

長
期
的
評
価

日平均
値が

0.10
mg/m3

を

超えた日
数

１時間値
の

最高値

0.025

横浜国際総合競技場37

○0.026 2

0 ○

0 ○ 0 ○

0.020 0 0 0.122 ○

0.188 0.0570

0.020 0 0 0.136 0.044

0.054 ○

0 0.242 0.071 ○ 0 ×

区
分

一
般
局

8
k
m
圏
内

8
k
m
圏
外

調布市 － 調布市深大寺南町

新宿区 4 国設東京（新宿） 住 国

港区 6 港区台場 準工 東京都

東京都

江東区 18 三ツ目通り辰巳 住 東京都

8
k
m
圏
外

三鷹市 － 連雀通り下連雀 商 東京都

自
排
局

8
k
m
圏
内
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図 5-1-8  浮遊粒子状物質の経年変化（一般局） 

 

 

 

図 5-1-9  浮遊粒子状物質の経年変化（自排局） 
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出典：「環境数値データベース」（国立環境研究所） 

出典：「環境数値データベース」（国立環境研究所） 
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6)  光化学オキシダント（Ox） 

８km 圏内及び８km 圏外の各会場周辺の光化学オキシダントの状況について整理した。 

８km 圏内では一般局９局、自排局３局、８km 圏外では各会場周辺の一般局 11 局で測定

が行われており、平成 22 年度における測定結果は、表 5-1-7(p5-1-19)に示すとおりであ

る。 

これらによると、８km 圏内外ともにすべての測定局で環境基準を達成していない。 

また、過去（1985 年）からの年平均値の推移は、図 5-1-10(p5-1-20)及び図 

5-1-11(p5-1-20)に示すとおりであり、いずれも増加傾向を示している。 
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表 5-1-7  光化学オキシダントの測定結果（平成 22 年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 1：表中の地点 No あるいは測定局名は、図 5-1-1(p5-1-2～5-1-3)の黒文字、会場 No は同図の赤文字･斜体で示した番号に準ずる。 

2：表中の達成状況「○」は環境基準を達成、「×」は環境基準を未達成、「－」は未測定を表す。 

出典：環境 GIS 環境数値データベース（国立環境研究所） 

市
区
町
村

（
黒
文
字

）

図
中
番
号

測定局名

用
途
地
域
名

設
置
主
体

(ppm) (日) (時間) (日) (時間) (ppm) (ppm)
千代田区 1 千代田区神田司町 商 東京都 0.026 58 235 6 15 0.170 0.041 × 7 国技館

中央区 2 中央区晴海 準工 東京都 0.027 67 275 6 16 0.177 0.045 × OV 選手村

港区 3 港区白金 住 東京都 - - - - - - - -
1 オリンピックスタジアム(国立霞ヶ丘競技場)
2 東京体育館

江東区 5 江東区大島 準工 東京都 0.028 69 289 7 17 0.187 0.045 ×
8 有明アリーナ

9 有明ＢＭＸコース

10 有明ベロドローム

11 有明体操競技場

12 有明テニスの森

13 お台場海浜公園

14 潮風公園

15～16 東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂ

18 海の森クロスカントリーコース

19 海の森水上競技場

20 海の森マウンテンバイクコース

IBC/MPC 東京ビッグサイト(IBC/MPC)
品川区 7 品川区豊町 住 東京都 0.032 89 447 7 21 0.210 0.050 ×
品川区 8 品川区八潮 商 東京都 0.026 70 279 4 12 0.164 0.043 × 17 大井ホッケー競技場

渋谷区 9 渋谷区宇田川町 商 東京都 0.031 85 411 8 21 0.207 0.049 × 3 国立代々木競技場

江戸川区 10 江戸川区南葛西 商 東京都 0.029 71 315 7 14 0.165 0.046 × 22 葛西臨海公園

和光市 － 和光 住 埼玉県 0.031 98 541 11 32 0.199 0.051 × 32 陸上自衛隊朝霞訓練場

新座市 － 新座 未 埼玉県 0.030 97 520 10 17 0.171 0.050 × 32 陸上自衛隊朝霞訓練場

29 武蔵野の森総合スポーツ施設

30 東京スタジアム

札幌市 － 東月寒 住 札幌市 0.039 41 197 0 0 0.093 0.050 × 34 札幌ドーム

川越市 － 川越市霞ケ関測定局 住 川越市 0.035 128 803 13 29 0.182 0.058 × 33 霞ヶ関カンツリー倶楽部

さいたま市 － さいたま市城南測定局 未 さいたま市 0.034 112 622 10 20 0.178 0.054 × 36 埼玉スタジアム2002
横浜市 － 港北区総合庁舎 商 横浜市 0.025 59 258 3 8 0.165 0.040 × 37 横浜国際総合競技場

利府町 － 利府 住 宮城県 0.029 29 131 0 0 0.094 0.042 × 35 宮城スタジアム

世田谷区 － 世田谷区成城 住 東京都 - - - - - - - -
杉並区 － 杉並区久我山 住 東京都 0.033 99 532 8 23 0.191 0.052 ×
府中市 － 府中市宮西町 商 東京都 0.033 105 621 11 27 0.206 0.053 ×
多摩市 － 多摩市愛宕 住 東京都 0.034 113 635 10 29 0.171 0.054 ×

5 皇居外苑

6 東京国際フォーラム

千代田区 12 国設霞が関 商 国 0.019 39 122 2 4 0.147 0.035 ×
千代田区 13 国設北の丸 住 国 0.018 41 139 3 9 0.150 0.032 × 4 日本武道館

中央区 14 永代通り新川 商 東京都 - - - - - - - -
港区 15 第一京浜高輪 商 東京都 - - - - - - - -
新宿区 16 国設新宿 住 国 0.023 34 141 3 7 0.158 0.037 ×
江東区 17 京葉道路亀戸 商 東京都 - - - - - - - -

8 有明アリーナ

9 有明ＢＭＸコース

10 有明ベロドローム

11 有明体操競技場

21 若洲オリンピックマリーナ

23～24 夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ

25 夢の島公園

26 夢の島競技場

27～28 オリンピックアクアティクスセンター

ウォーターポロアリーナ

品川区 19 北品川交差点 商 東京都 - - - - - - - - 17 大井ホッケー競技場

品川区 20 中原口交差点 商 東京都 - - - - - - - -
目黒区 21 山手通り大坂橋 商 東京都 - - - - - - - -
朝霞市 － 朝霞幸町自排 住 埼玉県 - - - - - - - - 32 陸上自衛隊朝霞訓練場

29 武蔵野の森総合スポーツ施設

30 東京スタジアム

31 武蔵野の森公園

札幌市 － 月寒中央 商 札幌市 - - - - - - - - 34 札幌ドーム

さいたま市 － さいたま市西原自排 未 さいたま市 - - - - - - - - 36 埼玉スタジアム2002
横浜市 － 鶴見区下末吉小学校 準工 横浜市 - - - - - - - -
横浜市 － 西区浅間下交差点 商 横浜市 - - - - - - - -
横浜市 － 資源循環都筑工場前 準工 横浜市 - - - - - - - -
仙台市泉区 － 将監 準工 仙台市 - - - - - - - - 35 宮城スタジアム

世田谷区 － 環八通り八幡山 住 東京都 - - - - - - - -
渋谷区 － 甲州街道大原 商 東京都 - - - - - - - -
日野市 － 川崎街道百草園 住 東京都 - - - - - - - -

-- ------

------

東京都

0.032 98 543 10 25 0.179 0.052 ×

57 235 5 11 0.163
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図 5-1-10  光化学オキシダントの経年変化（一般局） 

 

 

 

 

図 5-1-11  光化学オキシダントの経年変化（自排局） 
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7)  ７月、８月及び９月（開催期間と同時期）の大気質 

競技の開催時期と同じ７月、８月及び９月の状況について整理した結果は、表 5-1-8 に

示すとおりである。 

大気質の状況を参考としてＷＨＯの長期基準と比較すると、平成 22 年では７月、８月及

び９月において、いずれの項目も基準を下回っていた。 

 

表 5-1-8(1)  全体（東京都内）における７月の大気質の状況 

項目 単位 
7 月調査結果 WHO 

長期基準平成 17年 平成 18 年 平成 19 年 平成 20 年 平成 21 年 平成 22 年 

二酸化硫黄（SO2） μg/m3 7 6 4 6 4 5 20 

二酸化窒素（NO2） μg/m3 44 45 40 36 30 30 40 

一酸化炭素（CO） mg/m3 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 10 

浮遊粒子状物質（SPM） μg/m3 40 39 30 33 23 27 - 

オゾン（O3） μg/m3 64 66 56 75 50 76 100 

 

 

 

 

表 5-1-9(2)  全体（東京都内）における８月の大気質の状況 

項目 単位 
8 月調査結果 WHO 

長期基準平成 17年 平成 18 年 平成 19 年 平成 20 年 平成 21 年 平成 22 年 

二酸化硫黄（SO2） μg/m3 8 7 5 4 5 6 20 

二酸化窒素（NO2） μg/m3 35 37 33 29 28 26 40 

一酸化炭素（CO） mg/m3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 10 

浮遊粒子状物質（SPM） μg/m3 38 34 31 24 25 27 - 

オゾン（O3） μg/m3 69 64 76 58 65 67 100 

 

 

 

 

表 5-1-8(3)  全体（東京都内）における９月の大気質の状況 

項目 単位 
9 月調査結果 WHO 

長期基準平成 17年 平成 18 年 平成 19 年 平成 20 年 平成 21 年 平成 22 年 

二酸化硫黄（SO2） μg/m3 6 4 4 5 4 5 20 

二酸化窒素（NO2） μg/m3 41 38 34 37 33 32 40 

一酸化炭素（CO） mg/m3 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 10 

浮遊粒子状物質（SPM） μg/m3 33 24 23 28 22 22 - 

オゾン（O3） μg/m3 66 58 49 61 64 69 100 

 

 

 

  

注 1：測定結果は、東京都内の一般環境測定局における９月の平均値とした。 
注 2：SPM は粒径 10μm 以下の PM のみ捕集。 
注 3：ＷＨＯの基準については長期基準を採用した。 

（長期基準 SO2：24 時間平均値、NO2：年平均値、CO、O3：8 時間平均値） 
出典：環境 GIS 環境数値データベース 

注 1：測定結果は、東京都内の一般環境測定局における８月の平均値とした。 
注 2：SPM は粒径 10μm 以下の PM のみ捕集。 
注 3：ＷＨＯの基準については長期基準を採用した。 

（長期基準 SO2：24 時間平均値、NO2：年平均値、CO、O3：8 時間平均値） 
出典：環境 GIS 環境数値データベース 

注 1：測定結果は、東京都内の一般環境測定局における７月の平均値とした。 
注 2：SPM は粒径 10μm 以下の PM のみ捕集。 
注 3：ＷＨＯの基準については長期基準を採用した。 

（長期基準 SO2：24 時間平均値、NO2：年平均値、CO、O3：8 時間平均値） 
出典：環境 GIS 環境数値データベース 
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9)  有害大気汚染物質 

８km 圏内における有害大気汚染物質の測定は、一般局２局で行われている。 

平成 22 年度における測定結果は、表 5-1-10 に示すとおりである。 

これによると、すべての地点において、４物質（ベンゼン、トリクロロエチレン、テト

ラクロロエチレン、ジクロロメタン）のいずれも環境基準を達成している。 

また、過去（平成 12 年度）からの年平均値の推移は、図 5-1-13(p5-1-24)に示すとおり

であり、全体として横ばいか、やや低下する傾向を示している。 

 

表 5-1-10  有害大気汚染物質の測定結果（平成 22 年度） 

(単位：mg/m3) 

 
 
注 1：表中の地点 No は、図 5-1-1(p5-1-2～5-1-3)の黒文字で示した番号に準ずる。 

注 2：達成状況は、以下のことを意味する。○；環境基準を達成、×；環境基準を未達成 

出典：有害大気汚染物質のモニタリング調査（東京都環境局ＷＥＢページ） 

  

年平均値
達成

状況
年平均値

達成

状況
年平均値

達成

状況
年平均値

達成

状況

千代田区 1 千代田区神田司町 ― ― ― ― ― ― ― ―

中央区 2 中央区晴海 0.0015 ○ 0.0007 ○ 0.0002 ○ 0.0020 ○

港区 3 港区白金 ― ― ― ― ― ― ― ―

新宿区 4 国設東京（新宿） 0.0012 ○ 0.0008 ○ 0.0003 ○ 0.0019 ○

江東区 5 江東区大島 ― ― ― ― ― ― ― ―

港区 6 港区台場 ― ― ― ― ― ― ― ―

品川区 7 品川区豊町 ― ― ― ― ― ― ― ―

品川区 8 品川区八潮 ― ― ― ― ― ― ― ―

渋谷区 9 渋谷区宇田川町 ― ― ― ― ― ― ― ―

江戸川区 10 江戸川区南葛西 ― ― ― ― ― ― ― ―

環境基準 0.003 以下 0.2 以下

都

道

府

県

市

区

町

村

地点No
(黒文字)

ベンゼン

測定局名

東

京

都

テトラクロロ
エチレン

ジクロロ
メタン

トリクロロ
エチレン

0.15 以下0.2 以下
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注：港区白金において平成 22 年度は欠測であるため、代替データとして近傍の中央区晴海のデータを示す。 

出典：有害大気汚染物質のモニタリング調査（東京都環境局ＷＥＢページ） 
 

図 5-1-13  有害大気汚染物質の経年変化 
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10)  ダイオキシン類 

８km 圏内における大気中のダイオキシン類の測定は、一般局４局で行われている。 

平成 22 年度における測定結果は、表 5-1-11 に示すとおりである。 

これによると、一般局４局すべてで環境基準を達成している。 

また、過去（平成 12 年度）からのダイオキシン類の年平均値の推移は、図 5-1-14 に示

すとおりであり、いずれも低下傾向を示している。 

 

 

表 5-1-11  大気中のダイオキシン類測定結果（平成 22 年度） 

 

注：達成状況は、以下のことを意味する。○；環境基準を達成、 

×；環境基準を未達成 

出典：環境中のダイオキシン類調査結果（東京都環境局ＷＥＢページ） 

 

 
 

出典：環境中のダイオキシン類調査結果（東京都環境局ＷＥＢページ） 
 

図 5-1-14  大気中のダイオキシン類の経年変化 
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11)  空間線量率 

①  既存資料調査結果 

会場予定地周辺の３か所で、平成 24 年 3 月に大気中の空間線量率の測定を行った。測定

結果は表 5-1-12 に示すとおりであり、空間線量率は 0.1μSv/h 前後となっている。 

また、過去から連続的に空間線量率を測定しているモニタリングポストの日平均値の推

移（平成 23 年 3 月以降）は、図 5-1-15 に示すとおりである。平成 23 年の福島第一原子

力発電所の事故以降、東京都では空間線量率は徐々に低くなっており、 近 1 年間では約

0.04～0.14μSv/h の範囲にあり、年間を通じて自然由来を除いた年間被ばく線量は、国際

放射線防護委員会(ICRP)が定めている平常時の管理基 1mSv/年を下回っている。また、平

成 22 年 10 月の新宿の平均値では、空間線量率は 0.047μSv/h、自然由来を除いた年間被

ばく線量は約 0.06mSv/年であり、平常時の管理基準 1mSv/年を大きく下回っている。 

（年間被ばく線量の算出方法は p5-1-27 参照） 

 

表 5-1-12  大気中の空間線量率測定結果（平成 24 年３月） 

調査地点 会場 競技 
測定
高さ

測定結果（μSv/h） 

3 月 15 日（1 回目） 3 月 22 日（2 回目） 

海の森 
海の森クロ
スカントリ
ーコース 

馬術（クロス
カントリー）

5 ㎝ 0.06 0.05 

1m 0.05 0.06 

中央防波堤
外側東西水
路 

海の森水上
競技場 

カヌー（スプ
リント）/パラ
カヌー 
ボート 

5 ㎝ 0.11 0.11 

1m 0.10 0.10 

中央防波堤
外側埋立地 

海の森マウ
ンテンバイ
クコース 

自 転 車 競 技
（マウンテン
バイク） 

5 ㎝ 0.10 0.11 

1m 0.09 0.10 

注）各測定値は繰り返し 5 回の測定値の平均値を示した。 

出典：2020 年東京オリンピック・パラリンピック会場予定地環境調査報告書（平成 24 年 3 月） 

 

 
出典：環境放射線測定結果（東京都健康安全研究センター） 

 

図 5-1-15  大気中の空間線量率の経月変化 
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表 5-1-13  空間線量率調査結果（平成 24 年６月～９月） 

調査 
地点 

会場 競技 時期 
測定結果（μSv/h） 

測定高さ 5cｍ 測定高さ 1ｍ 

海の森 

海 の 森
ク ロ ス
カ ン ト
リ ー コ
ース 

馬術（クロ
スカントリ
ー） 

6 月 27 日 0.06 0.07 

6 月 29 日 0.07 0.07 

7 月 13 日 0.07 0.06 

7 月 23 日 0.06 0.06 

8 月 3 日 0.06 0.06 

8 月 20 日 0.06 0.06 

9 月 4 日 0.05 0.06 

9 月 11 日 0.06 0.06 

平均値 0.06 0.06 

中央防波
堤外側東
西水路 

海 の 森
水 上 競
技場 

カヌー（ス
プリント）/
パラカヌー
ボート 
 

6 月 27 日 0.15 0.11 

6 月 29 日 0.14 0.10 

7 月 13 日 0.13 0.09 

7 月 23 日 0.14 0.10 

8 月 3 日 0.11 0.10 

8 月 20 日 0.10 0.09 

9 月 4 日 0.11 0.09 

9 月 11 日 0.13 0.10 

平均値 0.13 0.10 

中央防波
堤外側埋
立地 

海 の 森
マ ウ ン
テ ン バ
イ ク コ
ース 

自転車競技
（マウンテ
ンバイク） 

6 月 27 日 0.09 0.08 

6 月 29 日 0.09 0.08 

7 月 13 日 0.08 0.08 

7 月 23 日 0.08 0.07 

8 月 3 日 0.07 0.08 

8 月 20 日 0.06 0.07 

9 月 4 日 0.07 0.08 

9 月 11 日 0.07 0.07 

平均値 0.08 0.08 
  



 5-1-29

(2) 屋外競技会場周辺の大気質の状況 

各競技（屋外競技）の会場周辺の大気質（二酸化窒素、浮遊粒子状物質、光化学オキシダ

ント）の状況について整理した。 

各競技の会場周辺における大気質については、表 5-1-14 に示す各測定局における平成 22

年度の測定結果のうち、競技を開催する夏季（７月、８月、９月）の状況について整理する

とともに環境基準値との比較を行った。 

二酸化窒素の状況は表 5-1-15(p5-1-30～5-1-32)に、浮遊粒子状物質の状況は表 

5-1-16(p5-1-33～5-1-35)に、光化学オキシダントは表 5-1-17(p5-1-36～5-1-38)に示すとお

りであり、平成 22 年度の測定結果では各競技会場周辺（一般局）において二酸化窒素、浮遊

粒子状物質は 7 月～9 月の全ての測定局で環境基準値を満足していたが、光化学オキシダン

トはいずれの月も環境基準値を上回る状況となっていた。 

 

表 5-1-14  屋外競技周辺の大気測定局 

競技 No. 競 技 名 競技会場 測定局 

1 

陸上競技 (マラソ

ン) 

都内（オリンピックスタジアム（国

立霞ヶ丘競技場））を発着点として

新宿区、中央区、千代田区周辺）

図 5-1-17(1)(p5-1-39) 

1.千代田区神田司町 

2.中央区晴海 

4.国設東京（新宿） 

11.日比谷交差点 

12.国設霞が関 

14.永代通り新川 

2 

陸上競技(競歩) オリンピックスタジアム（国立霞

ヶ丘競技場）周辺（新宿区、渋谷

区、港区周辺） 

図 5-1-17(1)(p5-1-39) 

4.国設東京（新宿） 

9.渋谷区宇田川町 

3 

自転車競技 

(ロード・レース) 

皇居外苑、甲州街道、多摩川周辺

（府中市、多摩市、稲城市周辺）

図 5-1-17(2)(p5-1-40) 

1.千代田区神田司町 

4.国設東京（新宿） 

11.日比谷交差点、 

12.国設霞が関、13.国設北の丸 

（8km 圏外） 

世田谷区成城、杉並区久我山、 

府中市宮西町、調布市深大寺南町、

多摩市愛宕、環八通り八幡山、 

甲州街道大原、川崎街道百草園 

4 

トライアスロン/ 

パラトライアスロ

ン 

お台場海浜公園（青海地区周辺）

図 5-1-17(3)(p5-1-40) 

6.港区台場 

5 
水 泳 ( マ ラ ソ ン

10km) 

お台場海浜公園 

図 5-1-17(4)(p5-1-41) 

6.港区台場 

6 
カヌー（スプリン

ト）/パラカヌー 

海の森水上競技場 

図 5-1-17(5)(p5-1-42) 

6.港区台場 

7 
カヌー (スラロー

ム) 

葛西臨海公園 

図 5-1-17(5)(p5-1-42) 

10.江戸川区南葛西 

8 
ボート 海の森水上競技場 

図 5-1-17(6)(p5-1-43) 

6.港区台場 

9 
セーリング 若洲オリンピックマリーナ（浦安

沖）図 5-1-17(7)(p5-1-43) 

10.江戸川区南葛西 

18.江東区三つ目通り辰巳 

注:競技 No.は、表 1-3-38（p1-87）に示す競技 No.に準ずる 
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表 5-1-15(1)  屋外競技の会場周辺の大気質測定結果（二酸化窒素：平成 22 年７月） 

 

 

  

市

区

町

村

（
黒
文
字

）

図
中
番
号

測定局名

用

途

地

域

名

有効測定

日数
測定時間

月
平
均
値

１時間の

高値

日平均の

最高値

1時間値が

0.2ppmを

超えた時間

数

1時間値が

0.1ppm以

上
0.2ppm以

下の時間数

日平均値が
0.06ppmを

超えた日数

日平均値が
0.04ppm以

上
0.06ppm以

下の日数

（日） （時間） (ppm) (ppm) (ppm) （時間） （時間） （日） （日）

千代田区 1 千代田区神田司町 商 31 733 0.028 0.074 0.048 0 0 0 4 ○

中央区 2 中央区晴海 準工 30 724 0.027 0.067 0.044 0 0 0 4 ○

新宿区 4 国設東京（新宿） 住 31 734 0.020 0.069 0.038 0 0 0 0 ○

千代田区 11 日比谷交差点 商 31 732 0.030 0.075 0.048 0 0 0 7 ○ 自排局のため参考値

千代田区 12 国設霞が関 商 31 737 0.027 0.070 0.044 0 0 0 6 ○ 自排局のため参考値

中央区 14 永代通り新川 商 31 731 0.033 0.084 0.052 0 0 0 12 ○ 自排局のため参考値

新宿区 4 国設東京（新宿） 住 31 734 0.020 0.069 0.038 0 0 0 0 ○

渋谷区 9 渋谷区宇田川町 準工 31 734 0.020 0.067 0.036 0 0 0 0 ○

千代田区 1 千代田区神田司町 商 31 733 0.028 0.074 0.048 0 0 0 4 ○

新宿区 4 国設東京（新宿） 住 31 734 0.020 0.069 0.038 0 0 0 0 ○

世田谷区 世田谷区成城 住 31 734 0.012 0.041 0.020 0 0 0 0 ○

杉並区 杉並区久我山 住 31 734 0.015 0.047 0.025 0 0 0 0 ○

府中市 府中市宮西町 商 31 733 0.013 0.037 0.022 0 0 0 0 ○

調布市 調布市深大寺南町 住 31 733 0.012 0.044 0.024 0 0 0 0 ○

多摩市 多摩市愛宕 住 31 734 0.012 0.035 0.021 0 0 0 0 ○

千代田区 11 日比谷交差点 商 31 732 0.030 0.075 0.048 0 0 0 7 ○ 自排局のため参考値

千代田区 12 国設霞が関 商 31 737 0.027 0.070 0.044 0 0 0 6 ○ 自排局のため参考値

千代田区 13 国設北の丸 住 31 737 0.033 0.085 0.053 0 0 0 15 ○ 自排局のため参考値

世田谷区 環八通り八幡山 住 31 734 0.030 0.088 0.049 0 0 0 6 ○ 自排局のため参考値

渋谷区 甲州街道大原 商 31 733 0.023 0.072 0.038 0 0 0 0 ○ 自排局のため参考値

日野市 川崎街道百草園 住 31 727 0.014 0.035 0.022 0 0 0 0 ○ 自排局のため参考値

4
トライアスロン/
パラトライアスロン

港区 6 港区台場 準工 31 732 0.027 0.064 0.047 0 0 0 4 ○

5 水泳（マラソン 10km） 港区 6 港区台場 準工 31 732 0.027 0.064 0.047 0 0 0 4 ○

6
カヌー（スプリント）/
パラカヌー

港区 6 港区台場 準工 31 732 0.027 0.064 0.047 0 0 0 4 ○

7 カヌー（スラローム） 江戸川区 10 江戸川区南葛西 商 31 733 0.018 0.057 0.034 0 0 0 0 ○

8 ボート 港区 6 港区台場 準工 31 732 0.027 0.064 0.047 0 0 0 4 ○

江戸川区 10 江戸川区南葛西 商 31 733 0.018 0.057 0.034 0 0 0 0 ○

江戸川区 18 三ツ目通り辰巳 住 31 732 0.030 0.074 0.049 0 0 0 5 ○ 自排局のため参考値

1 陸上競技（マラソン）

備
考

環
境
基
準
と
の
比
較

3
自転車競技（ロード・
レース）

9 セーリング

屋外競技
No

屋外競技名称

二酸化窒素

2 陸上競技（競歩）

注 1：競技 No.は表 1-3-38（p1-87）に表す競技 No.に準じ、地点 No.あるいは測定局名は図 5-1-1(p5-1-2～5-1-3)の黒文字で示した番号に準ずる。 
注 2：地点 No.黒字の欄の「黄色」は一般局、「白色」は自排局を表す。 
注 3：環境基準との比較については、「日平均値が 0.06ppm を超えた日数」が 0 日の場合を○、1 日以上の場合を×とした。 
注 4：屋外競技では各競技実施期間中に車両の通行規制等、自動車による大気質の影響を軽減する措置が想定されているため、自排局の値を参考値とした。 
出典：環境 GIS 環境数値データベース（国立環境研究所） 
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表 5-1-15(2)  屋外競技の会場周辺の大気質測定結果（二酸化窒素：平成 22 年８月） 

 

 

 

  

市

区

町

村

（
黒
文
字

）

図
中
番
号

測定局名

用

途

地

域

名

有効測定

日数
測定時間

月
平
均
値

１時間の

高値

日平均の

最高値

1時間値が

0.2ppmを

超えた時間

数

1時間値が

0.1ppm以

上
0.2ppm以

下の時間数

日平均値が
0.06ppmを

超えた日数

日平均値が
0.04ppm以

上
0.06ppm以

下の日数

（日） （時間） (ppm) (ppm) (ppm) （時間） （時間） （日） （日）

千代田区 1 千代田区神田司町 商 31 731 0.024 0.069 0.038 0 0 0 0 ○

中央区 2 中央区晴海 準工 26 688 0.021 0.072 0.038 0 0 0 0 ○

新宿区 4 国設東京（新宿） 住 31 734 0.018 0.062 0.034 0 0 0 0 ○

千代田区 11 日比谷交差点 商 31 733 0.026 0.075 0.039 0 0 0 0 ○ 自排局のため参考値

千代田区 12 国設霞が関 商 31 737 0.022 0.069 0.035 0 0 0 0 ○ 自排局のため参考値

中央区 14 永代通り新川 商 31 731 0.028 0.088 0.042 0 0 0 3 ○ 自排局のため参考値

新宿区 4 国設東京（新宿） 住 31 734 0.018 0.062 0.034 0 0 0 0 ○

渋谷区 9 渋谷区宇田川町 準工 31 734 0.017 0.050 0.033 0 0 0 0 ○

千代田区 1 千代田区神田司町 商 31 731 0.024 0.069 0.038 0 0 0 0 ○

新宿区 4 国設東京（新宿） 住 31 734 0.018 0.062 0.034 0 0 0 0 ○

世田谷区 世田谷区成城 住 26 625 0.011 0.041 0.022 0 0 0 0 ○

杉並区 杉並区久我山 住 31 731 0.012 0.049 0.026 0 0 0 0 ○

府中市 府中市宮西町 商 31 735 0.012 0.038 0.021 0 0 0 0 ○

調布市 調布市深大寺南町 住 31 735 0.011 0.034 0.021 0 0 0 0 ○

多摩市 多摩市愛宕 住 31 735 0.011 0.027 0.019 0 0 0 0 ○

千代田区 11 日比谷交差点 商 31 733 0.026 0.075 0.039 0 0 0 0 ○ 自排局のため参考値

千代田区 12 国設霞が関 商 31 737 0.022 0.069 0.035 0 0 0 0 ○ 自排局のため参考値

千代田区 13 国設北の丸 住 31 737 0.028 0.081 0.047 0 0 0 7 ○ 自排局のため参考値

世田谷区 環八通り八幡山 住 31 733 0.027 0.087 0.041 0 0 0 3 ○ 自排局のため参考値

渋谷区 甲州街道大原 商 31 733 0.017 0.064 0.034 0 0 0 0 ○ 自排局のため参考値

日野市 川崎街道百草園 住 31 729 0.013 0.031 0.021 0 0 0 0 ○ 自排局のため参考値

4
トライアスロン/
パラトライアスロン

港区 6 港区台場 準工 31 733 0.022 0.088 0.042 0 0 0 1 ○

5 水泳（マラソン 10km） 港区 6 港区台場 準工 31 733 0.022 0.088 0.042 0 0 0 1 ○

6
カヌー（スプリント）/
パラカヌー

港区 6 港区台場 準工 31 733 0.022 0.088 0.042 0 0 0 1 ○

7 カヌー（スラローム） 江戸川区 10 江戸川区南葛西 商 31 733 0.014 0.046 0.028 0 0 0 0 ○

8 ボート 港区 6 港区台場 準工 31 733 0.022 0.088 0.042 0 0 0 1 ○

江戸川区 10 江戸川区南葛西 商 31 733 0.014 0.046 0.028 0 0 0 0 ○

江戸川区 18 三ツ目通り辰巳 住 31 731 0.024 0.071 0.041 0 0 0 1 ○ 自排局のため参考値

二酸化窒素

1 陸上競技（マラソン）

3
自転車競技（ロード・
レース）

9 セーリング

環
境
基
準
と
の
比
較

備
考

2 陸上競技（競歩）

屋外競技
No

屋外競技名称

注 1：競技 No.は表 1-3-38（p1-87）に表す競技 No.に準じ、地点 No.あるいは測定局名は図 5-1-1(p5-1-2～5-1-3)の黒文字で示した番号に準ずる。 
注 2：地点 No.黒字の欄の「黄色」は一般局、「白色」は自排局を表す。 
注 3：環境基準との比較については、「日平均値が 0.06ppm を超えた日数」が 0 日の場合を○、1 日以上の場合を×とした。 
注 4：屋外競技では各競技実施期間中に車両の通行規制等、自動車による大気質の影響を軽減する措置が想定されているため、自排局の値を参考値とした。 
出典：環境 GIS 環境数値データベース（国立環境研究所） 
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表 5-1-15(3)  屋外競技の会場周辺の大気質測定結果（二酸化窒素：平成 22 年９月） 

 

 

 

  

市

区

町

村

（
黒
文
字

）

図
中
番
号

測定局名

用

途

地

域

名

有効測定

日数
測定時間

月
平
均
値

１時間の

高値

日平均の

最高値

1時間値が

0.2ppmを

超えた時間

数

1時間値が

0.1ppm以

上
0.2ppm以

下の時間数

日平均値が
0.06ppmを

超えた日数

日平均値が
0.04ppm以

上
0.06ppm以

下の日数

（日） （時間） (ppm) (ppm) (ppm) （時間） （時間） （日） （日）

千代田区 1 千代田区神田司町 商 30 710 0.026 0.101 0.056 0 1 0 3 ○

中央区 2 中央区晴海 準工 30 709 0.025 0.115 0.057 0 2 0 3 ○

新宿区 4 国設東京（新宿） 住 30 710 0.021 0.082 0.043 0 0 0 1 ○

千代田区 11 日比谷交差点 商 30 710 0.031 0.102 0.058 0 1 0 5 ○ 自排局のため参考値

千代田区 12 国設霞が関 商 30 712 0.028 0.098 0.060 0 0 0 5 ○ 自排局のため参考値

中央区 14 永代通り新川 商 30 709 0.036 0.124 0.068 0 5 1 9 × 自排局のため参考値

新宿区 4 国設東京（新宿） 住 30 710 0.021 0.082 0.043 0 0 0 1 ○

渋谷区 9 渋谷区宇田川町 準工 30 711 0.020 0.071 0.040 0 0 0 1 ○

千代田区 1 千代田区神田司町 商 30 710 0.026 0.101 0.056 0 1 0 3 ○

新宿区 4 国設東京（新宿） 住 30 710 0.021 0.082 0.043 0 0 0 1 ○

世田谷区 世田谷区成城 住 30 711 0.015 0.050 0.028 0 0 0 0 ○

杉並区 杉並区久我山 住 30 711 0.017 0.068 0.031 0 0 0 0 ○

府中市 府中市宮西町 商 30 709 0.017 0.054 0.030 0 0 0 0 ○

調布市 調布市深大寺南町 住 30 709 0.015 0.069 0.027 0 0 0 0 ○

多摩市 多摩市愛宕 住 30 709 0.014 0.044 0.025 0 0 0 0 ○

千代田区 11 日比谷交差点 商 30 710 0.031 0.102 0.058 0 1 0 5 ○ 自排局のため参考値

千代田区 12 国設霞が関 商 30 712 0.028 0.098 0.060 0 0 0 5 ○ 自排局のため参考値

千代田区 13 国設北の丸 住 30 713 0.040 0.098 0.067 0 0 2 14 × 自排局のため参考値

世田谷区 環八通り八幡山 住 30 710 0.033 0.106 0.053 0 2 0 8 ○ 自排局のため参考値

渋谷区 甲州街道大原 商 30 710 0.028 0.078 0.052 0 0 0 4 ○ 自排局のため参考値

日野市 川崎街道百草園 住 30 706 0.016 0.041 0.026 0 0 0 0 ○ 自排局のため参考値

4
トライアスロン/
パラトライアスロン

港区 6 港区台場 準工 30 710 0.027 0.102 0.058 0 2 0 4 ○

5 水泳（マラソン 10km） 港区 6 港区台場 準工 30 710 0.027 0.102 0.058 0 2 0 4 ○

6
カヌー（スプリント）/
パラカヌー

港区 6 港区台場 準工 30 710 0.027 0.102 0.058 0 2 0 4 ○

7 カヌー（スラローム） 江戸川区 10 江戸川区南葛西 商 30 709 0.019 0.073 0.039 0 0 0 0 ○

8 ボート 港区 6 港区台場 準工 30 710 0.027 0.102 0.058 0 2 0 4 ○

江戸川区 10 江戸川区南葛西 商 30 709 0.019 0.073 0.039 0 0 0 0 ○

江戸川区 18 三ツ目通り辰巳 住 30 707 0.032 0.097 0.058 0 0 0 7 ○ 自排局のため参考値

二酸化窒素

1 陸上競技（マラソン）

3
自転車競技（ロード・
レース）

9 セーリング

屋外競技
No

2 陸上競技（競歩）

環
境
基
準
と
の
比
較

備
考

屋外競技名称

注 1：競技 No.は表 1-3-38（p1-87）に表す競技 No.に準じ、地点 No.あるいは測定局名は図 5-1-1(p5-1-2～5-1-3)の黒文字で示した番号に準ずる。 
注 2：地点 No.黒字の欄の「黄色」は一般局、「白色」は自排局を表す。 
注 3：環境基準との比較については、「日平均値が 0.06ppm を超えた日数」が 0 日の場合を○、1 日以上の場合を×とした。 
注 4：屋外競技では各競技実施期間中に車両の通行規制等、自動車による大気質の影響を軽減する措置が想定されているため、自排局の値を参考値とした。 
出典：環境 GIS 環境数値データベース（国立環境研究所） 
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表 5-1-16(1)  屋外競技の会場周辺の大気質測定結果（浮遊粒子状物質：平成 22 年７月） 

 

 

 

  

市

区

町

村

（
黒
文
字

）

図
中
番
号

測定局名

用

途

地

域

名

有効測定

日数
測定時間

月
平
均
値

1時間値の

高値

日平均値の最

高値

1時間値が

0.20mg/m3
を

超えた時間数

日平均値が

0.10mg/m3
を

超えた日数

環境基準
（短期的
評価）と
の比較

備考

（日） （時間） (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) (ppm) (ppm)

千代田区 1 千代田区神田司町 商 31 739 0.025 0.094 0.042 0 0 ○

中央区 2 中央区晴海 準工 31 740 0.029 0.093 0.050 0 0 ○

新宿区 4 国設東京（新宿） 住 31 739 0.028 0.100 0.063 0 0 ○

千代田区 11 日比谷交差点 商 31 740 0.037 0.101 0.067 0 0 ○ 自排局のため参考値

千代田区 12 国設霞が関 商 31 740 0.037 0.091 0.057 0 0 ○ 自排局のため参考値

中央区 14 永代通り新川 商 31 739 0.045 0.115 0.081 0 0 ○ 自排局のため参考値

新宿区 4 国設東京（新宿） 住 31 739 0.028 0.100 0.063 0 0 ○

渋谷区 9 渋谷区宇田川町 準工 31 739 0.037 0.107 0.066 0 0 ○

千代田区 1 千代田区神田司町 商 31 739 0.025 0.094 0.042 0 0 ○

新宿区 4 国設東京（新宿） 住 31 739 0.028 0.100 0.063 0 0 ○

世田谷区 世田谷区成城 住 31 740 0.022 0.075 0.042 0 0 ○

杉並区 杉並区久我山 住 31 740 0.035 0.116 0.066 0 0 ○

府中市 府中市宮西町 商 31 739 0.023 0.063 0.038 0 0 ○

調布市 調布市深大寺南町 住 31 739 0.024 0.071 0.040 0 0 ○

多摩市 多摩市愛宕 住 31 739 0.024 0.079 0.044 0 0 ○

千代田区 11 日比谷交差点 商 31 740 0.037 0.101 0.067 0 0 ○ 自排局のため参考値

千代田区 12 国設霞が関 商 31 740 0.037 0.091 0.057 0 0 ○ 自排局のため参考値

千代田区 13 国設北の丸 住 31 740 0.039 0.107 0.068 0 0 ○ 自排局のため参考値

世田谷区 環八通り八幡山 住 31 740 0.029 0.091 0.055 0 0 ○ 自排局のため参考値

渋谷区 甲州街道大原 商 31 740 0.028 0.084 0.046 0 0 ○ 自排局のため参考値

日野市 川崎街道百草園 住 31 740 0.026 0.108 0.056 0 0 ○ 自排局のため参考値

4
トライアスロン/
パラトライアスロン

港区 6 港区台場 準工 31 739 0.035 0.142 0.060 0 0 ○

5 水泳（マラソン 10km） 港区 6 港区台場 準工 31 739 0.035 0.142 0.060 0 0 ○

6
カヌー（スプリント）/
パラカヌー

港区 6 港区台場 準工 31 739 0.035 0.142 0.060 0 0 ○

7 カヌー（スラローム） 江戸川区 10 江戸川区南葛西 商 31 740 0.028 0.071 0.052 0 0 ○

8 ボート 港区 6 港区台場 準工 31 739 0.035 0.142 0.060 0 0 ○

江戸川区 10 江戸川区南葛西 商 31 740 0.028 0.071 0.052 0 0 ○

江戸川区 18 三ツ目通り辰巳 住 31 740 0.040 0.148 0.083 0 0 ○ 自排局のため参考値

浮遊粒子状物質

1 陸上競技（マラソン）

3
自転車競技（ロード・
レース）

9 セーリング

屋外競技
No

屋外競技名称

2 陸上競技（競歩）

注 1：競技 No.は表 1-3-38（p1-87）に表す競技 No.に準じ、地点 No.あるいは測定局名は図 5-1-1(p5-1-2～5-1-3)の黒文字で示した番号に準ずる。 
注 2：地点 No.黒字の欄の「黄色」は一般局、「白色」は自排局を表す。 
注 3：環境基準との比較については、「1 時間値が 0.20mg/m3を超えた時間数」、「日平均値が 0.10mg/m3を超えた日数」の両方がともに 0 時間（日）の場合を

○、それ以外の場合を×とした。 
注 4：屋外競技では各競技実施期間中に車両の通行規制等、自動車による大気質の影響を軽減する措置が想定されているため、自排局の値を参考値とした。 
出典：環境 GIS 環境数値データベース（国立環境研究所） 
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表 5-1-16(2)  屋外競技の会場周辺の大気質測定結果（浮遊粒子状物質：平成 22 年８月） 
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区

町

村

（
黒
文
字

）

図
中
番
号

測定局名

用

途

地

域

名

有効測定

日数
測定時間

月
平
均
値

1時間値の

高値

日平均値の最

高値

1時間値が

0.20mg/m3
を

超えた時間数

日平均値が

0.10mg/m3
を

超えた日数

環境基準
（短期的
評価）と
の比較

備考

（日） （時間） (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) (ppm) (ppm)

千代田区 1 千代田区神田司町 商 31 739 0.022 0.057 0.048 0 0 ○

中央区 2 中央区晴海 準工 31 737 0.028 0.089 0.057 0 0 ○

新宿区 4 国設東京（新宿） 住 31 740 0.027 0.093 0.066 0 0 ○

千代田区 11 日比谷交差点 商 31 738 0.036 0.126 0.076 0 0 ○ 自排局のため参考値

千代田区 12 国設霞が関 商 31 738 0.032 0.078 0.057 0 0 ○ 自排局のため参考値

中央区 14 永代通り新川 商 31 736 0.040 0.113 0.083 0 0 ○ 自排局のため参考値

新宿区 4 国設東京（新宿） 住 31 740 0.027 0.093 0.066 0 0 ○

渋谷区 9 渋谷区宇田川町 準工 31 740 0.036 0.104 0.078 0 0 ○

千代田区 1 千代田区神田司町 商 31 739 0.022 0.057 0.048 0 0 ○

新宿区 4 国設東京（新宿） 住 31 740 0.027 0.093 0.066 0 0 ○

世田谷区 世田谷区成城 住 31 738 0.021 0.061 0.051 0 0 ○

杉並区 杉並区久我山 住 31 738 0.035 0.112 0.084 0 0 ○

府中市 府中市宮西町 商 31 740 0.025 0.101 0.047 0 0 ○

調布市 調布市深大寺南町 住 31 740 0.026 0.064 0.052 0 0 ○

多摩市 多摩市愛宕 住 31 739 0.026 0.068 0.050 0 0 ○

千代田区 11 日比谷交差点 商 31 738 0.036 0.126 0.076 0 0 ○ 自排局のため参考値

千代田区 12 国設霞が関 商 31 738 0.032 0.078 0.057 0 0 ○ 自排局のため参考値

千代田区 13 国設北の丸 住 31 741 0.038 0.103 0.069 0 0 ○ 自排局のため参考値

世田谷区 環八通り八幡山 住 31 739 0.030 0.088 0.065 0 0 ○ 自排局のため参考値

渋谷区 甲州街道大原 商 31 739 0.028 0.078 0.057 0 0 ○ 自排局のため参考値

日野市 川崎街道百草園 住 31 739 0.028 0.087 0.056 0 0 ○ 自排局のため参考値

4
トライアスロン/
パラトライアスロン

港区 6 港区台場 準工 31 737 0.032 0.135 0.067 0 0 ○

5 水泳（マラソン 10km） 港区 6 港区台場 準工 31 737 0.032 0.135 0.067 0 0 ○

6
カヌー（スプリント）/
パラカヌー

港区 6 港区台場 準工 31 737 0.032 0.135 0.067 0 0 ○

7 カヌー（スラローム） 江戸川区 10 江戸川区南葛西 商 31 738 0.027 0.078 0.058 0 0 ○

8 ボート 港区 6 港区台場 準工 31 737 0.032 0.135 0.067 0 0 ○

江戸川区 10 江戸川区南葛西 商 31 738 0.027 0.078 0.058 0 0 ○

江戸川区 18 三ツ目通り辰巳 住 31 739 0.035 0.166 0.100 0 0 ○ 自排局のため参考値

浮遊粒子状物質

1 陸上競技（マラソン）

3
自転車競技（ロード・
レース）

9 セーリング

2 陸上競技（競歩）

屋外競技
No

屋外競技名称

注 1：競技 No.は表 1-3-38（p1-87）に表す競技 No.に準じ、地点 No.あるいは測定局名は図 5-1-1(p5-1-2～5-1-3)の黒文字で示した番号に準ずる。 
注 2：地点 No.黒字の欄の「黄色」は一般局、「白色」は自排局を表す。 
注 3：環境基準との比較については、「1 時間値が 0.20mg/m3を超えた時間数」、「日平均値が 0.10mg/m3を超えた日数」の両方がともに 0 時間（日）の場合を○、

それ以外の場合を×とした。 
注 4：屋外競技では各競技実施期間中に車両の通行規制等、自動車による大気質の影響を軽減する措置が想定されているため、自排局の値を参考値とした。 
出典：環境 GIS 環境数値データベース（国立環境研究所） 
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表 5-1-16(3)  屋外競技の会場周辺の大気質測定結果（浮遊粒子状物質：平成 22 年９月） 
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図
中
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測定局名

用

途

地

域

名

有効測定
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測定時間

月
平
均
値

1時間値の

高値

日平均値の最

高値

1時間値が

0.20mg/m3
を

超えた時間数

日平均値が

0.10mg/m3
を

超えた日数

環境基準
（短期的
評価）と
の比較

備考

（日） （時間） (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) (ppm) (ppm)

千代田区 1 千代田区神田司町 商 30 715 0.018 0.055 0.038 0 0 ○

中央区 2 中央区晴海 準工 30 714 0.023 0.079 0.046 0 0 ○

新宿区 4 国設東京（新宿） 住 30 715 0.020 0.078 0.047 0 0 ○

千代田区 11 日比谷交差点 商 30 715 0.032 0.093 0.064 0 0 ○ 自排局のため参考値

千代田区 12 国設霞が関 商 30 717 0.029 0.085 0.053 0 0 ○ 自排局のため参考値

中央区 14 永代通り新川 商 30 714 0.036 0.105 0.073 0 0 ○ 自排局のため参考値

新宿区 4 国設東京（新宿） 住 30 715 0.020 0.078 0.047 0 0 ○

渋谷区 9 渋谷区宇田川町 準工 30 716 0.030 0.111 0.065 0 0 ○

千代田区 1 千代田区神田司町 商 30 715 0.018 0.055 0.038 0 0 ○

新宿区 4 国設東京（新宿） 住 30 715 0.020 0.078 0.047 0 0 ○

世田谷区 世田谷区成城 住 30 716 0.016 0.054 0.039 0 0 ○

杉並区 杉並区久我山 住 30 715 0.033 0.096 0.073 0 0 ○

府中市 府中市宮西町 商 30 715 0.020 0.063 0.044 0 0 ○

調布市 調布市深大寺南町 住 30 714 0.021 0.057 0.044 0 0 ○

多摩市 多摩市愛宕 住 30 713 0.020 0.068 0.050 0 0 ○

千代田区 11 日比谷交差点 商 30 715 0.032 0.093 0.064 0 0 ○ 自排局のため参考値

千代田区 12 国設霞が関 商 30 717 0.029 0.085 0.053 0 0 ○ 自排局のため参考値

千代田区 13 国設北の丸 住 30 717 0.034 0.093 0.060 0 0 ○ 自排局のため参考値

世田谷区 環八通り八幡山 住 30 716 0.025 0.076 0.053 0 0 ○ 自排局のため参考値

渋谷区 甲州街道大原 商 30 715 0.024 0.074 0.046 0 0 ○ 自排局のため参考値

日野市 川崎街道百草園 住 30 716 0.022 0.091 0.055 0 0 ○ 自排局のため参考値

4
トライアスロン/
パラトライアスロン

港区 6 港区台場 準工 30 714 0.025 0.087 0.050 0 0 ○

5 水泳（マラソン 10km） 港区 6 港区台場 準工 30 714 0.025 0.087 0.050 0 0 ○

6
カヌー（スプリント）/
パラカヌー

港区 6 港区台場 準工 30 714 0.025 0.087 0.050 0 0 ○

7 カヌー（スラローム） 江戸川区 10 江戸川区南葛西 商 30 715 0.020 0.060 0.046 0 0 ○

8 ボート 港区 6 港区台場 準工 30 714 0.025 0.087 0.050 0 0 ○

江戸川区 10 江戸川区南葛西 商 30 715 0.020 0.060 0.046 0 0 ○

江戸川区 18 三ツ目通り辰巳 住 30 716 0.028 0.124 0.067 0 0 ○ 自排局のため参考値

浮遊粒子状物質

1 陸上競技（マラソン）

3
自転車競技（ロード・
レース）

9 セーリング

屋外競技
No

2 陸上競技（競歩）

屋外競技名称

注 1：競技 No.は表 1-3-38（p1-87）に表す競技 No.に準じ、地点 No.あるいは測定局名は図 5-1-1(p5-1-2～5-1-3)の黒文字で示した番号に準ずる。 
注 2：地点 No.黒字の欄の「黄色」は一般局、「白色」は自排局を表す。 
注 3：環境基準との比較については、「1 時間値が 0.20mg/m3を超えた時間数」、「日平均値が 0.10mg/m3を超えた日数」の両方がともに 0 時間（日）の場合を

○、それ以外の場合を×とした。 
注 4：屋外競技では各競技実施期間中に車両の通行規制等、自動車による大気質の影響を軽減する措置が想定されているため、自排局の値を参考値とした。 
出典：環境 GIS 環境数値データベース（国立環境研究所） 
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表 5-1-17 (1) 屋外競技の会場周辺の大気質測定結果（光化学オキシダント：平成 22 年７月） 

 

 

市

区
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黒
文
字

）

図
中
番
号

測定局名

用

途

地

域

名

昼間有効測

定

日数

昼間測定時
間

昼間の1時

間値の月平

均値

昼間の

１時間値が
0.06ppmを

超えた日数

昼間の

１時間値が
0.06ppmを

超えた時間

数

昼間の

１時間値が
0.12ppm以

上の

日数

昼間の

１時間値が
0.12ppm以

上の

時間数

昼間の

１時間値の

高値

昼間の

日 高１時
間値の

月平均値

達
成
状
況

備考

（日） （時間） (ppm) (日) (時間) (日) (時間) (ppm) (ppm)

千代田区 1 千代田区神田司町 商 31 462 0.028 9 50 3 10 0.170 0.053 ×

中央区 2 中央区晴海 準工 31 461 0.029 11 51 3 12 0.167 0.057 ×

新宿区 4 国設東京（新宿） 住 31 461 0.033 11 65 3 12 0.186 0.059 ×

千代田区 11 日比谷交差点 商 - - - - - - - - - -

千代田区 12 国設霞が関 商 31 464 0.020 8 34 2 4 0.147 0.045 × 自排局のため参考値

中央区 14 永代通り新川 商 - - - - - - - - - -

新宿区 4 国設東京（新宿） 住 31 461 0.033 11 65 3 12 0.186 0.059 ×

渋谷区 9 渋谷区宇田川町 準工 31 461 0.039 13 86 5 16 0.207 0.070 ×

千代田区 1 千代田区神田司町 商 31 462 0.028 9 50 3 10 0.170 0.053 ×

新宿区 4 国設東京（新宿） 住 31 461 0.033 11 65 3 12 0.186 0.059 ×

世田谷区 世田谷区成城 住 - - - - - - - - - -

杉並区 杉並区久我山 住 31 461 0.041 15 103 5 15 0.179 0.070 ×

府中市 府中市宮西町 商 30 439 0.045 16 116 5 15 0.206 0.076 ×

調布市 調布市深大寺南町 住 31 459 0.045 18 130 6 18 0.179 0.074 ×

多摩市 多摩市愛宕 住 31 461 0.040 16 108 5 13 0.168 0.069 ×

千代田区 11 日比谷交差点 商 - - - - - - - - - -

千代田区 12 国設霞が関 商 31 464 0.020 8 34 2 4 0.147 0.045 × 自排局のため参考値

千代田区 13 国設北の丸 住 31 463 0.024 7 34 3 9 0.150 0.048 × 自排局のため参考値

世田谷区 環八通り八幡山 住 - - - - - - - - - -

渋谷区 甲州街道大原 商 - - - - - - - - - -

日野市 川崎街道百草園 住 - - - - - - - - - -

4
トライアスロン/
パラトライアスロン

港区 6 港区台場 準工 31 461 0.032 11 56 3 9 0.163 0.054 ×

5 水泳（マラソン 10km） 港区 6 港区台場 準工 31 461 0.032 11 56 3 9 0.163 0.054 ×

6
カヌー（スプリント）/
パラカヌー

港区 6 港区台場 準工 31 461 0.032 11 56 3 9 0.163 0.054 ×

7 カヌー（スラローム） 江戸川区 10 江戸川区南葛西 商 31 461 0.031 11 50 3 7 0.145 0.055 ×

8 ボート 港区 6 港区台場 準工 31 461 0.032 11 56 3 9 0.163 0.054 ×

江戸川区 10 江戸川区南葛西 商 31 461 0.031 11 50 3 7 0.145 0.055 ×

江戸川区 18 三ツ目通り辰巳 住 - - - - - - - - - -

光化学オキシダント

1 陸上競技（マラソン）

3
自転車競技（ロード・
レース）

9 セーリング

屋外競技
No

屋外競技名称

2 陸上競技（競歩）

注 1：競技 No.は表 1-3-38（p1-87）に表す競技 No.に準じ、地点 No.あるいは測定局名は図 5-1-1(p5-1-2～5-1-3)の黒文字で示した番号に準ずる。 
注 2：地点 No.黒字の欄の「黄色」は一般局、「白色」は自排局を表す。 
注 3：環境基準との比較については、「昼間の１時間値が 0.06ppm を超えた日数」が 0（日）の場合を○、それ以外の場合を×とした。 
注 4：屋外競技では各競技実施期間中に車両の通行規制等、自動車による大気質の影響を軽減する措置が想定されているため、自排局の値を参考値とした。 
出典：環境 GIS 環境数値データベース（国立環境研究所） 
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表 5-1-17 (2)  屋外競技の会場周辺の大気質測定結果（光化学オキシダント：平成 22 年８月） 

 

 

 

 

 

  

市

区

町

村

（
黒
文
字

）

図
中
番
号

測定局名

用

途

地

域

名

昼間有効測

定

日数

昼間測定時
間

昼間の1時

間値の月平

均値

昼間の

１時間値が
0.06ppmを

超えた日数

昼間の

１時間値が
0.06ppmを

超えた時間

数

昼間の

１時間値が
0.12ppm以

上の

日数

昼間の

１時間値が
0.12ppm以

上の

時間数

昼間の

１時間値の

高値

昼間の

日 高１時
間値の

月平均値

達
成
状
況

備考

（日） （時間） (ppm) (日) (時間) (日) (時間) (ppm) (ppm)

千代田区 1 千代田区神田司町 商 31 459 0.024 10 37 2 4 0.144 0.049 ×

中央区 2 中央区晴海 準工 31 461 0.025 9 42 3 4 0.177 0.053 ×

新宿区 4 国設東京（新宿） 住 31 461 0.027 10 43 1 1 0.125 0.052 ×

千代田区 11 日比谷交差点 商 - - - - - - - - - -

千代田区 12 国設霞が関 商 31 463 0.017 7 23 0 0 0.115 0.039 × 自排局のため参考値

中央区 14 永代通り新川 商 - - - - - - - - - -

新宿区 4 国設東京（新宿） 住 31 461 0.027 10 43 1 1 0.125 0.052 ×

渋谷区 9 渋谷区宇田川町 準工 31 463 0.033 14 61 2 4 0.140 0.060 ×

千代田区 1 千代田区神田司町 商 31 459 0.024 10 37 2 4 0.144 0.049 ×

新宿区 4 国設東京（新宿） 住 31 461 0.027 10 43 1 1 0.125 0.052 ×

世田谷区 世田谷区成城 住 - - - - - - - - - -

杉並区 杉並区久我山 住 31 460 0.035 16 71 2 6 0.191 0.062 ×

府中市 府中市宮西町 商 29 422 0.038 17 84 4 8 0.164 0.069 ×

調布市 調布市深大寺南町 住 31 460 0.036 16 70 3 6 0.151 0.063 ×

多摩市 多摩市愛宕 住 31 462 0.038 19 98 2 7 0.171 0.068 ×

千代田区 11 日比谷交差点 商 - - - - - - - - - -

千代田区 12 国設霞が関 商 31 463 0.017 7 23 0 0 0.115 0.039 × 自排局のため参考値

千代田区 13 国設北の丸 住 31 463 0.021 7 28 0 0 0.119 0.043 × 自排局のため参考値

世田谷区 環八通り八幡山 住 - - - - - - - - - -

渋谷区 甲州街道大原 商 - - - - - - - - - -

日野市 川崎街道百草園 住 - - - - - - - - - -

4
トライアスロン/
パラトライアスロン

港区 6 港区台場 準工 31 461 0.026 9 37 2 2 0.154 0.050 ×

5 水泳（マラソン 10km） 港区 6 港区台場 準工 31 461 0.026 9 37 2 2 0.154 0.050 ×

6
カヌー（スプリント）/
パラカヌー

港区 6 港区台場 準工 31 461 0.026 9 37 2 2 0.154 0.050 ×

7 カヌー（スラローム） 江戸川区 10 江戸川区南葛西 商 31 460 0.027 10 33 3 6 0.165 0.050 ×

8 ボート 港区 6 港区台場 準工 31 461 0.026 9 37 2 2 0.154 0.050 ×

江戸川区 10 江戸川区南葛西 商 31 460 0.027 10 33 3 6 0.165 0.050 ×

江戸川区 18 三ツ目通り辰巳 住 - - - - - - - - - -

光化学オキシダント

1 陸上競技（マラソン）

3
自転車競技（ロード・
レース）

9 セーリング

2 陸上競技（競歩）

屋外競技
No

屋外競技名称

注 1：競技 No.は表 1-3-38（p1-87）に表す競技 No.に準じ、地点 No.あるいは測定局名は図 5-1-1(p5-1-2～5-1-3)の黒文字で示した番号に準ずる。 
注 2：地点 No.黒字の欄の「黄色」は一般局、「白色」は自排局を表す。 
注 3：環境基準との比較については、「昼間の１時間値が 0.06ppm を超えた日数」が 0（日）の場合を○、それ以外の場合を×とした。 
注 4：屋外競技では各競技実施期間中に車両の通行規制等、自動車による大気質の影響を軽減する措置が想定されているため、自排局の値を参考値とした。 
出典：環境 GIS 環境数値データベース（国立環境研究所） 
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表 5-1-17 (3)  屋外競技の会場周辺の大気質測定結果（光化学オキシダント：平成 22 年９月） 

 

 

 

市

区

町

村

（
黒
文
字

）

図
中
番
号

測定局名

用

途

地

域

名

昼間有効測

定

日数

昼間測定時
間

昼間の1時

間値の月平

均値

昼間の

１時間値が
0.06ppmを

超えた日数

昼間の

１時間値が
0.06ppmを

超えた時間

数

昼間の

１時間値が
0.12ppm以

上の

日数

昼間の

１時間値が
0.12ppm以

上の

時間数

昼間の

１時間値の

高値

昼間の

日 高１時
間値の

月平均値

達
成
状
況

備考

（日） （時間） (ppm) (日) (時間) (日) (時間) (ppm) (ppm)

千代田区 1 千代田区神田司町 商 30 443 0.025 10 26 0 0 0.091 0.047 ×

中央区 2 中央区晴海 準工 30 445 0.028 13 34 0 0 0.111 0.053 ×

新宿区 4 国設東京（新宿） 住 30 446 0.028 8 35 0 0 0.094 0.051 ×

千代田区 11 日比谷交差点 商 - - - - - - - - - -

千代田区 12 国設霞が関 商 30 448 0.020 8 14 0 0 0.094 0.042 × 自排局のため参考値

中央区 14 永代通り新川 商 - - - - - - - - - -

新宿区 4 国設東京（新宿） 住 30 446 0.028 8 35 0 0 0.094 0.051 ×

渋谷区 9 渋谷区宇田川町 準工 30 446 0.034 14 58 0 0 0.115 0.058 ×

千代田区 1 千代田区神田司町 商 30 443 0.025 10 26 0 0 0.091 0.047 ×

新宿区 4 国設東京（新宿） 住 30 446 0.028 8 35 0 0 0.094 0.051 ×

世田谷区 世田谷区成城 住 - - - - - - - - - -

杉並区 杉並区久我山 住 30 446 0.036 17 74 1 2 0.138 0.063 ×

府中市 府中市宮西町 商 30 446 0.038 18 92 2 4 0.137 0.066 ×

調布市 調布市深大寺南町 住 30 445 0.034 16 64 0 0 0.117 0.059 ×

多摩市 多摩市愛宕 住 30 447 0.040 18 92 3 9 0.128 0.069 ×

千代田区 11 日比谷交差点 商 - - - - - - - - - -

千代田区 12 国設霞が関 商 30 448 0.020 8 14 0 0 0.094 0.042 × 自排局のため参考値

千代田区 13 国設北の丸 住 30 448 0.019 6 8 0 0 0.079 0.039 × 自排局のため参考値

世田谷区 環八通り八幡山 住 - - - - - - - - - -

渋谷区 甲州街道大原 商 - - - - - - - - - -

日野市 川崎街道百草園 住 - - - - - - - - - -

4
トライアスロン/
パラトライアスロン

港区 6 港区台場 準工 30 444 0.024 8 23 0 0 0.098 0.046 ×

5 水泳（マラソン 10km） 港区 6 港区台場 準工 30 444 0.024 8 23 0 0 0.098 0.046 ×

6
カヌー（スプリント）/
パラカヌー

港区 6 港区台場 準工 30 444 0.024 8 23 0 0 0.098 0.046 ×

7 カヌー（スラローム） 江戸川区 10 江戸川区南葛西 商 30 445 0.034 13 55 1 1 0.120 0.056 ×

8 ボート 港区 6 港区台場 準工 30 444 0.024 8 23 0 0 0.098 0.046 ×

江戸川区 10 江戸川区南葛西 商 30 445 0.034 13 55 1 1 0.120 0.056 ×

江戸川区 18 三ツ目通り辰巳 住 - - - - - - - - - -

光化学オキシダント

1 陸上競技（マラソン）

3
自転車競技（ロード・
レース）

9 セーリング

屋外競技
No

2 陸上競技（競歩）

屋外競技名称

注 1：競技 No.は表 1-3-38（p1-87）に表す競技 No.に準じ、地点 No.あるいは測定局名は図 5-1-1(p5-1-2～5-1-3)の黒文字で示した番号に準ずる。 
注 2：地点 No.黒字の欄の「黄色」は一般局、「白色」は自排局を表す。 
注 3：環境基準との比較については、「昼間の１時間値が 0.06ppm を超えた日数」が 0（日）の場合を○、それ以外の場合を×とした。 
注 4：屋外競技では各競技実施期間中に車両の通行規制等、自動車による大気質の影響を軽減する措置が想定されているため、自排局の値を参考値とした。 
出典：環境 GIS 環境数値データベース（国立環境研究所） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5--1-17(1)  屋外競技

 

5-1-39

 

の会場（陸上競技（マ

陸

ラソン、競歩

陸上競技（マ

陸上競技

歩）） 

マラソン）コ

（競歩）コー

コース 

ース 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自

図 5-1

図 5-1-17

自転車競技（

1-17(2)  

7(3)  屋外

（ロード・レ

屋外競技の

外競技の会場

 

レース）コー

5-1-40

の会場（自転

場（トライ

ース 

転車競技（ロ

アスロン/パ

ロード・レー

パラトライア

ース）） 

アスロン） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図図 5-1-17(4))  屋外競
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競技の会場（水泳(マラソン 10km)） 
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屋外競技の
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5-1-2  予測評価（会場別） 

(1) 評価の指標及び目安 

会場別検討における評価の指標及び目安は、表 5-1-18 に示すとおりである。 

 

表 5-1-18  評価の指標及び目安 

評価の 

指標 

評価の 

基準 

評価の目安 

－２ －１ ０ ＋１ ＋２ 

汚染物質
（NO2、SPM）
の排出量 

排出の有無、
現状より排
出増大の可
能性 

大気環境への
影響が懸念さ
れる排出量で
ある（現況に
対する濃度の
付加率が５％
以上） 

大気環境への
影響が懸念さ
れる排出量で
あるが、一過
性の負荷にと
どまる（現況
に対する濃度
の 付 加 率 が
５％未満） 

現況と変わら
ない排出量で
あり、大気環
境 へ の 影 響
（現況濃度を
悪化させる）
は懸念されな
い 

現況の排出量
に比べて削減
されている 

高度な技術の
適用により大
幅に削減され
る 

 

(2) 予測の方法 

会場別には、開催前（工事の実施による影響）、開催中（施設の存在による影響）、開催中

（競技の実施による影響）、開催後（工事の実施による影響）、開催後（後利用による影響）

における汚染物質の排出量について予測評価を行った。 

それぞれの時期における予測評価の方法は、表 5-1-19 に示すとおりである。 

 

表 5-1-19  予測評価方法（会場別） 

予測評価の時期 予測評価の方法 

開催前 
工事の実施による

影響 

現段階では各会場の工事計画が固まっていないことから、過去の環境影

響評価の事例を参考に、事業規模（延床面積）から工事規模（工事車両、

建設機械の稼働台数）を想定し、その規模に応じた工事の実施が大気環境

に与える影響の程度（濃度の変化）について定量的に予測評価を行った。

開催中 

施設の存在による

影響 

いずれの会場においても、施設が存在しているだけで、大気汚染物質を

排出するような要因は想定できないことから、予測評価の対象外とした。

競技の実施による

影響 

各会場において競技が実施される際の駐車場の利用、熱源施設の供用に

伴う大気環境への影響の程度について、現段階の施設計画（熱源施設は想

定）を用いて、過去の環境影響評価の事例を参考に定量的に予測評価を行

った。また、選手や大会関係者、観客の移動に伴う各会場周辺における自

動車交通量の増加が大気環境に与える影響の程度については、定性的に予

測評価を行った。 

開催後 

工事の実施による

影響 

仮設部分の撤去に伴う工事の実施が大気環境に与える影響の程度（濃度

の変化）について、開催前の工事の実施による影響と同様の方法により、

定量的に予測評価を行った。なお、撤去工事以外にも内装等屋内工事があ

るが影響は小さいと想定されることから、これらの影響は含めないことと

した。 

後利用による影響 

新たに建設した施設の後利用（恒久利用）の際の駐車場の利用、熱源施

設の供用及び自動車交通量の増加が、大気環境に与える影響の程度につい

て、開催中の競技の実施による影響と同様の方法により、定量的（一部、

定性的）に予測評価を行った。 
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1)  工事の実施による影響（開催前、開催後）の予測方法 

各会場の建設工事による大気環境への影響の程度について、現段階においては工事計画

が固まっていないことから、東京都等の条例に基づいて環境影響評価を実施した事業の規

模、予測評価の結果等を参考として、開催前及び開催後の工事の実施における影響につい

て予測評価を行った。 

予測に用いた手順や予測手法は既存の環境影響評価事例を参考とし、一般に工事用車両

については工事期間日台数のピーク台数、建設機械については年間の稼働台数のピーク台

数から予測条件が設定されている点を考慮して、工事車両については工事期間日台数のピ

ーク台数を、建設機械については年間のピーク台数を推定し、それら推定台数と大気汚染

物質の寄与濃度との関係式を作成し、予測を行った。 

なお、参考とした事例は 31 事例であり、それぞれの事業概要は、表 5-1-20(p5-1-46～

5-1-51)に示すとおりである。 

各会場において建設される建物の規模等が様々であることから、事例についても、延床

面積等の事業規模においてなるべくいろいろな規模の事例を収集して整理した。 

今回整理した事例における延床面積の規模は、5,339～631,800ｍ2である。 

また、オリンピックスタジアム（国立霞ヶ丘競技場）を建設することから、同じく大規

模スポーツスタジアムであるナゴヤドームの建設事業に係る環境影響評価（事例Ｇ）につ

いても整理することとした。 
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表 5-1-20(1)  環境影響評価の実施事例として整理した事業の概要 

番
号 

名称 
提出 
年月 

種類 計画地 
施設規模 

事業概要 敷地面積
(m2) 

延床面積 
(m2) 

駐車場 
台数(台)

工事期間
(ヵ月) 

Ａ 

環境影響評価書 

(仮称)丸の内1丁目1

街区(東京駅丸の内北

口)開発計画 

平成12年 

11月 

高層建築物

の新築 

東京都千代田区丸の内一丁

目1番1､2､4､10､11､28､29､

39 

23,800 335,000 740 48 
計画地内の既存建物を解体し、新たな業務棟を

3棟、商業・ホテル棟を1棟建設するものである。 

Ｂ 
環境影響評価書案 

ひばりが丘団地建替事

業 

平成13年 

9月 

・住宅団地の

新設 

・自動車駐車

場の設置 

東京都東久留米市ひばりが

丘団地の全域、南沢二丁目の

一部、学園長二丁目の一部、

西東京市ひばりが丘三丁目

の全域、ひばりが丘二丁目の

一部、谷戸町二丁目の一部 

345,400 311,000 2,200 
1期：82

2期：69

2期13年次計画で都市基盤整備公団ひばりが

丘団地の既存宅を除却し、5～12階建ての中高層

住宅に建て替え、あわせて自動車駐車場の設置な

どの居住環境の整備を行うものである。 

Ｃ 
環境影響評価書 

豊洲新市場建設事業 

平成23年 

7月 

・卸売市場の

設置 

・自動車駐車

場の設置 

東京都江東区豊洲六丁目地

内 
407,000 526,300 6,300 60 

東京都が築地市場を首都圏の生鮮食料品流通

の中核を担う市場への再生するために、江東区豊

洲六丁目地内に整備される土地区画整理事業の5

街区、6街区及び7街区に、卸売市場を建設する

ものである。 

Ｄ 
横河電機株式会社小峰

工場建設事業 評価書

平成5年 

1月 
工場の設置 

東京都西多摩郡五日市町小

峰台1番地 
21,693 5,339 102 12 

製品に使用する板金部品の供給等を目的とし

た工場をJR五日市線「武蔵五日市駅」より南南

東約1,500ｍにある工業団地内に建設するもので

ある。 

Ｅ 
環境影響評価書 

読売府中別館建設事業

平成3年 

11月 
工場の設置 

東京都府中市南町四丁目40

番33号他 
28,667 

Ⅰ：27,897

Ⅱ：19,751

計：47,648

108 
Ⅰ期：27

Ⅱ期：22

東京都千代田区大手町一丁目７番１号にある

読売新聞社の発行事業のうち、府中市南町四丁目

40番33号他に「読売府中別館」を建設し、その

内部にコンピュータ部門を統合した「コンピュー

タセンター」の設置及び「新聞印刷関連部門」の

一部を移転することための工場を建設するもの

である。 
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表 5-1-20(2)  環境影響評価の実施事例として整理した事業の概要 

番
号 

名称 
提出 
年月 

種類 計画地 
施設規模 

事業概要 敷地面積
(m2) 

延床面積 
(m2) 

駐車場 
台数(台)

工事期間
(ヵ月) 

Ｆ 
(仮称)晴海二丁目マン

ション計画建設事業環

境影響評価書案 

平成20年 

7月 

住宅団地の

新設 
東京都中央区晴海二丁目 29,890 134,450 1,120 47 

社会状況の変化に伴う多様な住居ニーズに対

応できる都市型住宅の供給を図るとともに、良好

でゆとりのある住環境の整備、土地の高度利用に

よる良質な住宅供給を図り、定住人口回復に貢献

することを目的として、東京都中央区晴海の現在

更地である計画敷地に、2棟の高層住宅棟（住戸

数約1,860戸、 高高さ約180m）を建設するもの

である。 

Ｇ 
ナゴヤドーム(仮称)計

画建設事業に係る環境

影響評価書 

平成6年 

6月 

大規模建築

物の新設 

名古屋市東区大幸南一丁目

101番 外 
69,000 118,000 1,000 35 

野球を主としたスポーツイベントや音楽コン

サート、見本市・展示会などイベントの開催会場

として、地域の文化拠点づくりに貢献することを

目的とした、全天候型の多目的新世代ドームを建

設するものである。（東京、福岡に続く日本で3

番目の大空間ドームであり、ドーム形態は固定屋

根型である。施設内容は、国際規格を満足する野

球場としての広さを確保するとともに、観客席は

一部を可動式とし、イベントにあわせたフレキシ

ブルな利用形態としている。） 

Ｈ 
(仮称)環二再開発(Ⅲ

街区：虎ノ門街区)建設

事業 環境影響評価書

平成20年 

5月 

高層建築物

の新設 

東京都港区虎ノ門一丁目23

番 ほか 
17,100 249,000 510 34 

東京都港区虎ノ門一丁目地区に業務、住宅、商

業、文化・交流機能等の多様な都市機能の導入が

図られた建築物を建設するものである。（建築物

については、高さ約250ｍの超高層棟及び高さ約

28ｍの商業棟の2棟を建設する。） 
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表 5-1-20(3)  環境影響評価の実施事例として整理した事業の概要 

番
号 

名称 
提出 
年月 

種類 計画地 
施設規模 

事業概要 敷地面積
(m2) 

延床面積 
(m2) 

駐車場 
台数(台)

工事期間
(ヵ月) 

Ｉ 

日清紡東京工場跡地イ

トーヨーカドーＳＣ建

築事業 環境影響評価

書 

平成18年 

2月 

自動車駐車

場の設置 

東京都足立区西新井栄町一

丁目18番、19番、20番 
32,400 107,300 1,550 21 

東京都足立区西新井栄町一丁目18番、19番、

20番に位置する敷地約32400m2（日清紡東京工場

跡地等）において、商業施設の建設及びそれに伴

う約1550台の自動車駐車場を設置するものであ

る。 

Ｊ 
(仮称)新砂三丁目商業

施設建設事業 環境影

響評価書 

平成19年 

2月 

自動車駐車

場の設置 

東京都江東区新砂三丁目4

番 
24,400 93,300 1,600 13 

東京都江東区新砂三丁目4番に位置する敷地約

24,400m2において、商業施設の建設及びそれに伴

う約1,600台の自動車駐車場を設置するものであ

る。 

Ｋ 
イトーヨーカドー新亀

有店ショッピングセン

ター建築事業 

平成16年 

9月 

自動車駐車

場の設置 

東京都葛飾区亀有三丁目及

び足立区中川一丁目他 
44,505 140,600 2,000 14 

東京都葛飾区亀有三丁目及び足立区中川一丁

目他に位置する敷地約44,505m2(旧日本板紙(株)

亀有工場跡地)において、商業施設の建設及びそ

れに伴う約2,000台の自動車駐車場を設置するも

のである。 

Ｌ 

ジョイフル本田グロー

バルホームセンター瑞

穂建設事業 環境影響

評価書 

平成17年 

11月 

自動車駐車

場の設置 

東京都西多摩郡瑞穂町大字

殿ヶ谷442番地ほか 
96,800 95,300 3,200 8 

東京都西多摩郡瑞穂町の既存市街地（工業地

域）において、ホームセンターを中心とした商業

施設の出店に伴い、約3,200台の収容規模を有す

る駐車場を整備するものである。 

Ｍ 

イオン東久留米ショッ

ピングセンター(仮称)

建築事業 環境影響評

価書案 

平成20年 

7月 

自動車駐車

場の設置 

東京都東久留米市南沢五丁

目17番 
55,700 98,600 2,020 11 

東京都東久留米市南沢地区に位置する敷地（ひ

ばりヶ丘グラウンド跡地）約55,700m2において、

商業施設の建設及びそれに伴う約2,020台の自動

車駐車場を設置するものである。 
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表 5-1-20(4)  環境影響評価の実施事例として整理した事業の概要 

番
号 

名称 
提出 
年月 

種類 計画地 
施設規模 

事業概要 敷地面積
(m2) 

延床面積 
(m2) 

駐車場 
台数(台)

工事期間
(ヵ月) 

Ｎ 
大日本印刷株式会社神

谷工場建設事業 環境

影響評価書 

平成16年 

10月 
工場の設置 

東京都北区神谷三丁目7番1

号他 
26,500 33,100 60 13 

東京都北区神谷三丁目の計画敷地約26,500m2

内に印刷工場、自動車倉庫及び工場から排出する

紙くず等を処理するリサイクル施設等を計画し、

建設するものである。 

Ｏ 
わらべや日洋株式会社

(仮称)新村山工場建設

事業 環境影響評価書

平成18年 

2月 
工場の設置 

東京都武蔵村山市榎一丁目

1番3号、東京都立川市上砂

町六丁目12番17号他 

33,057 
1：12,757 

2：6,151 
250 

1期：11

2期：9 

東京都武蔵村山市榎一丁目及び立川市上砂六

丁目に位置する日産自動車株式会社村山工場跡

の一部に既設の食品加工工場を再編成し、新たな

食品加工工場を建設するものである。 

Ｐ 

(仮称)イオン日の出シ

ョッピングセンター建

築事業 環境影響評価

書 

平成18年 

12月 

自動車駐車

場の設置 

東京都西多摩郡日の出町大

字平井字三吉野桜木地区内 
132,000 135,812 3,728 10 

東京都西多摩郡日の出町三吉野桜木土地区画

整理事業用地内に位置する敷地約132,000m2にお

いて、商業施設の建築及び3,728台の自動車駐車

場の設置を行うものである。 

Ｑ 
ホームズ葛西店建設事

業 環境影響評価書 

平成16年 

3月 

自動車駐車

場の設置 

東京都江戸川区東葛西九丁

目3253-1外 
38,000 82,000 1,500 8 

東京都江戸川区東葛西の日本ロール製造株式

会社の工場一部跡地において、商業施設の出店に

伴い、約1,500台の収容規模を有する駐車場を整

備するものである。 

Ｒ 
ザ・モール瑞穂新築事

業 環境影響評価書 

平成13年 

2月 

自動車駐車

場の設置 

東京都西多摩郡瑞穂町大字

高根585番地1号 
72,000 63,700 1,940 10 

東京都西多摩郡瑞穂町において、商業施設計画

に伴い約1,940台の自動車駐車場を整備するもの

である。 
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表 5-1-20(5)  環境影響評価の実施事例として整理した事業の概要 

番
号 

名称 
提出 
年月 

種類 計画地 
施設規模 

事業概要 敷地面積
(m2) 

延床面積 
(m2) 

駐車場 
台数(台)

工事期間
(ヵ月) 

Ｓ 
(仮称)西友府中店建築

事業 環境影響評価書

平成19年 

1月 

自動車駐車

場の設置 

東京都府中市四谷五丁目

23-12他 
27,800 50,500 1,150 12 

東京都府中市四谷の流通センター跡地に商業

施設の建築及び約1,150台の駐車場の設置を行う

ものである。 

Ｔ 
(仮称)馬込車両基地車

両工場建設事業 環境

影響評価書 

平成13年 

5月 
工場の変更 東京都大田区南馬込6-38-1 52,481 9,600 － 31 

都営浅草線及び都営大江戸線の車両検査を実

施するために、東京都大田区南馬込の馬込車両基

地に、新たに検査施設を増設するものである。 

Ｕ 
(仮称)ロッテワールド

東京計画 環境影響評

価書 

平成11年 

6月 

・高層建築物

の新設 

・自動車駐車

場の設置 

東京都江戸川区臨海町2丁

目4番地 
192,100 631,800 4,350 45 

東京都江戸川区臨海町二丁目に直径約300ｍの

ドームからなるテーマミュージアムと高さ約210

ｍのホテル棟及び商業施設等を中心とした複合

施設を建設するものである。 

Ｖ 
春日・後楽園駅前地区

市街地再開発事業 

平成21年 

7月 

高層建築物

の新築 

東京都文京区小石川1丁目1

番外 
16,200 181,000 505 39 

業務・商業・居住棟の機能を持った、高層建築

物を含む複合施設を建設するものである。 

Ｗ 
業平橋押上地区開発事

業 

平成20年 

5月 

・高層建築物

の新設 

・自動車駐車

場の設置 

東京都墨田区押上１丁目1

番の一部 
39,700 230,000 1100 42 

地上デジタル波を送信する新タワー及び商業

棟、業務棟等で構成される街区を形成するととも

に、自動車駐車場を設置するものである。 

Ｘ 
(仮称)大手町１-６開

発事業 

平成19年 

7月 

高層建築物

の新築 

東京都千代田区大手町1丁

目6-6他 
11,038 200,000 340 51 

敷地内にある大手町フィナンシャルセンター

を高さ約200ｍの高層建築物に建替え、合わせて

地上及び地下の都市基盤整備等を構築するもの

である。 

Ｙ 

飯田橋駅西口地区市街

地再開発ビル建設事業

（旧 富士見二丁目10

番地区市街地再開発ビ

ル建設事業） 

平成21年 

2月 

高層建築物

の新設 

東京都千代田区富士見2丁

目及び飯田橋4丁目 
16,700 186,000 430 49 

東京都千代田区富士見2丁目に、高さ約160ｍ

の業務・商業棟、住宅棟を新築し、複合的な市街

地を形成するものである。 

Ｚ 
(仮称)丸の内２丁目４

番計画建設事業 

平成21年 

2月 

高層建築物

の新設 

東京都千代田区丸の内２丁

目７番２号 
11,630 215,000 360 33 

東京都中央郵便局を高さ約200ｍの高層建築物

に建替え、国際化、高度情報化に対応した質の高

いオフィスを供給するものである。 
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表 5-1-20(6)  環境影響評価の実施事例として整理した事業の概要 

番
号 

名称 
提出 
年月 

種類 計画地 
施設規模 

事業概要 敷地面積
(m2) 

延床面積 
(m2) 

駐車場 
台数(台)

工事期間
(ヵ月) 

AA 
(仮称)大久保三丁目西

地区開発事業 

平成22年 

3月 

高層建築物

の新築 

東京都新宿区大久保3丁目8

番 
25,200 170,000 610 42 

オフィス、住宅、多目的ホール、商業、駐車場

等を計画した 高高さ約160mの施設を建築する

ものである。 

AB 
芝浦水再生センター再

構築に伴う上部利用事

業 

平成23年 

7月 

高層建築物

の新設 

東京都港区港南1丁目2番１

号 
49,500 199,900 380 43 

芝浦水再生センター再構築の一環として建設

する雨天時貯留地に合わせて、その上部空間を利

用し、業務・商業系ビルを合築するものである。 

AC 
赤坂一丁目地区第一種

市街地再開発事業 

平成24年 

2月 

高層建築物

の新築 

東京都港区赤坂1丁目5番

地、6番、8番、9番の一部
16,000 168,000 337 42 

高建物高さ220ｍの高層建築物を含む複合施

設を整備するものである。 

AD 
六本木三丁目東地区再

開発事業 

平成23年 

8月 

高層建築物

の新築 

東京都港区六本木三丁目1、

2番内 
19,200 200,200 410 48 

業務、住宅、ホール、商業等の用途の計画建築

物を新築、合わせて区画道路の拡幅、地下鉄駅周

辺の歩行者通路の整備等を行うものである。 

AE 
（仮称）臨海副都心青

海地区北側Ｑ街区開発

事業 

平成21年 

4月 

自動車駐車

場の設置 

東京都江東区青海一丁目1

番 
32,900 205,530 1,412 26 

約1,400台の自動車駐車場を有する商業・業務

施設を建設するものである。 
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①  予測評価の内容 

工事の実施に伴う大気環境への影響の程度についての予測評価の内容は、表 5-1-21 に

示すとおりである。 
 

表 5-1-21  予測評価の内容（工事中） 

予測項目 予測する事項 予測評価の内容 

・二酸化窒素（NO2） 
・ 浮 遊 粒 子 状 物 質
（SPM） 

工事中の工事用車両
の走行に伴う大気中
の濃度 

工事用車両台数がピークとなる時の
付加濃度 

工事中の建設機械の
稼働に伴う大気中の
濃度 

建設機械の稼働がピーク（12ヵ月間）
となる時の 大濃度着地点における
付加濃度 

 

②  工事用車両の走行に伴う影響の予測方法 

工事用車両の走行に伴う大気質の付加濃度は、各会場において工事用車両走行台数のピ

ーク時(１日)が年間継続した場合における年平均付加濃度について予測を行った。 

予測は、既存事例におけるピーク時の工事用車両台数と付加濃度の関係から得られた関

係式等と各会場で想定したピーク時工事用車両台数から予測することとした。 

予測手順は、図 5-1-18 に示すとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-1-18  工事用車両の走行に伴う付加濃度の予測手順 
  

工事用車両の走行（ピーク時）に伴う大気質付加濃度の予測手順 

＜施設計画（想定）＞ 

・施設の延床面積 

工事用車両総台数（全工期） 

工事用車両日平均台数 

工事用車両日台数（ピーク時） 

＜仮設（プレハブの場合）＞ 

各会場の仮設プレハブ延床面積（計画）とプレハブ

の規格（大きさ）から、プレハブを輸送するための

車両台数を想定 

＜仮設観客席の場合＞ 

各会場の仮設観客席数（計画）と仮設観客席の規格

（大きさ）から、仮設観客席を輸送するための車両

台数を想定 

大気質年平均付加濃度の予測 

手順１ 

手順２ 

手順３ 

手順４ 

＜恒設施設及び仮設のうち大規模建物の場合＞ 

既存事例による延床面積と工事用車両総台数 

（全工期）の関係 

＜施設計画（想定）＞ 

・工事期間 ・１ヶ月当たりの稼働日数 

既存事例による工事用車両の 

日平均台数とピーク時台数の関係 

既存事例による工事用車両のピーク時

台数の関係と付加濃度の関係 
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(ｲ) 工事用車両台数の設定 

各会場における施設建設時の工事用車両の走行に伴う影響については、工事期間中のう

ちで工事用車両台数が も多い時期（ピーク時）の影響を予測することから、既存事例に

おける施設規模（延床面積）、工事期間、工事用車両台数（期間合計、日平均台数、ピーク

時）を整理し、それぞれの関係を求め、各会場の工事における工事用車両台数を想定する

こととした。 

なお、この検討においては表 5-1-20(p5-1-46～5-1-51)に示す事例のうち、収集した情

報の一部に不明確なデータを含む事例を除外した 30 事例を対象として整理した。 

 

既存事例における建築物の延床面積、工事期間、工事用車両台数（期間合計、日平均台

数、ピーク時）について、表 5-1-22 に整理した。 

 

表 5-1-22  既存事例における延床面積と工事用車両台数の状況 

事例名 

 

延床面積 

(ａ) 

工事期間 

(ｂ) 

1 ヵ月当

たりの工

事日数 

工事用車両台数 

工事期間合計

車両台数 

（ｃ） 

工事期間日

平均台数 

(ｄ) 

ピーク時 

車両台数 

(ｅ) 

(ｍ2) (ヵ月) (日) (台) (台/日) (台/日) 
Ａ 335,000 48 22 1,020,096 966 1,670

Ｂ 183,773 69 20 181,400 131 178

Ｃ 526,300 44 25 1,447,446 1,316 2,526
Ｄ 5,339 12 25 5,011 17 47

Ｅ-1 27,897 27 25 38,172 52 247
Ｅ-2 19,751 22 25 28,460 59 242
Ｆ 134,450 47 25 307,250 261 407
Ｇ 118,000 35 25 479,625 548 665
Ｈ 249,000 34 20 379,950 447 764
Ｉ 107,300 21 25 106,097 202 972
Ｊ 93,300 13 20 76,233 293 531
Ｋ 140,600 14 25 92,600 265 527
Ｌ 95,300 8 25 20,234 101 140
Ｍ 98,600 11 25 98,875 360 560
Ｎ 33,100 13 20 12,378 48 145

Ｏ-1 12,757 11 27 18,360 62 90
Ｏ-2 6,151 9 27 14,418 59 185
Ｐ 135,812 10 21 53,181 253 450
Ｑ 82,000 8 26 15,184 73 134
Ｒ 63,700 10 21 11,547 55 143
Ｓ 50,500 12 25 13,869 46 150
Ｔ 9,600 21 25 14,425 27 63
Ｕ 631,800 45 25 997,450 887 1,440
Ｖ 181,000 39 25 230,300 236 493
Ｗ 230,000 42 26 730,496 669 1,020
Ｘ 200,000 51 26 112,164 104 324
Ｙ 186,000 49 25 190,650 156 318
Ｚ 215,000 33 26 370,396 432 825
AA 170,000 42 26 513,942 471 1,433
AB 199,900 43 25 351,925 327 741
AC 168,000 42 25 216,225 206 562
AD 200,200 48 25 288,875 241 728

注1) ピーク時及び工事期間合計の車両台数は、大型車、小型車の合計値とした。 

注2) 事例Ｅと事例Ｏについては、Ⅰ期工事分とⅡ期工事分をそれぞれ別々に整理した。 

注3) ｃは全工事期間の総稼働台数である。 

注4) ｄは次式より算出した。「ｄ＝ｃ／（工事期間×1 ヵ月当たりの工事日数）」 
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(a)  延床面積と工事用車両台数（期間合計）の関係 

各会場のうち、恒久施設及び仮設（プレハブを除く）建物を建設する際の工事用車両

台数（工事期間合計）は、既存事例における延床面積と工事期間合計車両台数の関係と

各会場の延床面積から想定することとした。 

表 5-1-22(p5-1-53)の既存事例における延床面積（ａ）と工事期間合計車両台数（ｃ）

の関係は、図 5-1-19 に示すとおりであり、この結果から得られた関係式（式１）を用

いて、各会場における工事用車両台数（工事期間合計）を想定した。 

 

 

 

図 5-1-19  既存事例における延床面積と工事期間合計車両台数の関係 

 

なお、各会場における仮設建物のうちプレハブや観客席の設置に係る工事については、

プレハブや組立式の仮設観客席を運搬するための車両の台数（工事期間合計）について

以下の方法により設定することとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

したがって、工事期間合計車両台数は、式１で求めた工事用車両台数に仮設のプレハ

ブ及び観客席の設置に伴う工事用車両台数を足し合わせて設定した。また、工事期間日

平均台数は、工事期間合計車両台数を工事月数及び一月当たりの工事日数で除した値と

して設定した。 
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工事期間合計車両台数(ｃ)(台) ＝ 1.9223 ×［延床面積(ａ)(ｍ2)］ 式１ 

＜仮設プレハブの運搬に伴う工事用車両台数設定の方法＞ 

①仮設プレハブはすべて大型トラックで運搬することとする。 

②各会場の仮設プレハブに係る延床面積を大型トラックの荷台面積で除してプレハブの運搬に

必要となるトラックの台数を求める。 

③大型トラックの荷台面積は 22.56m2とする。（荷台寸法：9,600mm×2,350mm と想定） 

（例：仮設プレバブ延床面積が 451.2m2の場合、トラック台数＝451.2m2／22.56m2/台＝20 台） 

 

＜仮設観客席の運搬に伴う工事用車両台数設置の方法＞ 

①仮設観客席はすべて大型トラックで運搬することとする。 

②１台の大型トラックで 50 席（50 人分）の仮設観客席が運搬できるものと想定する。 

③各会場の仮設観客席数を 50 で除して仮設観客席の運搬に必要となるトラックの台数を求 

める。（例：仮設観客席数 1000 席の場合、トラック台数＝1000 席／50 席/台＝20 台） 
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(b)  工事期間日平均台数とピーク時車両台数の関係 

各会場におけるピーク時の工事用車両台数は、既存事例における工事期間日平均台数

とピーク時車両台数の関係から想定することとした。 

表 5-1-22(p5-1-53)の既存事例における工事期間日平均台数とピーク時車両台数の関

係は、図 5-1-20 に示すとおりである。この結果から得られた関係（式３）を用いて各

会場におけるピーク時車両台数を想定した。 

 

 

 

 

図 5-1-20  工事期間と工事期間日平均台数に占めるピーク時車両台数の関係 
   

(ﾛ) 工事用車両の走行に伴う付加濃度の設定 

各会場における工事用車両の走行に伴う影響（付加濃度）は、既存事例におけるピーク

時工事用車両台数が１年間続くものとして、工事用車両による付加濃度（年平均値：二酸

化窒素、浮遊粒子状物質）の関係を用いて予測することとした。 

なお、この検討においては表 5-1-20(p5-1-46～5-1-51)に示す事例のうち外れ値を除外

した 19 事例を対象として整理することとした。 

 

既存事例におけるピーク時工事用車両台数と付加濃度（年平均値）について整理した結

果は、表 5-1-23(p5-1-56)に示すとおりである。 

このうち、ピーク時工事用車両台数と二酸化窒素（年平均値）及び浮遊粒子状物質（年

平均値）との関係は、図 5-1-21(p5-1-57)に示すとおりであり、この結果から得られた関

係式（式４、式５）を用いて、各会場における工事用車両による大気質付加濃度を求める。 
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ピーク時車両台数(ｅ)(台/日)＝ 

1.8500 × [工事期間日平均台数（ｄ）(台/日) ]     式３ 

工事期間日平均台数(ｄ)(台/日)＝ 

（［工事期間合計車両台数(ｃ)(台)］＋［仮設プレハブ・観客席工事分車両台数］(台)） 

／（工事期間(ｂ)(ヶ月) ×一月当たり稼働日(日/ヶ月）      式２ 
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表 5-1-23 既存事例におけるピーク時工事用車両台数と付加濃度（年平均値） 

事例 

 

地点 

ピーク時 

工事用 

車両台数 

工事用車両の走行による付加濃度 

二酸化窒素（ppm） 浮遊粒子状物質（mg/m3） 

大 小 平均 大 小 平均 

（台/日） （ppm） （ppm） （ppm） （mg/m3） （mg/m3） （mg/m3）
Ａ No.1 1,213 0.00050 0.00050 0.00050 0.00020 0.00030 0.00025 

 No.2 1,219 － － 0.00020 － － 0.00020 

 No.3 1,896 0.00070 0.00070 0.00070 0.00070 0.00070 0.00070 

Ｂ 3 178 0.00010 0.00010 0.00010 0.00004 0.00004 0.00004 

 5 178 0.00011 0.00011 0.00011 0.00004 0.00005 0.00005 
Ｆ No.1 178 0.00007 0.00008 0.00008 0.00001 0.00001 0.00001 

 No.2 356 0.00012 0.00017 0.00015 0.00001 0.00001 0.00001 

 No.3 178 0.00006 0.00008 0.00007 0.00000 0.00001 0.00001 

 No.4 178 0.00004 0.00005 0.00005 0.00000 0.00001 0.00001 

 No.5 178 － － 0.00010 － － 0.00001 

Ｈ No.1 628 0.00029 0.00029 0.00029 0.00003 0.00003 0.00003 
Ｉ No.1 230 0.00013 0.00015 0.00014 0.00006 0.00006 0.00006 

 No.2 230 0.00014 0.00015 0.00015 0.00006 0.00006 0.00006 

 No.4 173 0.00012 0.00012 0.00012 0.00004 0.00004 0.00004 

Ｊ a 361 0.00006 0.00006 0.00006 0.00002 0.00002 0.00002 

 b 897 0.00013 0.00013 0.00013 0.00004 0.00004 0.00004 

 c 175 0.00005 0.00005 0.00005 0.00001 0.00001 0.00001 
Ｋ No.1 292 0.00010 0.00011 0.00010 0.00006 0.00007 0.00006 

 No.2 292 0.00009 0.00010 0.00009 0.00005 0.00005 0.00005 

Ｌ No.1 104 0.00003 0.00003 0.00003 0.00003 0.00003 0.00003 

 No.2 104 0.00003 0.00003 0.00003 0.00003 0.00003 0.00003 

Ｎ  49 － － 0.00002 － － 0.00002 

Ｐ No.1 452 0.00004 0.00004 0.00004 0.00002 0.00002 0.00002 
 No.2 452 0.00005 0.00006 0.00006 0.00002 0.00003 0.00003 

 No.3 452 0.00005 0.00005 0.00005 0.00002 0.00003 0.00003 

Ｑ No.1 86 － － 0.00000 － － 0.00000 

 No.2 86 － － 0.00000 － － 0.00000 

 No.3 8 － － 0.00000 － － 0.00000 

Ｖ D 493 0.00008 0.00006 0.00007 0.00001 0.00001 0.00001 
 G 493 0.00008 0.00007 0.00008 0.00001 0.00001 0.00001 

Ｗ A 41 0.00002 0.00002 0.00002 0.00001 0.00001 0.00001 

 B 278 0.00011 0.00011 0.00011 0.00004 0.00004 0.00004 

 C 41 0.00004 0.00004 0.00004 0.00001 0.00001 0.00001 

 D 41 0.00004 0.00004 0.00004 0.00001 0.00001 0.00001 

 E 266 0.00013 0.00013 0.00013 0.00004 0.00004 0.00004 
 F 218 0.00011 0.00011 0.00011 0.00004 0.00004 0.00004 

 G 190 0.00013 0.00013 0.00013 0.00005 0.00005 0.00005 

 H 190 0.00007 0.00007 0.00007 0.00003 0.00003 0.00003 

Ｙ a 1,769 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 

 c 1,645 0.00050 0.00050 0.00050 0.00004 0.00004 0.00004 

 d 652 0.00048 0.00048 0.00048 0.00003 0.00003 0.00003 
Ｚ №1 578 0.00040 0.00033 0.00037 0.00004 0.00003 0.00004 

 №2 413 0.00034 0.00030 0.00032 0.00003 0.00002 0.00003 

 №3 825 0.00038 0.00033 0.00036 0.00004 0.00003 0.00004 

 №4 660 0.00046 0.00040 0.00043 0.00003 0.00003 0.00003 

AA No.1 2,866 0.00159 0.00157 0.00158 0.00012 0.00012 0.00012 

AB №1 742 0.00039 0.00036 0.00038 0.00003 0.00003 0.00003 
 №2 741 0.00037 0.00033 0.00035 0.00002 0.00002 0.00002 

 №3 741 0.00052 0.00030 0.00041 0.00004 0.00002 0.00003 

 №4 742 0.00044 0.00029 0.00037 0.00004 0.00002 0.00003 

 №5 666 0.00043 0.00030 0.00037 0.00003 0.00002 0.00003 

AC 1 286 0.00028 0.00015 0.00022 0.00002 0.00001 0.00002 

 2 849 0.00057 0.00032 0.00045 0.00005 0.00002 0.00004 
 3 286 0.00045 0.00045 0.00045 0.00003 0.00003 0.00003 

 6 429 0.00041 0.00034 0.00038 0.00004 0.00003 0.00004 

AD №1 2,899 0.00113 0.00112 0.00113 0.00008 0.00008 0.00008 

 №3 100 0.00003 0.00003 0.00003 0.00001 0.00001 0.00001 

 №4 100 0.00004 0.00003 0.00004 0.00001 0.00001 0.00001 

 №5 184 0.00005 0.00004 0.00005 0.00001 0.00001 0.00001 

 
  

注）各地点において 2 方向で予測が行われている場合は、2 方向の濃度変化を 小、 大で示し、その平均を求めた。
また、1 方向での予測の場合は、平均値に示した。 
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図 5-1-21(1)  ピーク時車両台数と付加濃度（二酸化窒素） 

 

 

 

 

 

 

図 5-1-21(2)  ピーク時車両台数と付加濃度（浮遊粒子状物質） 
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二酸化窒素付加濃度（年平均値）(ppm) 

      ＝0.00000040 ×［ピーク時車両台数(ｅ)(台/日)］   式４ 

ここで、「ピーク時車両台数(台/日)」は式３で求めた値である。 

浮遊粒子状物質付加濃度（年平均値）(mg/m3) 

＝0.00000008 ×［ピーク時車両台数(ｅ)(台/日)］    式５ 

ここで、「ピーク時車両台数(台/日)」は式３で求めた値である。 
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③  建設機械の稼働に伴う影響の予測方法 

建設機械の稼働に伴う影響（付加濃度）は、各会場において建設機械の稼働台数がピー

ク時（12 ヵ月間合計）のときの年間平均付加濃度について予測を行った。 

予測は、既存事例におけるピーク時（12 ヵ月間合計）の建設機械稼働台数と付加濃度の

関係から得られた関係式等と各会場で想定したピーク時（12 ヵ月間合計）の建設機械稼働

台数から予測することとした。 

予測手順は、図 5-1-22 に示すとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-1-22    建設機械の稼働に伴う付加濃度の予測手順 
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(ｲ) 建設機械稼働台数の設定 

各会場における建設機械の稼働台数がピーク（12 ヵ月間合計）になるときの稼働台数に

ついては、既存事例における建物の延床面積、工事期間、建設機械稼働台数（期間合計、

平均 12 ヶ月稼働台数、ピーク時 12 ヵ月間合計）の関係と各会場における延床面積、工事

期間等から想定した。既存事例について建物の延床面積、工事期間、建設機械稼働台数（期

間合計、平均 12 ヶ月間、ピーク時 12 ヵ月間合計）について整理した結果は、表 5-1-24

に示すとおりである。事例整理の結果から、ピーク率（ピーク時 12 ヶ月間稼働台数と平均

12 ヶ月間稼働台数の比）については、延床面積や工事期間による大きな違いはなかったこ

とから、平均的なピーク率を設定して、ピーク時 12 ヵ月間の稼働台数の推計を行った。 

なお、この検討においては表 5-1-20(p5-1-46～5-1-51)に示す事例のうち、工事期間が

13 年間と長期工事である事例 B、土壌汚染対策関連機械が多い特殊な工事である事例 C、

貯水池の大規模な覆蓋工事を伴う特殊な工事である事例 AB、工事期間合計稼働台数が不明

確な事例 AE 等は不適な事例と判断し、それら不適な事例を除外した 26 事例を対象として

整理することとした。 

 

表 5-1-24  既存事例における延床面積と建設機械稼働台数の状況 

事例名 

延床面積 

（ａ） 

（ｍ2） 

工事期間 

（ｂ） 

(ヵ月) 

建設機械稼働台数 

工事期間中の 

合計稼働台数(ｆ)

（台） 

平均 12 ヶ月間 

稼働台数（ｇ） 

（台/12 ヶ月） 

ピーク時12ヵ月間

稼働台数（ｈ） 

（台/12 ヶ月） 

Ａ 335,000 48 53,658 13,415 26,576

Ｄ 5,339 12 825 825 825

Ｅ-1 27,897 27 2,826 1,256 1,603

Ｅ-2 19,751 22 2,160 1,178 1,537

Ｆ 134,450 47 17,365 4,434 6,528

Ｈ 249,000 34 16,380 5,781 9,680

Ｉ 107,300 21 7,742 4,424 5,185

Ｊ 93,300 13 5,260 4,855 5,260

Ｋ 140,600 14 7,000 6,000 6,675

Ｌ 95,300 8 2,300 2,300 2,300

Ｍ 98,600 11 3,175 3,175 3,175

Ｎ 33,100 13 2,636 2,433 2,298

Ｏ-1 12,757 11 891 891 891

Ｏ-2 6,151 9 459 459 459

Ｐ 135,812 10 3,769 3,769 3,759

Ｑ 82,000 8 3,952 3,952 3,952

Ｒ 63,700 10 966 966 966

Ｓ 50,500 12 3,875 3,875 3,875

Ｔ 9,600 21 2,950 1,686 1,850

Ｕ 631,800 45 69,250 18,467 41,275

Ｖ 181,000 39 56,275 17,315 32,225

Ｗ 230,000 42 48,048 13,728 19,448

Ｘ 200,000 51 14,742 3,469 7,176

Ｙ 186,000 49 16,125 3,949 6,350

Ｚ 215,000 33 18,720 6,807 11,128

AA 170,000 42 17,446 4,985 9,308

AC 168,000 42 54,525 15,579 24,200

AD 200,200 48 56,750 14,188 20,500

注 1）事例Ｅと事例Ｏについては、Ⅰ期工事分とⅡ期工事分をそれぞれ別々に整理した。 

注 2）平均 12 ヵ月間稼働台数とは、工事期間中の合計稼働台数と（12(ヶ月)／工事期間(ヶ月)）の積を示す。 

   但し、工事期間が 12 ヶ月未満の場合には、工事期間中の合計稼働台数と等しい。 
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(a)  延床面積と建設機械稼働台数の関係 

各会場のうち、恒久施設及び仮設（プレハブを除く）建物を建設する際の建設機械稼

働台数は、既存事例における延床面積と工事期間合計稼働台数の関係と各会場の延床面

積から想定することとした。 

 

表 5-1-24(p5-1-59)の既存事例における延床面積（ａ）と工事期間合計稼働台数（ｆ）

の関係は、図 5-1-23 に示すとおりであり、この結果から得られた関係式（式６）を用

いて、各会場における工事期間の建設機械稼働台数を想定した。 

 

 

 

 
図 5-1-23  既存事例における延床面積と工事期間合計稼働台数の関係 

 

なお、各会場における仮設建物のうちプレハブや観客席の設置に係る工事については、

プレハブや組立式の仮設観客席を設置するための建設機械稼働台数について以下の方法

で設定することとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

したがって、平均 12 ヶ月間稼働台数（ｇ）は、式６で求めた工事期間合計稼働台数（ｆ）

に仮設のプレハブ及び観客席の設置に伴う建設機械稼働台数を足し合わせた値と（12 ヶ

月間／工事期間（ｂ））の積とする以下の式７により設定した。 
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工事期間合計稼働台数（ｆ）＝ 0.1285 ×［延床面積（ａ）（ｍ2）］  式６ 

＜仮設プレハブ、仮設観客席の設置に伴う建設機械稼働台数設定の方法＞ 

「(ｲ)工事用車両台数の設定 (a)延床面積と工事用車両台数(期間合計)の関係」に示す方

法（p5-1-54）で仮設プレハブ及び仮設観客席の運搬に伴う工事用車両台数を想定し、その工

事用車両台数と同じ台数のクレーンが稼働するものと想定する。 

 

したがって、仮設プレハブ、仮設観客席の運搬に伴う大型トラックの台数を 100 台と設定

した場合には、建設機械（仮設プレハブ、仮設観客席の配置に用いるクレーン）も 100 台稼

働するものと設定する。 
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(b)  工事期間合計稼働台数とピーク時 12 ヵ月間稼働台数の関係 

各会場におけるピーク時 12 ヵ月間の建設機械稼働台数は、既存事例における工事期間

合計稼働台数から算出した平均 12 ヵ月間稼働台数とピーク時 12 ヵ月間稼働台数の関係

から想定することとした。 

表 5-1-24(p5-1-59)の既存事例における平均 12 ヵ月間稼働台数とピーク時 12 ヵ月間

稼働台数の関係は、図 5-1-24 に示すとおりである。この結果から得られた関係式（式

８）を用いて求めた各会場におけるピーク時 12 ヵ月間の建設機械稼働台数を想定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-1-24  平均 12 ヵ月間稼働台数とピーク時 12 ヵ月間稼働台数の関係 
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平均 12 ヶ月間稼働台数(ｇ)（台/12 ヶ月）＝ 

（[工事期間合計稼働台数(ｆ)(台)]＋[仮設プレハブ・観客席工事分稼働台数(台)]） 

×（12 ヶ月／（工事期間(b)(ヶ月) ）       式７ 

ただし、工事期間が 12 ヶ月以下の場合には、工事期間として b＝12 とする。 

ピーク時 12 ヶ月間稼働台数(ｈ)(台/12 ヶ月)＝ 

1.6986 × [平均 12 ヶ月間稼働台数（ｇ）(台/12 ヶ月) ] 式８-１ 

ただし、工事期間が 12 ヶ月以下の場合には、 

ピーク時 12 ヶ月間稼働台数(ｈ)＝平均 12 ヶ月間稼働台数(ｇ)       式８-２ 

とする。 
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(ﾛ) 建設機械の稼働に伴う付加濃度の設定 

各会場における建設機械の稼働に伴う付加濃度（年平均値）は、稼働台数だけではなく、

使用する建設機械の種類によって、付加濃度も異なることから、既存事例におけるピーク

時 12 ヵ月間稼働台数と大気汚染物質排出量の関係、既存事例における大気汚染物質排出量

と付加濃度（年平均値）の関係について整理し、 初に各会場における建設機械の稼働に

伴う大気汚染物質排出量を求め、次にその排出量の値から付加濃度（年平均値）を予測す

ることとした。 

 

(a)  建設機械の稼働台数(ピーク時 12 ヵ月間)と大気汚染物質排出量の関係 

各会場における建設機械の稼働に伴う大気汚染物質排出量は、既存事例におけるピー

ク時 12 ヶ月間稼働台数と大気汚染物質排出量（二酸化窒素、浮遊粒子状物質）の関係を

用いて算定することとした。 

なお、この検討においては表 5-1-24(p5-2-59)と同様に除外した 26 事例のうち、汚染

物質排出量のデータが得られなかった 7 事例及びオリンピック会場では想定されていな

い解体工事を伴う事例 X 並びに事例 AD、大規模な地下工事を伴う事例 W 並びに事例 AA

の４事例を除外した 15 事例を対象として整理した。 

既存事例におけるピーク時 12 ヵ月間稼働台数と汚染物質排出量について整理した結

果は、表 5-1-25 及び図 5-1-25(p5-1-63)に示すとおりである。 

この結果から得られた関係式（式９、式 10）を用いて、各会場におけるピーク時 12

ヶ月間稼働時における大気汚染物質の排出量を算定した。 

 

表 5-1-25  既存事例における建設機械稼働台数と 

汚染物質排出量の状況 

事例名 
ピーク時 12 ヵ月間 

稼働台数（台） 

汚染物質排出量 

窒素酸化物 

(kg /年) 

浮遊粒子状物質 

（kg/年） 

F 6,528 7,751 438  

H 9,680 20,045 792 

I 5,185 13,605 585  

J 5,260 6,159 475  

K 6,675 18,845 825  

L 2,300 7,733 369  

M 3,175 12,510 465  

P 3,759 22,673 909 

Q 3,952 10,965 1,170 

S 3,875 5,871 464  

U 41,275 48,710 － 

V 32,225 46,092 1,708  

Y 6,350 19,920 805  

Z 11,128 25,662 838  

AC 24,200 46,448 1,652  
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図 5-1-25(1)  ピーク時 12 ヶ月間稼働台数と汚染物質排出量の関係 

（窒素酸化物） 

 

 

 

 

 

 
図 5-1-25(2)  ピーク時 12 ヶ月間稼働台数と汚染物質排出量の関係 

（浮遊粒子状物質） 
  

y = 1.5092 x

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000

窒
素

酸
化

物
排

出
量

（
kg
/年

）

ピーク時12ヵ月間機械稼働台数（台）

y = 0.0687 x

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000

浮
遊

粒
子

状
物

質
排

出
量

（
kg
/年

）

ピーク時12ヵ月間機械稼働台数（台）
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＝1.5092 ×［ピーク時 12 ヵ月間稼働台数(台)］    式９ 

ここで、「ピーク時 12 ヵ月間稼働台数」は式８で求めた値である。 

浮遊粒子状物質排出量(kg/年) 

＝0.0687 ×［ピーク時 12 ヵ月間稼働台数(台)］    式１０ 

ここで、「ピーク時 12 ヵ月間稼働台数」は式８で求めた値である。 
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(b)  大気汚染物質排出量と付加濃度の関係 

各会場における建設機械の稼働に伴う付加濃度は、「(a)建設機械の稼働台数（ピーク

時 12 ヵ月間）と大気汚染物質排出量の関係(p5-1-62)」から求めた各会場における大気

汚染物質排出量に、既存事例における大気汚染物質排出量と付加濃度（二酸化窒素、浮

遊粒子状物質）の関係を用いて予測することとした。 

なお、二酸化窒素、浮遊粒子状物質の汚染物質排出量と付加濃度の関係は、建設機械

の配置や敷地面積の大きさ等により 大着地濃度が異なることから、それらの状況を考

慮し、表 5-1-24(p5-2-59)と同様に除外した 26 事例のうち、汚染物質排出量のデータが

得られなかった 7 事例及びオリンピック会場では想定されていない解体工事を伴う事例

X 並びに事例 AD、大規模な地下工事を伴う事例 W 並びに事例 AA の４事例を除外した 15

事例を対象として整理した。 

既存事例における汚染物質排出量と付加濃度について整理した結果は、表 5-1-26 及

び図 5-1-26 (p5-1-65)に示すとおりである。排出源の面積が一定であれば大気汚染物質

排出量と付加濃度は比例関係にあると見なせるが、15 事例については敷地面積が大きく

異なるため、面積の違いによる付加濃度の減衰を考慮した関係式を作成することとした。

付加濃度は排出源からの距離に反比例すること、排出量は一般に工事区域に均等配分さ

れるため、排出量が同じであれば工事区域が広いほど面積あたりの排出量は少なくなる

ことを考慮し、汚染物質を敷地面積の平方根で除した値と付加濃度から関係式（式１１、

式１２）を用いて、各会場における建設機械の稼働に伴う大気質付加濃度を算定した。 
なお、大気質付加濃度はすべて 大着地点での値である。 

 

表 5-1-26  既存事例における大気汚染物質排出量と付加濃度 

事例 
窒素酸化物

排出量 
(kg/年) 

二酸化窒素

付加濃度 
(ppm) 

浮遊粒子状 
物質排出量 

(kg/年) 

浮遊粒子状 
物質付加濃度 

(mg/m3) 

敷地面積 
(m2) 

F 7,751  0.00425 438 0.00136 29,890
H 20,045 0.00760 792 0.00150 17,100
I 13,605  0.00540 585 0.00120 32,400
J 6,159  0.00371 475 0.00029 24,400
K 18,845  0.00410 825 0.00300 44,505
L 7,733  0.00240 369 0.00132 96,800
M 12,510  0.00420 465 0.00047 55,700
P 22,673 0.00689 909 0.00222 132,000
Q 10,965 0.00080 1,170 0.00160 38,000
S 5,871  0.00534 464 0.00239 27,800
U 48,710  0.00800 － － 192,100
V 46,092  0.01800 1,708 0.00700 16,200
Y 19,920  0.00794 805 0.00229 16,700
Z 25,662  0.01441 838 0.00517 11,630

AC 46,448  0.01900 1,652 0.00740 16,000
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図 5-1-26(1) 汚染物質排出量と付加濃度の関係（二酸化窒素） 

 

 

 

 

 

 

 
図 5-1-26(2) 汚染物質排出量と付加濃度の関係（浮遊粒子状物質） 
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二酸化窒素付加濃度(ppm) 

＝0.0000541 ×［敷地面積の平方根当たりの窒素酸化物汚染物質排出量(kg/年)］

式１１

ここで、「窒素酸化物汚染物質排出量」は式９で求めた値である。 

浮遊粒子状物質付加濃度(mg/m3) 

＝0.0005115×［敷地面積の平方根当たりの浮遊粒子状物質汚染物質排出量(kg/年)］

式１２

ここで、「浮遊粒子状物質汚染物質排出量」は式１０で求めた値である。 
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④  予測のための条件設定（工事の実施） 

(ｲ) 延床面積の設定 

各会場において建設する施設の延床面積は現段階の計画に基づき、表 5-1-27(p5-1-67)

に示すとおり設定した。 
 

(ﾛ) 工事期間・一月当たりの稼働日数の設定 

施設建設にかかる工事期間は、表 5-1-27(p5-1-67)に示すとおりである。工事期間（開

催前及び開催後）については、現時点における工事計画に基づく工事期間に準じて設定し

た。但し、選手村においては後利用のための住宅部分の改修、共同利用施設部分の用途変

更の工事期間とした。なお、一月当たりの稼働日数は、いずれの会場も 25 日間とした。 
 

(ﾊ) 工事用車両台数 

各会場における施設の延床面積、工事期間、一月当たりの稼働日数の値に既存事例の整

理結果から求めた関係式等を用いて設定した各会場における工事用車両台数は、表 

5-1-28(p5-1-68)に示すとおりである。 
 

(ﾆ) 建設機械稼働台数 

各会場における施設の延床面積、工事期間の値に既存事例の整理結果から求めた関係式

等を用いて設定した、各会場におけるピーク時 12 ヵ月間の建設機械稼働台数は、表 

5-1-29(p5-1-69)に示すとおりである。 

 

 

 

  

○工事用車両台数の算定に用いる式 

工事期間合計車両台数(ｃ)＝1.9223 ×［延床面積（ａ）（ｍ2）］       式１ 

工事期間日平均台数(ｄ)＝ 

（［工事期間合計車両台数(ｃ)］＋［仮設プレハブ・観客席工事分車両台数］） 

／（工事期間（ヶ月）× 一月当たりの工事日数（日/ヶ月））   式２ 

（注：仮設プレハブ及び観客席工事分は、p5-1-54 に示す方法により別途算定する） 

ピーク時車両台数＝1.8500×[工事期間平均台数(台) (ｄ)]    式３ 

○工事用車両の走行に伴う付加濃度（年平均値）の算定方法 

二酸化窒素付加濃度(ppm)＝0.00000040×［ピーク時車両台数（台/日）］             式４ 

浮遊粒子状物質付加濃度(mg/m3)＝0.00000008×［ピーク時車両台数（台/日）］             式５ 

○建設機械稼働台数の算定に用いる式 

工事期間合計稼働台数(ｆ)＝0.1285 ×［延床面積（ｍ2）］                  式６ 

（注：仮設プレハブ及び観客席工事分は、p5-1-54 に示す方法により別途算定） 

平均 12 ヶ月間稼働台数(ｇ)（台/12 ヶ月） 

＝(［工事期間合計稼働台数(ｆ)］＋［仮設プレハブ＋観客席工事分稼働台数］) 

×（12 ヶ月／工事期間（ｂ）（ヶ月）） 式７ 

ピーク時 12 ヵ月間稼働台数（ｈ） 

＝1.6989×平均 12 ヶ月間稼働台数(ｇ)（台/12 ヶ月）    式８-１ 

（注：工事期間が 12 ヶ月未満の場合は次式） 

ピーク時 12 ヵ月間稼働台数（ｈ）＝平均 12 ヶ月間稼働台数(ｇ)                 式８-２ 

○建設機械の稼働に伴う大気汚染物質排出量の算定方法 

窒素酸化物排出量(kg/年)＝1.5092×［ピーク時 12 ヵ月間稼働台数（台）］           式９ 

浮遊粒子状物質排出量(kg/年)＝0.0687×［ピーク時 12 ヵ月間稼働台数（台）］        式１０ 

○建設機械の稼働に伴う付加濃度（年平均値）の算定方法 

二酸化窒素付加濃度(ppm) 

＝0.0000541×［敷地面積の平方根当たりの窒素酸化物汚染物質排出量（kg/年）］       式１１ 

浮遊粒子状物質付加濃度(mg/m3) 

＝0.0005155×［敷地面積の平方根当たりの浮遊粒子状物質汚染物質排出量（kg/年）］   式１２ 
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表 5-1-27  予測条件の設定結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

プレハブ
以外

プレハブ 工事期間
(ヵ月)

一月当たりの
稼働日数

(日／1ヵ月)

工事期間
(ヵ月)

一月当たりの
稼働日数

(日／1ヵ月)

1 オリンピックスタジアム(国立霞ヶ丘競技場) 113,000 290,000 0 2,800 80,000 0 55 25 4 25

2 東京体育館 46,000 0 0 970 8,080 2,080 3 25 4 25

3 国立代々木競技場 91,000 0 2,800 3,800 12,000 2,800 3 25 4 25

4 日本武道館 13,000 1,005 0 4,600 11,000 400 21 25 4 25

5 皇居外苑 106,000 0 0 7,170 1,000 1,000 2 25 4 25

6 東京国際フォーラム 27,000 0 0 0 5,000 0 - - - -

7 国技館 18,000 0 1,560 2,020 10,000 5,000 4 25 4 25

8 有明アリーナ 39,000 41,400 0 700 15,000 2,300 43 25 4 25

9 有明ＢＭＸコース 0 7,350 0 5,000 5,000 24 25 4 25

10 有明ベロドローム 0 25,000 0 5,000 5,000 24 25 4 25

11 有明体操競技場 96,000 0 29,100 1,600 12,000 12,000 24 25 4 25

12 有明テニスの森 163,000 17,760 0 1,850 20,500 4,500 21 25 4 25

13 お台場海浜公園 75,000 0 0 6,100 10,000 10,000 24 25 4 25

14 潮風公園 155,000 0 0 7,205 12,000 12,000 24 25 4 25

15～16 東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂ 243,000 0 0 14,770 19,000 19,000 15 25 4 25

17 大井ホッケー競技場 282,000 4,745 0 3,694 15,000 11,000 31 25 4 25

18 海の森クロスカントリーコース 880,000 0 1,635 7,620 0 0 24 25 4 25

19 海の森水上競技場 289,000 9,350 0 11,845 14,000 12,000 49 25 4 25

20 海の森マウンテンバイクコース 642,000 0 0 7,350 2,000 2,000 24 25 4 25

21 若洲オリンピックマリーナ 39,000 1,950 0 7,140 2,000 2,000 48 25 4 25

22 葛西臨海公園 806,000 845 0 7,235 12,000 12,000 31 25 4 25

23～24 夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ 84,470 0 1,500 25,000 2,990 35 25 4 25

25 夢の島公園 0 0 14,780 7,000 7,000 25 25 4 25

26 夢の島競技場 226,000 0 11,495 11,696 14,000 12,400 15 25 4 25

27～28
オリンピックアクアティクスセンター
ウォーターポロアリーナ

124,000 43,180 49,810 4,200 26,500 21,300 45 25 4 25

29 武蔵野の森総合スポーツ施設 66,000 0 0 0 8,000 1,400 39 25 4 25

30 東京スタジアム 177,000 0 0 1,600 50,000 0 3 25 4 25

31 武蔵野の森公園 347,000 0 0 6,941 1,000 1,000 3 25 4 25

32 陸上自衛隊朝霞訓練場 235,000 0 11,295 5,500 7,600 7,600 14 25 4 25

33 霞ヶ関カンツリークラブ 1,361,000 0 0 5,180 1,000 1,000 3 25 4 25

34 札幌ドーム 305,000 0 0 2,390 41,000 0 3 25 4 25

35 宮城スタジアム 1,244,000 0 0 1,200 50,000 0 3 25 4 25

36 埼玉スタジアム2002 300,000 0 0 4,490 64,000 0 3 25 4 25

37 横浜国際総合競技場 164,000 0 0 3,510 72,000 0 3 25 4 25

OV 選手村 443,000 368,315 13,000 109,730 0 0 43 25 13 25

IBC/MPC 東京ビッグサイト(IBC/MPC) 243,000 45,700 0 0 0 0 24 25 - -

工事期間及び稼働日数

会場
Ｎｏ

開催前 開催後
（仮設撤去）

仮設
延床面積施設名称

観客席数
（席）

恒設
延床面積

工事対象構造物

の延床面積（m2)

仮設数総数

100,000

343,000

敷地面積

（m2)

注 1：会場 No.は、表 1-3-37（p1-85～1-86）に示す会場 No.に準ずる。 

注 2：工事対象構造物の延床面積には、建物以外の構造物（歩行者デッキ等）の面積を含む。 

注 3：観客席の総数は恒設分、既存施設分、仮設分の総数で、立ち見席は含めていない。 

なお、影響予測の条件として、恒設分は各建物の延床面積に含まれているものとし、仮設分のみ別途対象とした。

注 4：工事期間については、各会場の現時点における工事計画を踏まえて設定した。 
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表 5-1-28  工事用車両台数の設定結果 

 

 

観客席数
（席）

プレハブ
以外

プレハブ ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ以外 ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ 観客席 工事期間 一月当たりの
稼働日数

(日／1ヵ月)

工事期間 一月当たりの
稼働日数

(日／1ヵ月)

工事期間日
平均台数
（台／日）

ピーク時
工事用

車両台数
（台／日）

工事期間日
平均台数
（台／日）

ピーク時
工事用

車両台数
（台／日）

1 オリンピックスタジアム(国立霞ヶ丘競技場) 290,000 0 2,800 0 557,467 0 124 0 55 25 4 25 406 750 1 2
2 東京体育館 0 0 970 2,080 0 0 43 42 3 25 4 25 1 2 1 2
3 国立代々木競技場 0 2,800 3,800 2,800 0 5,382 169 56 3 25 4 25 75 138 56 104
4 日本武道館 1,005 0 4,600 400 1,932 0 204 8 21 25 4 25 4 8 2 4
5 皇居外苑 0 0 7,170 1,000 0 0 318 20 2 25 4 25 7 13 3 6
6 東京国際フォーラム 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - -

7 国技館 0 1,560 2,020 5,000 0 2,999 90 100 4 25 4 25 32 59 32 59
8 有明アリーナ 41,400 0 700 2,300 79,583 0 31 46 43 25 4 25 74 137 1 1
9 有明ＢＭＸコース 0 7,350 0 5,000 0 14,129 0 100 24 25 4 25 24 44 142 263

10 有明ベロドローム 0 25,000 0 5,000 0 48,058 0 100 24 25 4 25 80 148 482 891
11 有明体操競技場 0 29,100 1,600 12,000 0 55,939 71 240 24 25 4 25 94 173 563 1,041
12 有明テニスの森 17,760 0 1,850 4,500 34,140 0 82 90 21 25 4 25 65 121 2 3
13 お台場海浜公園 0 0 6,100 10,000 0 0 270 200 24 25 4 25 1 1 5 9
14 潮風公園 0 0 7,205 12,000 0 0 319 240 24 25 4 25 1 2 6 10

15～16 東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂ 0 0 14,770 19,000 0 0 655 380 15 25 4 25 3 5 10 19
17 大井ホッケー競技場 4,745 0 3,694 11,000 9,121 0 164 220 31 25 4 25 12 23 4 7
18 海の森クロスカントリーコース 0 1,635 7,620 0 0 3,143 338 0 24 25 4 25 6 11 35 64
19 海の森水上競技場 9,350 0 11,845 12,000 17,974 0 525 240 49 25 4 25 15 28 8 14
20 海の森マウンテンバイクコース 0 0 7,350 2,000 0 0 326 40 24 25 4 25 1 1 4 7
21 若洲オリンピックマリーナ 1,950 0 7,140 2,000 3,748 0 317 40 48 25 4 25 3 6 4 7
22 葛西臨海公園 845 0 7,235 12,000 1,624 0 321 240 31 25 4 25 3 5 6 10

23～24 夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ 84,470 0 1,500 2,990 162,377 0 67 60 35 25 4 25 186 344 1 2
25 夢の島公園 0 0 14,780 7,000 0 0 655 140 25 25 4 25 1 2 8 15
26 夢の島競技場 0 11,495 11,696 12,400 0 22,097 519 248 15 25 4 25 61 113 229 423

27～28
オリンピックアクアティクスセンター
ウォーターポロアリーナ

43,180 49,810 4,200 21,300 83,005 95,750 186 426 45 25 4 25 159 295 964 1,783

29 武蔵野の森総合スポーツ施設 0 0 0 1,400 0 0 0 28 39 25 4 25 0 0 0 1
30 東京スタジアム 0 0 1,600 0 0 0 71 0 3 25 4 25 1 2 1 1
31 武蔵野の森公園 0 0 6,941 1,000 0 0 308 20 3 25 4 25 4 8 3 6
32 陸上自衛隊朝霞訓練場 0 11,295 5,500 7,600 0 21,712 244 152 14 25 4 25 63 117 221 409
33 霞ヶ関カンツリークラブ 0 0 5,180 1,000 0 0 230 20 3 25 4 25 3 6 2 5
34 札幌ドーム 0 0 2,390 0 0 0 106 0 3 25 4 25 1 3 1 2
35 宮城スタジアム 0 0 1,200 0 0 0 53 0 3 25 4 25 1 1 1 1
36 埼玉スタジアム2002 0 0 4,490 0 0 0 199 0 3 25 4 25 3 5 2 4
37 横浜国際総合競技場 0 0 3,510 0 0 0 156 0 3 25 4 25 2 4 2 3
OV 選手村 368,315 13,000 109,730 0 708,012 24,990 4,864 0 43 25 13 25 686 1,270 92 170

IBC/MPC 東京ビッグサイト(IBC/MPC) 45,700 0 0 0 87,849 0 0 0 24 25 - - 146 271 - -

工事用車両台数

開催前 開催後
（仮設撤去）

開催後
（仮設撤去）

開催前

工事期間及び稼働日数工事対象構造物

の延床面積（m2)

工事用車両台数　工事期間中
延べ台数（台）

会場
Ｎｏ

会場名

恒設
延床面積

仮設
延床面積

仮設数 仮設恒設

注：会場 No.は、表 1-3-37（p1-85～1-86）に示す会場 No.に準ずる。 
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表 5-1-29  建設機械稼働台数の設定結果 

観客席数
（席）

プレハブ
以外

プレハブ ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ以外 ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ 観客席 工事期間 一月当たりの
稼働日数

(日／1ヵ月)

工事期間 一月当たりの
稼働日数

(日／1ヵ月)

工事期間
日平均台数
（台／日）

ピーク時
建設機械
稼働台数

（台／日）

工事期間
日平均台数
（台／日）

ピーク時
建設機械
稼働台数

（台／日）

1 オリンピックスタジアム(国立霞ヶ丘競技場) 290,000 0 2,800 0 37,265 0 124 0 55 25 4 25 27 64 1 3
2 東京体育館 0 0 970 2,080 0 0 43 42 3 25 4 25 1 3 1 2
3 国立代々木競技場 0 2,800 3,800 2,800 0 360 169 56 3 25 4 25 8 18 6 14
4 日本武道館 1,005 0 4,600 400 129 0 204 8 21 25 4 25 1 2 2 5
5 皇居外苑 0 0 7,170 1,000 0 0 318 20 2 25 4 25 7 16 3 8
6 東京国際フォーラム 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - -

7 国技館 0 1,560 2,020 5,000 0 200 90 100 4 25 4 25 4 9 4 9
8 有明アリーナ 41,400 0 700 2,300 5,320 0 31 46 43 25 4 25 5 12 1 2
9 有明ＢＭＸコース 0 7,350 0 5,000 0 944 0 100 24 25 4 25 2 4 10 25

10 有明ベロドローム 0 25,000 0 5,000 0 3,213 0 100 24 25 4 25 6 13 33 78
11 有明体操競技場 0 29,100 1,600 12,000 0 3,739 71 240 24 25 4 25 7 16 41 96
12 有明テニスの森 17,760 0 1,850 4,500 2,282 0 82 90 21 25 4 25 5 11 2 4
13 お台場海浜公園 0 0 6,100 10,000 0 0 270 200 24 25 4 25 1 2 5 11
14 潮風公園 0 0 7,205 12,000 0 0 319 240 24 25 4 25 1 2 6 13

15～16 東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂ 0 0 14,770 19,000 0 0 655 380 15 25 4 25 3 7 10 24
17 大井ホッケー競技場 4,745 0 3,694 11,000 610 0 164 220 31 25 4 25 1 3 4 9
18 海の森クロスカントリーコース 0 1,635 7,620 0 0 210 338 0 24 25 4 25 1 2 5 13
19 海の森水上競技場 9,350 0 11,845 12,000 1,201 0 525 240 49 25 4 25 2 4 8 18
20 海の森マウンテンバイクコース 0 0 7,350 2,000 0 0 326 40 24 25 4 25 1 1 4 9
21 若洲オリンピックマリーナ 1,950 0 7,140 2,000 251 0 317 40 48 25 4 25 1 1 4 8
22 葛西臨海公園 845 0 7,235 12,000 109 0 321 240 31 25 4 25 1 2 6 13

23～24 夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ 84,470 0 1,500 2,990 10,854 0 67 60 35 25 4 25 13 30 1 3
25 夢の島公園 0 0 14,780 7,000 0 0 655 140 25 25 4 25 1 3 8 19
26 夢の島競技場 0 11,495 11,696 12,400 0 1,477 519 248 15 25 4 25 6 14 22 53

27～28
オリンピックアクアティクスセンター
ウォーターポロアリーナ

43,180 49,810 4,200 21,300 5,549 6,401 186 426 45 25 4 25 11 26 70 166

29 武蔵野の森総合スポーツ施設 0 0 0 1,400 0 0 0 28 39 25 4 25 0 0 0 1
30 東京スタジアム 0 0 1,600 0 0 0 71 0 3 25 4 25 1 2 1 2
31 武蔵野の森公園 0 0 6,941 1,000 0 0 308 20 3 25 4 25 4 10 3 8
32 陸上自衛隊朝霞訓練場 0 11,295 5,500 7,600 0 1,451 244 152 14 25 4 25 5 12 18 44
33 霞ヶ関カンツリークラブ 0 0 5,180 1,000 0 0 230 20 3 25 4 25 3 8 2 6
34 札幌ドーム 0 0 2,390 0 0 0 106 0 3 25 4 25 1 3 1 3
35 宮城スタジアム 0 0 1,200 0 0 0 53 0 3 25 4 25 1 2 1 1
36 埼玉スタジアム2002 0 0 4,490 0 0 0 199 0 3 25 4 25 3 6 2 5
37 横浜国際総合競技場 0 0 3,510 0 0 0 156 0 3 25 4 25 2 5 2 4
OV 選手村 368,315 13,000 109,730 0 47,328 1,671 4,864 0 43 25 13 25 50 119 20 48

IBC/MPC 東京ビッグサイト(IBC/MPC) 45,700 0 0 0 5,872 0 0 0 24 25 - - 10 23 - -

開催前 開催後
（仮設撤去）

建設機械稼働台数

仮設数 仮設

工事期間及び稼働日数建設機械稼働台数　工事期間中
延べ稼働台数（台）

会場
Ｎｏ

会場名

工事対象構造物

の延床面積（m2)

開催後
（仮設撤去）

恒設 開催前恒設
延床面積

仮設
延床面積

注：会場 No.は、表 1-3-37（p1-85～1-86）に示す会場 No.に準ずる。 
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2)  競技の実施（開催中）、後利用（開催後）による影響の予測方法 

各会場の施設の供用（競技の実施、後利用）に伴う大気環境への影響の程度について、

現段階においては各競技会場における詳細な施設計画が固まっていないことから、東京都

等の条例に基づいて環境影響評価を実施した事業の規模、予測評価の結果等を参考として、

競技の実施（開催中）及び後利用時（開催後）における影響の予測評価を行った。 

 

①  予測評価の内容 

各会場における施設の供用（競技の実施及び後利用）による大気環境への影響の程度に

ついての予測評価の内容は、表 5-1-30 に示すとおりである。 

 

表 5-1-30  予測評価の内容（競技の実施、後利用） 

予測項目 予測する事項 予測評価の内容 

・二酸化窒素（NO2） 
・ 浮 遊 粒 子 状 物 質
（SPM） 

各会場の駐車場の利
用に伴う大気中の濃
度 

駐車場の利用が 大となる時の付加
濃度（定量的） 

・二酸化窒素（NO2） 各会場の熱源施設の
供用に伴う大気中の
濃度 

熱源施設の供用に伴う 大濃度着地
点における付加濃度（定量的） 

・二酸化窒素（NO2） 
・ 浮 遊 粒 子 状 物 質
（SPM） 

人の移動による交通
量の増加（集中）に伴
う大気中の濃度 

移動に関する計画内容等を考慮した
定性的な予測評価 

 

 

②  駐車場の利用に伴う影響の予測方法 

各会場における駐車場の利用に伴う影響（付加濃度）について予測を行った。 

予測は、既存事例における１日当たりの駐車場利用台数と付加濃度の関係式等と各会場

で想定した１日当たりの駐車場利用台数から予測することとした。 

予測手順は、図 5-1-27 に示すとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-1-27  駐車場の利用に伴う大気質付加濃度の予測手順 
 

駐車場の供用に伴う大気質の付加濃度の予測 

＜事業計画（想定）＞ 

・１日当たりの駐車場利用台数 

大気質年平均付加濃度を予測 

（駐車場の利用による濃度増加分） 

既存事例による 

駐車場利用台数と付加

濃度の関係 
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(ｲ) 駐車場利用台数と付加濃度の関係 

各会場における駐車場の利用に伴う影響（付加濃度）は、既存事例における駐車場利用

台数と付加濃度の関係を用いて予測することとした。 

なお、この検討においては各会場の駐車場の規模等を想定した上で、表 5-1-20(p5-1-46

～5-1-51)の既存事例のうち、駐車場利用台数と付加濃度の関係が記載されている 13 事例

を対象として整理した。 

既存事例における１日当たりの駐車場利用台数と付加濃度の関係は、表 5-1-31 及び図 

5-1-28(p5-1-71～p5-1-72)に示すとおりである。 

この結果から得られた関係式（式１３、式１４）を用いて、各会場における駐車場の利

用に伴う大気質付加濃度を想定した。 

 

表 5-1-31  駐車場利用台数と付加濃度の関係 

事例 
1 日当たり 

駐車場利用台数
（台／日） 

駐車場の利用に伴う付加濃度 

二酸化窒素(ppm) 
浮遊粒子状物質 

（mg/m3） 

H 2,388 0.000025 0.0000005 
2,682 0.000030 0.0000008 

L 9,093 0.000518 0.0000960 
Q 5,090 0.000070 0.0000200 
S 3,680 0.000220 0.0000300 
V 3,117 0.000160 0.0000300 
W  12,700 0.002550 0.0007500 
Y 2,500 0.000016 0.0000015 
Z 3,550 0.001070 0.0003000 

AA 1,340 0.000200 0.0000050 
AB 1,150 0.000086 0.0000150 
AC 1,826 0.000007 0.0000011 
AD 3,950 0.000836 0.0000240 
AE 7,300 0.001700 0.0000330 

 

 

 

 

図 5-1-28(1)  駐車場利用台数と大気質付加濃度の関係（二酸化窒素） 
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図 5-1-28(2)  駐車場利用台数と大気質付加濃度の関係（浮遊粒子状物質） 

 

③  熱源施設の供用に伴う影響の予測方法 

各会場における熱源施設の供用（稼働）に伴う影響（付加濃度）について予測を行った。 

予測は、既存事例における熱源施設台数と付加濃度の関係式等と各会場で想定した熱源

施設台数から予測することとした。 

予測手順は、図 5-1-29 に示すとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-1-29  熱源施設の供用に伴う大気質付加濃度の予測手順 
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熱源施設の供用に伴う大気質の付加濃度の予測 
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既存事例による 

施設台数と付加濃度の
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(ｲ) 熱源施設台数と付加濃度の関係 

各会場における熱源施設の供用（稼働）に伴う影響（付加濃度）は、既存事例における

熱源施設台数と付加濃度の関係を用いて予測することとした。 

なお、この検討においては各会場の規模等を想定した上で、表 5-1-20(p5-1-46～5-1-51)

に示す事例のうち、熱源施設台数と付加濃度の関係が記載されている６事例を対象として

整理した。 

既存事例における熱源施設台数と付加濃度（年平均値）の関係は、表 5-1-32 及び図 

5-1-30 に示すとおりである。 

この結果から得られた関係式（式１５）を用いて、各会場における熱源施設の供用に伴

う大気質付加濃度（年平均値）を想定した。 

 

表 5-1-32  熱源施設台数と付加濃度（年平均値）の関係 

事例 

熱源施設 

台数 

（台） 

熱源施設の供用に伴う付加濃度（年平均値） 

二酸化窒素 

(ppm) 

浮遊粒子状物質 

（mg/m3） 

E 1 0.000010 － 
K 7 0.000060 － 
O 6 0.000100 － 
W 1 0.000025 － 
X 1 0.000002 － 

AC 1 0.000044 － 
   注）各事例における熱源施設の稼働時間は 24 時間を想定する。 

 

 

 

図 5-1-30  熱源施設台数と大気質付加濃度の関係（二酸化窒素） 

 

④  人の移動に伴う交通の集中等による影響の予測方法 

選手、大会関係者、観客等の移動に伴う各会場周辺の自動車交通量が集中（増加）する

ことによる影響の程度は、競技開催中の人の移動に関する計画等から定性的に予測を行う

こととする。 
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⑤  予測のための条件設定（競技の実施、後利用） 

(ｲ) １日当たりの駐車場利用台数（ 大値）の設定 

駐車場の台数は、各会場の計画値を基に、１日当たりの駐車場利用率を考慮して設定し

た。各会場の利用率は、いずれの場合においても競技実施中のみ利用されるものと想定し

て、１日 大利用率を 100％と設定した。 

また、各会場のうち新設や改築によって恒久施設の建設を伴うオリンピックスタジアム

（国立霞ヶ丘競技場）、日本武道館、有明アリーナ、有明テニスの森、大井ホッケー競技場、

海の森水上競技場、若洲オリンピックマリーナ、葛西臨海公園、夢の島ユース・プラザ・

アリーナＡ、Ｂ、夢の島公園、オリンピックアクアティクスセンター、ウォーターポロア

リーナ、武蔵野の森総合スポーツ施設、選手村、東京ビックサイト(IBC/MPC)の 15 会場を

対象とした。 

各会場の１日当たりの駐車場利用台数は、表 5-1-33(p5-1-75)に示すとおりである。 

 

(ﾛ) 熱源施設台数及び１日当たりの稼働時間の設定 

熱源施設の施設台数及び１日当たりの稼働時間の設定は、駐車場台数と同じく新設や改

築によって恒久施設の建設を伴う 15 会場を対象として行い、その他の会場については新た

な熱源施設の設置はないものとした。 

対象とした会場における熱源施設台数は、いずれの会場においても既存事例のうちの

大値である 7 台とし、１日当たりの稼働時間は、安全側に考えていずれの会場においても

２４時間稼働とした。 

対象とする会場における熱源施設台数及び１日当たりの稼働時間の設定結果は、表 

5-1-33(p5-1-75)に示すとおりである。 

 

 

 

 
  

○駐車場の利用に伴う付加濃度（年平均値）の算定方法 

二酸化窒素付加濃度(ppm) 

＝0.00000015×［1 日当たりの駐車場利用台数（台/日）］    式１３ 
 
浮遊粒子状物質付加濃度(mg/m3) 

＝0.00000003×［1 日当たりの駐車場利用台数（台/日）］    式１４ 
 

○熱源施設の供用（稼働）に伴う付加濃度（年平均値）の算定方法 

二酸化窒素付加濃度(ppm)＝0.000012×［熱源施設台数（台）］        式１５ 
 
浮遊粒子状物質については熱源施設からの排出は想定されないことから対象外 
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表 5-1-33  １日当たりの駐車場利用台数及び熱源施設台数・稼働時間の設定結果 

 

 

 
  

既存台数
（台）

開催時の
増設台数
（恒設）
（台）

開催時の
増設台数
（仮設）
（台）

開催後の
増設台数
 （恒設）

（台）

開催時
利用台数

（台）

設置台数
（台）

1日当りの
稼働時間

（ｈ）

1 オリンピックスタジアム(国立霞ヶ丘競技場) B 94 667 - 59 761 820 7 24

2 東京体育館 E 66 - 112 - 178 - - -

3 国立代々木競技場 E 58 - 120 - 178 - - -

4 日本武道館 D 567 - - - 178 - - -

5 皇居外苑 C 0 - 458 - 458 - - -

6 東京国際フォーラム E 420 - - - 178 - - -

7 国技館 E 91 - 82 - 173 - - -

8 有明アリーナ A 0 140 119 - 259 140 7 24

9 有明ＢＭＸコース C 0 - 366 - 366 - - -

10 有明ベロドローム C 0 - 366 - 366 - - -

11 有明体操競技場 C 0 - 255 - 255 - - -

12 有明テニスの森 D 320 - - - 304 320 7 24

13 お台場海浜公園 C 345 - - - 305 - - -

14 潮風公園 C 408 - - - 249 - - -

15～16 東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂ E 3,168 - - - 356 - - -

17 大井ホッケー競技場 A 290 - - - 183 290 7 24

18 海の森クロスカントリーコース C 0 - 514 - 514 - - -

19 海の森水上競技場 A 0 - 544 - 544 0 7 24

20 海の森マウンテンバイクコース C 0 - 323 - 323 - - -

21 若洲オリンピックマリーナ A 300 - 123 - 423 300 7 24

22 葛西臨海公園 A 2,700 - - - 193 2,700 7 24

23～24 夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ A 455 - - - 433 455 7 24

25 夢の島公園 A 455 - - - 193 455 7 24

26 夢の島競技場 E 280 - - - 534 - - -

27～28
オリンピックアクアティクスセンター
ウォーターポロアリーナ

A 125 - 200 - 325 125 7 24

29 武蔵野の森総合スポーツ施設 B 0 - 208 - 208 0 7 24

30 東京スタジアム E 900 - - - 233 - - -

31 武蔵野の森公園 C 309 - 207 - 516 - - -

32 陸上自衛隊朝霞訓練場 C 0 - 173 - 173 - - -

33 霞ヶ関カンツリークラブ E 617 - - - 249 - - -

34 札幌ドーム E 1,591 - - - 223 - - -

35 宮城スタジアム E 5,379 - - - 223 - - -

36 埼玉スタジアム2002 E 1,460 - - - 223 - - -

37 横浜国際総合競技場 E 718 - - - 223 - - -

OV 選手村 A 0 1,120 - 280 1,120 1,400 7 24

IBC/MPC 東京ビッグサイト(IBC/MPC) D 3,168 - - - 1,346 3,168 7 24

駐車場利用台数 熱源施設

会
場
類
型

後利用時
利用台数

　（台）

駐車場台数

会場
Ｎｏ

会場名

注 1：会場 No.は、表 1-3-37（p1-85～1-86）に示す会場 No.に準ずる。 

注 2：開催時の利用台数は、既存の駐車場台数に開催時の増設台数（仮設又は恒設）を考慮して算出した。 

注 3：後利用時の利用台数は、恒久会場または既存会場（改修あり）を対象に、既存の駐車場台数に開催時及び

開催後の増設台数（恒設）を考慮して算出した。また、日本武道館は既存会場（改修あり）であるが、恒

設部分の施設利用は想定されないため、「－」として示した。 

注 4：開催時の利用台数は、大会関係者専用の利用台数である。観客やスタッフについては 100％公共交通機関を

利用する計画となっているため、利用台数が既存の駐車場台数を下回っている会場がある。 
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(3) 予測の結果 

1)  開催前（工事の実施による影響） 

①  一次評価 

工事の実施に伴う大気質への影響の程度（付加濃度）について、内部の小規模な改装の

みを行う東京国際フォーラムを除く 38 会場を対象として予測評価を行った。 

各会場の建設工事における工事用車両の走行に伴う付加濃度の予測結果及び建設機械の

稼働に伴う付加濃度の予測結果は、表 5-1-34(p5-1-77)に示すとおりである。 

なお、バックグラウンドの濃度は、平成 22 年度の大気環境が維持されるものと想定し、

平成 22 年度の大気質濃度を用いて付加の程度について検討した。 

 

ピーク時の工事用車両の走行に伴う付加濃度は、すべての会場の値でみると、二酸化窒

素が<0.00001～0.00051ppm（平均 0.00005ppm）、浮遊粒子状物質が<0.00001～0.00010mg/m3

（平均 0.00002mg/m3）の範囲を示し、付加率は二酸化窒素が<0.1～1.9％（平均 0.2％）、

浮遊粒子状物質が<0.1～0.5％（平均 0.1％）と予測した。 

また、ピーク時の建設機械の稼働に伴う付加濃度は、すべての会場の値でみると、二酸

化窒素が<0.00001～0.00337ppm（平均 0.00044ppm）、浮遊粒子状物質が<0.00001～

0.00146mg/m3（平均 0.00019mg/m3）の範囲を示し、付加率は二酸化窒素が<0.1～13.8％（平

均 1.6％）、浮遊粒子状物質が<0.1～6.9％（平均 0.8％）と予測した。 

以上のとおり、いずれの会場においても工事の実施に伴う汚染物質の排出が予測され、

工事期間中の一過性のものであるが、オリンピックスタジアム（国立霞ヶ丘競技場）、選手

村の２会場については、建設機械の稼働に伴う二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の付加率が

５％以上の値を示した。 

したがって、この２会場の評価結果は、いずれも「－２」とした。 

オリンピックスタジアム（国立霞ヶ丘競技場）、選手村の２会場と対象外とした東京国際

フォーラムを除く、その他の会場は付加率が５％未満であることから、評価結果は、いず

れも「－１」とした。 

 

 

 



 

5
-1
-7
7 

 
表 5-1-34  工事の実施に伴う二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の付加濃度予測結果 

工事用車両 建設機械

窒素酸化物
（kg/年）

浮遊粒子状
物質

（kg/年）

二酸化窒素
の付加濃度

（ppm）

浮遊粒子状
物質の

付加濃度

（mg/m3)

二酸化窒素
の付加濃度

（ppm）

浮遊粒子状
物質の

付加濃度

（mg/m3)

二酸化窒素
濃度

（ppm）

浮遊粒子状
物質濃度

（mg/m3)

二酸化窒素
（％）

浮遊粒子状
物質（％）

二酸化窒素
（％）

浮遊粒子状
物質（％）

1 オリンピックスタジアム(国立霞ヶ丘競技場) 750 13,857 20,912 952 0.00030 0.00006 0.00337 0.00146 0.021 0.020 1.5 0.3 13.9 6.9
2 東京体育館 2 85 128 6 <0.00001 <0.00001 0.00003 0.00001 0.021 0.020 <0.1 <0.1 0.2 0.1
3 国立代々木競技場 138 585 882 40 0.00006 0.00001 0.00016 0.00007 0.022 0.027 0.3 0.1 0.8 0.3
4 日本武道館 8 331 500 23 <0.00001 <0.00001 0.00023 0.00010 0.043 0.033 <0.1 <0.1 0.6 0.4
5 皇居外苑 13 338 510 23 <0.00001 <0.00001 0.00008 0.00004 0.031 0.027 <0.1 <0.1 0.3 0.2
6 東京国際フォーラム 0 0 0 0 － － － － 0.031 0.027 － － － －

7 国技館 59 390 588 27 0.00002 <0.00001 0.00024 0.00010 0.027 0.020 0.1 <0.1 0.9 0.6
8 有明アリーナ 137 2,558 3,861 176 0.00005 0.00001 0.00105 0.00046 0.033 0.026 0.2 0.1 3.1 1.8
9 有明ＢＭＸコース 44 887 1,338 61 0.00002 <0.00001 0.00023 0.00010 0.027 0.025 0.1 <0.1 0.9 0.4
10 有明ベロドローム 148 2,814 4,246 193 0.00006 0.00001 0.00073 0.00032 0.027 0.025 0.3 0.1 2.7 1.3
11 有明体操競技場 173 3,440 5,191 236 0.00007 0.00001 0.00091 0.00039 0.027 0.025 0.3 0.1 3.3 1.6
12 有明テニスの森 121 2,382 3,595 164 0.00005 <0.00001 0.00048 0.00021 0.027 0.025 0.2 <0.1 1.8 0.9
13 お台場海浜公園 1 400 603 27 <0.00001 <0.00001 0.00012 0.00005 0.027 0.025 <0.1 <0.1 0.5 0.3
14 潮風公園 2 475 717 33 <0.00001 <0.00001 0.00010 0.00004 0.027 0.025 <0.1 <0.1 0.4 0.2

15～16 東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂ 5 1,035 1,562 71 <0.00001 <0.00001 0.00017 0.00007 0.027 0.025 <0.1 <0.1 0.7 0.3
17 大井ホッケー競技場 23 653 986 45 <0.00001 <0.00001 0.00010 0.00004 0.035 0.018 <0.1 <0.1 0.3 0.3
18 海の森クロスカントリーコース 11 465 702 32 <0.00001 <0.00001 0.00004 0.00002 0.027 0.025 <0.1 <0.1 0.2 0.1
19 海の森水上競技場 28 818 1,234 56 0.00001 <0.00001 0.00012 0.00005 0.027 0.025 0.1 <0.1 0.5 0.3
20 海の森マウンテンバイクコース 1 311 469 21 <0.00001 <0.00001 0.00003 0.00001 0.027 0.025 <0.1 <0.1 0.2 0.1
21 若洲オリンピックマリーナ 6 258 389 18 <0.00001 <0.00001 0.00011 0.00005 0.033 0.026 <0.1 <0.1 0.4 0.2
22 葛西臨海公園 5 440 665 30 <0.00001 <0.00001 0.00004 0.00002 0.022 0.021 <0.1 <0.1 0.2 0.1

23～24 夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ 344 6,395 9,651 439 0.00014 0.00003 0.00089 0.00039 0.033 0.026 0.5 0.2 2.7 1.5
25 夢の島公園 2 648 978 45 <0.00001 <0.00001 0.00009 0.00004 0.033 0.026 <0.1 <0.1 0.3 0.2
26 夢の島競技場 113 2,244 3,386 154 0.00005 <0.00001 0.00039 0.00017 0.033 0.026 0.2 <0.1 1.2 0.7

27～28
オリンピックアクアティクスセンター
ウォーターポロアリーナ

295 5,690 8,587 391 0.00012 0.00002 0.00132 0.00057 0.033 0.026 0.4 0.1 3.9 2.2

29 武蔵野の森総合スポーツ施設 0 15 22 1 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 0.018 0.020 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
30 東京スタジアム 2 71 107 5 <0.00001 <0.00001 0.00001 <0.00001 0.018 0.020 <0.1 <0.1 0.1 <0.1
31 武蔵野の森公園 8 328 495 23 <0.00001 <0.00001 0.00005 0.00002 0.018 0.020 <0.1 <0.1 0.3 0.1
32 陸上自衛隊朝霞訓練場 117 1,847 2,787 127 0.00005 <0.00001 0.00031 0.00014 0.035 0.024 0.2 <0.1 0.9 0.6
33 霞ヶ関カンツリークラブ 6 250 377 17 <0.00001 <0.00001 0.00002 <0.00001 0.017 0.020 <0.1 <0.1 0.2 <0.1
34 札幌ドーム 3 106 160 7 <0.00001 <0.00001 0.00002 <0.00001 0.013 0.015 <0.1 <0.1 0.2 <0.1
35 宮城スタジアム 1 53 80 4 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 0.011 0.027 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
36 埼玉スタジアム2002 5 199 300 14 <0.00001 <0.00001 0.00003 0.00001 0.017 0.020 <0.1 <0.1 0.2 0.1
37 横浜国際総合競技場 4 156 235 11 <0.00001 <0.00001 0.00003 0.00001 0.021 0.024 <0.1 <0.1 0.2 0.1
OV 選手村 1,270 25,533 38,534 1,754 0.00051 0.00010 0.00313 0.00136 0.027 0.023 1.9 0.5 10.4 5.6

IBC/MPC 東京ビッグサイト(IBC/MPC) 271 4,987 7,527 343 0.00011 0.00002 0.00083 0.00036 0.027 0.025 0.4 0.1 3.0 1.5

付加率

汚染物質排出量 工事用車両

会場
Ｎｏ

会場名

建設機械の稼働ピーク時
工事用

車両台数
（台／日）

建設機械の
ピーク時
12ヶ月間
稼働台数
（台）

工事用車両 建設機械の稼働

現況（平成22年度）

大気質（年平均値）

建設機械の稼働 大気質（年平均値）

注：会場 No.は、表 1-3-37（p1-85～1-86）に示す会場 No.に準ずる。 
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②  ミティゲーション 

一次評価の結果をふまえ、各会場における工事の実施に伴う大気環境への影響の低減を

目的として想定したミティゲーションの内容は、表 5-1-35 に示すとおりである。 

 

表 5-1-35 工事の実施に伴う影響の低減に関して想定したミティゲーションの内容 

対象 環境保全措置の内容 

全会場 ・ 新式の低公害型建設機械等を用いて大気環境への影響の低減を図る。 

・ 工事用車両による大気汚染物質濃度の付加を極力少なくするため、事前に工事作業計

画を十分に検討し、工事用車両の計画的・効率的な運行に努めるとともに、待機時等

におけるアイドリングストップの徹底等により、大気環境への影響の低減を図る。 

・ 建設機械による大気汚染物質濃度の付加を極力少なくするため、事前に工事作業計画

を十分に検討し、建設機械の集中稼働を避け、効率的な稼働に努めるとともに、アイ

ドリングストップの徹底等により、大気環境への影響の低減を図る。 

・ 工事区域の外周に仮囲い、工事区域内の散水、工事用車両のタイヤ洗浄等により粉じ

ん等の飛散防止を図る。 

・ 複数の会場について工事期間が重複する場合には、工事用車両の走行時間及び経路等

の観点から交通量を分散させることで、工事用車両の走行に伴う影響を低減する。 

 

③  二次評価 

一次評価の結果、オリンピックスタジアム（国立霞ヶ丘競技場）、選手村の２会場におけ

る工事の実施に伴う大気汚染物質の付加濃度は大きく、各会場周辺の大気質の濃度に影響

を及ぼす可能性があることから「－２」と予測された。これら会場については、工事中の

大気汚染物質の排出量の低減を目的としたミティゲーションを実施することにより、排出

量の削減が見込まれ、各会場周辺の大気質濃度に与える影響を低減できると考えるが、排

出量の削減によって、付加率を５％未満にまで低減することは困難なことから、この２会

場における評価結果は「－２」とした。 

２会場及び東京国際フォーラムを除く他の会場における一次評価の結果、いずれの会場

においても工事の実施に伴う大気汚染物質の付加濃度は小さく、影響は工事期間中の一過

性のものであり、各会場周辺の大気質の濃度に影響を及ぼす可能性は小さいことから「－

１」と予測した。これら会場のうち、一次評価で付加率が小さいと予測した会場（測定の

小下限値(0.001ppm、0.001mg/m3)相当の付加率３％未満の会場）については、工事中に

おける大気汚染物質排出量の低減を目的としたミティゲーションの実施により、各会場に

おける大気汚染物質の排出量を削減でき、周辺の大気質の濃度をほとんど悪化させること

がない程度になるものと予測し、二次評価結果は「０」とした。 

一方、付加率が３～５％であった有明アリーナ、有明体操競技場、オリンピックアクア

ティクスセンター、ウォーターポロアリーナ、東京ビッグサイト(IBC/MPC)については、ミ

ティゲーションの実施により排出量の削減が見込まれ、各会場周辺の大気質濃度に与える

影響を低減できると考えるが、現況とほとんど変わらないレベルにまで影響を低減するこ

とは困難と予測し、「－１」と評価した。 

なお、二次評価で「－２」、「－１」と評価した会場については、工事の実施に当たって

は、具体的な施工計画に応じて、上記に示したミティゲーションを徹底して実施すること

により、周辺地域への大気汚染の影響を防止できると考える。 
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2)  開催中（競技の実施による影響） 

①  一次評価 

各会場において競技を実施する際の駐車場の利用及び熱源施設の供用に伴う大気環境へ

の影響の程度、さらに、選手、大会関係者、観客等の移動に伴って会場周辺の自動車交通

量が集中（増加）することによる影響の程度についてすべての会場を対象として予測評価

を行った。 

 

(ｲ) 駐車場の利用及び熱源施設の供用による影響 

各会場における駐車場の利用及び熱源施設の供用に伴う付加濃度の予測結果は、表 

5-1-36(p5-1-80)に示すとおりである。 

駐車場の利用に伴う付加濃度は、二酸化窒素が 0.00003～0.00020ppm（平均 0.00005ppm）

の範囲を示し、浮遊粒子状物質はいずれも<0.00001～0.00004 mg/m3（平均 0.00001 mg/m3）、

付加率は二酸化窒素が0.1～0.7％（平均0.2％）、浮遊粒子状物質は<0.1～0.2％（平均0.1％）

と予測した。 

また、熱源施設の供用に伴う二酸化窒素の付加濃度及び付加率については、対象とした

15 会場のいずれも 0.00008ppm、0.2～0.5％（平均 0.3％）と予測した。 

以上のことから、駐車場の利用及び熱源施設の供用（稼働）に伴って汚染物質の排出が

予測されたが、その排出量は非常に少なく、周辺の大気質の濃度をほとんど悪化させるこ

とがない程度のものであると予測した。 

したがって、各会場の評価結果は、いずれも「０」とした。 

 

(ﾛ) 人の移動に伴う自動車交通量の集中（増加）による影響 

選手、大会関係者、観客等の移動に伴う各会場周辺の自動車交通量が集中（増加）する

ことによる影響の程度は、競技の開催中の人の移動については、以下の軽減策が計画され

ていることから、周辺の大気質の濃度をほとんど悪化させることがない程度のものである

と予測した。 

・ 選手や大会関係者の会場間の移動、メディア関係者の移動には専用のシャトルバス等

を運行する 

・ 観客の輸送における鉄道・バス等の公共交通機関の活用 

・ 自動車利用を抑制することによる環境への負荷の低減 

・ 各会場の周辺での一般車両の通行の抑制（必要に応じて） 

 

さらに、オリンピックスタジアム（国立霞ヶ丘競技場）、選手村以外の会場については、

おおむね、既存の施設を活用しており、これらの会場は普段からイベント等が開催されて

おり、競技の開催中においても、各会場への移動における公共交通機関の使用状況に大き

な違いはないと考えられることから、各会場における汚染物質の排出量は、周辺の大気質

の濃度をほとんど悪化させることがない程度のものであると予測した。 

したがって、各会場の評価結果は、いずれも「０」とした。 

 

(ﾊ) まとめ 

上記の予測評価結果を併せて検討した各会場の評価結果は、いずれも「０」とした。 
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表 5-1-36  駐車場の利用及び熱源施設の供用に伴う二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の付加濃度予測結果 

 

駐車場
利用状況

熱源施設 熱源施設

二酸化窒素
の付加濃度

（ppm）

浮遊粒子状
物質の

付加濃度

（mg/m3)

二酸化窒素
の付加濃度

（ppm）

二酸化窒素
濃度

（ppm）

浮遊粒子状
物質濃度

（mg/m3)

二酸化窒素（％） 浮遊粒子状
物質（％）

二酸化窒素（％）

1 オリンピックスタジアム(国立霞ヶ丘競技場) 761 7 24 0.00011 0.00002 0.00008 0.021 0.020 0.5 0.1 0.4
2 東京体育館 178 - - 0.00003 <0.00001 - 0.021 0.020 0.1 <0.1 -
3 国立代々木競技場 178 - - 0.00003 <0.00001 - 0.022 0.027 0.1 <0.1 -
4 日本武道館 178 - - 0.00003 <0.00001 - 0.043 0.033 0.1 <0.1 -
5 皇居外苑 458 - - 0.00007 0.00001 - 0.031 0.027 0.2 0.1 -
6 東京国際フォーラム 178 - - 0.00003 <0.00001 - 0.031 0.027 0.1 <0.1 -
7 国技館 173 - - 0.00003 <0.00001 - 0.027 0.020 0.1 <0.1 -
8 有明アリーナ 259 7 24 0.00004 <0.00001 0.00008 0.033 0.026 0.1 <0.1 0.3
9 有明ＢＭＸコース 366 - - 0.00005 0.00001 - 0.027 0.025 0.2 <0.1 -

10 有明ベロドローム 366 - - 0.00005 0.00001 - 0.027 0.025 0.2 <0.1 -
11 有明体操競技場 255 - - 0.00004 <0.00001 - 0.027 0.025 0.1 <0.1 -
12 有明テニスの森 304 7 24 0.00005 <0.00001 0.00008 0.027 0.025 0.2 <0.1 0.3
13 お台場海浜公園 305 - - 0.00005 <0.00001 - 0.027 0.025 0.2 <0.1 -
14 潮風公園 249 - - 0.00004 <0.00001 - 0.027 0.025 0.1 <0.1 -

15～16 東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂ 356 - - 0.00005 0.00001 - 0.027 0.025 0.2 <0.1 -
17 大井ホッケー競技場 183 7 24 0.00003 <0.00001 0.00008 0.035 0.018 0.1 <0.1 0.2
18 海の森クロスカントリーコース 514 - - 0.00008 0.00002 - 0.027 0.025 0.3 0.1 -
19 海の森水上競技場 544 7 24 0.00008 0.00002 0.00008 0.027 0.025 0.3 0.1 0.3
20 海の森マウンテンバイクコース 323 - - 0.00005 <0.00001 - 0.027 0.025 0.2 <0.1 -
21 若洲オリンピックマリーナ 423 7 24 0.00006 0.00001 0.00008 0.033 0.026 0.2 <0.1 0.3
22 葛西臨海公園 193 7 24 0.00003 <0.00001 0.00008 0.022 0.021 0.1 <0.1 0.4

23～24 夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ 433 7 24 0.00006 0.00001 0.00008 0.033 0.026 0.2 <0.1 0.3
25 夢の島公園 193 7 24 0.00003 <0.00001 0.00008 0.033 0.026 0.1 <0.1 0.3
26 夢の島競技場 534 - - 0.00008 0.00002 - 0.033 0.026 0.2 0.1 -

27～28
オリンピックアクアティクスセンター
ウォーターポロアリーナ

325 7 24 0.00005 <0.00001 0.00008 0.033 0.026 0.1 <0.1 0.3

29 武蔵野の森総合スポーツ施設 208 7 24 0.00003 <0.00001 0.00008 0.018 0.020 0.2 <0.1 0.5
30 東京スタジアム 233 - - 0.00003 <0.00001 - 0.018 0.020 0.2 <0.1 -
31 武蔵野の森公園 516 - - 0.00008 0.00002 - 0.018 0.020 0.4 0.1 -
32 陸上自衛隊朝霞訓練場 173 - - 0.00003 <0.00001 - 0.035 0.024 0.1 <0.1 -
33 霞ヶ関カンツリークラブ 249 - - 0.00004 <0.00001 - 0.017 0.020 0.2 <0.1 -
34 札幌ドーム 223 - - 0.00003 <0.00001 - 0.013 0.015 0.3 <0.1 -
35 宮城スタジアム 223 - - 0.00003 <0.00001 - 0.011 0.027 0.3 <0.1 -
36 埼玉スタジアム2002 223 - - 0.00003 <0.00001 - 0.017 0.020 0.2 <0.1 -
37 横浜国際総合競技場 223 - - 0.00003 <0.00001 - 0.021 0.024 0.2 <0.1 -
OV 選手村 1,120 7 24 0.00017 0.00003 0.00008 0.027 0.023 0.6 0.1 0.3

IBC/MPC 東京ビッグサイト(IBC/MPC) 1,346 7 24 0.00020 0.00004 0.00008 0.027 0.025 0.7 0.2 0.3

会場
Ｎｏ

会場名

熱源施設 大気質（年平均値） 現況（平成22年度） 付加率

開催中
駐車場

利用台数
（台/日）

駐車場利用 大気質（年平均値）想定設置台数
（台）

1日当たりの
稼働時間

（ｈ）

駐車場利用

注：会場 No.は、表 1-3-37（p1-85～1-86）に示す会場 No.に準ずる。 
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②  ミティゲーション 

一次評価の結果、各会場の駐車場の利用、熱源施設の供用に伴う汚染物質の排出により

周辺の大気環境にほとんど影響を及ぼすものではないと予測され、さらに、選手などの輸

送に関する計画等を実施することにより人の移動に伴う自動車交通量の集中（増加）が周

辺の大気環境にほとんど影響を及ぼすものではないと予測されたが、陸上自衛隊朝霞訓練

場、霞ヶ関カンツリー倶楽部、札幌ドーム、宮城スタジアム、埼玉スタジアム 2002、横浜

国際総合競技場の６会場を除く 33 会場において自動車交通に伴う大気汚染物質排出量の

さらなる削減を目的として想定したミティゲーションの内容は、表 5-1-37 に示すとおり

である。 

また、ミティゲーションの内容と関連して、参考として「2020 年の東京」における大気

汚染物質の削減に関する施策の概要を次頁に示す。 

 

表 5-1-37  大気汚染物質排出量の削減に関して想定したミティゲーションの内容 

対 象 環境保全措置の内容 

８km 圏内の

会場及び東

京スタジア

ムの 32 会場 

大気汚染物質の総量削減に対する東京都全体の取組（施策）として、交通渋滞

や低公害車の積極的な導入など自動車から排出される大気汚染物質の低減に向

けた以下の対策を実施する。 

・ 東京の弱点である渋滞を解消するため、道路ネットワークなどの整備を強力

に推進する 

・ 渋滞解消などを契機として、バスの定時性・速達性を確保し、都民の足とし

てのバスが見直されるなど、バスの復権を図る 

・ 渋滞解消と併せ、交通の流れをコントロールし、より円滑で安全な自動車交

通を実現するための新技術の開発・実用化を推進する 

・ 環境負荷の少ない交通を実現するため、低公害車の導入を積極的に推進する
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（参考）「２０２０年の東京」における大気汚染物質の削減に関する施策の概要(1) 

目 標 ２０２０年の東京の姿 これからの政策展開 

 
陸・海・空の
高度な交通
ネットワー
クを形成し、
国際競争を
勝ち抜く 

 
○ 三環状道路が完成し、都
心への流入交通を迂回させ
ることで交通事情を大きく
改善するとともに、日本の
東西交通のバイパス機能が
強化されるなど、災害時の
物流・交通が確保されるこ
とにより防災性が向上して
いる。 
 
○ 骨格幹線道路の整備や
ＩＣＴの活用によって、渋
滞が解消されている。 
 

 
＜幹線道路ネットワークの整備推進＞ 
■三環状道路を完成させるとともに、幹線道路ネ

ットワーク等の整備を強力に推進することで、
東京の弱点である渋滞を解消する。 

・首都高速中央環状線は、都自らも事業者として
品川線を施行し、平成 25 年度に全線開通する。

・東京外かく環状道路（外環）は、関越道～東名
高速間を平成 32（2020）年までに完成させる
とともに、東名以南を早期に事業化させる。 

・圏央道は、国に強く整備促進を働き掛け、早期
に全線開通させる。 

・区部放射・環状道路や多摩南北道路をおおむね
完成する。多摩東西道路などの骨格幹線道路の
整備を重点的に推進する。 

・連続立体交差事業は、現在事業中及び準備中路
線の整備を推進し、平成 32 年度までに 87 か
所の踏切を除却していく。 

・三環状道路の完成をはじめとした幹線道路網の
整備等により、区部の混雑時平均旅行速度
25km/h を達成し、着実に渋滞を解消していく。

・三環状道路など高速道路ネットワークを効率的
に機能させるため、圏央道の内側エリアにおけ
る一体的な料金体系等を実現させる。 

・新東名高速道路は、平成 32 年度までに海老名
南ＪＣＴ～豊田東ＪＣＴ間が開通し、新名神高
速道路と合わせて海老名から神戸までの所要
時間が約１時間短縮される。その整備効果をよ
り高めるため、新東名高速道路と都内の道路ネ
ットワークとの連絡を検討する。 

 
＜ＩＴＳを活用した交通マネジメントと質の高
い都市空間＞ 
■交通の流れを的確にマネジメントするためＩ

ＴＳ等の活用を推進するなど、より安全で円滑
な道路交通を実現する。 

・円滑な道路交通を確保するため、道路整備を推
進するとともに、ＩＴＳの活用を推進する。 

・交通状況を取得及び伝達する手段である光ビー
コンの整備を完了させる。 

・ＩＴＳを活用した信号制御により交差点での停
止回数を低減させるなど、道路交通の円滑化を
図る。 

・地上アナログ放送終了に伴う電波利用の検討等
を踏まえ、交差点での出会い頭衝突等の事故防
止のための 適な運転支援を検討する。 

・ 新橋・虎ノ門地区（環状２号線）等では、歩
道幅員の確保等により人に優しい道を整備す
るとともに、緑豊かな街路樹により、首都を代
表する、シンボリックな道路空間を創出する。

・東伏見地区（調布保谷線・東伏見公園・石神井
川）等では、潤いとゆとりのある都市空間を一
体的に創出する。 

 出典：「２０２０年の東京」（平成 23 年 12 月、東京都） 
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（参考）「２０２０年の東京」における大気汚染物質の削減に関する施策の概要(2) 

 
目 標 ２０２０年の東京の姿 これからの政策展開 

 
世界に誇る
クリーンな
都市環境を
創出する 

 
○ 都市活動に伴う廃棄物
の発生抑制や大気環境の一
層の改善が進み、人や自然
にやさしいクリーンな都市
環境が実現している。 
 
 

 
＜広域的・総合的な大気汚染対策の推進＞ 
■人や自然にやさしい都市環境の実現に向け、広

域的・総合的な大気汚染物質の発生源対策を推
進する。 

 
・ＰＭ2.5 等の常時測定体制を整備して大気環境

の監視や発生源の調査・分析を行い、その結果
に基づく効果的な対策の検討・展開を図ってい
く。 

・大気汚染物質の発生源対策の展開にあたって
は、近隣県市と連携した広域的な取組を推進す
るとともに、事業者による主体的な取組を促進
していく。 

 
・特にＶＯＣについては、ＰＭ2.5 や光化学スモ

ッグ発生の原因物質となっていることから、自
動車の排出ガス対策、工場や事業所等の固定発
生源対策、低ＶＯＣ商品の普及などの消費者対
策など、総合的に対策を推進していく。 

 
＜エネルギー政策と連動した大気環境保全への

取組＞ 
■エネルギー源の自立・分散化やエネルギー利用

の高効率化・ 適化に向けた政策展開を踏ま
え、効果的な大気環境保全の取組を講じてい
く。 

 
・発電設備の稼動増等による大気環境への影響を

把握し、大気汚染源への対応や環境負荷の少な
い自家発電設備の普及促進など、効果的な対策
を講じていく。 

 
 

 

 

 

  

出典：「２０２０年の東京」（平成 23 年 12 月、東京都） 

 

ICT：Information and Communications Technology の略で、情報や通信に関する技術の総称 

 

ITS：Intelligent Transport System の略で、最先端の情報通信技術を用いて人と道路と車両とを情

報でネットワークすることにより、交通事故、渋滞などの解決を目的とする新しい交通システム 

 

VOC：Volatile Organic Compounds の略で、塗料や印刷インク等に含まれ、蒸発しやすく大気中

で気体となる有機化合物の総称。主なものだけで約 200 種類あり、代表的な物質はトルエン、

キシレン、酢酸エチルなど 

メ モ 
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③  二次評価 

一次評価の結果は、各会場の駐車場の利用、熱源施設の供用に伴う汚染物質の排出及び

人の移動に伴う自動車交通量の集中（増加）が周辺の大気環境にほとんど影響を及ぼすこ

とはなく、「０」と予測した。 

さらに、汚染物質排出量の削減を目的として想定したミティゲーションを実施すること

により、各会場の周辺の大気環境が改善されるものと予測した。 

したがって、ミティゲーションを実施する東京都内の 33 会場については、各会場の評価

結果は、いずれも「＋１」とした。 

 

 

3)  開催後（工事の実施による影響） 

①  一次評価 

仮設撤去に係る工事の実施が大気環境に与える影響の程度について予測評価を行った。 

なお、仮設撤去の工事を行わない武蔵野の森総合スポーツ施設及び IBC/MPC、内装工事

のみの東京国際フォーラムを除く 36 会場を対象として予測評価を行った。 

仮設撤去工事に伴う工事用車両の走行及び建設機械の稼働に伴う付加濃度の予測結果は、

表 5-1-38(p5-1-85)に示すとおりである。 

ピーク時の工事用車両の走行に伴う付加濃度は、対象とする全会場の値でみると、二酸

化窒素が<0.00001～0.00071ppm（平均 0.00007ppm）、浮遊粒子状物質が<0.00001～

0.00014mg/m3（平均 0.00002mg/m3）の範囲を示し、付加率は二酸化窒素が<0.1～2.2％（平

均 0.3％）、浮遊粒子状物質が<0.1～0.6％（平均 0.1％）と予測した。 

また、ピーク時の建設機械の稼働に伴う付加濃度は、対象とする全会場の値でみると、

二酸化窒素が<0.00001～0.00163ppm（平均 0.00021ppm）、浮遊粒子状物質が<0.00001～

0.00071mg/m3（平均 0.00009mg/m3）の範囲を示し、付加率は二酸化窒素が<0.1～4.8％（平

均 0.8％）、浮遊粒子状物質が<0.1～2.7％（平均 0.4％）と予測した。 

以上のとおり、いずれの会場においても工事の実施に伴う汚染物質の排出が予測される

ものの、工事期間中の一過性のものであり、全ての会場において仮設撤去に係る建設機械

の稼働に伴う二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の付加率は５％未満であった。 

対象外とした東京国際フォーラムを除く、その他の会場は付加率が５％未満であること

から、各会場の評価結果は、いずれも「－１」とした。 
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表 5-1-38  仮設物の撤去の工事に伴う二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の付加濃度予測結果 

 

 

工事用車両 建設機械

窒素酸化物
（kg/年）

浮遊粒子状
物質

（kg/年）

二酸化窒素
の付加濃度

（ppm）

浮遊粒子状
物質の

付加濃度

（mg/m3)

二酸化窒素
の付加濃度

（ppm）

浮遊粒子状
物質の

付加濃度

（mg/m3)

二酸化窒素
濃度

（ppm）

浮遊粒子状
物質濃度

（mg/m
3
)

二酸化窒素
（％）

浮遊粒子状
物質（％）

二酸化窒素
（％）

浮遊粒子状
物質（％）

1 オリンピックスタジアム(国立霞ヶ丘競技場) 2 124 187 9 <0.00001 <0.00001 0.00003 0.00001 0.021 0.020 <0.1 <0.1 0.2 0.1
2 東京体育館 2 85 128 6 <0.00001 <0.00001 0.00003 0.00001 0.021 0.020 <0.1 <0.1 0.2 0.1
3 国立代々木競技場 104 585 882 40 0.00004 <0.00001 0.00016 0.00007 0.022 0.027 0.2 <0.1 0.8 0.3
4 日本武道館 4 212 320 15 <0.00001 <0.00001 0.00015 0.00006 0.043 0.033 <0.1 <0.1 0.4 0.2
5 皇居外苑 6 338 510 23 <0.00001 <0.00001 0.00008 0.00004 0.031 0.027 <0.1 <0.1 0.3 0.2
6 東京国際フォーラム 0 0 0 0 － － － － 0.031 0.027 － － － －

7 国技館 59 390 588 27 0.00002 <0.00001 0.00024 0.00010 0.027 0.020 0.1 <0.1 0.9 0.6
8 有明アリーナ 1 77 116 5 <0.00001 <0.00001 0.00003 0.00001 0.033 0.026 <0.1 <0.1 0.1 0.1
9 有明ＢＭＸコース 263 1,044 1,576 72 0.00011 0.00002 0.00027 0.00012 0.027 0.025 0.4 0.1 1.0 0.5

10 有明ベロドローム 891 3,313 5,000 228 0.00036 0.00007 0.00086 0.00037 0.027 0.025 1.4 0.3 3.1 1.5
11 有明体操競技場 1,041 4,050 6,112 278 0.00042 0.00008 0.00107 0.00046 0.027 0.025 1.6 0.4 3.9 1.9
12 有明テニスの森 3 172 260 12 <0.00001 <0.00001 0.00003 0.00002 0.027 0.025 <0.1 <0.1 0.2 0.1
13 お台場海浜公園 9 470 710 32 <0.00001 <0.00001 0.00014 0.00006 0.027 0.025 <0.1 <0.1 0.6 0.3
14 潮風公園 10 559 844 38 <0.00001 <0.00001 0.00012 0.00005 0.027 0.025 <0.1 <0.1 0.5 0.3

15～16 東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂ 19 1,035 1,562 71 <0.00001 <0.00001 0.00017 0.00007 0.027 0.025 <0.1 <0.1 0.7 0.3
17 大井ホッケー競技場 7 384 579 26 <0.00001 <0.00001 0.00006 0.00003 0.035 0.018 <0.1 <0.1 0.2 0.2
18 海の森クロスカントリーコース 64 548 827 38 0.00003 <0.00001 0.00005 0.00002 0.027 0.025 0.1 <0.1 0.2 0.1
19 海の森水上競技場 14 765 1,155 53 <0.00001 <0.00001 0.00012 0.00005 0.027 0.025 <0.1 <0.1 0.5 0.3
20 海の森マウンテンバイクコース 7 366 552 25 <0.00001 <0.00001 0.00004 0.00002 0.027 0.025 <0.1 <0.1 0.2 0.1
21 若洲オリンピックマリーナ 7 357 538 24 <0.00001 <0.00001 0.00015 0.00006 0.033 0.026 <0.1 <0.1 0.5 0.3
22 葛西臨海公園 10 561 846 39 <0.00001 <0.00001 0.00005 0.00002 0.022 0.021 <0.1 <0.1 0.3 0.2

23～24 夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ 2 126 191 9 <0.00001 <0.00001 0.00002 <0.00001 0.033 0.026 <0.1 <0.1 0.1 <0.1
25 夢の島公園 15 795 1,200 55 <0.00001 <0.00001 0.00011 0.00005 0.033 0.026 <0.1 <0.1 0.4 0.2
26 夢の島競技場 423 2,244 3,386 154 0.00017 0.00003 0.00039 0.00017 0.033 0.026 0.6 0.2 1.2 0.7

27～28
オリンピックアクアティクスセンター
ウォーターポロアリーナ

1,783 7,013 10,584 482 0.00071 0.00014 0.00163 0.00071 0.033 0.026 2.2 0.6 4.8 2.7

29 武蔵野の森総合スポーツ施設 1 28 42 2 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 0.018 0.020 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
30 東京スタジアム 1 71 107 5 <0.00001 <0.00001 0.00001 <0.00001 0.018 0.020 <0.1 <0.1 0.1 <0.1
31 武蔵野の森公園 6 328 495 23 <0.00001 <0.00001 0.00005 0.00002 0.018 0.020 <0.1 <0.1 0.3 0.1
32 陸上自衛隊朝霞訓練場 409 1,847 2,787 127 0.00016 0.00003 0.00031 0.00014 0.035 0.024 0.5 0.2 0.9 0.6
33 霞ヶ関カンツリークラブ 5 250 377 17 <0.00001 <0.00001 0.00002 <0.00001 0.017 0.020 <0.1 <0.1 0.2 <0.1
34 札幌ドーム 2 106 160 7 <0.00001 <0.00001 0.00002 <0.00001 0.013 0.015 <0.1 <0.1 0.2 <0.1
35 宮城スタジアム 1 53 80 4 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 0.011 0.027 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
36 埼玉スタジアム2002 4 199 300 14 <0.00001 <0.00001 0.00003 0.00001 0.017 0.020 <0.1 <0.1 0.2 0.1
37 横浜国際総合競技場 3 156 235 11 <0.00001 <0.00001 0.00003 0.00001 0.021 0.024 <0.1 <0.1 0.2 0.1
OV 選手村 170 6,535 9,863 449 0.00007 0.00001 0.00080 0.00035 0.027 0.023 0.3 0.1 2.9 1.5

IBC/MPC 東京ビッグサイト(IBC/MPC) 0 0 0 0 － － － － 0.027 0.025 － － － －

建設機械の稼働工事用車両 建設機械の稼働

大気質（年平均値） 現況（平成22年度） 付加率

大気質（年平均値） 工事用車両

会場名
会場
Ｎｏ

建設機械の稼働

ピーク時
工事用

車両台数
（台／日）

建設機械の
ピーク時
12ヶ月間
稼働台数
（台）

汚染物質排出量

注：会場 No.は、表 1-3-37（p1-85～1-86）に示す会場 No.に準ずる。 
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②  ミティゲーション 

一次評価の結果をふまえ、各会場における仮設撤去工事の実施に伴う大気環境への影響

の低減を目的として想定したミティゲーションの内容は、表 5-1-39 に示すとおりである。 

 

表 5-1-39 工事の実施に伴う影響の低減に関して想定したミティゲーションの内容 

対 象 環境保全措置の内容 

全会場 ・ 新式の低公害型建設機械等を用いて大気環境への影響の低減を

図る。 

・ 工事用車両による大気汚染物質濃度の付加を極力少なくするた

め、事前に工事作業計画を十分に検討し、工事用車両の計画的・

効率的な運行に努めるとともに、待機時等におけるアイドリング

ストップの徹底等により、大気環境への影響の低減を図る。 

・ 建設機械による大気汚染物質濃度の付加を極力少なくするため、

事前に工事作業計画を十分に検討し、建設機械の集中稼働を避け、

効率的な稼働に努めるとともに、アイドリングストップの徹底等

により、大気環境への影響の低減を図る。 

・ 工事区域の外周に仮囲い、工事区域内の散水、工事用車両のタイ

ヤ洗浄等により粉じん等の飛散防止を図る。 

・ 複数の会場について工事期間が重複する場合には、工事用車両の

走行時間及び経路等の観点から交通量を分散させることで、工事

用車両の走行に伴う影響を低減する。 

 

 

③  二次評価 

仮設物の撤去工事に伴う影響は、一次評価の結果、いずれの会場においても仮設撤去工

事の実施に伴う大気汚染物質の付加濃度は小さく、影響は工事期間中の一過性のものであ

り、各会場周辺の大気質の濃度に影響を及ぼす可能性は小さいことから「－１」と予測し

た。これら会場のうち、一次評価で付加率が小さいと予測した会場（測定の 小下限値

(0.001ppm、0.001mg/m3)相当の付加率３％未満の会場）については、工事中における大気

汚染物質排出量の低減を目的としたミティゲーションの実施により、各会場における大気

汚染物質の排出量を削減でき、周辺の大気質の濃度をほとんど悪化させることがない程度

になるものと予測し、二次評価結果は「０」とした。 

一方、付加率が３～５％であった有明ベロドローム、有明体操競技場、オリンピックア

クアティクスセンター、ウォーターポロアリーナについては、ミティゲーションの実施に

より排出量の削減が見込まれ、各会場周辺の大気質濃度に与える影響を低減できると考え

るが、現況とほとんど変わらないレベルにまで影響を低減することは困難と予測し、「－１」

と評価した。 

なお、二次評価で「－１」と評価した会場については、工事の実施に当たっては、具体

的な施工計画に応じて、上記に示したミティゲーションを徹底して実施することにより、

周辺地域への大気汚染の影響を防止できると考える。 
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4)  開催後（後利用による影響） 

①  一次評価 

各会場の後利用について、競技やイベント等の開催時の駐車場の利用及び熱源施設の供

用に伴う大気環境への影響の程度、さらに、来場者の移動に伴って会場周辺の自動車交通

量が集中（増加）することによる影響の程度について予測評価を行った。 

なお、予測評価は開催後も恒久施設として利用されるオリンピックスタジアム（国立霞

ヶ丘競技場）、有明アリーナ、有明テニスの森、大井ホッケー競技場、海の森水上競技場、

若洲オリンピックマリーナ、葛西臨海公園、夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ、夢

の島公園、オリンピックアクアティクスセンター、ウォーターポロアリーナ、武蔵野の森

総合スポーツ施設、選手村、東京ビックサイト(IBC/MPC)の 15 会場を対象として行った。

なお、日本武道館については、新たに建設した恒久施設がイベント開催会場等として一般

利用されることは想定していないため予測評価の対象外とした。 

 

(ｲ) 駐車場の利用及び熱源施設の供用による影響 

恒久施設として利用する 15 会場を対象として行った、駐車場の利用及び熱源施設の供用

に伴う付加濃度の予測結果は、表 5-1-40(p5-1-88)に示すとおりである。 

各会場の既存駐車場に加えて、新たに整備した駐車場の利用に伴う付加濃度についてみ

ると、二酸化窒素が 0.00002～0.00048ppm（平均 0.00014ppm）の範囲を示し、浮遊粒子状

物質はいずれも<0.00001～0.00010mg/m3（平均 0.00003mg/m3）、付加率は二酸化窒素が 0.1

～1.8％（平均 0.5％）、浮遊粒子状物質は<0.1～0.4％（平均 0.2％）と予測した。 

熱源施設の供用に伴う二酸化窒素の付加濃度及び付加率についてはいずれも

0.00008ppm、付加率は 0.2～0.5％（平均 0.3％）と予測した。 

以上のことから、駐車場の利用及び熱源施設の供用に伴って大気汚染物質の排出が予測

されたが、その排出量は非常に少なく、周辺の大気質濃度をほとんど悪化させることがな

い程度のものであると予測した。 

したがって、各会場の評価結果は、いずれも「０」とした。 

 

(ﾛ) 来場者等の移動に伴う自動車交通量の集中（増加）による影響 

開催中の競技の実施による影響と同様、各会場においてイベント等が開催される際の人

の移動に伴い、各会場周辺における自動車交通量の増加により周辺の大気環境に影響を及

ぼすことが想定される。各会場周辺でみれば自動車交通量の増加分は新たに整備された駐

車場台数に相当するものと想定されるが、その交通量は周辺道路の現況の交通量に比べて

少ないこと、さらにオリンピックスタジアム（国立霞ヶ丘競技場）等の会場はイベント開

催時の利用に限られること、また、選手村は住宅として利用され、公共交通機関の利便性

も良く、平日における車の使用頻度もそれほど高くないものと想定されることから、会場

周辺の大気質濃度を悪化させることはほとんとないと予測した。 

したがって、各会場の評価結果は、いずれも「０」とした。 

 

(ﾊ) まとめ 

上記の予測評価結果を併せて検討した各会場の評価結果は、いずれも「０」とした。 
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表 5-1-40  恒久工事を実施した会場の後利用（駐車場の利用及び熱源施設の供用）に伴う二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の付加濃度予測結果 

 

 

駐車場台数

熱源施設 熱源施設

二酸化窒素
の付加濃度

（ppm）

浮遊粒子状
物質の

付加濃度

（mg/m3)

二酸化窒素
の付加濃度

（ppm）

二酸化窒素
濃度

（ppm）

浮遊粒子状
物質濃度

（mg/m3)

二酸化窒素
（％）

浮遊粒子状
物質（％）

二酸化窒素
（％）

1 オリンピックスタジアム(国立霞ヶ丘競技場) 820 7 24 0.00012 0.00002 0.00008 0.021 0.020 0.6 0.1 0.4
8 有明アリーナ 140 7 24 0.00002 <0.00001 0.00008 0.033 0.026 0.1 <0.1 0.3

12 有明テニスの森 320 7 24 0.00005 <0.00001 0.00008 0.027 0.025 0.2 <0.1 0.3
17 大井ホッケー競技場 290 7 24 0.00004 <0.00001 0.00008 0.035 0.018 0.1 <0.1 0.2
19 海の森水上競技場 0 7 24 - - 0.00008 0.027 0.025 - - 0.3
21 若洲オリンピックマリーナ 300 7 24 0.00005 <0.00001 0.00008 0.033 0.026 0.1 <0.1 0.3
22 葛西臨海公園 2,700 7 24 0.00041 0.00008 0.00008 0.022 0.021 1.8 0.4 0.4

23～24 夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ 455 7 24 0.00007 0.00001 0.00008 0.033 0.026 0.2 0.1 0.3
25 夢の島公園 455 7 24 0.00007 0.00001 0.00008 0.033 0.026 0.2 0.1 0.3

27～28
オリンピックアクアティクスセンター
ウォーターポロアリーナ

125 7 24 0.00002 <0.00001 0.00008 0.033 0.026 0.1 <0.1 0.3

29 武蔵野の森総合スポーツ施設 0 7 24 - - 0.00008 0.018 0.020 - - 0.5
OV 選手村 1,400 7 24 0.00021 0.00004 0.00008 0.027 0.023 0.8 0.2 0.3

IBC/MPC 東京ビッグサイト(IBC/MPC) 3,168 7 24 0.00048 0.00010 0.00008 0.027 0.025 1.7 0.4 0.3

大気質（年平均値） 駐車場利用

会場
Ｎｏ

会場名

熱源施設 大気質（年平均値）

開催後
（台）

想定設置台数
（台）

1日当たりの
稼働時間

（ｈ）

駐車場利用

現況（平成22年度） 付加率

注：会場 No.は、表 1-3-37（p1-85～1-86）に示す会場 No.に準ずる。 
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②  ミティゲーション 

一次評価の結果、各会場の駐車場の利用、熱源施設の供用に伴う汚染物質の排出により

周辺の大気環境にほとんど影響を及ぼすことはないと予測され、イベント開催時等の人の

移動に伴う自動車交通量の増加が周辺の大気環境にほとんど影響を及ぼすことはないと予

測されたが、自動車交通に伴う大気汚染物質排出量のさらなる削減を目的として想定した

ミティゲーションの内容は、表 5-1-41 に示すとおりである。 

 

表 5-1-41  大気汚染物質排出量の削減に関して想定したミティゲーションの内容 

対 象 環境保全措置の内容 

全会場 

（各会場周

辺環境への

対策） 

大気汚染物質の総量削減に対する東京都全体の取組（施策）として、交通渋滞

や低公害車の積極的な導入など自動車から排出される大気汚染物質の低減に向

けた以下の対策を実施する。 

・ 東京の弱点である渋滞を解消するため、道路ネットワークなどの整備を強力

に推進する 

・ 渋滞解消などを契機として、バスの定時性・速達性を確保し、都民の足とし

てのバスが見直されるなど、バスの復権を図る 

・ 渋滞解消と併せ、交通の流れをコントロールし、より円滑で安全な自動車交

通を実現するための新技術の開発・実用化を推進する 

・ 環境負荷の少ない交通を実現するため、低公害車の導入を積極的に推進する

 

③  二次評価 

一次評価の結果、各会場の駐車場の利用、熱源施設の供用に伴う大気汚染物質の排出が

周辺の大気環境にほとんど影響を及ぼすものではない。また、人の移動に伴う自動車交通

量の集中（増加）が周辺の大気環境にほとんど影響を及ぼすことはなく、「０」と予測した。

さらに、汚染物質排出量の削減を目的として想定したミティゲーションを実施することに

より、各会場の周辺の大気環境が改善されるものと予測した。 

したがって、各会場の評価結果は、いずれも「＋１」とした。 

 

(4) 評価結果の総括 

各会場に対する評価結果は、表 5-1-42(p5-1-90)に示すとおりである。 

ミティゲーションを実施するものの開催前（工事の実施）でオリンピックスタジアム（国

立霞ヶ丘競技場）及び選手村でにマイナス評価（－２）が残り、有明アリーナ、有明体操競

技場、オリンピックアクアティクスセンター、ウォーターポロアリーナ及び東京ビッグサイ

ト(IBC/MPC)にマイナス評価（－１）が残る。また、開催後（工事の実施）で有明ベロドロー

ム、有明体操競技場、オリンピックアクアティクスセンター及びウォーターポロアリーナで

マイナス評価（－１）が残る。その他の会場では、ミティゲーションの実施により周辺の大

気質濃度を悪化させることはない。なお、二次評価で「－１」と評価した会場については、

工事の実施に当たっては、具体的な施工計画に応じて、上記に示したミティゲーションを徹

底して実施することにより、周辺地域への大気汚染の影響を防止できると考える。 

開催中、開催後（後利用）は、陸上自衛隊朝霞訓練場、霞ヶ関カンツリー倶楽部、札幌ド

ーム、埼玉スタジアム 2002、宮城スタジアム、横浜国際総合競技場の６会場を除くすべての

会場で低公害車の積極的な導入等のミティゲーションにより、大気環境の改善が図られ、評

価の対象となるいずれの会場でもプラス評価（＋１）となる。  
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表 5-1-42  各会場に対する大気質の評価結果総括表 

 

 

 

  

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

1 オリンピックスタジアム(国立霞ヶ丘競技場) -2 － 0 -1 0 -2 － +1 0 +1

2 東京体育館 -1 － 0 -1 － 0 － +1 0 －

3 国立代々木競技場 -1 － 0 -1 － 0 － +1 0 －

4 日本武道館 -1 － 0 -1 － 0 － +1 0 －

5 皇居外苑 -1 － 0 -1 0 － +1 0

6 東京国際フォーラム － － 0 － － － － +1 － －

7 国技館 -1 － 0 -1 － 0 － +1 0 －

8 有明アリーナ -1 － 0 -1 0 -1 － +1 0 +1

9 有明ＢＭＸコース -1 － 0 -1 0 － +1 0

10 有明ベロドローム -1 － 0 -1 0 － +1 -1

11 有明体操競技場 -1 － 0 -1 -1 － +1 -1

12 有明テニスの森 -1 － 0 -1 0 0 － +1 0 +1

13 お台場海浜公園 -1 － 0 -1 0 － +1 0

14 潮風公園 -1 － 0 -1 0 － +1 0

15～16 東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂ -1 － 0 -1 － 0 － +1 0 －

17 大井ホッケー競技場 -1 － 0 -1 0 0 － +1 0 +1

18 海の森クロスカントリーコース -1 － 0 -1 0 － +1 0

19 海の森水上競技場 -1 － 0 -1 0 0 － +1 0 +1

20 海の森マウンテンバイクコース -1 － 0 -1 0 － +1 0

21 若洲オリンピックマリーナ -1 － 0 -1 0 0 － +1 0 +1

22 葛西臨海公園 -1 － 0 -1 0 0 － +1 0 +1

23～24 夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ -1 － 0 -1 0 0 － +1 0 +1

25 夢の島公園 -1 － 0 -1 0 0 － +1 0 +1

26 夢の島競技場 -1 － 0 -1 － 0 － +1 0 －

27～28
オリンピックアクアティクスセンター
ウォーターポロアリーナ

-1 － 0 -1 0 -1 － +1 -1 +1

29 武蔵野の森総合スポーツ施設 -1 － 0 － 0 － － +1 － +1

30 東京スタジアム -1 － 0 -1 － 0 － +1 0 －

31 武蔵野の森公園 -1 － 0 -1 0 － +1 0

32 陸上自衛隊朝霞訓練場 -1 － 0 -1 0 － 0 0

33 霞ヶ関カンツリー倶楽部 -1 － 0 -1 － 0 － 0 0 －

34 札幌ドーム -1 － 0 -1 － 0 － 0 0 －

35 宮城スタジアム -1 － 0 -1 － 0 － 0 0 －

36 埼玉スタジアム2002 -1 － 0 -1 － 0 － 0 0 －

37 横浜国際総合競技場 -1 － 0 -1 － 0 － 0 0 －

OV 選手村 -2 － 0 -1 0 -2 － +1 0 +1

IBC/MPC 東京ビッグサイト(IBC/MPC) -1 － 0 － 0 -1 － +1 － +1

会場 評価点(一次) 評価点(二次)

No. 名称

開催前 開催中 開催後 開催前 開催中 開催後

※会場 No は、表 1-3-37（p1-85～1-86）に示す会場 No を表す。 
 
※評価点の目安は以下のとおりである。 

+2: 大きなプラスの影響       -1: ある程度のマイナスの影響 

+1: ある程度のプラスの影響     -2: 大きなマイナスの影響 

0: 中立 
 
－ : 予測評価の検討において対象外とした影響 

■:網掛けは非該当項目のため対象外とした影響 
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5-1-3  予測評価（競技別） 

(1) 評価の指標及び目安 

競技別検討における評価の指標及び目安は、表 5-1-43 に示すとおりである。 

 

表 5-1-43  評価の指標及び目安 

評価の 
指標 

評価の 
基準 

評価の目安 
－２ －１ ０ ＋１ ＋２ 

汚染物
質（NO2、
SPM）の
排出量 

排出の有
無、現状よ
り排出増
大の可能
性 

大気環境への影
響が懸念される
排出量である
（現況に対する
濃度の付加率が
５％以上） 

大気環境への影
響が懸念される
排出量である
が、一過性の負
荷にとどまる
（現況に対する
濃度の付加率が
５％未満） 

現況と変わらな
い排出量であ
り、大気環境へ
の影響（現況濃
度を悪化させ
る）は懸念され
ない 

現況の排出量に
比べて削減され
ている 

高度な技術の適
用により大幅に
削減される 

NO2、SPM
濃度 
 

競技等に 
応じた 
大気環境 
（ 環 境 基
準 等 の 適
合） 

アスリートに大
きな影響がある
大気環境（環境
基準値等に絶え
ず適合していな
い）である 

アスリートに影
響がある大気環
境（環境基準値
等に適合しない
場合がある）で
ある 

アスリートに影
響のない水準の
大気環境（環境
基準値等に適合
している）であ
る 

アスリートに影
響がない水準を
上回る大気環境
（環境基準値等
よりも良好）で
ある 

アスリートに影
響がない水準を
大きく上回る大
気環境（環境基
準値等よりも非
常に良好）であ
る 

放 射 性
物質 

競技等に 
応じた 
大気環境 
（ ICRP の
平 常 時 管
理 基 準 等
の適合） 

アスリートに大
きな影響がある
大気環境（ICRP
の平常時管理基
準等に絶えず適
合していない）
である 

アスリートに影
響がある大気環
境（ICRP の平常
時管理基準等に
適合しない場合
がある）である

アスリートに影
響のない水準の
大気環境（ICRP
の平常時管理基
準等に適合して
いる）である 

アスリートに影
響がない水準を
上回る大気環境
（ICRP の平常
時管理基準等よ
りも良好）であ
る 

アスリートに影
響がない水準を
大きく上回る大
気環境（ICRP の
平常時管理基準
等よりも非常に
良好）である 

 

(2) 予測評価の方法 

競技別には、陸上競技（マラソン）、陸上競技（競歩）、自転車競技（ロード・レース）、ト

ライアスロン/パラトライアスロン、水泳（マラソン 10km）、カヌー（スプリント）/パラカ

ヌー、カヌー（スラローム）、ボート、セーリングの９競技を対象として、開催中（競技の実

施による影響）における大気環境への影響の予測評価を行った。 

それぞれの時期における予測評価の方法は、表 5-1-44 に示すとおりである。 

 

表 5-1-44  予測評価方法（競技別） 

予測評価の時期 予測評価の方法 

開催中 
競技の実施に
よる影響 

＜汚染物質の排出量＞ 
屋外競技の実施に伴う大気汚染物質の排出の有無及び程度について定性

的に予測評価を行った。 
＜NO2、SPM 濃度＞ 

屋外競技を実施する際に、各競技会場の大気質を環境基準との比較によ
り、競技を実施する競技者に対して、影響のない大気質であるかどうかに
ついて定性的に予測評価を行った。 
＜放射性物質＞ 
 放射性物質による追加的外部被ばく線量を推定することで、放射線被ば
くによる競技者への影響を予測評価することとし、空間線量率から年間の
追加的外部被ばく線量を推定し、国際放射線防護委員会(ICRP)が定めてい
る平常時の管理基準 1mSv/年との比較を行った。 
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(3) 予測評価の結果 

1)  開催中（競技の実施による影響） 

①  一次評価 

(ｲ) 汚染物質の排出量 

各競技の実施に伴う汚染物質の排出の有無及び程度について予測評価を行った。 

各競技における予測評価の結果は、表 5-1-45 に示すとおりである。 

 

表 5-1-45  屋外競技に対する大気質の予測評価結果（汚染物質の排出量） 

競技名 
評価結果 

(一次評価)
予測評価 

陸上競技(マラソン) 

陸上競技(競歩) 

自転車競技(ロード・レース) 

トライアスロン 

/パラトライアスロン ０ 

これらの競技については、競技の実施に併せて先導車、

大会・選手関係者の車、報道関係車の走行に伴う大気汚

染物質の排出量が想定されるが、これらの車両台数は少

なく、競技実施中に限った一過性のものである。また、

競技の実施にあたっては、一般車両等の規制が行われる

ことから、全体として競技の実施において排出される大

気汚染物質が会場周辺の大気環境に影響を及ぼすことは

ほとんどないものと予測した。したがって、各競技の評

価結果は、いずれも「０」とした。 

水泳(マラソン 10km) 

カヌー（スプリント） 

/パラカヌー 

カヌー(スラローム) 

ボート 

セーリング 

０ 

これらの競技については、競技の性質上、先導車、大

会・選手関係者の車、報道関係車の走行は伴わず、競技

の実施による大気汚染物質の排出はほとんどないものと

予測した。したがって、各競技の評価結果は、いずれも

「０」とした。 

 

(ﾛ) NO2、SPM 濃度 

各競技の会場における大気質が、競技を実施する上で、競技者に影響のない大気環境（大

気質濃度）であるかどうかについて予測評価を行った。 

各競技における予測評価の結果は、表 5-1-46 に示すとおりである。 

 

表 5-1-46  屋外競技に対する大気質の予測評価結果（NO2、SPM 濃度） 

競技名 
評価結果 

(一次評価)
予測評価 

陸上競技(マラソン) 

陸上競技(競歩) 

自転車競技(ロード・レース) 

トライアスロン 

/パラトライアスロン 

水泳(マラソン 10km) 

カヌー（スプリント） 

/パラカヌー 

カヌー(スラローム) 

ボート 

セーリング 

０ 

各競技の会場近傍における一般局では二酸化窒素及び

浮遊粒子状物質ともに、おおむね環境基準を達成してい

る。したがって、各競技の評価結果は、いずれも「０」

とした。 

なお、各競技会場周辺の自動車の影響を強く受ける自

排局では浮遊粒子状物質は環境基準を達成しているもの

の、二酸化窒素は達成していないという状況ではあるが、

陸上競技（マラソン）、陸上競技（競歩）、自転車競技（ロ

ード・レース）は競技を実施するにあたって、一時的に

車両の通行を規制して自動車による影響を軽減する等、

アスリートに対する配慮を行うことから影響は小さいも

のと考えられる。 
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(ﾊ) 放射性物質 

各競技の会場における空間線量率が、競技を実施する上で、競技者に影響のない大気環

境（空間線量率）であるかどうかについて予測評価を行った。 

各競技における予測評価の結果は、表 5-1-47 に示すとおりである。 

 

表 5-1-47  屋外競技に対する大気質の予測評価結果（放射性物質） 

競技名 
評価結果 

(一次評価)
予測評価 

陸上競技(マラソン) 

陸上競技(競歩) 

自転車競技(ロード・レース) 

トライアスロン 

/パラトライアスロン 

水泳(マラソン 10km) 

カヌー（スプリント） 

/パラカヌー 

カヌー(スラローム) 

ボート 

セーリング 

０ 

既存資料調査結果(p5-1-26)及び現地調査結果(平成 24

年度)(p5-1-27)に示した通り、現状において、東京都で

は自然由来を除いた年間被ばく線量が国際放射線防護委

員会(ICRP)の定めている平常時の管理基準 1mSv/年を下

回っており、放射線被ばくによる影響は小さいものと考

えられる。したがって、各競技の評価結果は、いずれも

「０」とした。 

 

②  ミティゲーション 

(ｲ) 汚染物質の排出量 

一次評価の結果、屋外競技の実施に伴って排出される汚染物質が、会場周辺の大気環境

に影響を及ぼすことはほとんどないと予測した。 

したがって、現時点でミティゲーションは想定していない。 

 

(ﾛ) NO2、SPM 濃度 

一次評価の結果、屋外競技を実施する各競技会場周辺の大気環境は、競技者への影響が

ない水準であることから「０」と予測したが、競技を実施する会場周辺の自動車交通に伴

う汚染物質排出量のさらなる削減を目的として想定したミティゲーションの内容は、表 

5-1-48 に示すとおりである。 

 

表 5-1-48  大気汚染物質排出量の削減に関して想定したミティゲーションの内容 

競技名 環境保全措置の内容 

全屋外競技 

（屋外競技

会場周辺環

境への対策） 

大気汚染物質の総量削減に対する東京都全体の取組（施策）として、交通渋滞

や低公害車の積極的な導入など自動車から排出される大気汚染物質の低減に向

けた以下の対策を実施する。 

・ 東京の弱点である渋滞を解消するため、道路ネットワークなどの整備を強力

に推進する 

・ 渋滞解消などを契機として、バスの定時性・速達性を確保し、都民の足とし

てのバスが見直されるなど、バスの復権を図る 

・ 渋滞解消と併せ、交通の流れをコントロールし、より円滑で安全な自動車交

通を実現するための新技術の開発・実用化を推進する 

・ 環境負荷の少ない交通を実現するため、低公害車の導入を積極的に推進する

 

(ﾊ) 放射性物質 

一次評価の結果、屋外競技を実施する各競技会場周辺の空間線量率から推定した追加的
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外部被ばく線量は、国際放射線防護委員会(ICRP)が定めている平常時の管理基準 1mSv/年

を下回っており、放射線被ばくによる競技者への影響がない水準であることから「０」と

予測した。 

したがって、現時点でミティゲーションは想定していない。 

 

③  二次評価 

(ｲ) 汚染物質の排出量 

一次評価の結果、屋外競技の実施に伴って排出される汚染物質が、会場周辺の大気環境

に影響を及ぼすことはほとんどないと予測されたことから、現時点でミティゲーションは

想定していない。 

したがって、各競技の評価結果は一次評価と同様、いずれも「０」とした。 

 

(ﾛ) NO2、SPM 濃度 

一次評価の結果、屋外競技を実施する各競技会場周辺の大気環境は、競技者への影響が

ない水準であることから「０」と予測されたが、さらに、汚染物質排出量の削減を目的と

して想定したミティゲーションを実施することにより、屋外競技会場周辺の大気環境が改

善されるものと予測した。 

したがって、各競技の評価結果は、いずれも「＋１」とした。 

 

(ﾊ) 放射性物質 

一次評価の結果、屋外競技を実施する各競技会場周辺の空間線量率から推定した追加的

外部被ばく線量は、国際放射線防護委員会(ICRP)が定めている平常時の管理基準 1mSv/年を下

回っており、放射線被ばくによる競技者への影響がない水準であると予測されたことから、

現時点でミティゲーションは想定していない。 

したがって、各競技の評価結果は一次評価と同様、いずれも「０」とした。 

 

④  その他（光化学オキシダント及び微小粒子状物質） 

【光化学オキシダント(Ox)及び微小粒子状物質(PM2.5)による競技者への影響について】 

光化学オキシダントについては、日中の時間帯を中心に環境基準超過が見られ、都内すべて

の測定局で環境基準を達成できていない状況にある。また、微小粒子状物質については、都内

全体の評価はできていないものの、環境基準を達成できていない状況にある可能性が高いと考

えられる。光化学オキシダント及び微小粒子状物質ともに、常時、環境基準を超えているもの

ではないが、環境基準を超過している時間数や日数は少なくない。このため、現状の濃度レベ

ルが将来も続くとすると、屋外競技の競技者に影響を及ぼす可能性がある。 

一方、東京都では、ディーゼル車排出ガス対策などを先駆的に進めて、大気環境を大幅に改

善した経験を有しており、光化学オキシダント及び微小粒子状物質に対しては、環境基準達成

に向けたさらなる取り組みを近隣県市と連携し、広域的に推進していくこととしている。光化

学オキシダントについては、原因物質となる揮発性有機化合物（VOC）の排出抑制対策のほか、

自動車排出ガス対策、工場・事業場等の固定発生源対策、低 VOC 商品の普及などの消費者対策

など、各種の対策を総合的に推進する。また、微小粒子状物質については、常時測定体制を整

備して都内全域の監視・評価を行うとともに、発生源の調査・分析を行い、それらの結果に基

づき、効果的な対策の検討・展開を図ることとしている。以上、これらの取り組みを推進する
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(4) 評価結果の総括 

1)  汚染物質の排出量 

各競技に対する評価結果は、表 5-1-49 に示すとおりである。 

屋外競技の実施に伴って排出される汚染物質が、会場周辺の大気環境に影響を及ぼすこと

はほとんどない。 

 

表 5-1-49  各競技に対する大気質の評価結果総括表（汚染物質排出量） 

 

 

 

 

 

 
  

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

1 陸上競技（マラソン） 0 0

2 陸上競技（競歩） 0 0

3 自転車競技（ロード･レース） 0 0

4
トライアスロン/パラトライアスロ
ン

0 0

5 水泳（マラソン 10km） 0 0

6 カヌー（スプリント）/パラカヌー 0 0

7 カヌー（スラローム） 0 0

8 ボート 0 0

9 セーリング 0 0

開催中 開催後 開催前 開催中 開催後

競技 評価点(一次) 評価点(二次)

No. 名称

開催前

※競技 No は、表 1-3-38（p1-87）に示す競技 No を表す。 
 
※評価点の目安は以下のとおりである。 

+2: 大きなプラスの影響       -1: ある程度のマイナスの影響 

+1: ある程度のプラスの影響     -2: 大きなマイナスの影響 

0: 中立 
 
－ : 予測評価の検討において対象外とした影響 

■:網掛けは非該当項目のため対象外とした影響 
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2)  NO2、SPM 濃度 

各競技に対する評価結果は、表 5-1-50 に示すとおりである。 

大気汚染物質排出量の削減を目的とした道路ネットワークの整備等のミティゲーションを

実施することにより、屋外競技会場周辺の大気環境が改善され、いずれの競技においてもプ

ラス評価（＋１）となる。 

 

表 5-1-50  各競技に対する大気質の評価結果総括表（NO2、SPM 濃度） 

 

 

 

 

 
  

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

1 陸上競技（マラソン） 0 +1

2 陸上競技（競歩） 0 +1

3 自転車競技（ロード･レース） 0 +1

4
トライアスロン/パラトライアスロ
ン

0 +1

5 水泳（マラソン 10km） 0 +1

6 カヌー（スプリント）/パラカヌー 0 +1

7 カヌー（スラローム） 0 +1

8 ボート 0 +1

9 セーリング 0 +1

開催中 開催後 開催前 開催中 開催後

競技 評価点(一次) 評価点(二次)

No. 名称

開催前

※競技 No は、表 1-3-38（p1-87）に示す競技 No を表す。 
 
※評価点の目安は以下のとおりである。 

+2: 大きなプラスの影響       -1: ある程度のマイナスの影響 

+1: ある程度のプラスの影響     -2: 大きなマイナスの影響 

0: 中立 
 
－ : 予測評価の検討において対象外とした影響 

■:網掛けは非該当項目のため対象外とした影響 
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3)  放射性物質 

各競技に対する評価結果は、表 5-1-51 に示すとおりである。 

屋外競技の実施により、会場周辺の競技者に影響を及ぼすことはほとんどない。 

なお、今後、屋外競技会場周辺等において、放射性物質による局所的な汚染箇所が確認さ

れた場合は、「放射性物質による局所的汚染箇所対処ガイドライン」（平成24年3月 環境省）

等に基づき、安全対策・環境対策、関係機関への連絡、汚染状況・原因把握のための調査、

除染のための措置の検討・実施、効果確認のためのモニタリング等を適切に対応することで、

競技者への影響を防止する。 

表 5-1-51  各競技に対する大気質の評価結果総括表（放射性物質） 

 

 

 

 

 
  

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

1 陸上競技（マラソン） 0 0

2 陸上競技（競歩） 0 0

3 自転車競技（ロード･レース） 0 0

4
トライアスロン/パラトライアスロ
ン

0 0

5 ボート 0 0

6 水泳（マラソン 10km） 0 0

7 カヌー（スプリント）/パラカヌー 0 0

8 カヌー（スラローム） 0 0

9 セーリング 0 0

開催中 開催後

競技 評価点(一次) 評価点(二次)

No. 名称

開催前 開催中 開催後 開催前

※競技 No は、表 1-3-38（p1-87）に示す競技 No を表す。 
 
※評価点の目安は以下のとおりである。 

+2: 大きなプラスの影響       -1: ある程度のマイナスの影響 

+1: ある程度のプラスの影響     -2: 大きなマイナスの影響 

0: 中立 
 
－ : 予測評価の検討において対象外とした影響 

■:網掛けは非該当項目のため対象外とした影響 
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5-1-4  予測評価（全体計画） 

(1) 評価の指標及び目安 

全体計画の検討における評価の指標及び目安は、表 5-1-52 に示すとおりである。 

 

表 5-1-52  評価の指標及び目安 

評価の指標 評価の基準 
評価の目安 

－２ －１ ０ ＋１ ＋２ 

NO2、SPM 濃度 ①環境基準 
②現況の濃
度 

基準より良
好な現況が
基準より悪
化、基準を満
たさない現
況がさらに
悪化 

現況より悪
化するが基
準より良好 

現況と変わ
らない 

基準を満た
しつつ現況
より改善 

改善の結果、
基準を満足
する 

 

 

(2) 予測評価の方法 

全体計画の検討においては、開催前（工事の実施による影響）、開催中（施設の存在による

影響）、開催中（競技の実施による影響）、開催後（工事の実施による影響）、開催後（後利用

による影響）における８km 圏内の大気環境への影響について予測評価を行った。 

それぞれの時期における予測評価の方法は、表 5-1-53 に示すとおりである。 

 

表 5-1-53  予測評価方法（全体計画） 

予測評価の時期 予測評価の方法 

開催前 
工事の実施によ

る影響 

各会場の工事による影響の予測評価結果から、８km 圏内全体の状況に

ついて定性的に予測評価を行った。 

開催中 

施設の存在によ

る影響 

各会場において施設が存在しているだけで、大気汚染物質を排出し、大

気環境に影響を及ぼすような要因が想定できないことから、予測評価の対

象外とした。 

競技の実施によ

る影響 

各会場における競技の実施による予測結果から、８km 圏内全体の状況

について定性的に予測評価を行った。 

開催後 

工事の実施によ

る影響 

各会場のうち、仮設部分の撤去のための工事を実施する会場を対象とし

て、それらの会場における工事の実施による影響の予測結果から、８km

圏内全体の状況について定性的に予測評価を行った。 

後利用による影

響 

各会場における恒久施設の後利用による影響の予測結果から、８km 圏

内全体の状況について定性的に予測評価を行った。 
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(3) 予測評価の結果 

1)  開催前（工事の実施による影響） 

①  一次評価 

８km 圏内の各会場における工事の実施においては大気汚染物質の排出に伴い大気質濃

度が現況より悪化することが予測されるが、各会場における予測結果は大気質付加濃度が

小さいことから、概ね「－１」である。したがって、８km 圏内においても概ね環境基準を

満足している現況に対して、環境基準を超過するような影響はないものと予測した。 

したがって、全体計画の評価結果は、「－１」とした。 

なお、各会場における複合的な影響も想定されるが、各会場における予測結果から、比

較的大きな影響が予測された会場同士は近接していないこと、さらに、その他の会場の大

気質付加濃度は小さいことから、複合的な影響がみられる場合においても、概ね環境基準

を満足している現況に対して、環境基準を超過するような影響はほとんどないと予測した。 

したがって、複合的な影響を想定した場合においても、全体計画の評価結果は「－１」

とした。 

 

②  ミティゲーション 

一次評価の結果をふまえ、８km 圏内の各会場における工事の実施に伴う大気環境への影

響の低減を目的として想定したミティゲーションの内容は、表 5-1-54 に示すとおりであ

る。 

表 5-1-54 工事中の大気環境影響の低減に関して想定したミティゲーションの内容 

対 象 環境保全措置の内容 

８km 圏内の

会場及び関

連施設 

・ 新式の低公害型建設機械等を用いて大気環境への影響の低減を図る。 

・ 工事用車両による付加率を極力少なくするため、事前に工事作業計画を十

分に検討し、工事用車両の計画的・効率的な運行に努めるとともに、待機

時等におけるアイドリングストップの徹底等により、大気環境への影響の

低減を図る。 

・ 建設機械による付加率を極力少なくするため、事前に工事作業計画を十分

に検討し、建設機械の集中稼働を避け、効率的な稼働に努めるとともに、

アイドリングストップの徹底等により、大気質への影響の低減を図る。 

・ 工事区域の外周に仮囲い、工事区域内の散水、工事用車両のタイヤ洗浄等

により粉じん等の飛散防止を図る。 

・ 複数の会場について工事期間が重複する場合には、工事用車両の走行時間

及び経路等の観点から交通量を分散させることで、工事用車両の走行に伴

う影響を低減する。 

 

③  二次評価 

一次評価の結果、各会場における工事の実施に伴う影響は概ね小さく、８km 圏内全体に

おいても影響が小さいものと予測されることから「－１」としたが、影響は工事期間中の

一過性のものであること、さらに、各会場における工事の際に大気環境への影響の低減を

目的として想定したミティゲーションを実施することにより、８km 圏内の大気環境は、現

況とほとんど変わらない状況になると予測した。 

したがって、全体計画の評価結果は、「０」とした。 
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2)  開催中（競技の実施による影響） 

①  一次評価 

８km 圏内の各会場における駐車場の利用及び熱源施設の供用に伴う大気汚染物質の排

出は８km 圏内の大気環境にほとんど影響を及ぼすことがない程度であり、開催中の人の移

動等に伴う自動車交通量の集中（増加）による影響も、開催期間中は選手や大会関係者の

会場間の移動、メディア関係者の移動には専用のシャトルバス等を運行させること、さら

に観客の移動は公共交通機関を活用して行うことから、８km 圏内の大気質濃度に影響を及

ぼすことはほとんどないと予測した。 

また、屋外競技の実施に伴う大気汚染物質の排出量も小さく８km 圏内の大気質の濃度に

影響を及ぼすことはなく現況と変わらないと予測した。 

したがって、評価結果は、「０」とした。 

なお、近接する会場については、開催中の各会場における大会関係者による駐車場の利

用や各会場の熱源施設の供用に伴って排出される大気汚染物質による複合的な影響も想定

されるが、各会場における大気汚染物質の排出量は小さく、また、必ずしもすべての競技

が同時に行われるわけではないことから、複合的な影響がみられた場合においても、８km

圏内の大気質の濃度に影響を及ぼすことはほとんどないと予測した。 

したがって、複合的な影響を想定した場合においても、全体計画の評価結果は「０」と

した。 

 

②  ミティゲーション 

一次評価の結果、８km 圏内の各会場における施設の利用や屋外競技の実施に伴う影響が

８km 圏内の大気質濃度に影響を及ぼすものではないことから「０」と予測したが、８km

圏内の自動車交通に伴う大気汚染物質排出量のさらなる削減を目的として想定したミティ

ゲーションの内容は、表 5-1-55 に示すとおりである。 
 

表 5-1-55  大気汚染物質排出量の削減に関して想定したミティゲーションの内容 

対象 環境保全措置の内容 

８km 

圏内 

大気汚染物質の総量削減に対する東京都全体の取組（施策）として、交通渋滞や低公害車の

積極的な導入など自動車から排出される大気汚染物質の低減に向けた以下の対策を実施する。

・ 東京の弱点である渋滞を解消するため、道路ネットワークなどの整備を強力に推進する 

・ 渋滞解消などを契機として、バスの定時性・速達性を確保し、都民の足としてのバスが見

直されるなど、バスの復権を図る 

・ 渋滞解消と併せ、交通の流れをコントロールし、より円滑で安全な自動車交通を実現する

ための新技術の開発・実用化を推進する 

・ 環境負荷の少ない交通を実現するため、低公害車の導入を積極的に推進する 

 

③  二次評価 

一次評価の結果、各会場における駐車場の利用及び熱源施設の供用、会場間の人の移動

に伴う自動車交通の集中（増加）、屋外競技の実施による影響は小さく、８km 圏内全体に

おいても大気質の濃度に与える影響はほとんどないことから「０」と予測した。さらに、

８km 圏内の大気汚染物質排出量の削減を目的としたミティゲーションを実施することに

より、８km 圏内の大気環境が改善されるものと予測した。 

したがって、全体計画の評価結果は、「＋１」とした。 
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3)  開催後（工事の実施による影響） 

①  一次評価 

８km 圏内の各会場における開催後の仮設撤去工事の実施においては大気汚染物質の排

出に伴い大気質濃度が現況より悪化することが予測されるが、各会場における予測結果は

大気質付加濃度が小さいことから、概ね「－１」である。したがって、８km 圏内において

も概ね環境基準を満足している現況に対して、環境基準を超過するような影響はないもの

と予測した。 

したがって、全体計画の評価結果は、「－１」とした。 

なお、各会場における複合的な影響も想定されるが、各会場における予測結果から、比

較的大きな影響が予測された会場同士は近接していないこと、さらにその他の会場の大気

質付加濃度は小さいことから、複合的な影響がみられる場合においても、概ね環境基準を

満足している現況に対して、環境基準を超過するような影響はほとんどないと予測した。 

したがって、複合的な影響を想定した場合においても、全体計画の評価結果は「－１」

とした。 

 

②  ミティゲーション 

一次評価の結果をふまえ、８km 圏内の各会場における仮設撤去工事の実施に伴う大気環

境への影響の低減を目的として、各会場で想定したミティゲーションの内容は、表 5-1-56

に示すとおりである。 

 

表 5-1-56 工事中の大気環境影響の低減に関して想定したミティゲーションの内容 

対 象 環境保全措置の内容 

８km圏内の会

場及び関連施

設 

・ 新式の低公害型建設機械等を用いて大気環境への影響の低減を

図る。 

・ 工事用車両による付加率を極力少なくするため、事前に工事作業

計画を十分に検討し、工事用車両の計画的・効率的な運行に努め

るとともに、待機時等におけるアイドリングストップの徹底等に

より、大気環境への影響の低減を図る。 

・ 建設機械による付加率を極力少なくするため、事前に工事作業計

画を十分に検討し、建設機械の集中稼働を避け、効率的な稼働に

努めるとともに、アイドリングストップの徹底等により、大気環

境への影響の低減を図る。 

・ 工事区域の外周に仮囲い、工事区域内の散水、工事用車両のタイ

ヤ洗浄等により粉じん等の飛散防止を図る。 

・ 複数の会場について工事期間が重複する場合には、工事用車両の

走行時間及び経路等の観点から交通量を分散させることで、工事

用車両の走行に伴う影響を低減する。 

 

③  二次評価 

一次評価の結果、各会場における仮設撤去工事の実施に伴う影響は概ね小さく８km 圏内

全体においても影響が小さいものと予測されることから「－１」としたが、影響は工事期

間中の一過性のものであること、さらに、各会場における工事の際に大気環境への影響の

低減を目的として想定したミティゲーションを実施することにより、８km 圏内の大気環境

は、現況とほとんど変わらない状況になると予測した。したがって、全体計画の評価結果

は、「０」とした。 
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4)  開催後（後利用による影響） 

①  一次評価 

競技の開催後における８km 圏内の各会場での駐車場の利用及び熱源施設の供用に伴う

大気汚染物質の排出は、開催中と同様に８km 圏内の大気環境にほとんど影響を及ぼすこと

がない程度であり、イベント開催時の人の移動等に伴う自動車交通量の集中（増加）によ

る影響も、競技の開催中と同様の交通システム等を活用することにより、８km 圏内の大気

環境にほとんど影響を及ぼすことはないものと予測した。 

したがって、評価結果は、「０」とした。 

なお、近接する会場については、開催後の各会場の駐車場利用や熱源施設の供用に伴っ

て排出される大気汚染物質による複合的な影響も想定されるが、各会場における大気汚染

物質の排出量は小さく、複合的な影響がみられた場合においても、８km 圏内の大気質の濃

度に影響を及ぼすことはほとんどないと予測した。 

したがって、複合的な影響を想定した場合においても、全体計画の評価結果は「０」と

した。 

 

②  ミティゲーション 

一次評価の結果、各会場の後利用、屋外競技の実施が８km 圏内の大気環境にほとんど影

響を及ぼすことはないことから「０」と予測したが、８km 圏内の自動車交通に伴う大気汚

染物質排出量のさらなる削減を目的として想定したミティゲーションの内容は、表 5-1-57

に示すとおりである。 

 

表 5-1-57  大気汚染物質排出量の削減に関して想定したミティゲーションの内容 

対 象 環境保全措置の内容 

８km 圏内 大気汚染物質の総量削減に対する東京都全体の取組（施策）として、交通渋滞

や低公害車の積極的な導入など自動車から排出される大気汚染物質の低減に向

けた以下の対策を実施する。 

・ 東京の弱点である渋滞を解消するため、道路ネットワークなどの整備を強力

に推進する 

・ 渋滞解消などを契機として、バスの定時性・速達性を確保し、都民の足とし

てのバスが見直されるなど、バスの復権を図る 

・ 渋滞解消と併せ、交通の流れをコントロールし、より円滑で安全な自動車交

通を実現するための新技術の開発・実用化を推進する 

・ 環境負荷の少ない交通を実現するため、低公害車の導入を積極的に推進する

 

③  二次評価 

一次評価の結果、各会場における駐車場の利用及び熱源施設の供用、イベント開催時の

人の移動に伴う自動車交通の集中（増加）が８km 圏内の大気環境に与える影響は小さいこ

とから「０」と予測した。さらに、８km 圏内の汚染物質排出量の削減を目的として想定し

たミティゲーションを実施することにより、８km 圏内の大気環境が改善されるものと予測

した。 

したがって、全体計画の評価結果は、「＋１」とした。 
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(4) 評価結果の総括 

全体計画に対する評価結果は、表 5-1-58 に示すとおりである。 

開催前（工事の実施）、開催後（工事の実施）では、建設機械の集中稼動を避ける等のミテ

ィゲーションにより、現況とほとんど変わらない状況になる。 

開催中（競技の実施）、開催後（後利用）では、低公害車の積極的な導入等のミティゲーシ

ョンにより、大気環境の改善が図られるため、プラス評価（＋１）となる。 

 

表 5-1-58  全体計画に対する大気質の評価結果総括表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※評価点の目安は以下のとおりである。 

+2: 大きなプラスの影響       -1: ある程度のマイナスの影響 

+1: ある程度のプラスの影響     -2: 大きなマイナスの影響 

0: 中立 
 
－ : 予測評価の検討において対象外とした影響 

■:網掛けは非該当項目のため対象外とした影響 

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

全体計画 -1 － 0 -1 0 0 － +1 0 +1

評価対象

評価点(一次) 評価点(二次)

開会前 開催中 開催後 開会前 開催中 開催後
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5-2  水質 

5-2-1  現況 

(1) 海域における水質の状況 

８km 圏内の海域における水質として、水素イオン濃度（pH）、溶存酸素量（DO）、化学的酸

素要求量（COD）、n-ヘキサン抽出物質（油分等）、大腸菌群数、全窒素（T-N）、全燐（T-P）

の７項目について、平成 21 年度に実施された調査の結果について整理を行った。 

８km 圏内に含まれる海域では、図 5-2-1 (p5-2-2)に示す 27 地点で水質の測定が行われて

いる。この 27 地点のうち 25 地点が水素イオン濃度（pH）、溶存酸素量（DO）、化学的酸素要

求量（COD）、n-ヘキサン抽出物質（油分等）、大腸菌群数の５項目における環境基準のＣ類型、

２地点がＢ類型に指定されている。また、全 27 地点が全窒素（T-N）、全燐（T-P）の環境基

準のⅣ類型に指定されている。 

各地点の平成 21 年度の測定結果と環境基準の適合状況等は、表 5-2-1(p5-2-3～5-2-5)に

示すとおりである。 

 

水素イオン濃度（pH）は８km 圏内の 27 地点のうち 18 地点で、溶存酸素濃度（DO）は 27

地点のうち５地点で年間を通して環境基準を達成しており、DO の達成状況が低い状況であっ

た。 

なお、水面を利用する競技会場近傍では、pH は若洲オリンピックマリーナ近傍の２地点

（No.8、26）、海の森水上競技場近傍の１地点（No.27）の合計３地点で、DO はお台場海浜公

園近傍の２地点（No.1、5）、若洲オリンピックマリーナ近傍の２地点（No.8、26）の合計４

地点で環境基準値を上回る値がみられる状況であった。 

化学的酸素要求量（COD）は 27 地点のうち 25 地点で環境基準を達成していた。環境基準を

達成していた 25 地点はすべてＣ類型に指定されている地点であり、Ｂ類型に指定されている

2 地点はいずれも環境基準は達成していない状況であった。 

なお、水面を利用する競技会場近傍では、Ｂ類型に指定されている若洲オリンピックマリ

ーナ近傍の１地点（No.26）と海の森水上競技場近傍の１地点（No.27）の合計２地点で環境

基準を達成していない状況であった。 

また、COD（75％値）の過去（1981 年）からの推移は、 

図 5-2-2(p5-2-6～5-2-7)のとおりであり、過去と比較すると徐々に低下する傾向がみられ

るが、近年は年による変動はあるものの、ほぼ横ばいからやや低下する程度の変化にとどま

っている。 

全窒素（T-N）及び全燐（T-P）は、年間平均値でみるとすべての地点で環境基準値を上回

る状況であった。 

 

 

＜環境基準達成状況の確認方法＞ 

海域の水質環境基準のうち化学的酸素要求量（COD）、全窒素（T-N）及び全燐（T-P）については以下

の値により環境基準の達成状況を確認する。 

COD：「年間 75％値」により比較する。「年間 75％値」とは 1 年間に得られたデータを大きい順に並べ、

小さい方から数えて 75％（3/4）の位置の値をいう。（1 年間のデータが 12 個の場合、値の小さい

方から数えて 9 番目の値が年間 75％値である。） 

T-N、T-P：「年間平均値」により比較する。「年間平均値」とは 1 年間に得られたデータを平均した値を

いう。 

メ モ 
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図 5-2-1  ８km 圏内の水質測定地点位置 

 

A 新設恒久会場 
B 新設恒久会場（計画中） 
C 仮設会場 

D 既存会場（改修あり） 
E 既存会場（改修なし） 

会場類型
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表 5-2-1(1)  海域における公共用水域水質測定結果（pH、DO、COD：平成 21 年度） 

地点 

No. 

(黒字) 
測定地点 類

型 

水素イオン濃度〔pH〕 溶存酸素量〔DO〕(mg/L) 化学酸素要求量〔COD〕(mg/L) 会場 No.

(赤文字

斜体) 

会場名称 
最小値 最大値 m/n 最小値 最大値 平均値 m/n 最小値 最大値 日間平均値の

平均値(75%値)

適

否

1 St.5 Ｃ 7.6  8.6  1/24 <0.5 12 5.9 3/24 1.1 6.8  2.9 (3.6) ○
13 お台場海浜公園 
14 潮風公園 

2 St.6 Ｃ 7.7  8.8  5/24 <0.5 13 6.9 4/24 1.1 7.3  3.0 (3.7) ○ 18 海の森クロスカントリーコース 
3 St.11 Ｃ 7.7  8.4  1/24 <0.5 12 6.4 3/24 0.9 7.6  3.0 (3.8) ○ － － 

4 St.1 Ｃ 7.2  7.8  0/4 1.3 7.1 4.7 1/4 3.4 5.2  4.3 (4.9) ○ － － 

5 St.2 Ｃ 7.3  8.0  0/4 <0.5 5.8 4.1 1/4 1.4 4.8  3.0 (3.7) ○ 13 お台場海浜公園 

6 St.3 Ｃ 7.9  8.1  0/4 3.3 7.0 5.8 0/4 1.6 5.6  3.4 (5.0) ○ － － 

7 St.4 Ｃ 7.5  8.1  0/4 2.5 7.0 5.5 0/4 2.1 4.3  3.4 (4.3) ○ 22 葛西臨海公園 

8 St.7 Ｃ 7.8  8.4  1/4 <0.5 9.3 6.0 1/4 1.2 6.6  3.1 (4.5) ○
20 海の森マウンテンバイクコース 

21 若洲オリンピックマリーナ 
9 新砂２丁目東先 Ｃ 7.5  7.9  0/2 <0.5 8.9 5.3 1/4 6.4 6.9  6.7 (6.9) ○ － － 

10 夢の島大橋 Ｃ 7.2  7.8  0/12 <0.5 7.5 4.6 3/24 4.7 9.8  6.8 (7.1) ○ － － 

11 曙水門 Ｃ 7.2  8.4  2/12 1.5 14 5.5 1/24 4.1 8.4  6.3 (7.1) ○

23～24 夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ 
25 夢の島公園 
26 夢の島競技場 

27～28 
オリンピックアクアティクスセンター 

ウォーターポロアリーナ 
12 汐浜橋 Ｃ 7.5  7.7  0/2 2.0 5.9 4.3 0/4 3.3 4.4  3.9 (4.4) ○ － － 

13 汐枝橋 Ｃ 7.3  8.2  0/12 1.4 10 4.9 2/24 2.7 6.2  4.7 (5.1) ○ － － 

14 八枝橋 Ｃ 7.8  8.2  0/2 3.5 11 6.8 0/4 3.0 6.5  4.8 (6.5) ○ － － 

15 貨物線鉄橋 Ｃ 7.8  8.1  0/2 1.2 9.4 5.9 1/4 2.6 5.9  4.3 (5.9) ○ － － 

16 春海橋 Ｃ 7.9  7.9  0/2 <0.5 6.9 5.3 1/4 2.6 5.1  3.9 (5.1) ○ － － 

17 黎明橋 Ｃ 7.3  8.3  0/12 1.5 10 5.2 2/24 2.5 5.7  4.1 (5.0) ○ OV 選手村 

18 東雲橋 Ｃ 7.4  8.1  0/12 1.0 12 5.2 3/24 2.2 7.2  4.9 (5.7) ○

8 有明アリーナ 
9 有明ＢＭＸコース 

10 有明ベロドローム 

11 有明体操競技場 

19 豊洲ふ頭南西部 Ｃ 7.9  8.0  0/2 0.9 14 7.6 1/4 2.7 5.4  4.1 (5.4) ○ 12 有明テニスの森 

20 有明ふ頭橋 Ｃ 7.5 8.4 1/12 1.9 12 6.2 1/24 2.1 8.6 4.1 (5.2) ○
15～16 東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂ 
IBC/MPC IBC/MPC 

21 八千代橋 Ｃ 6.9 7.8 1/24 <0.5 6.3 3.6 7/24 2.5 10 6.8 (7.1) ○ － － 

22 港南大橋 Ｃ 7.2 8.2 0/12 1.2 11 5.3 2/24 3.9 8.8 6.2 (6.8) ○ － － 

23 御楯橋 Ｃ 7.0 7.9 0/23 <0.5 6.0 3.4 7/24 2.5 11 6.8 (7.7) ○ － － 

24 勝島橋 Ｃ 7.2 9.0 2/22 0.7 19 5.5 4/24 1.8 8.2 3.8 (4.5) ○ 17 大井ホッケー競技場 

25 新浜川橋北 Ｃ 7.6 8.1 0/2 <0.5 9.8 4.4 1/4 2.6 5.9 4.3 (5.9) ○ － － 

26 St.8 Ｂ 7.5 8.4 6/24 <0.5 10 5.8 8/24 2.0 5.6 3.3 (3.5) × 21 若洲オリンピックマリーナ 

27 St.12 Ｂ 7.9 8.3 0/4 6.5 9.4 7.7 0/4 2.1 6.3 3.8 (5.5) × 19 海の森水上競技場 

 
  

注 1：表中の地点 No は、図 5-2-1 (p5-2-2)の黒文字、会場 No は同図の赤文字･斜体で示した番号に準ずる。 

2：ｎ：総検体数、ｍ：水質環境基準を超える検体数を表す。 

3：適否の欄の「○」は環境基準の達成、「×」は環境基準の未達成を表す。 

4：会場名称のうち、色が付いている会場は水面を利用する競技が行われる会場を表す。 

出典：「環境数値データベース」（国立環境研究所） 
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表 5-2-1(2)  海域における公共用水域水質測定結果（n-ﾍｷｻﾝ抽出物質、大腸菌群数：平成 21 年度） 

地点 

No. 

(黒字)

測定地点 
類
型 

n-ヘキサン抽出物質〔油分等〕 (mg/L) 大腸菌群数（MPN/100mL) 会場 No.

(赤文字

斜体) 

会場名称 
最小値 最大値 平均値 m/n 最小値 最大値 平均値 m/n 

1 St.5 Ｃ <0.5 <0.5 <0.5 - 49 33000 6200 - 
13 お台場海浜公園 
14 潮風公園 

2 St.6 Ｃ <0.5 <0.5 <0.5 - 8 1700 330 - 18 海の森クロスカントリーコース 
3 St.11 Ｃ <0.5 <0.5 <0.5 - 17 17000 4200 - － － 

4 St.1 Ｃ - - - - - - - - － － 

5 St.2 Ｃ - - - - - - - - 13 お台場海浜公園 

6 St.3 Ｃ - - - - - - - - － － 

7 St.4 Ｃ - - - - - - - - 22 葛西臨海公園 

8 St.7 Ｃ 
- - - - - - - - 20 海の森マウンテンバイクコース 

- - - - - - - - 21 若洲オリンピックマリーナ 
9 新砂２丁目東先 Ｃ - - - - - - - - － － 

10 夢の島大橋 Ｃ - - - - - - - - － － 

11 曙水門 Ｃ - - - - - - - - 

23～24 夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ 
25 夢の島公園 
26 夢の島競技場 

27～28
オリンピックアクアティクスセンター 

ウォーターポロアリーナ 
12 汐浜橋 Ｃ - - - - - - - - － － 

13 汐枝橋 Ｃ - - - - - - - - － － 

14 八枝橋 Ｃ - - - - - - - - － － 

15 貨物線鉄橋 Ｃ - - - - - - - - － － 

16 春海橋 Ｃ - - - - - - - - － － 

17 黎明橋 Ｃ - - - - - - - - OV 選手村 

18 東雲橋 Ｃ - - - - - - - - 

8 有明アリーナ 
9 有明ＢＭＸコース 

10 有明ベロドローム 

11 有明体操競技場 

19 豊洲ふ頭南西部 Ｃ - - - - - - - - 12 有明テニスの森 

20 有明ふ頭橋 Ｃ - - - - - - - - 
15～16 東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂ 
IBC/MPC IBC/MPC 

21 八千代橋 Ｃ - - - - - - - - － － 

22 港南大橋 Ｃ - - - - - - - - － － 

23 御楯橋 Ｃ - - - - - - - - － － 

24 勝島橋 Ｃ - - - - - - - - 17 大井ホッケー競技場 

25 新浜川橋北 Ｃ - - - - - - - - － － 

26 St.8 Ｂ <0.5 <0.5 <0.5 6/6 2 3300 850 - 21 若洲オリンピックマリーナ 

27 St.12 Ｂ - - - - - - - - 19 海の森水上競技場 

 
  

注 1：表中の地点 No は、図 5-2-1 (p5-2-2)の黒文字、会場 No は同図の赤文字･斜体で示した番号に準ずる。 

2：ｎ：総検体数、ｍ：水質環境基準を超える検体数を表す。なお、m/n の欄の「－」は環境基準の設定なしを表す。 
3：最小値、最大値、平均値の欄の「－」は欠測（未測定）を表し、「<」は未満を表す。 
4：会場名称のうち、色が付いている会場は水面を利用する競技が行われる会場を表す。 

出典：「環境数値データベース」（国立環境研究所） 
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表 5-2-1(3)  海域における公共用水域水質測定結果（T-N、T-P：平成 21 年度） 

地点

No. 

(黒字)

測定地点 
類
型 

全窒素（T-N） （mg/L） 全燐（T-P） （mg/L） 会場 No.

(赤文字

斜体) 

会場名称 
最小値 最大値 平均値 m/n 最小値 最大値 平均値 m/n 

1 St.5 Ⅳ 1.4 3.9 2.3 12/12 0.10 0.33 0.18  2/2 
13 お台場海浜公園 
14 潮風公園 

2 St.6 Ⅳ 1.4 2.1 1.6 12/12 0.07 0.25 0.14  10/12 18 海の森クロスカントリーコース 
3 St.11 Ⅳ 1.5 3.2 2.3 12/12 0.09 0.34 0.18  11/12 － － 

4 St.1 Ⅳ 2.9 4.1 3.5 2/2 0.16 0.25 0.21  2/2 － － 

5 St.2 Ⅳ 2.4 4.0 3.2 2/2 0.15 0.32 0.23  2/2 13 お台場海浜公園 

6 St.3 Ⅳ 1.3 2.0 1.7 2/2 0.09 0.23 0.16  2/2 － － 

7 St.4 Ⅳ 1.9 2.7 2.3 2/2 0.12 0.19 0.15  2/2 22 葛西臨海公園 

8 St.7 Ⅳ 1.3 2.1 1.7 2/2 0.09 0.21 0.15  2/2 
20 海の森マウンテンバイクコース 

21 若洲オリンピックマリーナ 
9 新砂２丁目東先 Ⅳ 3.6 5.2 4.4 2/2 0.33 0.43 0.38  2/2 － － 

10 夢の島大橋 Ⅳ 2.7 7.7 5.3 12/12 0.30 1.1 0.53  12/12 － － 

11 曙水門 Ⅳ 2.7 7.0 4.4 12/12 0.22 0.62 0.43  12/12

23～24 夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ 
25 夢の島公園 
26 夢の島競技場 

27～28
オリンピックアクアティクスセンター 

ウォーターポロアリーナ 
12 汐浜橋 Ⅳ 3.0 3.1 3.0 2/2 0.16 0.28 0.22  2/2 － － 

13 汐枝橋 Ⅳ 2.2 4.6 3.3 12/12 0.16 0.34 0.27  12/12 － － 

14 八枝橋 Ⅳ 2.3 3.2 2.8 2/2 0.16 0.29 0.23  2/2 － － 

15 貨物線鉄橋 Ⅳ 2.1 3.1 2.6 2/2 0.13 0.29 0.21  2/2 － － 

16 春海橋 Ⅳ 1.9 3.4 2.7 2/2 0.13 0.24 0.18  2/2 － － 

17 黎明橋 Ⅳ 2.0 4.3 2.8 12/12 0.12 0.30 0.21  12/12 OV 選手村 

18 東雲橋 Ⅳ 2.0 4.4 3.2 12/12 0.11 0.43 0.29  12/12

8 有明アリーナ 
9 有明ＢＭＸコース 

10 有明ベロドローム 

11 有明体操競技場 

19 豊洲ふ頭南西部 Ⅳ 2.0 2.6 2.3 2/2 0.12 0.25 0.18  2/2 12 有明テニスの森 

20 有明ふ頭橋 Ⅳ 1.3 3.4 2.2 12/12 0.09 0.37 0.19  11/12
15～16 東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂ 
IBC/MPC IBC/MPC 

21 八千代橋 Ⅳ 1.5 18 8.0 24/24 0.16 0.80 0.46  12/12 － － 

22 港南大橋 Ⅳ 3.7 9.3 6.4 12/12 0.24 0.81 0.44  12/12 － － 

23 御楯橋 Ⅳ 1.7 21 8.8 23/23 0.19 1.4 0.59  12/12 － － 

24 勝島橋 Ⅳ 1.0 7.0 2.6 22/22 0.09 0.73 0.29  12/12 17 大井ホッケー競技場 

25 新浜川橋北 Ⅳ 2.1 2.2 2.2 2/2 0.18 0.24 0.21  2/2 － － 

26 St.8 Ⅳ 1.2 2.8 2.0 12/12 0.08 0.22 0.14  12/12 21 若洲オリンピックマリーナ 

27 St.12 Ⅳ 1.6 2.5 2.1 2/2 0.10 0.20 0.15  2/2 19 海の森水上競技場 

 

 

注 1：表中の地点 No は、図 5-2-1 (p5-2-2)の黒文字、会場 No は同図の赤文字･斜体で示した番号に準ずる。 

2：ｎ：総検体数、ｍ：水質環境基準を超える検体数を表す。 

3：会場名称のうち、色が付いている会場は水面を利用する競技が行われる会場設を表す 

出典：「環境数値データベース」（国立環境研究所） 
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図 5-2-2(1) 化学的酸素要求量（COD）75％値の経年変化（運河Ｃ類型） 

 

 

図 5-2-2(2) 化学的酸素要求量（COD）75％値の経年変化（海域Ｃ類型） 
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出典：「環境数値データベース」（国立環境研究所） 
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図 5-2-2(3) 化学的酸素要求量（COD）75％値の経年変化（海域Ｂ類型） 
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出典：「環境数値データベース」（国立環境研究所） 

 

環境基本法に基づく水質汚濁に係る環境基準（生活環境の保全に関する基準：海域 ア） 

項目 

 

類型 

環 境 基 準 値 

水素ｲｵﾝ濃度 

（pH） 

化学的酸素要

求量（COD）

溶存酸素量 

（DO） 
大腸菌群数 

n-ﾍｷｻﾝ抽出物

質(油分等) 

Ａ 
7.8 以上 

8.3 以下 
2 mg/L 以下

7.5 mg/L 

以上 

1000MPN 

/100mL 以下

検出されない

こと 

Ｂ 
7.8 以上 

8.3 以下 
3 mg/L 以下

5 mg/L 

以上 
－ 

検出されない

こと 

Ｃ 
7.0 以上 

8.3 以下 
8 mg/L 以下

2 mg/L 

以上 
－  

注：基準値は、日間平均値とする。 

 

（生活環境の保全に関する基準：海域 イ） 

項目 

類型 

環境基準値  

全窒素（T-N） 全 燐（T-P） 

Ⅰ 0.2 mg/L 以下 0.02 mg/L 以下 

Ⅱ 0.3 mg/L 以下 0.03 mg/L 以下 

Ⅲ 0.6 mg/L 以下 0.05 mg/L 以下 

Ⅳ 1  mg/L 以下 0.09 mg/L 以下 

注：基準値は、年間平均値とする。 

メ モ 
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(2) 河川における水質の状況 

８km 圏内の河川における水質として、水素イオン濃度（pH）、生物化学的酸素要求量（BOD）、

溶存酸素量（DO）、浮遊物質量（SS）、大腸菌群数、全窒素（T-N）、全燐（T-P）の 7 項目につ

いて、平成 21 年度に実施された調査の結果について整理を行った。 

８km 圏内に含まれる河川では、図 5-2-1(p5-2-2)に示す 16 地点で水質の測定が行われて

いる。 

この 16 地点のうち 13 地点が水素イオン濃度（pH）、生物化学的酸素要求量（BOD）、溶存酸

素量（DO）、大腸菌群数の５項目における環境基準のＣ類型、２地点がＤ類型、１地点がＥ類

型に指定されている。なお、河川においては全窒素（T-N）、全燐（T-P）に係る環境基準は設

定されていない。 

 

各地点の平成 21 年度の測定結果と環境基準の適合状況等は、表 5-2-2(p5-2-9～5-2-11)

に示すとおりである。 

８km 圏内の 16 地点のうち水素イオン濃度（pH）は 16 地点のすべてで、溶存酸素濃度（DO）

は２地点で、浮遊物質量（SS）は 13 地点で年間をとおして環境基準を達成しており、DO の

達成状況が非常に低い状況であった。 

生物化学的酸素要求量（BOD）は 16 地点の全地点で環境基準を達成していた。また、生物

化学的酸素要求量（75％値）の過去（1981 年）からの推移は、図 5-2-3(p5-2-11)に示すと

おりであり、徐々に低下する傾向を示した。 

全窒素（T-N）は平均値で 2.9～11mg/L、全燐（T-P）は平均値で 0.06～1.1mg/L の値を示

し海域（運河部）と同程度の値を示した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境基本法に基づく水質汚濁に係る環境基準（生活環境の保全に関する基準：河川） 

項目 

 

類型 

環 境 基 準 値 

水素ｲｵﾝ濃度 

（pH） 

生物化学的酸素

要求量（BOD）

浮遊物質量 

（SS） 

溶存酸素量 

（DO） 
大腸菌群数 

ＡＡ 
6.5 以上 

8.5 以下 
1 mg/L 以下 25 mg/L 以下 

7.5 mg/L 以

上 

50 ＭPN 

/100mL 以下 

Ａ 
6.5 以上 

8.5 以下 
2 mg/L 以下 25 mg/L 以下 

7.5 mg/L 以

上 

1000MPN 

/100mL 以下 

Ｂ 
6.5 以上 

8.5 以下 
3 mg/L 以下 25 mg/L 以下 5 mg/L 以上 

5000MPN 

/100mL 以下 

Ｃ 
6.5 以上 

8.5 以下 
5 mg/L 以下 50 mg/L 以下 5 mg/L 以上 － 

Ｄ 
6.0 以上 

8.5 以下 
8 mg/L 以下 100 mg/L 以下 2 mg/L 以上 － 

Ｅ 
6.0 以上 

8.5 以下 
10 mg/L 以下

ごみ等の浮遊が認

められないこと。
2 mg/L 以上 － 

注：基準値は日間平均値とする 

 

＜環境基準値達成状況の確認方法＞ 

生物化学的酸素要求量（BOD）は海域の COD と同様、「年間 75％値」で環境基準の達成状況を確認する。 

「年間 75％値」：得られたデータを大きい順に並べて、小さい方から数えて 75％（3/4）の位置の値をいう。

（1 年間のデータが 12 個の場合、値の小さい方から数えて 9 番目の値が年間 75％値である） 
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表 5-2-2(1)  河川における公共用水域水質測定結果（pH、DO、BOD：平成 21 年度） 

地点 

No. 

(黒

字) 

測定地点 
類
型 

水素イオン濃度〔pH〕 生物化学的酸素要求量〔BOD〕(mg/L) 溶存酸素量〔DO〕(mg/L) 
会場 No.

(赤文字 

斜体) 

会場名称 
最小値 最大値 m/n 最小値 最大値

日間平均値の 

平均値（75%値）
適否 最小値 最大値 平均値 m/n 

1 葛西小橋 Ｃ 7.2 7.7 0/24 0.8 8.0 2.7 (2.7) ○ 4.4 7.3 5.9 5/24 － － 

2 葛西橋 Ｃ 7.2 8.1 0/40 <0.5 3.9 1.6 (1.9) ○ 4.1 9.0 6.5 6/40 － － 

3 両国橋 Ｃ 7.0 7.7 0/24 1.2 3.8 2.0 (2.3) ○ 2.9 7.2 4.7 13/24 7 国技館 

4 吾妻橋 Ｃ 7.0 7.5 0/12 1.1 2.7 1.9 (2.4) ○ 2.9 6.9 4.6 8/12 － － 

5 佃大橋 Ｃ 7.2 7.9 0/12 1.1 2.4 1.6 (1.8) ○ 2.9 7.0 4.8 8/12 － － 

6 金杉橋 Ｄ 7.2 7.7 0/24 0.7 3.0 1.7 (2.0) ○ 1.7 8.1 5.3 1/24 － － 

7 太鼓橋 Ｄ 6.9 7.4 0/24 0.9 14 2.2 (2.1) ○ 0.6 10 6.5 2/24 － － 

8 立会川橋 Ｅ 7.3 8.1 0/24 0.6 8.2 1.9 (1.8) ○ 3.0 17 8.9 0/24 － － 

9 柳橋（神田川口） Ｃ 6.9 7.6 0/24 0.7 3.1 1.6 (1.9) ○ 3.0 7.9 5.2 12/24 － － 

10 一休橋 Ｃ 7.1 8.0 0/24 0.8 2.1 1.3 (1.4) ○ 7.7 9.9 9.0 0/24 － － 

11 福寿橋 Ｃ 7.1 8.2 0/24 0.6 2.0 1.3 (1.4) ○ 3.0 7.1 4.6 16/24 － － 

12 二之橋 Ｃ 7.2 7.7 0/24 0.6 1.9 1.2 (1.4) ○ 2.9 6.3 4.3 16/24 － － 

13 西河岸橋 Ｃ 6.9 7.6 0/24 1.0 3.8 1.9 (2.0) ○ 1.4 6.3 3.5 21/24

4 日本武道館 

5 皇居外苑 

6 東京国際フォーラム 

14 京成橋 Ｃ 7.2 8.5 0/24 0.6 2.2 1.3 (1.4) ○ 4.0 8.5 6.0 7/24 － － 

15 進開橋 Ｃ 7.2 7.9 0/24 0.6 1.7 1.1 (1.3) ○ 2.9 8.2 5.4 10/24 － － 

16 天神橋 Ｃ 7.1 8.2 0/24 0.7 4.6 1.3 (1.4) ○ 4.0 9.5 6.3 5/24 － － 

 

 

 

 

  

注 1：表中の地点 No は、図 5-2-1 (p5-2-2)の黒文字、会場 No は同図の赤文字･斜体で示した番号に準ずる。 

2：ｎ：総検体数、ｍ：水質環境基準を超える検体数 

3：適否の欄の「○」は環境基準の達成、「×」は環境基準の未達成を表す 

出典：「環境数値データベース」（国立環境研究所） 
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表 5-2-2(2)  河川における公共用水域水質測定結果（SS、大腸菌群数：平成 21 年度） 

地点 

No. 

(黒字)

測定地点 
類
型 

浮遊物質量〔SS〕 (mg/L) 大腸菌群数（MPN/100mL) 

会場 No.

(赤文字

斜体) 

会場名称 
最小値 最大値 平均値 m/n 最小値 最大値 平均値 m/n

1 葛西小橋 Ｃ 5 71 20 2/24 - - - - － － 

2 葛西橋 Ｃ 4 54 12 1/40 33 17000 4800 - － － 

3 両国橋 Ｃ 1 35 9 0/24 - - - - 7 国技館 

4 吾妻橋 Ｃ 4 23 10 0/12 - - - - － － 

5 佃大橋 Ｃ 1 9 5 0/12 - - - - － － 

6 金杉橋 Ｄ <1 9 2 0/24 - - - - － － 

7 太鼓橋 Ｄ <1 63 5 0/24 - - - - － － 

8 立会川橋 Ｅ <1 4 1 - - - - - － － 

9 柳橋（神田川口） Ｃ <1 37 6 0/24 - - - - － － 

10 一休橋 Ｃ <1 3 2 0/24 - - - - － － 

11 福寿橋 Ｃ <1 3 2 0/24 - - - - － － 

12 二之橋 Ｃ <1 13 3 0/24 - - - - － － 

13 西河岸橋 Ｃ <1 31 4 0/24 - - - - 

4 日本武道館 

5 皇居外苑 

6 東京国際フォーラム 

14 京成橋 Ｃ <1 6 2 0/24 - - - - － － 

15 進開橋 Ｃ <1 22 3 0/24 - - - - － － 

16 天神橋 Ｃ <1 4 2 0/24 - - - - － － 

 

 

 

 

注 1：表中の地点 No は、図 5-2-1 (p5-2-2)の黒文字、会場 No は同図の赤文字･斜体で示した番号に準ずる。 
2：ｎ：総検体数、ｍ：水質環境基準を超える検体数を表す。なお、m/n の欄の「－」は環境基準の設定なしを表す。 
3：最小値、最大値、平均値の「－」は欠測（未測定）を表す。 

出典：「環境数値データベース」（国立環境研究所） 
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表 5-2-2(3)  河川における公共用水域水質測定結果（T-N、T-P：平成 21 年度） 

地点 

No. 

(黒字) 

測定地点 

全窒素(T-N) (mg/L) 全燐(T-P) (mg/L) 
会場 No. 

(赤文字 

斜体) 

会場名称 
最小値 最大値 平均値 最小値 最大値 平均値

1 葛西小橋 2.3  5.9  3.8 0.16 0.40 0.23 － － 

2 葛西橋 1.2  6.2  2.9 0.10 0.38 0.21 － － 

3 両国橋 3.3  6.9  5.4 0.22 0.47 0.31 7 国技館 

4 吾妻橋 - - - - - - － － 

5 佃大橋 - - - - - - － － 

6 金杉橋 3.6  9.1  6.9 0.30 0.98 0.70 － － 

7 太鼓橋 9.6  12  11 0.79 1.30 1.10 － － 

8 立会川橋 3.2  4.3  3.6 0.03 0.22 0.06 － － 

9 柳橋（神田川口） 5.7  9.4  7.5 0.21 0.77 0.57 － － 

10 一休橋 9.2  11  10 0.52 1.10 0.90 － － 

11 福寿橋 3.0  5.0  3.9 0.18 0.30 0.23 － － 

12 二之橋 2.8  6.0  4.1 0.19 0.35 0.24 － － 

13 西河岸橋 4.3  7.4  6.1 0.07 0.65 0.51 

4 日本武道館 

5 皇居外苑 

6 東京国際フォーラム 

14 京成橋 2.3  5.3  3.9 0.15 0.33 0.24 － － 

15 進開橋 2.6  4.8  3.7 0.18 0.31 0.23 － － 

16 天神橋 2.1  4.9  3.7 0.16 0.37 0.25 － － 

 

 

 

 

 

 

図 5-2-3  生物化学的酸素要求量（BOD）75％値の経年変化 
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注 1：表中の地点 No は、図 5-2-1 (p5-2-2)の黒文字、会場 No は同図の赤文字･斜体で示した番号に準ずる。 
2：最小値、最大値、平均値の欄の「－」は欠測（未測定）を表す。 

出典：「環境数値データベース」（国立環境研究所） 

出典：「環境数値データベース」（国立環境研究所） 
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(3) 屋外競技会場における水質 

屋外水域における各競技については、競技者が直接水に触れることを想定して、各競技会

場における水浴場の判定基準の項目の状況について整理を行った。 

 

1)  既往資料調査結果 

①  水浴場判基準項目（平成 19 年度、平成 20 年度） 

各競技の実施会場において、図 5-2-4 (p5-2-13)に示す調査位置で平成 19 年度及び平成

20 年度に実施した水質調査結果は、表 5-2-3 (p5-2-14～p5-2-15)に示すとおりである。 

既往資料調査結果によると、ＣＯＤ及びふん便性大腸菌群数を除いて水浴場水質判定基準

の「可（水質Ｃ）」の条件をほぼすべての調査で満たしていた。 

 

 

 

 

  

 

水浴場水質判定基準 

区 分 ふん便性大腸菌群数 油膜の有無 
化学的酸素 

要求量(COD) 
透明度 

適 
水質ＡＡ 不検出 

油膜が認めら
れない 

2mg/L 以下 
全透 

(水深 1ｍ以上)

水質Ａ 
100 個/100mL 

以下 
油膜が認めら

れない 
2mg/L 以下 

全透 
(水深 1ｍ以上)

可 
水質Ｂ 

400 個/100mL 
以下 

常時は油膜が
認められない

5mg/L 以下 
1ｍ未満 

～50cm 以上

水質Ｃ 
1,000 個/100mL

以下 
常時は油膜が
認められない

8mg/L 以下 
1ｍ未満 

～50cm 以上

不適 
1,000 個/100mL

を超えるもの 
常時油膜が認

められる 
8mg/L 超 50cm 未満* 

(1)ふん便性大腸菌群数、油膜の有無、COD 又は透明度のいずれかの項目が「不適」であるものを、 

「不適」な水浴場とする。 

(2)「不適」でない水浴場について、ふん便性大腸菌群数、油膜の有無、COD 及び透明度によって、 

「水質ＡＡ」、「水質Ａ」、「水質Ｂ」あるいは「水質Ｃ」であるものを「可」とする。 

・各項目のすべてが「水質ＡＡ」である水浴場を「水質ＡＡ」とする。 

・各項目のすべてが「水質Ａ」以上である水浴場を「水質Ａ」とする。 

・各項目のすべてが「水質Ｂ」以上である水浴場を「水質Ｂ」とする。 

・これら以外のものを「水質Ｃ」とする。 
（注）判定は、同一水浴場に関して得た測定値の平均による。 

「不検出」とは平均値が検出限界未満のことをいう。 

透明度（*の部分）に関しては、砂の巻き上げによる原因は評価の対象外とすることができる。 
 

水浴場の放射性物質に係る水質の目安 

（水浴場の放射性物質に関する指針について（改訂版）」（平成 24 年 6 月）） 

放射性ヨウ素 
（ヨウ素 131） 

30Bq/L 以下（注） 

放射性セシウム 
（セシウム 134 及び 137 の合計） 10Bq/L 以下 

（注）放射性ヨウ素については、「水浴場の放射性物質に関する指針について」（平成 23 年 6 月）にて、 

暫定的に設定された値を参考として記載した。 
 

WHO（世界保健機関）の飲料水水質ガイドラインにおけるガイダンスレベル 

放射性セシウム 10Bq/L 以下 
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既往資料調

 

既往資料調
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表 5-2-3(1)  競技会場における水質調査結果（水浴場水質判定基準項目：平成 19～20 年度） 

調査地点 お台場海浜公園(3 地点平均) 

会場 お台場海浜公園 

競技 トライアスロン/パラトライアスロン、水泳（マラソン 10km） 

採水時期 
ふん便性大腸菌群数 

(個/100mL) 
ＣＯＤ 
(mg/L) 

透明度 
(ｍ) 

油膜 

平成 19年 7月 30日 
干潮時 870 5.6 1.5 － 
満潮時 1,700 5.8 1.8 － 

平成 19年 8月 15日 
干潮時 10 6.4 1.3 － 
満潮時 9 7.9 0.9 － 

平成 19年 9月 26日 
干潮時 5 3.0 2.3 － 
満潮時 22 4.2 1.8 － 

平成 19 年 最小～最大 5～1,700 3.0～7.9 0.9～2.3 － 

平成 20年 7月 16日 
干潮時 20 8.1 0.9 なし 
満潮時 22 13 0.5 なし 

平成 20年 7月 29日 
干潮時 19 8.5 1.0 なし 
満潮時 43 14 0.7 なし 

平成 20 年 8 月 8 日 
干潮時 20 8.1 0.7 なし 
満潮時 22 13 0.9 なし 

平成 20年 8月 27日 
干潮時 870 6.0 1.9 なし 
満潮時 370 6.9 1.7 なし 

平成 20年 9月 11日 
干潮時 22 8.3 1.1 なし 
満潮時 16 8.9 1.0 なし 

平成 20年 9月 25日 
干潮時 480 4.7 1.8 なし 
満潮時 220 5.2 1.9 なし 

平成 20 年 最小～最大 16～870 4.7～14 0.5～1.9 － 

 

調査地点 中央防波堤外側東西水路 

会場 海の森水上競技場 

競技 カヌー（スプリント）/パラカヌー、ボート 

採水時期 
ふん便性大腸菌群数 

(個/100mL) 
ＣＯＤ 
(mg/L) 

透明度 
(ｍ) 

油膜 

平成 19年 7月 30日 
干潮時 82 5.1 1.5 － 
満潮時 580 5.4 1.5 － 

平成 19年 8月 15日 
干潮時 <2 5.3 1.9 － 
満潮時 <2 5.9 1.0 － 

平成 19年 9月 26日 
干潮時 40 3.0 1.6 － 
満潮時 66 5.0 1.2 － 

最小～最大 <2～580 3.0～5.9 1.0～1.9 － 

平成 20年 7月 16日 
干潮時 24 6.7 1.2 なし 
満潮時 <2 10 0.6 なし 

平成 20年 7月 29日 
干潮時 4 8.9 0.9 なし 
満潮時 3 14 0.9 なし 

平成 20 年 8 月 8 日 
干潮時 24 6.7 0.7 なし 
満潮時 <2 10 1.0 なし 

平成 20年 8月 27日 
干潮時 110 5.5 2.1 なし 
満潮時 180 6.7 2.0 なし 

平成 20年 9月 11日 
干潮時 4 9.5 0.9 なし 
満潮時 10 8.5 1.1 なし 

平成 20年 9月 25日 
干潮時 460 4.9 1.2 なし 
満潮時 40 9.5 0.7 なし 

最小～最大 <2～460 4.9～14 0.6～2.1 － 

注 1）表層海面下 0.5ｍで採水した。お台場海浜公園については、３地点で実施した調査結果の平均値を示した。 

注 2）水浴場水質基準は、同一水浴場における平均値で評価する。 

注 3）網掛は、水浴場水質基準超過を示す。 

注 4）カヌー（ｽﾗﾛｰﾑ）については葛西臨海公園において上水を使用して行われることから水質調査は行っていない。
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表 5-2-3(2)  競技会場における水質調査結果（水浴場水質判定基準項目：平成 19～20 年度） 

調査地点 若洲海浜公園 

会場 若洲オリンピックマリーナ 

競技 セーリング 

採水時期 
ふん便性大腸菌群数 

(個/100mL) 
ＣＯＤ 
(mg/L) 

透明度 
(ｍ) 

油膜 

平成 19年 7月 30日 
干潮時 540 5.6 1.2 － 
満潮時 1,100 5.0 1.3 － 

平成 19年 8月 15日 
干潮時 6 5.0 1.5 － 
満潮時 <2 6.0 1.4 － 

平成 19年 9月 26日 
干潮時 50 4.0 1.3 － 
満潮時 39 4.6 1.1 － 

最小～最大 <2～1,100 4.0～6.0 1.4～3.0 － 

平成 20年 7月 16日 
干潮時 16 7.5 1.0 なし 
満潮時 5 9.1 1.0 なし 

平成 20年 7月 29日 
干潮時 18 8.0 0.9 なし 
満潮時 4 7.5 0.9 なし 

平成 20 年 8 月 8 日 
干潮時 16 7.5 0.9 なし 
満潮時 5 9.1 1.0 なし 

平成 20年 8月 27日 
干潮時 110 6.1 1.6 なし 
満潮時 60 6.6 1.3 なし 

平成 20年 9月 11日 
干潮時 22 7.3 1.1 なし 
満潮時 20 7.3 1.0 なし 

平成 20年 9月 25日 
干潮時 360 5.1 1.1 なし 
満潮時 46 7.8 1.1 なし 

最小～最大 4～360 5.1～9.1 0.9～1.6 － 

 

調査地点 浦安沖 

会場 若洲オリンピックマリーナ 

競技 セーリング 

採水時期 
ふん便性大腸菌群数 

(個/100mL) 
ＣＯＤ 
(mg/L) 

透明度 
(ｍ) 

油膜 

平成 19年 7月 30日 
干潮時 <2 3.8 2.7 － 
満潮時 <2 3.9 3.0 － 

平成 19年 8月 15日 
干潮時 <2 5.5 1.4 － 
満潮時 <2 3.8 2.3 － 

平成 19年 9月 26日 
干潮時 <2 4.2 2.5 － 
満潮時 <2 3.5 2.2 － 

最小～最大 <2 3.5～5.5 1.4～3.0 － 

平成 20年 7月 16日 
干潮時 6 8.9 1.0 なし 
満潮時 <2 8.1 1.2 なし 

平成 20年 7月 29日 
干潮時 15 6.9 1.1 なし 
満潮時 10 9.0 1.0 なし 

平成 20 年 8 月 8 日 
干潮時 6 8.9 0.8 なし 
満潮時 <2 8.1 0.9 なし 

平成 20年 8月 27日 
干潮時 280 5.8 1.8 なし 
満潮時 8 7.1 1.6 なし 

平成 20年 9月 11日 
干潮時 30 7.4 1.1 なし 
満潮時 6 7.4 1.3 なし 

平成 20年 9月 25日 
干潮時 460 4.4 1.1 なし 
満潮時 8 7.6 1.2 なし 

最小～最大 <2～460 4.4～9 0.8～1.8 － 

 

 

 
 

注 1）表層海面下 0.5ｍで採水した。お台場海浜公園については、３地点で実施した調査結果の平均値を示した。 

注 2）水浴場水質基準は、同一水浴場における平均値で評価する。 

注 3）網掛は、水浴場水質基準超過を示す。 

注 4）カヌー（ｽﾗﾛｰﾑ）については葛西臨海公園において上水を使用して行われることから水質調査は行っていない。
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②  放射性物質（平成 24 年 3 月） 

水浴場水質判定基準項目と同じ地点で平成24年 3月 12日と 19日に放射性物質に係る水質

調査を実施した。調査は放射性ヨウ素 131、放射性セシウム 134 及び 137 を対象に計 4 回（1

日 2 回（干潮時・満潮時）×2 日間）行った。 

調査結果は、いずれの競技会場の水質についても、定量下限値（1Bq/L）未満であった。環

境省「水浴場の放射性物質に係る指針について（改訂版）」（平成 24 年 6 月改訂）において示

されている放射性セシウム（放射性セシウム 134 及び 137 の合計）の水質の目安値 10 Bq /L

及び WHO（世界保健機関）の飲料水水質ガイドラインにおけるガイダンスレベル 10 Bq/L を

下回っていた。 

 

表 5-2-4 競技会場における水質調査結果（放射性物質：平成 23 年度） 

調査 
地点 

会場 競技 時期 
放射性 

ヨウ素 131
（Bq/L） 

放射性 
セシウム

134 
（Bq/L） 

放射性 
セシウム

137 
（Bq/L） 

お台場 
海浜公園 

お台場 
海浜公園 

トライアスロン
/パラトライア
スロン 
水泳（マラソン 
10km） 

平成 24 年
3 月 12 日

<1 <1 <1 

平成 24 年
3 月 19 日

<1 <1 <1 

中央 
防波堤外側
東西水路 

海の森 
水上競技場 

カヌー（スプリ
ント）/パラカヌ
ー 
ボート 

平成 24 年
3 月 12 日

<1 <1 <1 

平成 24 年
3 月 19 日

<1 <1 <1 

若洲海浜公
園 

若洲オリン
ピックマリ
ーナ 

セーリング 

平成 24 年
3 月 12 日

<1 <1 <1 

平成 24 年
3 月 19 日

<1 <1 <1 

浦安沖 
若洲オリン
ピックマリ
ーナ 

セーリング 

平成 24 年
3 月 12 日

<1 <1 <1 

平成 24 年
3 月 19 日

<1 <1 <1 

  
注 1）採取層は、上層：海面下 0.5ｍ、下層：海底面上 1.0ｍ、直上水：海底面直上、での３層での採取を示し、 

値はそれらの最大値を示す。 

注 2）採取時期は各日で干潮時及び満潮時の２回で採取し、結果はそれらの最大値を示す。 
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2)  現地調査結果（平成 24 年度） 

①  水浴場判基準項目 

各競技会場において、図 5-2-5(p5-2-17)に示す調査位置で平成 24 年７月、８月及び９月

に実施した水質調査結果は、表 5-2-5(1)及び(2)(p5-2-19～5-2-20)に示すとおりである。 

また、同様の地点において７月 24 日～８月９日の連続した 17 日間に実施した水質調査結

果は、表 5-2-5(3)及び(4) (p5-2-21～5-2-22)に示す通りである。 

調査結果によると、ふん便性大腸菌群数を除いて水浴場水質判定基準の「可（水質Ｃ）」の

条件を満たしていた。 

 

②  放射性物質（水質） 

水浴場水質判定基準項目と同じ地点で放射性物質に係る水質調査を実施した。調査は放射

性ヨウ素 131、放射性セシウム 134 及び 137 を対象に７月９日、７月 18 日、８月 15 日、８

月 23 日、９月７日及び９月 14 日に各日 2 回（干潮時・満潮時）行った。水質調査結果は、

表 5-2-5(5) (p5-2-23)に示すとおりである。 

調査結果は、いずれの競技会場の水質についても、定量下限値（1Bq/L）未満であった。環

境省「水浴場の放射性物質に係る指針について（改訂版）」（平成 24 年 6 月改訂）において示

されている放射性セシウム（放射性セシウム 134 及び 137 の合計）の水質の目安値 10Bq/L

及び WHO の飲料水水質ガイドラインにおけるガイダンスレベル 10 Bq/L を下回っていた。 

また、放射性ヨウ素 131 の水質に適用可能な指針値は現在設定されていないが、参考とし

て環境省「水浴場の放射性物質に関する指針について」（平成 23 年 6 月）で暫定的に設定さ

れた水浴場の目安値である 30Bq/L と比較すると、いずれの競技会場における測定値もそれぞ

れ暫定値を下回っていた。 

 

③  放射性物質（底質） 

水浴場水質判定基準項目と同じ地点で放射性物質に係る底質調査を実施した。調査は放射

性ヨウ素 131、放射性セシウム 134 及び 137 を対象に７月９日、７月 18 日、８月 15 日、８

月 23 日、９月７日及び９月 14 日に１回行った。底質調査結果は、表 5-2-5(6) (p5-2-24)

に示すとおりである。 

調査結果によると、放射性ヨウ素 131 はいずれも測定の定量下限値未満、放射性セシウム

134 は約 20～140Bq/kg-dry、放射性セシウム 137 は約 30～130Bq/kg-dry となっていた。 

また、放射性セシウムの底質に適用可能な指針値は現在設定されていないが、参考として

「放射性物質汚染対処特措法に基づく指定基準」における廃棄物に対する基準値である

8,000Bq/L と比較すると、いずれの競技会場における測定値もそれぞれ基準値を下回ってい

た。 
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表 5-2-5(1)  競技会場における水質調査結果（水浴場水質判定基準項目：平成 24 年度） 

調査 
地点 

会場 競技 時期 

ふん便性
大腸菌群
数(個

/100mL) 

ＣＯＤ 
(mg/L) 

透明度 
(m) 

油膜の有
無 

お台場 
海浜 
公園 

お台場
海浜公
園 

トライアス
ロン/パラ
トライアス
ロン 
水泳（マラ
ソン 10km） 

7 月 9 日 
満潮時 2,800 3.5 3.5 なし 

干潮時 660 4.7 1.8 なし 

7 月 18 日
満潮時 250 7.1 0.9 なし 

干潮時 4,400 6.8 1.2 なし 

8 月 15 日
満潮時 44 5.6 1.5 なし 

干潮時 22 5.3 1.7 なし 

8 月 23 日
満潮時 6 5.4 1.4 なし 

干潮時 18 6.1 1.1 なし 

9 月 7 日 
満潮時 110 4.8 1.7 なし 

干潮時 78 5.8 1.0 なし 

9 月 14 日
満潮時 36 6.6 0.9 なし 

干潮時 76 6.2 1.1 なし 

中央 
防波堤
外側 
東西 
水路 

海の森
水上競
技場 

カヌー（ス
プリント）/
パラカヌー 
ボート 
 

7 月 9 日 
満潮時 930 3.8 2.0 なし 

干潮時 460 4.2 1.5 なし 

7 月 18 日
満潮時 38 6.5 0.8 なし 

干潮時 190 4.6 1.1 なし 

8 月 15 日
満潮時 9 5.1 2.0 なし 

干潮時 69 4.6 2.5 なし 

8 月 23 日
満潮時 <2 4.8 1.5 なし 

干潮時 <2 5.7 1.5 なし 

9 月 7 日 
満潮時 200 4.8 1.9 なし 

干潮時 34 5.6 1.4 なし 

9 月 14 日
満潮時 8 6.2 1.1 なし 

干潮時 27 5.2 1.1 なし 

注 1）表層海面下 0.5ｍで採水した。各調査地点とも３地点で実施した調査結果の平均値を示した。 

注 2）水浴場水質基準は、同一水浴場における平均値で評価する。 

注 3）網掛は、水浴場水質基準超過を示す。 

注 4）カヌー（ｽﾗﾛｰﾑ）については葛西臨海公園において上水を使用して行われることから水質調査は行っていない。
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表 5-2-5 (2)  競技会場における水質調査結果（水浴場水質判定基準項目：平成 24 年度） 

調査 
地点 

会場 競技 時期 

ふん便性
大腸菌群
数(個

/100mL) 

ＣＯＤ 
(mg/L) 

透明度 
(m) 

油膜の有
無 

若洲海
浜公園 

若洲オ
リンピ
ックマ
リーナ 

セーリング 

7 月 9 日 
満潮時 1,500 3.8 2.1 なし 

干潮時 540 3.8 1.4 なし 

7 月 18 日
満潮時 29 6.9 0.9 なし 

干潮時 280 4.9 1.2 なし 

8 月 15 日
満潮時 8 4.8 1.9 なし 

干潮時 29 4.4 2.8 なし 

8 月 23 日
満潮時 <3 4.9 1.7 なし 

干潮時 21 6.3 1.5 なし 

9 月 7 日 
満潮時 270 4.2 2.1 なし 

干潮時 200 4.5 1.4 なし 

9 月 14 日
満潮時 5 6.0 1.2 なし 

干潮時 27 5.2 1.2 なし 

浦安沖 

若洲オ
リンピ
ックマ
リーナ 

セーリング 

7 月 9 日 
満潮時 260 3.4 2.7 なし 

干潮時 670 3.8 1.8 なし 

7 月 18 日
満潮時 15 6.2 1.3 なし 

干潮時 29 4.8 1.5 なし 

8 月 15 日
満潮時 <2 4.1 1.9 なし 

干潮時 53 3.9 2.6 なし 

8 月 23 日
満潮時 3 4.2 1.7 なし 

干潮時 3 5.6 1.8 なし 

9 月 7 日 
満潮時 18 3.7 2.5 なし 

干潮時 8 5.0 1.3 なし 

9 月 14 日
満潮時 <2 5.4 1.5 なし 

干潮時 50 4.5 1.8 なし 

注 1）表層海面下 0.5ｍで採水した。各調査地点とも３地点で実施した調査結果の平均値を示した。 

注 2）水浴場水質基準は、同一水浴場における平均値で評価する。 

注 3）網掛は、水浴場水質基準超過を示す。 

注 4）カヌー（ｽﾗﾛｰﾑ）については葛西臨海公園において上水を使用して行われることから水質調査は行っていない。
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表 5-2-5 (3)  競技会場における水質調査結果（水浴場水質判定基準項目：平成 24 年度） 

調査 
地点 

会場 競技 時期 
ふん便性 

大腸菌群数
(個/100mL)

ＣＯＤ 
(mg/L) 

透明度 
(m) 

油膜の有無

お台場 
海浜 
公園 

お台場
海浜公
園 

トライアス
ロン/パラ
トライアス
ロン 
水泳（マラ
ソン 10km） 

7 月 24 日 250 5.1 1.1 なし 

7 月 25 日 84 5.9 1.2 なし 

7 月 26 日 32 5.8 0.9 なし 

7 月 27 日 36 6.4 0.8 なし 

7 月 28 日 94 6.1 0.9 なし 

7 月 29 日 52 7.5 0.9 なし 

7 月 30 日 32 7.8 0.7 なし 

7 月 31 日 66 5.9 1.0 なし 

8 月 1 日 14 4.9 1.3 なし 

8 月 2 日 76 5.0 1.1 なし 

8 月 3 日 14 4.7 1.2 なし 

8 月 4 日 22 5.3 1.1 なし 

8 月 5 日 44 4.9 1.0 なし 

8 月 6 日 78 5.3 1.5 なし 

8 月 7 日 22,000 4.5 1.6 なし 

8 月 8 日 2,800 5.2 1.4 なし 

8 月 9 日 1,300 5.6 1.5 なし 

中央 
防波堤
外側 
東西 
水路 

海の森
水上競
技場 

カヌー（ス
プリント）/
パラカヌー 
ボート 

7 月 24 日 35 5.5 1.0 なし 

7 月 25 日 9 6.4 1.6 なし 

7 月 26 日 17 5.9 0.9 なし 

7 月 27 日 10 6.3 0.7 なし 

7 月 28 日 24 5.5 1.0 なし 

7 月 29 日 18 5.8 1.1 なし 

7 月 30 日 12 5.0 1.2 なし 

7 月 31 日 140 4.6 1.1 なし 

8 月 1 日 9 4.8 1.6 なし 

8 月 2 日 <6 5.9 0.8 なし 

8 月 3 日 6 4.4 1.2 なし 

8 月 4 日 5 4.7 1.2 なし 

8 月 5 日 19 4.3 1.7 なし 

8 月 6 日 7 5.1 1.5 なし 

8 月 7 日 4,700 4.8 1.5 なし 

8 月 8 日 770 4.4 1.6 なし 

8 月 9 日 56 4.4 2.1 なし 

注 1）表層海面下 0.5ｍで採水した。各調査地点とも３地点で実施した調査結果の平均値を示した。 

注 2）水浴場水質基準は、同一水浴場における平均値で評価する。 

注 3）網掛は、水浴場水質基準超過を示す。 

注 4）カヌー（ｽﾗﾛｰﾑ）については葛西臨海公園において上水を使用して行われることから水質調査は行っていない。
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表 5-2-5 (4)  競技会場における水質調査結果（水浴場水質判定基準項目：平成 24 年度） 

調査 
地点 

会場 競技 時期 
ふん便性 

大腸菌群数
(個/100mL)

ＣＯＤ 
(mg/L) 

透明度 
(m) 

油膜の有無

若洲海
浜公園 

若洲オ
リンピ
ックマ
リーナ 

セーリング 

7 月 24 日 49 4.6 1.4 なし 

7 月 25 日 11 5.6 1.4 なし 

7 月 26 日 21 5.3 1.2 なし 

7 月 27 日 16 6.4 0.8 なし 

7 月 28 日 29 5.2 1.0 なし 

7 月 29 日 15 6.1 1.1 なし 

7 月 30 日 19 5.4 1.2 なし 

7 月 31 日 90 5.2 1.1 なし 

8 月 1 日 35 4.1 1.5 なし 

8 月 2 日 28 4.3 0.9 なし 

8 月 3 日 22 4.1 1.4 なし 

8 月 4 日 7 4.5 1.3 なし 

8 月 5 日 19 3.9 1.8 なし 

8 月 6 日 9 3.9 1.9 なし 

8 月 7 日 21,000 4.6 1.5 なし 

8 月 8 日 850 4.5 1.8 なし 

8 月 9 日 57 4.1 2.1 なし 

浦安沖 

若洲オ
リンピ
ックマ
リーナ 

セーリング 

7 月 24 日 21 5.5 1.2 なし 

7 月 25 日 13 5.7 1.2 なし 

7 月 26 日 29 4.8 1.2 なし 

7 月 27 日 18 5.4 0.9 なし 

7 月 28 日 53 4.3 1.7 なし 

7 月 29 日 30 5.4 1.2 なし 

7 月 30 日 27 4.4 1.9 なし 

7 月 31 日 240 3.7 1.9 なし 

8 月 1 日 41 3.5 2.0 なし 

8 月 2 日 89 4.3 1.2 なし 

8 月 3 日 11 3.8 1.5 なし 

8 月 4 日 <2 4.0 1.9 なし 

8 月 5 日 5 4.2 1.6 なし 

8 月 6 日 23 4.1 2.0 なし 

8 月 7 日 49 4.1 1.8 なし 

8 月 8 日 91 3.4 2.4 なし 

8 月 9 日 12 3.3 3.0 なし 

注 1）表層海面下 0.5ｍで採水した。各調査地点とも３地点で実施した調査結果の平均値を示した。 

注 2）水浴場水質基準は、同一水浴場における平均値で評価する。 

注 3）網掛は、水浴場水質基準超過を示す。 

注 4）カヌー（ｽﾗﾛｰﾑ）については葛西臨海公園において上水を使用して行われることから水質調査は行っていない。
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表 5-2-5(5)  競技会場における水質調査結果（放射性物質：平成 24 年度） 

調査 
地点 

会場 競技 時期 

放射性 
ヨウ素 131 
（Bq/L） 

放射性 
セシウム 134 
（Bq/L） 

放射性 
セシウム 137 
（Bq/L） 

上
層 

下
層 

直
上
水 

上
層 

下
層 

直
上
水 

上
層 

下
層 

直
上
水 

お台場 
海浜 
公園 

お台場
海浜公
園 

トライアス
ロン/パラ
トライアス
ロン 
水泳（マラ
ソン 10km） 

7 月 9 日 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

7 月 18 日 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

8 月 15 日 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

8 月 23 日 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

9 月 7 日 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

9 月 14 日 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

中央 
防波堤
外側 
東西 
水路 

海の森
水上競
技場 

カヌー（ス
プリント）/
パラカヌー
ボート 
 

7 月 9 日 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

7 月 18 日 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

8 月 15 日 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

8 月 23 日 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

9 月 7 日 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

9 月 14 日 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

若洲海
浜公園 

若洲オ
リンピ
ックマ
リーナ 

セーリング 

7 月 9 日 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

7 月 18 日 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

8 月 15 日 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

8 月 23 日 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

9 月 7 日 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

9 月 14 日 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

浦安沖 

若洲オ
リンピ
ックマ
リーナ 

セーリング 

7 月 9 日 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

7 月 18 日 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

8 月 15 日 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

8 月 23 日 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

9 月 7 日 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

9 月 14 日 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

  
注）採取層はそれぞれ、上層：海面下 0.5ｍ、下層：海底面上 1.0ｍ、直上水：海底面直上、での採取を示す。 
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表 5-2-5(6)  競技会場における底質調査結果（放射性物質：平成 24 年度） 

調査 
地点 

会場 競技 時期 
放射性 

ヨウ素 131 
（Bq/kg） 

放射性 
セシウム 134 
（Bq/kg） 

放射性 
セシウム 137
（Bq/kg） 

お台場 
海浜 
公園 

お台場
海浜公
園 

トライアス
ロン/パラ
トライアス
ロン 
水泳（マラ
ソン 10km） 

7 月 9 日 満潮時 <9.4 19 27 

7 月 18 日 満潮時 <13 21 36 

8 月 15 日 満潮時 <12 19 31 

8 月 23 日 満潮時 <14 44 76 

9 月 7 日 満潮時 <12 17 27 

9 月 14 日 満潮時 <12 <13 27 

 
防波堤
外側 
東西 
水路 

海の森
水上競
技場 

カヌー（ス
プリント）/
パラカヌー
ボート 
 

7 月 9 日 満潮時 <13 41 59 

7 月 18 日 満潮時 <13 34 54 

8 月 15 日 満潮時 <15 50 87 

8 月 23 日 満潮時 <17 34 66 

9 月 7 日 満潮時 <19 70 120 

9 月 14 日 満潮時 <15 39 66 

若洲海
浜公園 

若洲オ
リンピ
ックマ
リーナ 

セーリング 

7 月 9 日 満潮時 <13 73 130 

7 月 18 日 満潮時 <17 120 170 

8 月 15 日 満潮時 <20 140 240 

8 月 23 日 満潮時 <17 140 250 

9 月 7 日 満潮時 <16 120 200 

9 月 14 日 満潮時 <18 130 220 

浦安沖 

若洲オ
リンピ
ックマ
リーナ 

セーリング 

7 月 9 日 満潮時 <24 55 92 

7 月 18 日 満潮時 <16 60 100 

8 月 15 日 満潮時 <29 52 71 

8 月 23 日 満潮時 <34 77 130 

9 月 7 日 満潮時 <25 47 62 

9 月 14 日 満潮時 <31 37 63 

  

 

放射性物質汚染対処特措法に基づく指定基準(1) 

放射性物質の種類 指定基準 
放射性セシウム 

（セシウム 134 及び
137 の合計） 

8,000Bq/kg 

(1) 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された

放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則(平成 23 年 12 月 14 日環境省令第

33 号)第 14 条による。 

(2) 事故由来放射性物質による汚染状態が視程基準を超える廃棄物は、「指定廃棄物」として環境大臣が指定

を行い、国の責任において処理することとなっている。 

 

メ モ 

注）海底面表層を採取した。各調査地点とも３地点で実施した調査結果の平均値を示した。 
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5-2-2  予測評価（会場別） 

(1) 評価の指標及び目安 

会場別検討における評価の指標及び目安は、表 5-2-6 に示すとおりである。 

 

表 5-2-6  評価の指標及び目安 

評価の指標 評価の基準 
評価の目安 

－２ －１ ０ ＋１ ＋２ 

汚濁負荷 
(COD ､ T-N ､
T-P ､ BOD ､ SS
等)の排出量 

汚濁負荷物
質排出の有
無、汚染増
大の可能性 

水質環境へ
の影響が懸
念される排
出量であり、
かつ継続性
がある 

水質環境へ
の影響が懸
念される排
出量である
が、一過性の
負荷にとど
まる 

水質環境へ
の影響（現況
濃度を悪化
させる）が懸
念されない
排出量であ
る 

排出量が削
減される 

高度な技術
の適用によ
り大幅に削
減される 

 

(2) 予測評価の方法 

会場別には、開催前（工事の実施による影響）、開催中（施設の存在による影響）、開催中

（競技の実施による影響）、開催後（工事の実施による影響）、開催後（後利用による影響）

における汚濁負荷の排出量について予測評価の検討を行った。 

それぞれの時期における予測評価の方法は、表 5-2-7 に示すとおりである。 

 

表 5-2-7  予測評価方法（会場別） 

予測評価の時期 予測評価の方法 

開催前 
工事の実施によ

る影響 

工事の実施に伴う COD、T-N、T-P、BOD、SS に係わる汚濁負荷物質の排

出の可能性について定性的に予測評価を行った。 

開催中 

施設の存在によ

る影響 

いずれの会場においても、施設が存在することにより汚濁負荷物質を排

出するような要因は想定できないことから、予測評価の対象外とした。 

競技の実施によ

る影響 

各会場における競技の実施において、選手、大会関係者、観客による施

設の利用に伴うし尿等の汚水による汚濁負荷物質の排出の可能性につい

て定性的に予測評価を行った。 

開催後 

工事の実施によ

る影響 

開催前（工事の実施による影響）と同様、仮設の撤去等に係る工事の実

施に伴う COD、T-N、T-P、BOD、SS に係わる汚濁負荷物質の排出の可能性

について定性的に予測評価を行った。 

後利用による影

響 

開催中（競技の実施による影響）と同様、選手、大会関係者、観客等に

よる各会場内の施設の利用に伴うし尿等の汚水による汚濁負荷物質の排

出の可能性について定性的に予測評価を行った。 
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(3) 予測評価の結果 

1)  開催前（工事の実施による影響） 

①  一次評価 

開催前の工事の実施による影響について、工事（恒久施設、仮設の建設工事）の実施に

よる汚濁負荷物質の排出の有無・程度について予測評価を行った。 

全会場における工事の内容は、表 5-2-8(p5-2-27)に示すとおりであり、水域での工事を

実施する会場は海の森水上競技場、若洲オリンピックマリーナの２会場のみである。 

なお、予測評価の対象とする会場は、既存施設の内装工事のみを実施し水質に係る汚濁

負荷物質の排出はほとんどないと想定される東京国際フォーラムを除く 38 会場とした。 

陸域のみにおける工事について、土地の改変等を伴う恒久施設の建設工事を行うオリン

ピックスタジアム等の 14 会場では、工事の実施により汚濁負荷物質の排出が想定されるも

のの、工事区域内で発生した排水等は濁りを取り除く等の処理を行い公共下水道への排除

基準を満足する水質にした上で公共下水道に排出する、もしくは工事区域内の水処理施設

において処理を行った後に公共用水域に排水する等の排水処理対応を実施するため、周辺

の海域や河川等の公共用水域の水質（COD、BOD、SS、T-N、T-P）を悪化させることはない

ものと予測した。なお、分流式下水道地域内の臨海部 10 会場については、工事排水は汚水

として下水道に排水するため周辺海域の水質を大きく悪化させることはないものと予測し

た。また、表面雨水については雨水管に排水された場合には未処理で公共用水域に排出さ

れてしまうため、雨水管に排水しないように対策を行う、汚水として下水道に排水する、

工事区域内の水処理施設で処理する等の排水処理対応を実施するため、周辺海域の水質を

大きく悪化させることはないものと予測した。 

仮設工事のみを行い土地の改変等を伴うような大規模な工事は実施しない東京体育館等

の 22 会場については、工事の実施により汚濁負荷物質の排出はないものと想定できること

から、周辺の海域や河川等の公共用水域の水質を悪化させることはないものと予測した。 

海の森水上競技場、若洲オリンピックマリーナの２会場については、陸域における工事

によって工事区域内で発生した排水等は、他の会場と同様、適切な処理を行った上で公共

下水道に排出することから汚濁負荷物質の公共用水域への直接的な排出はなく、周辺の海

域や河川等の水質を悪化させることはない。しかし、表 5-2-9(p5-2-27)に示すとおり水域

工事を行うため、工事の実施に伴って発生する濁りが周辺海域の水質等に影響を及ぼす可

能性があるものと予測した。なお、COD、T-N、T-P については、工事内容から、工事に伴

って周辺海域の水質（COD、T-N、T-P）を悪化させることはないものと予測した。 

また、いずれの会場においても工事関係者等の活動に伴うし尿等の汚水については、公

共下水道等に排出し適切に処理することから、周辺の海域や河川等の公共用水域の水質を

悪化させることはないものと予測した。 

したがって、水域における工事を実施する海の森水上競技場、若洲オリンピックマリー

ナの２会場と東京国際フォーラムを除く 36 会場の評価結果はいずれも「０」とし、海の森

水上競技場、若洲オリンピックマリーナの２会場は、水域工事の実施に伴う濁りによる周

辺海域の水質への影響が想定されるものの、工事期間中の一時的な影響にとどまることか

ら、評価結果はいずれも「－１」とした。 
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表 5-2-8  各会場における工事の内容による区分 

工事内容区分 会場名（会場 No.） 

陸域における屋外工事のみを実

施し、土地の改変を伴うような

恒久施設の建設工事を行い、水

域における工事は実施しない 

■合流式下水道処理区域 

オリンピックスタジアム(国立霞ヶ丘競技場)(No.1)、日本武道館

(No.4)、葛西臨海公園(No.22)、武蔵野の森総合スポーツ施設 

(No.29)  

■分流式下水道処理区域 

有明アリーナ(No.8)、有明テニスの森(No.12)、大井ホッケー競

技場(No.17)、夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ (No.23,24)、

夢の島公園(No.25)、オリンピックアクアティクスセンター

(No.27)、ウォーターポロアリーナ(No.28)、選手村(OV)、東京ビ

ッグサイト(IBC/MPC) 

計 14 会場

陸域における屋外の工事のみを

実施し、土地の改変を伴わない

仮設の建物の建設工事のみを行

い、水域における工事は実施し

ない 

東京体育館(No.2)、国立代々木競技場(No.3)、皇居外苑(No.5)、

国技館(No.7)、有明ＢＭＸコース (No.9)、有明ベロドローム 

(No.10)、有明体操競技場 (No.11)、お台場海浜公園(No.13)、潮

風公園(No.14)、東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂ(No.15,16)、

海の森クロスカントリーコース(No.18)、海の森マウンテンバイ

クコース(No.20)、夢の島競技場(No.26)、東京スタジアム

(No.30)、武蔵野の森公園(No.31)、陸上自衛隊朝霞訓練場

(No.32)、霞ヶ関カンツリー倶楽部(No.33)、札幌ドーム(No.34) 、

宮城スタジアム(No.35)、埼玉スタジアム 2002(No.36)、横浜国

際総合競技場(No.37) 

計 22 会場

陸域における屋外工事の他、水

域における工事を実施する 

海の森水上競技場(No.19)、若洲オリンピックマリーナ(No.21) 

計２会場

陸域、水域における屋外工事は

実施しない（内装工事のみ） 

東京国際フォーラム(No.6) 

計１会場

注）土地改変を行う会場については、当該下水道処理区域を想定し、排除方式を記載した。 

 

表 5-2-9  水域工事を行う会場の工事内容 

会場名(会場 No.) 工事の内容 

海の森水上競技場(No.19) ・陸域においては、プレハブ等の仮設の建物の建設工事を行う。

・水域においては、恒久施設である桟橋を既存護岸の前面に建設

するとともに、既存護岸の一部を取り除いて内側に水が通るよう

にした新たな水路を建設する工事を行う。 

若 洲 オ リ ン ピ ッ ク マ リ ー ナ

(No.21) 

・陸域においては、土地の改変（整地）を伴う恒久施設の建設工

事を行う。 

・恒久施設であるヨット係留施設を設置するとともに、係留場へ

の波の侵入を防止するための防波堤を建設する工事を行う。 

 

②  ミティゲーション 

一次評価の結果、予測の対象とした 38 会場のうち、海の森水上競技場、若洲オリンピッ

クマリーナの２会場を除く 36 会場は、工事の実施に伴う汚濁負荷物質の排出が想定される

場合には排水を適切に処理するなどして公共下水道に排出することや、工事の内容からみ

て工事の実施に伴う汚濁負荷物質の排出はないことから、周辺海域や河川等の公共用水域

に大きな影響を及ぼすものではないと予測した。 
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したがって、現時点でミティゲーションは想定していないが、実施段階においては工事

計画等の具体化に併せ、工事の実施による汚濁負荷物質の排出を削減するための対策等に

ついて検討を行う。 

海の森水上競技場、若洲オリンピックマリーナの２会場は、陸域工事については他の会

場と同様、周辺海域や河川等の公共用水域に大きな影響を及ぼすものではないと予測した

ことから、現時点でのミティゲーションは想定していないが、実施段階における工事計画

等の具体化に併せて汚濁負荷物質の排出を削減するための対策等について検討を行う。一

方、水域工事については、工事に伴って発生する濁りによる周辺海域への影響が予測され

たことから、濁りによる影響の低減を目的として実施することを想定した。ミティゲーシ

ョンの内容は、表 5-2-10 に示すとおりである。 

 

表 5-2-10  濁りによる影響の低減に関するミティゲーションの内容 

会場名 ミティゲーションの内容 

海の森水上競技場 

 

若洲オリンピックマ

リーナ 

・ 濁りの発生する工事を実施する際には、工事水域周辺に汚濁防

止膜を展張し、濁りの拡散を抑制するなど、濁りの発生の少な

い工法を採用して工事を行う。 

・ 水域における工事を実施する際には、濁りの監視調査を行い、

工事水域から高濃度の濁りが発生していないかを確認し、高濃

度の濁りが発生している場合には工事を一時中断するなどの対

策を講ずる。 

 

③  二次評価 

一次評価の結果、海の森水上競技場、若洲オリンピックマリーナの２会場を除く 36 会場

は、工事の実施に伴う汚濁負荷物質の排出が想定されるが排水を適切に処理するなどして

公共下水道に排出することや、工事の内容からみて工事の実施に伴う汚濁負荷物質の排出

はないことから、周辺海域や河川等の公共用水域に大きな影響を及ぼすものではないと予

測されたことから、現時点でミティゲーションは想定していない。 

したがって、各会場の評価結果は一次評価と同様、いずれも「０」とした。 

また、海の森水上競技場、若洲オリンピックマリーナの２会場については、一次評価の

結果、工事期間中の一時的なものではあるものの水域工事の際に発生する濁りによる周辺

海域への影響が予測されたことから「－１」と評価したが、濁りによる影響を低減するこ

とを目的としたミティゲーションを実施することにより、周辺海域の水質への影響は低減

できるものと予測した。 

したがって、各会場の評価結果はいずれも「０」とした。 

 

2)  開催中（競技の実施による影響） 

①  一次評価 

開催中の競技の実施による影響について、各会場における施設の利用に伴う汚濁負荷物

質の排出の有無・程度について、すべての会場を対象として予測評価を行った。 

競技の実施の際に、各会場における施設の利用に伴って排出されるし尿等の汚水につい

ては、公共下水道への排除基準に適合するように処理等を行った上で公共下水道に排出す

ることから、施設の利用に伴う汚濁負荷物質の公共用水域への直接的な排出はなく、周辺

海域や河川等の公共用水域の水質を悪化させることはないものと予測した。 
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したがって、各会場の評価結果はいずれも「０」とした。 

 

②  ミティゲーション 

一次評価の結果、すべての会場において、施設の利用に伴う汚濁負荷物質の公共用水域

への直接的な排出はなく、周辺の海域や河川等の公共用水域の水質を悪化させることはな

いと予測した。 

したがって、現時点でミティゲーションは想定していないが、実施段階においては計画

の具体化に併せ、競技の実施に伴う汚濁負荷物質の排出を削減するための対策等について

検討を行う。 

 

③  二次評価 

一次評価の結果、すべての会場において、施設の利用に伴う汚濁負荷物質の公共用水域

への直接的な排出はなく、周辺海域や河川等の公共用水域の水質を悪化させることはない

と予測されたことから、現時点でミティゲーションは想定していない。 

したがって、各会場の評価結果は一次評価と同様、いずれも「０」とした。 

 

3)  開催後（工事の実施による影響） 

①  一次評価 

開催後の工事の実施による影響について、各会場における仮設建物の撤去等工事の実施

に伴う汚濁負荷物質の排出の有無・程度について、撤去工事を実施しない東京国際フォー

ラムを除く 38 会場を対象として予測評価を行った。 

各会場における仮設の撤去工事の内容は、主にプレハブや仮設スタンド（観客席）の撤

去である。また、一部の会場では仮設建物の撤去後に一時的に移植・保管した植物等の復

元（植え直し）等の工事が行われるが、これらの工事に伴って汚濁負荷物質の排出は想定

されないことから、汚濁負荷物質の公共用水域への直接的な排出はなく、周辺海域や河川

等の公共用水域の水質（COD、BOD、SS、T-N、T-P）を悪化させることはないものと予測し

た。 

また、仮設撤去工事等の工事関係者の活動に伴うし尿等の汚水についても、公共下水道

等に排出し適切に処理することから、汚濁負荷物質の公共用水域への直接的な排出はなく、

周辺海域や河川等の公共用水域の水質（COD、BOD、SS、T-N、T-P）を悪化させることはな

いものと予測した。 

なお、海の森水上競技場、若洲オリンピックマリーナの２会場における水域施設はいず

れも恒久施設であることから水域における撤去工事等は行わない。 

したがって、各会場における評価結果はいずれも「０」とした。 

 

②  ミティゲーション 

一次評価の結果、工事の実施に伴う汚濁負荷物質の公共用水域への直接的な排出はなく、

周辺海域や河川等の公共用水域の水質を悪化させることはないと予測した。 

したがって、現時点でミティゲーションは想定していない。 

 

③  二次評価 

一次評価の結果、工事の実施に伴う汚濁負荷物質の公共用水域への直接的な排出はなく、



 5-2-30

周辺海域や河川等の公共用水域の公共用水域の水質を悪化させることはないと予測された

ことから、現時点でミティゲーションは想定していない。 

したがって、各会場における評価結果は一次評価と同様、いずれも「０」とした。 

 

4)  開催後（後利用による影響） 

①  一次評価 

開催後の後利用による影響について、各会場における施設の利用に伴う汚濁負荷物質の

排出の有無・程度について、開催中は仮設会場であった皇居外苑(No.5)、有明ＢＭＸコー

ス (No.9)、有明ベロドローム (No.10)、有明体操競技場 (No.11)、お台場海浜公園(No.13)、

潮風公園(No.14)、海の森クロスカントリーコース(No.18)、海の森マウンテンバイクコー

ス(No.20)、武蔵野の森公園(No.31)、陸上自衛隊朝霞訓練場(No.32)の 10 会場を除く 29

会場のうち、競技の開催中に恒久施設を建設（改築・改修を含む）する 15 会場を対象とし

て予測評価を行った。なお、日本武道館については競技の開催中に恒久施設を建設する会

場ではあるが、恒久施設のイベント開催会場等としての一般利用は想定していないことか

ら予測評価の対象外とした。 

競技の実施やイベント等の開催時に、各会場における施設の利用に伴って排出される汚

水等のうち、競技に使用したプール排水等の汚水については、開催中と同様、公共下水道

への排除基準に適合するように処理等を行った上で公共下水道に排出することから、汚濁

負荷物質の公共用水域への直接的な排出はなく、周辺海域や河川等の公共用水域の水質を

悪化させることはないものと予測した。 

したがって、各会場の評価結果はいずれも「０」とした。 

 

②  ミティゲーション 

一次評価の結果、いずれの会場においても、各会場における施設の利用に伴う汚濁負荷

物質の公共用水域への直接的な排出はなく、周辺の海域や河川等の公共用水域の水質を悪

化させることはないと予測した。 

したがって、現時点でミティゲーションは想定していない。 

 

③  二次評価 

一次評価の結果、各会場における施設の利用に伴う汚濁負荷物質の公共用水域への直接

的な排出はなく、周辺の海域や河川等の公共用水域の水質を悪化させることはないものと

予測されたことから、現時点でミティゲーションは想定していない。 

したがって、各会場における評価結果は一次評価と同様、いずれも「０」とした。 

 

(4) 評価結果の総括 

各会場に対する評価結果は、表 5-2-11(p5-2-31)に示すとおりである。 

工事の実施に伴う排水や施設の利用に伴うし尿等の汚水は、適切に処理するなどして公共

下水道に排出することから汚濁負荷物質の公共用水域への直接的な排出はなく、公共用水域

の水質を悪化させることはない。さらに、水域の工事に伴って発生する濁りについては、濁

りによる周辺海域への影響を低減するためのミティゲーションを実施することにより影響は

低減されることから、二次評価は、すべての会場で「０」となる。 
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表 5-2-11  各会場に対する水質の評価結果総括表

 
  

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

1 オリンピックスタジアム(国立霞ヶ丘競技場) 0 － 0 0 0 0 － 0 0 0

2 東京体育館 0 － 0 0 － 0 － 0 0 －

3 国立代々木競技場 0 － 0 0 － 0 － 0 0 －

4 日本武道館 0 － 0 0 － 0 － 0 0 －

5 皇居外苑 0 － 0 0 0 － 0 0

6 東京国際フォーラム － － 0 － － － － 0 － －

7 国技館 0 － 0 0 － 0 － 0 0 －

8 有明アリーナ 0 － 0 0 0 0 － 0 0 0

9 有明ＢＭＸコース 0 － 0 0 0 － 0 0

10 有明ベロドローム 0 － 0 0 0 － 0 0

11 有明体操競技場 0 － 0 0 0 － 0 0

12 有明テニスの森 0 － 0 0 0 0 － 0 0 0

13 お台場海浜公園 0 － 0 0 0 － 0 0

14 潮風公園 0 － 0 0 0 － 0 0

15～16 東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂ 0 － 0 0 － 0 － 0 0 －

17 大井ホッケー競技場 0 － 0 0 0 0 － 0 0 0

18 海の森クロスカントリーコース 0 － 0 0 0 － 0 0

19 海の森水上競技場 -1 － 0 0 0 0 － 0 0 0

20 海の森マウンテンバイクコース 0 － 0 0 0 － 0 0

21 若洲オリンピックマリーナ -1 － 0 0 0 0 － 0 0 0

22 葛西臨海公園 0 － 0 0 0 0 － 0 0 0

23～24 夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ 0 － 0 0 0 0 － 0 0 0

25 夢の島公園 0 － 0 0 0 0 － 0 0 0

26 夢の島競技場 0 － 0 0 － 0 － 0 0 －

27～28
オリンピックアクアティクスセンター
ウォーターポロアリーナ

0 － 0 0 0 0 － 0 0 0

29 武蔵野の森総合スポーツ施設 0 － 0 0 0 0 － 0 0 0

30 東京スタジアム 0 － 0 0 － 0 － 0 0 －

31 武蔵野の森公園 0 － 0 0 0 － 0 0

32 陸上自衛隊朝霞訓練場 0 － 0 0 0 － 0 0

33 霞ヶ関カンツリー倶楽部 0 － 0 0 － 0 － 0 0 －

34 札幌ドーム 0 － 0 0 － 0 － 0 0 －

35 宮城スタジアム 0 － 0 0 － 0 － 0 0 －

36 埼玉スタジアム2002 0 － 0 0 － 0 － 0 0 －

37 横浜国際総合競技場 0 － 0 0 － 0 － 0 0 －

OV 選手村 0 － 0 0 0 0 － 0 0 0

IBC/MPC 東京ビッグサイト(IBC/MPC) 0 － 0 0 0 0 － 0 0 0

開催中 開催後 開催前 開催中 開催後

会場 評価点(一次) 評価点(二次)

No. 名称

開催前

※会場 No は、表 1-3-37（p1-85～1-86）に示す会場 No を表す。 
 
※評価点の目安は以下のとおりである。 

+2: 大きなプラスの影響       -1: ある程度のマイナスの影響 

+1: ある程度のプラスの影響     -2: 大きなマイナスの影響 

0: 中立 
 
－ : 予測評価の検討において対象外とした影響 

■ : 網掛けは非該当項目のため対象外とした影響 
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5-2-3  予測評価（競技別） 

(1) 評価の指標及び目安 

競技別検討における評価の指標及び目安は、表 5-2-12 に示すとおりである。 
 

表 5-2-12  評価の指標及び目安 

評価の指

標 

評価の基

準 

評価の目安 

－２ －１ ０ ＋１ ＋２ 
汚濁負荷 
(COD ､ T-N ､
T-P､BOD､SS
等)の排出
量 

汚濁負荷物
質排出の有
無、汚染増
大の可能性

水質環境への
影響が懸念さ
れる排出量で
あり、かつ継
続性がある 

水質環境への
影響が懸念さ
れる排出量で
あるが、一過
性の負荷にと
どまる 

水質環境への
影響（現況濃
度を悪化させ
る）が懸念さ
れない排出量
である 

排出量が削減
される 

高度な技術の
適用により大
幅に削減され
る 

ふん便性大
腸菌群数,
油 膜 の 有
無 ,COD の
濃度,透明
度（水浴場
水質判定基
準項目） 

競技に応じ
た水質（水
浴場水質判
定基準の適
合等） 

アスリートに
大きな影響が
ある水質（絶
えず水浴場水
質判定基準の
「不適」等）
である 

アスリートに
影響がある水
質（水浴場水
質判定基準の
「不適」等と
なる場合もあ
る）である 

アスリートに
影響がない水
準の水質（絶
えず水浴場水
質判定基準の
「可」等）で
ある 

アスリートに
影響がない水
準を上回る水
質（水浴場水
質判定基準の
「適」等とな
る 場 合 も あ
る）である 

アスリートに
影響がない水
準を大きく上
回る水質（絶
えず水浴場水
質判定基準の
「適」等）で
ある 

放射性物質 競技に応じ
た水質（水
浴場水質判
定基準の適
合等） 

アスリートに
大きな影響が
ある水質（絶
えず水浴場水
質判定基準等
に適合してい
ない）である

アスリートに
影響がある水
質（水浴場水
質判定基準等
に適合しない
場合がある）
である 

アスリートに
影響がない水
準の水質（絶
えず水浴場水
質判定基準等
に適合してい
る）である 

アスリートに
影響がない水
準を上回る水
質（水浴場水
質判定基準等
よりも良好）
である 

アスリートに
影響がない水
準を大きく上
回る水質（水
浴場水質判定
基準等よりも
非常に良好）
である 

 

(2) 予測評価の方法 

競技別には、陸上競技（マラソン）、陸上競技（競歩）、自転車競技（ロード・レース）、ト

ライアスロン/パラトライアスロン、水泳（マラソン 10km）、カヌー（スプリント）/パラカ

ヌー、カヌー（スラローム）、ボート、セーリングの９競技を対象として、開催中（競技の実

施による影響）における汚濁負荷の排出量について予測評価を行った。 

また、水域を利用する競技を対象として、各競技会場の水質の競技者に対する影響につい

て予測評価を行った。 

予測評価の方法は、表 5-2-13 に示すとおりである。 
 

表 5-2-13  予測評価方法（競技別） 

予測評価の時期 予測評価の方法 

開催中 
競技の実施に
よる影響 

＜汚濁負荷の排出量＞ 
屋外競技の実施に伴う汚濁負荷物質の排出の有無・程度について定性的

に予測評価を行った。 
＜水浴場水質判定基準項目＞ 

トライアスロン/パラトライアスロン、水泳（マラソン 10km）、カヌー（ス
プリント）/パラカヌー、カヌー（スラローム）、ボート、セーリング競技
について、各競技会場の水質を水浴場における水質判定基準との比較によ
り、競技者に対して影響のない水質であるかどうかについて定性的に予測
評価を行った。 
＜放射性物質＞ 
 各競技会場の水質を水浴場の放射性物質に係る水質の目安値及び WHO の
飲料水水質ガイドラインと比較することにより、競技者に対して影響のな
い水質であるかどうかについて定性的に予測評価を行った。 

  



 5-2-33

(3) 予測評価の結果 

1)  開催中（競技の実施による影響） 

①  一次評価 

(ｲ) 汚濁負荷の排出量 

競技の実施に伴う汚濁負荷物質の排出の有無について予測評価を行った。 

競技の実施により、選手等の活動に伴うし尿等の汚水の排出が想定されるが、いずれの

場合においても、公共下水道に排出あるいは仮設トイレ等で適切に処理するため、競技の

実施に伴う汚濁負荷物質の公共用水域への直接的な排出はなく、競技会場周辺の海域や河

川等の公共用水域の水質を悪化させることはないものと予測した。 

また、水域施設における競技は競技者中心のものであり、競技を実施することによって

大きな濁り等が発生するものではないことから、競技会場周辺海域の水質に影響を及ぼす

ことはないものと予測した。 

したがって、各競技の評価結果はいずれも「０」とした。 

 

(ﾛ) 水浴場水質判定基準項目 

トライアスロン/パラトライアスロン、水泳（マラソン 10km）、カヌー（スプリント）/

パラカヌー、カヌー（スラローム）、ボート、セーリングを実施する各競技会場の水質が、

競技を実施する上で競技者にとって適した水質であるかどうかについて予測評価を行った。 

各競技における予測評価の結果は、表 5-2-14 に示すとおりである。 

 

表 5-2-14  屋外競技に対する水質の予測評価結果 

競技名 
評価結果 

(一次評価)
予測評価 

トライアスロン 
/パラトライアスロン 
水泳(マラソン 10km) 

－１ 
各競技会場における水質調査の結果（表 5-2-5（1）

～(4)(p5-2-19～22)）によると、ＣＯＤ及びふん便性大
腸菌群数が水浴場水質判定基準の「不適」となる場合が
あった。したがって、競技者が水中で競技するトライア
スロン/パラトライアスロン及び水泳(マラソン 10km)
については「－１」、また水上で競技するカヌー（スプ
リント）/パラカヌー、ボート、セーリングも水中に落
下する可能性があることから「－１」と評価した。 

カヌー（スプリント） 
/パラカヌー 
ボート 
セーリング 

－１ 

カヌー(スラローム) 

＋１ 

カヌー(スラローム)を実施する会場は、葛西海浜公園
内の施設であり、競技に使用する水は、上水を使用し、
水質を管理しており、競技者が水中に落下したとしても
良好な水質であると考えられため、「＋１」と評価した。

 

(ﾊ) 放射性物質 

トライアスロン/パラトライアスロン、水泳（マラソン 10km）、カヌー（スプリント）/

パラカヌー、カヌー（スラローム）、ボート、セーリングを実施する各競技会場の水質が、

競技を実施する上で競技者にとって適した水質であるかどうかについて予測評価を行った。 

各競技会場における水質調査の結果（表 5-2-5(5)(p5-2-23)）によると、水浴場の放射

性物質に係る水質の目安値及び WHO の飲料水水質ガイドラインのガイダンスレベルである

10Bq/kg（放射性セシウム）をいずれも下回っており、競技を実施する上で競技者に影響が

ないものと想定された。なお、適用可能な指針値等は現在設定されていないが、参考まで

に放射性ヨウ素（水質）は環境省「水浴場の放射性物質に関する指針について」での水浴
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場の水質の目安値 30Bq/L（放射性ヨウ素）、放射性セシウム（底質）は「放射性物質汚染

対策特措法」における廃棄物の基準値 8,000Bq/kg とそれぞれ比較したところ、測定値は目

安値等を下回っていた。 

したがって、各競技の評価結果はいずれも「０」とした。 

 

②  ミティゲーション 

(ｲ) 汚濁負荷の排出量 

一次評価の結果、いずれの競技においても、競技の実施に伴う排水が会場周辺の海域や

河川等の公共用水域の水質を悪化させることはないと予測した。 

したがって、現時点でミティゲーションは想定していない。 

 

(ﾛ) 水浴場水質判定基準項目 

トライアスロン/パラトライアスロン及び水泳(マラソン 10km)に対しては水中で競技を

実施することから「－１」と評価し、カヌー（スプリント）/パラカヌー、ボート及びセー

リングに対しては競技者が水中に落下する可能性があることから「－１」と評価した。ま

た、競技者が水中に落ちる可能性があるものの、上水を利用しているカヌー(スラローム)

に対しては「＋１」と評価した。 

トライアスロン/パラトライアスロン及び水泳(マラソン 10km)については競技者が水中

で競技するが、競技会場の現状のＣＯＤ及びふん便性大腸菌群数が水浴場水質判定基準に

適合していない場合があり、「－１」と評価した。このため、競技会場であるお台場海浜公

園の水質を改善することを目的として、表 5-2-15 に示すミティゲーションを実施する。 

カヌー（スプリント）/パラカヌー、ボート及びセーリングについては、競技者が水中に

落下する可能性があり、水浴場水質判定基準に適合していない場合があるため「－１」と

評価した。このため、東京都内湾全体に係る水質改善を目的として、東京都が計画してい

る 表 5-2-16 に示す取組をミティゲーションとして想定する。 

 

表 5-2-15  お台場海浜公園の水質改善に関するミティゲーションの内容 

会場名 ミティゲーションの内容 

お台場海浜公園 ・ 水質浄化施設の設置（生物付着基盤の設置など） 

・ 底質の改善（浚渫、覆砂など） 

・ 汚濁水の流入を防ぐ水中スクリーンの設置 など 

 

 表 5-2-16  東京内湾全体に係る水質改善に関するミティゲーションの内容 

対象地域 ミティゲーションの内容 

東京都内湾全域 ・ 下水施設における高度処理施設の設置 

・ 合流下水道越流水防止のための雨水貯留施設の整備 

・ 運河の汚泥浚渫 など 
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お台場海浜公園は、多くの都民が東京湾に親しみ、憩う場となっている。東京都では、

平成 19 年度から平成 21 年度にかけて、カキ等による水質浄化実験を行っている。また、

「2020 年の東京」では、お台場海浜公園の水質改善を今後の施策の一つに掲げ、2020 年に

は、水浴場水質判定基準(環境省)で水浴可となる水質を達成するなどを目指した水質改善

に向けたロードマップを作成し、これに基づいて、水質改善のための取り組みを着実に実

施することとしている。また、このような施策・取り組みは、「２０２０年の東京」への実

行プログラム２０１２ (平成23年12月、東京都)において以下のとおり具体化されている。 
 

「２０２０年の東京」への実行プログラム２０１２ (平成 23 年 12 月、東京都) 

事業名称：お台場海浜公園の重点的な水質改善  

事業期間：平成 24～26 年度（３か年） 

事業内容：赤潮などの侵入を抑制する水中スクリーンの設置、高濃度の酸素水の放流など

の水質改善実証試験を行い、効果の検証及び対策の検討を行う 

 

   また、「２０２０年の東京」への実行プログラム２０１２では、世界に誇るクリーンな都

市環境を創出するための施策の一環として東京都内湾全体の水質改善に対しても取り組み

を進めており、以下の通り具体化されている。 

「２０２０年の東京」への実行プログラム２０１２ (平成 23 年 12 月、東京都) 

事業名称：東京都内湾等の水質改善の取組を推進 

事業期間：平成 24～26 年度（３か年） 

事業内容：合流式下水道において大雨時の越流水を防止するための貯留施設の整備、下水

処理水に含まれる窒素やリンを除去し、富栄養化を防止のための高度処理施設

の整備、悪臭や生物生息環境の悪化原因となっている汚泥の浚渫 
 

 

「２０２０年の東京」における河川・東京湾の水質改善に関する施策の概要及びお台場

海浜公園の水質改善に関係する水質改善ロードマップ等を以下に示す。 

 

「２０２０年の東京」における河川・東京湾の水質改善に関する施策の概要等 

目 標 ２０２０年
の東京の姿 

これからの政策展開 

 
世界に
誇るク
リーン
な都市
環境を
創出す
る 

 
○ 「水の都
東京」の再
生に向けた
水質改善の
取組が進
み、川や海
などの水辺
空間 
が、都民に
より一層身
近なものと
なってい
る。 
 

＜河川・東京湾の水質改善＞ 
■河川や東京湾の水質改善を総合的・重層的に実施し、都民が憩い、多様な

生物が生息する水辺環境として再生する。 
 
・隅田川や多摩川などの河川において、都民が安心して水辺で憩い、楽しむ

ことのできる水辺環境を確保するため、水質や川底の環境を改善する。 
・中小河川や水路を、多様な生物が生息し、都民が水辺に触れ親しむ場とし

て再生するため、清流の復活や水辺環境の整備を推進する。 
・東京湾の水質改善の取組と成果を都民に分かりやすい指標で示していくと

ともに、水域ごとの水質改善の方向性を踏まえた効果的な取組をロードマ
ップに基づいて着実に推進していく。（次図 1 参照） 

・多くの都民が東京湾に親しみ、憩う場となっているお台場海浜公園の水質
改善を重点的に実施する。（次図 2 参照） 

・東京都内湾を、多様な生物が生息し、自然浄化機能を備えた海へと再生す
るため、湾内の水質や海底の環境を改善する。（次図 3 参照） 
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(ﾊ) 放射性物質 

一次評価の結果、トライアスロン/パラトライアスロン、水泳（マラソン 10km）、カヌー

（スプリント）/パラカヌー、カヌー（スラローム）、ボート、セーリングの競技会場周辺

の水質における放射性物質濃度はいずれも「水浴場の放射性物質の目安値」及び「WHO の

飲料水水質ガイドラインのガイダンスレベル」を下回っており、放射性物質による競技者

への影響がない水準であることから「０」と予測した。 

したがって、現時点でミティゲーションは想定していない。 

 

③  二次評価 

(ｲ) 汚濁負荷の排出量 

一次評価の結果、競技の実施により、選手等の活動等に伴うし尿等の汚水が、会場周辺

の海域や河川等の公共用水域の水質を悪化させることはないものと予測されたことから、

現時点でミティゲーションは想定していない。 

したがって、各競技の評価結果は一次評価と同様、いずれも「０」とした。 

 

(ﾛ) 水浴場水質判定基準項目 

各競技における予測評価の結果は、表 5-2-17 に示すとおりである。 

 

表 5-2-17  屋外競技に対する水質の予測評価結果 

競技名 
評価結果 

(二次評価) 
予測評価 

トライアスロン 

/パラトライアスロン 

水泳(マラソン 10km) 

 

０ 

競技会場の現状のＣＯＤ及びふん便性大腸菌群数が水浴場水質

判定基準を満足していない場合があったため、「－１」と評価した

が、競技会場であるお台場海浜公園の水質を改善することを目的

としたミティゲーションを実施することにより、周辺海域の水質

への影響は低減できるものと予測し、「０」と評価した。 

カヌー（スプリント） 

/パラカヌー 

ボート 

セーリング ０ 

競技会場の現状のＣＯＤ及びふん便性大腸菌群数が水浴場水質

判定基準を満足していない場合があり、水上で競技する種目であ

るものの水中に落下する可能性があることから、「－１」と評価し

たが、競技者が水中に落下する頻度は低いことが予測され、更に、

競技会場である東京内湾全体を対象とする水質改善の取組が進む

ことにより、周辺海域への水質への影響は低減できるものと予測

し、「０」と評価した。 

カヌー(スラローム) 

＋１ 

一次評価の結果、カヌー(スラローム)を実施する会場の水は、

上水を使用し、水質を管理することで競技者にとって良好な水質

が維持できるものと予測され、現時点でミティゲーションは想定

していない。 

したがって、評価結果は一次評価と同様、「＋１」とした。 

 

(ﾊ) 放射性物質 

一次評価の結果、いずれの競技会場周辺の水質における放射性物質濃度も「水浴場の放

射性物質の目安値」及び「WHO の飲料水水質ガイドラインのガイダンスレベル」を下回っ

ており、放射性物質によると競技者への影響がない水準であることから「０」と予測され

たことから、現時点でミティゲーションは想定していない。 

したがって、各競技の評価結果は一次評価と同様、いずれも「０」とした。 
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(4) 評価結果の総括 

1)  汚濁負荷の排出量 

各競技に対する評価結果は、表 5-2-18 に示すとおりである。 

選手等の活動に伴うし尿等の汚水は公共下水道等で適切に処理されることから、これら

の汚濁負荷物質が競技会場周辺の海域や河川等の公共用水域の水質を悪化させることはな

く、二次評価においてもすべての競技で「０」となる。 

 

 

表 5-2-18  各競技に対する水質の評価結果総括表（汚濁負荷の排出量） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

1 陸上競技（マラソン） 0 0

2 陸上競技（競歩） 0 0

3 自転車競技（ロード･レース） 0 0

4
トライアスロン/パラトライアスロ
ン

0 0

5 水泳（マラソン 10km） 0 0

6 カヌー（スプリント）/パラカヌー 0 0

7 カヌー（スラローム） 0 0

8 ボート 0 0

9 セーリング 0 0

開催前 開催中 開催後 開催前 開催中 開催後

競技 評価点(一次) 評価点(二次)

No. 名称

※競技 No は、表 1-3-38（p1-87）に示す競技 No を表す。 
 
※評価点の目安は以下のとおりである。 

+2: 大きなプラスの影響       -1: ある程度のマイナスの影響 

+1: ある程度のプラスの影響     -2: 大きなマイナスの影響 

0: 中立 
 
－ : 予測評価の検討において対象外とした影響 

■ : 網掛けは非該当項目のため対象外とした影響 
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2)  水浴場水質判定基準項目 

各競技に対する評価結果は、表 5-2-19 に示すとおりである。 

カヌー（スラローム）を除く競技会場の水質は、現状の水質が水浴場水質判定基準を満

足していない場合があるため、一次評価では「－１」となるが、水質浄化対策等のミティ

ゲーションを行うことなどにより水質を改善できるため、二次評価ではすべて「０」と評

価する。 

カヌー（スラローム）は上水を使用し競技者にとって良好な水質が維持されることから、

二次評価においても「＋１」となる。 

 

表 5-2-19  各競技に対する水質の評価結果総括表（水浴場水質判定基準項目） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

1 陸上競技（マラソン） － －

2 陸上競技（競歩） － －

3 自転車競技（ロード･レース） － －

4
トライアスロン／パラトライアス
ロン

-1 0

5 水泳（マラソン 10km） -1 0

6
カヌー（スプリント）／パラカ
ヌー

-1 0

7 カヌー（スラローム） +1 +1

8 ボート -1 0

9 セーリング -1 0

開催後

競技 評価点(一次) 評価点(二次)

No. 名称

開催前 開催中 開催後 開催前 開催中

※競技 No は、表 1-3-38（p1-87）に示す競技 No を表す。 
 
※評価点の目安は以下のとおりである。 

+2: 大きなプラスの影響       -1: ある程度のマイナスの影響 

+1: ある程度のプラスの影響     -2: 大きなマイナスの影響 

0: 中立 
 
－ : 予測評価の検討において対象外とした影響 

■ : 網掛けは非該当項目のため対象外とした影響 
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3)  放射性物質 

各競技に対する評価結果は、表 5-2-20 に示すとおりである。 

いずれの競技会場周辺の水質における放射性物質濃度も「水浴場の放射性物質の目安値」

及び「WHO の飲料水水質ガイドラインのガイダンスレベル」を下回っており、放射性物質

による競技者への影響がない水準であることから「０」となる。 

なお、今後、競技会場周辺の底質等において、放射性物質による局所的な汚染箇所が確

認された場合は、安全対策・環境対策、関係機関への連絡、汚染状況・原因把握のための

調査、必要に応じ、掘削除去・覆砂等の措置の検討・実施、効果確認のためのモニタリン

グ等を適切に対応することで、競技者への影響を防止する。 

 

表 5-2-20  各競技に対する水質の評価結果総括表（放射性物質） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

1 陸上競技（マラソン） － －

2 陸上競技（競歩） － －

3 自転車競技（ロード･レース） － －

4
トライアスロン/パラトライアスロ
ン

0 0

5 水泳（マラソン 10km） 0 0

6 カヌー（スプリント）/パラカヌー 0 0

7 カヌー（スラローム） 0 0

8 ボート 0 0

9 セーリング 0 0

開催中 開催後 開催前 開催中 開催後

競技 評価点(一次) 評価点(二次)

No. 名称

開催前

※競技 No は、表 1-3-38（p1-87）に示す競技 No を表す。 
 
※評価点の目安は以下のとおりである。 

+2: 大きなプラスの影響       -1: ある程度のマイナスの影響 

+1: ある程度のプラスの影響     -2: 大きなマイナスの影響 

0: 中立 
 
－ : 予測評価の検討において対象外とした影響 

■ : 網掛けは非該当項目のため対象外とした影響 
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5-3  土壌 

5-3-1  現況 

(1) 要措置区域等の設定状況 

東京都（八王子市及び町田市を除く）では土壌汚染対策法第６条第１項及び同法第 11 条第

1 項の規定に基づき、平成 24 年５月 31 日現在、表 5-3-1(p5-3-2～p5-3-6)に示す 17 の要措

置区域及び 132 の形質変更時要届出区域が指定されている。 

このうち、８km 圏内における要措置区域又は形質変更時要届出区域(以下、「要措置区域等」

と言う。) の分布状況は、図 5-3-1(p5-3-7) に示すとおりであり、３ヵ所の要措置区域及び

46 ヵ所の形質変更時要届出区域があるが、各会場及び建設予定地はいずれも要措置区域等に

は該当していない。 

 

(2) ダイオキシン類 

東京都では平成 10 年度から土壌中に含まれるダイオキシン類の調査が行われている。 

８km 圏内では平成 10 年度～22 年度にかけて 54 地点（図 5-3-2(p5-3-8)）で土壌の一般環

境調査が、平成 21 年度に５地点（図 5-3-2(p5-3-8)）で発生源周辺調査が行われている。 

一般環境調査の結果及び発生源周辺調査の結果は、表 5-3-3(p5-3-9～p5-3-10)に示すとお

りであり、８km 圏内においてはいずれの地点も、土壌の環境基準を満足していた。 

 

＜改正土壌汚染対策法に基づく要措置区域・形質変更時届出区域＞ 

土壌汚染対策法の改正（平成 22 年 4 月 1 日施行）に伴い、土地所有者等は水質汚濁防止法に定める有害

物質使用特定施設の廃止時に加え、3,000m2 以上の土地の形質変更時等における土壌汚染状況調査の実施

が義務付けられた。調査結果は知事に報告され、調査結果が以下に示す法に定める基準に適合しないときに

は、知事は当該土地を要措置区域または形質変更時届出区域に指定する。 

 
特定有害物質 含有量基準 溶出量基準 備考 

第 1 種特定 

有害物質 

四塩化炭素 － 0.002mg/L 以下 ＜含有量基準＞ 

汚染された土壌の

直接摂取による健康

影響の観点から定め

られた基準 

 

＜溶出量基準＞ 

地下水経由の摂取

による健康影響の観

点から定められた基

準 

1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ － 0.004mg/L 以下 

1.1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ － 0.02mg/L 以下 

ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ － 0.04mg/L 以下 

1.3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ － 0.002mg/L 以下 

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ － 0.02mg/L 以下 

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ － 0.01mg/L 以下 

1.1.1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ － 1mg/L 以下 

1.1.2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ － 0.006mg/L 以下 

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ － 0.03mg/L 以下 

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ － 0.01mg/L 以下 

第 2 種特定 

有害物質 

ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 150mg/kg 以下 0.01mg/L 以下 

六価ｸﾛﾑ化合物 250mg/kg 以下 0.05mg/L 以下 

ｼｱﾝ化合物 
50mg/kg 以下 

（遊離ｼｱﾝとして）
検液中に検出されないこと 

水銀及びその化合物 

(ｱﾙｷﾙ水銀) 
15mg/kg 以下 

0.0005mg/L 以下 

(検液中に検出されないこと) 

ｾﾚﾝ及びその化合物 150mg/kg 以下 0.01mg/L 以下 

鉛及びその化合物 150mg/kg 以下 0.01mg/L 以下 

砒素及びその化合物 150mg/kg 以下 0.01mg/L 以下 

ふっ素及びその化合物 4000mg/kg 以下 0.8mg/L 以下 

ほう素及びその化合物 4000mg/kg 以下 1mg/L 以下 

第 3 種特定 

有害物質 

ｼﾏｼﾞﾝ － 0.003mg/L 以下 

ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ － 0.02mg/L 以下 

ﾁｳﾗﾑ － 0.006mg/L 以下 

ＰＣＢ － 検液中に検出されないこと 

有機りん化合物 － 検液中に検出されないこと 

 

メ モ 
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表 5-3-1(1) 土壌汚染対策法に基づく要措置区域の状況（平成 24 年 5 月 31 日現在） 

No 指定年月日 指定番号 区域が存在する場所 
区域の 

面積 
指定基準に適合しない特定有害物質 

1 H23.4.12 指－148 号 港区高輪三丁目地内 77.75 ㎡ テトラクロロエチレン 

2 H23.4.13 指－150 号 板橋区小豆沢三丁目地内 3772.6 ㎡ テトラクロロエチレン、六価クロム、鉛 

3 H23.7.19 指－182 号 
西多摩郡瑞穂町大字殿ヶ

谷字滝田谷津地内 
103.18 ㎡ テトラクロロエチレン 

4 
H23.7.28, 

H24.1.6 
指－186 号 渋谷区幡ケ谷二丁目地内 920.5 ㎡ 

鉛、シス-1,2-ジクロロエチレン、トリクロロエチレ

ン 

5 H23.9.22 指－202 号 昭島市拝島町字小欠地内 935 ㎡ カドミウム、六価クロム、ふっ素 

6 H23.11.7 指－220 号 練馬区谷原六丁目地内 400 ㎡ 六価クロム、ふっ素 

7 H23.11.28 指－230 号 
江戸川区東葛西六丁目地

内 
33.5 ㎡ 鉛、ふっ素 

8 H24.1.12 指－238 号 台東区谷中三丁目地内 228.5 ㎡ 六価クロム 

9 H24.2.27 指－250 号 台東区浅草四丁目地内 62.82 ㎡ テトラクロロエチレン 

10 H24.3.7 指－258 号 
あきる野市留原字西下地

内 
999.5 ㎡ 

シス-1・2-ジクロロエチレン、テトラクロロエチレ

ン、トリクロロエチレン、ふっ素 

11 H24.4.12 指－270 号 港区六本木三丁目地内 66.11 ㎡ テトラクロロエチレン 

12 H24.4.16 指－274 号 豊島区池袋一丁目地内 97.81 ㎡ テトラクロロエチレン 

13 H24.4.24 指－277 号 昭島市松原町四丁目地内 46.64 ㎡ テトラクロロエチレン 

14 H24.5.10 指－287 号 狛江市岩戸南二丁目地内 600 ㎡ テトラクロロエチレン 

15 H24.5.17 指－291 号 杉並区久我山三丁目地内 69.9 ㎡ テトラクロロエチレン 

16 H24.5.17 指－292 号 小金井市東町一丁目地内 100 ㎡ 六価クロム 

17 H24.5.23 指－297 号 板橋区大原町地内 88.9 ㎡ ふっ素 

注：要措置区域等の番号は、図 5-3-1(p5-3-7)の黒文字で示した。 

出典：東京都環境局ＷＥＢページ 
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表 5-3-2(1) 土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域の状況（平成24年 5月 31日現在） 

No 指定年月日 指定番号 区域が存在する場所 
区域の 

面積 
指定基準に適合しない特定有害物質 

18 H16.10.18 指－12 号 大田区仲池上一丁目地内 489m2 
シス-1,2-ジクロロエチレン、テトラクロロエチレ

ン、トリクロロエチレン、ふっ素 

19 H17.2.25 指－17 号 目黒区東山二丁目地内 333m2 
シス-1,2-ジクロロエチレン、トリクロロエチレン、

シアン、六価クロム、ほう素 

20 H18.2.3 指－26 号 墨田区東墨田二丁目地内 246.7m2 鉛 

21 H18.4.7 指－28 号 練馬区豊玉北二丁目地内 397m2 
シス-1,2-ジクロロエチレン、テトラクロロエチレ

ン、トリクロロエチレン 

22 H18.4.7 指－29 号 港区白金台四丁目地内 871.3m2 鉛、水銀 

23 H18.4.11 指－30 号 板橋区氷川町地内 17.2m2 六価クロム 

24 H18.9.22 指－46 号 荒川区西尾久七丁目地内 354m2 
シス-1,2-ジクロロエチレン、テトラクロロエチレ

ン、トリクロロエチレン 

25 H19.3.9 指－57 号 板橋区舟渡四丁目地内 134.72m2 六価クロム、鉛 

26 H19.6.12 指－66 号 葛飾区堀切一丁目地内 494.93m2
シス-1,2-ジクロロエチレン、トリクロロエチレン、

シアン、鉛、ふっ素、ほう素 

27 H19.8.29 指－69 号 墨田区東駒形三丁目地内 75m2 鉛 

28 H19.10.19 指－74 号 大田区東六郷一丁目地内 570m2 
1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレ

ン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン 

29 H19.11.30 指－76 号 大田区多摩川二丁目地内 1216.1m2 ふっ素 

30 H20.4.7 指－81 号 江戸川区松江三丁目地内 139.3m2 ふっ素 

31 H20.5.19 指－82 号 大田区北糀谷二丁目地内 177m2 ほう素 

32 H20.6.12 指－84 号 江東区新木場三丁目地内 300m2 ジクロロメタン 

33 H20.6.12 指－85 号 江戸川区松江三丁目地内 290.35m2 ふっ素 

34 H20.7.28 指－88 号 荒川区南千住五丁目地内 111m2 トリクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン

35 H20.11.19 指－89 号 東村山市栄町二丁目地内 60.8m2 テトラクロロエチレン 

36 H21.5.29 指－93 号 台東区鳥越一丁目地内 99 ㎡ 鉛 

37 H22.1.5 指－102 号 文京区本駒込一丁目地内 18.0 ㎡ テトラクロロエチレン 

38 H22.6.18 指－107 号 墨田区立花三丁目地内 491.57 ㎡ セレン、ふっ素、鉛 

39 H22.6.18 指－108 号 墨田区東墨田三丁目地内 231 ㎡ シアン、鉛 

40 H22.8.6 指－110 号 江東区豊洲二丁目地内 3888.9 ㎡ 砒素 

41 H22.11.19 指－125 号 墨田区文花一丁目地内 424.538 ㎡ 鉛 

42 H22.11.19 指－126 号
大田区羽田空港三丁目地

内 
126984 ㎡ 全種類 

43 H22.11.24 指－127 号 目黒区下目黒二丁目地内 519.7 ㎡ 
鉛、シアン、ふっ素、ほう素、六価クロム、シス-1,2-

ジクロロエチレン 

44 H23.1.24 指－135 号 北区西ヶ原二丁目地内 717.56 ㎡ 水銀、鉛 

45 H23.2.3 指－136 号 葛飾区青戸七丁目地内 2370 ㎡ 砒素 

46 H23.2.24 指－140 号 江東区東雲一丁目地内 786.9 ㎡ 砒素、ふっ素 

47 H23.3.14 指－143 号 北区滝野川五丁目地内 4029.75 ㎡ 鉛 

48 H23.3.16 指－144 号 江東区塩浜一丁目地内 99.5 ㎡ 砒素 

49 H234.13 指－149 号 大田区羽田旭町地内 7288.5 ㎡ 砒素、ふっ素 

50 H23.4.13 指－151 号 板橋区小豆沢三丁目地内 92.3 ㎡ 鉛 

51 H23.4.20 指－154 号 足立区南花畑一丁目地内 2903.7 ㎡ 鉛、砒素 

52 
H23.5.12, 

H23.12.13 
指－156 号 江東区豊洲六丁目地内 18213 ㎡ 砒素、ふっ素 
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表 5-3-2(2) 土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域の状況（平成24年 5月 31日現在） 

No 指定年月日 指定番号 区域が存在する場所 
区域の 

面積 
指定基準に適合しない特定有害物質 

53 H23.5.17 指－158 号 北区堀船三丁目地内 75.3 ㎡ 鉛 

54 H23.5.18 指－159 号 江戸川区船堀三丁目地内 492.1 ㎡ 鉛、砒素 

55 H23.5.19 指－162 号 中央区晴海三丁目地内 757.5 ㎡ 鉛、砒素、ふっ素 

56 H23.5.19 指－163 号 江戸川区平井七丁目地内 1625.1 ㎡ 水銀、鉛、砒素、ふっ素 

57 H23.5.23 指－165 号 文京区本郷七丁目地内 922.5 ㎡ 水銀、鉛、砒素、ふっ素 

58 H23.6.8 指－169 号 江東区亀戸七丁目地内 318.1 ㎡ 砒素 

59 
H23.6.21, 

H24.5.18 
指－172 号 大田区京浜島三丁目地内 7900 ㎡ シアン、砒素、ふっ素 

60 H23.6.21 指－173 号 江東区東雲一丁目地内 5459.39 ㎡ ふっ素 

61 H23.6.27 指－174 号 江東区越中島一丁目地内 814.8 ㎡ 砒素、ふっ素、鉛 

62 H23.6.27 指－175 号 大田区矢口二丁目地内 259.57 ㎡ シス-1,2-ジクロロエチレン 

63 H23.7.7 指－177 号 渋谷区幡ケ谷二丁目地内 6061,5 ㎡ 水銀、鉛、砒素、ふっ素、ほう素 

64 H23.7.13 指－178 号 北区王子本町三丁目地内 2511.9 ㎡ 鉛 

65 H23.7.13 指－179 号 江東区扇橋一丁目地内 3004 ㎡ 鉛、砒素、セレン、ふっ素 

66 H23.7.13 指－180 号 江東区新木場一丁目地内 1802 ㎡ ほう素 

67 H23.7.19 指－181 号 江東区東砂七丁目地内 5055.34 ㎡ 鉛、ふっ素 

68 H23.7.27 指－183 号 江東区東砂七丁目地内 2441.39 ㎡ 鉛、砒素、ふっ素、ほう素 

69 H23.7.28 指－185 号 渋谷区幡ケ谷二丁目地内 406.6 ㎡ 鉛 

70 
H23.7.29, 

H23.11.29 
指－187 号 足立区関原一丁目地内 195.9 ㎡ シアン、鉛 

71 H23.8.1 指－190 号 大田区京浜島二丁目地内 9209.2 ㎡ ふっ素 

72 H23.8.8 指－191 号 墨田区堤通二丁目地内 395.14 ㎡ 鉛 

73 H23.8.8 指－192 号 大田区京浜島一丁目地内 3185.7 ㎡ ふっ素 

74 H23.8.8 指－193 号
江戸川区北葛西二丁目地

内 
3143.95 ㎡ 鉛、砒素、ふっ素 

75 H23.8.9 指－194 号 北区赤羽西六丁目地内 509.2 ㎡ 六価クロム、セレン、鉛、ふっ素 

76 H23.8.9 指－195 号 北区浮間一丁目地内 497.1 ㎡ 水銀、砒素 

77 H23.9.2 指－199 号 足立区新田三丁目地内 1638.6 ㎡ 鉛、ふっ素 

78 

H23.9.2, 

H23.9.16, 

H24.5.15 

指－200 号 文京区本郷二丁目地内 134.7 ㎡ 水銀、鉛、砒素 

79 H23.9.16 指－201 号
北区神谷三丁目地内及び

志茂三丁目地内 
3509.1 ㎡ 鉛、砒素 

80 H23.9.22 指－203 号
昭島市田中町字後小欠及

び同市拝島町字小欠地内 
577.3 ㎡ 鉛 

81 H23.9.27 指－204 号 北区赤羽二丁目地内 446.51 ㎡ 鉛 

82 H23.10.6 指－209 号 板橋区新河岸一丁目地内 50 ㎡ 六価クロム、砒素、ふっ素、ほう素、鉛 

83 H23.10.7 指－213 号 墨田区向島三丁目地内 347.17 ㎡ 鉛、カドミウム、砒素、ふっ素 

84 
H23.10.20, 

H24.3.8 
指－214 号 江東区大島五丁目地内 1322 ㎡ 六価クロム、セレン、鉛、砒素、ふっ素、ほう素 

85 H23.10.25 指－215 号 江東区木場六丁目地内 2714 ㎡ 鉛、砒素、ふっ素 

86 H23.10.25 指－216 号 江東区木場六丁目地内 1279 ㎡ 鉛、砒素、ふっ素 

87 H23.10.28 指－218 号 大田区矢口三丁目地内 90.79 ㎡ 六価クロム、シアン、鉛 
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表 5-3-2(3) 土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域の状況（平成24年 5月 31日現在） 

No 指定年月日 指定番号 区域が存在する場所 
区域の 

面積 
指定基準に適合しない特定有害物質 

88 H23.11.7 指－219 号 練馬区谷原六丁目地内 400 ㎡ 鉛 

89 H23.11.11 指－221 号 台東区橋場一丁目地内 200 ㎡ 鉛 

90 H23.11.11 指－222 号 品川区東品川五丁目地内 1071.36 ㎡ ふっ素 

91 H23.11.17 指－223 号 江東区豊洲六丁目地内 6904 ㎡ 砒素、鉛、シアン、ベンゼン 

92 H23.11.17 指－224 号 江東区豊洲六丁目地内 9367 ㎡ シアン、ベンゼン、鉛、砒素 

93 H23.11.21 指－226 号 江戸川区船堀二丁目地内 446.5 ㎡ 六価クロム、砒素 

94 H23.11.25 指－228 号 墨田区文花二丁目地内 53.96 ㎡ シアン、トリクロロエチレン 

95 
H23.11.25, 

H24.4.16 
指－229 号

北区志茂三丁目、四丁目地

内 
2581 ㎡ 鉛、砒素、水銀、ふっ素 

96 H23.11.28 指－231 号
江戸川区東葛西六丁目地

内 
233.5 ㎡ 鉛 

97 
H23.11.28, 

H23.11.29 
指－232 号 江東区豊洲六丁目地内 343174 ㎡

カドミウム、六価クロム、シアン、水銀、鉛、砒素、

ベンゼン 

98 H23.11.29 指－233 号 葛飾区青戸六丁目地内 866.14 ㎡ 水銀、鉛、砒素 

99 H23.11.30 指－234 号 中央区月島三丁目地内 4728.7 ㎡ シアン、鉛 

100 H23.12.16 指－236 号 江東区新砂三丁目地内 1654.07 ㎡ 鉛、砒素 

101 H24.1.12 指－237 号 台東区谷中三丁目地内 1245.0 ㎡ 鉛、砒素、水銀、ふっ素 

102 
H24.1.13, 

H24.1.17 
指－239 号 葛飾区新宿六丁目地内 25286.3 ㎡

鉛、トリクロロエチレン、六価クロム、砒素、ふっ

素、セレン、ほう素 

103 H24.1.13 指－240 号 足立区千住東二丁目地内 3773.7 ㎡ 鉛、六価クロム 

104 H24.1.13 指－241 号 武蔵村山市岸三丁目地内 757.71 ㎡
シアン、トリクロロエチレン、1,1-ジクロロエチレ

ン、シス-1,2-ジクロロエチレン 

105 
H24.1.23, 

H24.4.2 
指－242 号 江東区新砂二丁目地内 

28021.02

㎡ 
第１種特定有害物質、第２種特定有害物質 

106 
H24.1.24, 

H24.4.12 
指－244 号 品川区北品川五丁目地内 11785.7 ㎡ 六価クロム、シアン、鉛、ふっ素 

107 
H24.1.24, 

H24.5.7 
指－245 号 立川市曙町三丁目地内 712 ㎡ シアン、鉛 

108 H24.2.6 指－246 号
狛江市和泉本町四丁目地

内 
389.42 ㎡ 鉛 

109 H24.2.8 指－247 号 荒川区東尾久三丁目地内 297.52 ㎡

1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレ

ン、1,1,1-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、

鉛、ほう素 

110 H24.2.16 指－248 号 江戸川区松江七丁目地内 67.85 ㎡ ふっ素 

111 H24.2.17 指－249 号 江戸川区中央一丁目地内 1765.7 ㎡

鉛、砒素、ふっ素、トリクロロエチレン、1,1-ジク

ロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、ほう素、

テトラクロロエチレン、カドミウム 

112 H24.2.27 指－251 号
大田区羽田空港一丁目地

内 
2145.78 ㎡ 六価クロム、砒素、ふっ素 

113 H24.2.29 指－252 号 中央区勝どき五丁目地内 200 ㎡ 鉛 

114 H24.2.29 指－253 号 江東区豊洲四丁目地内 300 ㎡ 鉛 

115 H24.3.1 指－254 号 世田谷区岡本三丁目地内 405 ㎡ ふっ素 

116 H24.3.1 指－255 号
西東京市ひばりが丘三丁

目地内 
797.45 ㎡ 鉛 

117 H24.3.6 指－256 号 北区田端一丁目地内 286 ㎡ 鉛 
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表 5-3-2(4) 土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域の状況（平成24年 5月 31日現在） 

No 指定年月日 指定番号 区域が存在する場所 
区域の 

面積 
指定基準に適合しない特定有害物質 

118 H24.3.6 指－257 号 日野市旭が丘三丁目地内 700 ㎡ 鉛 

119 H24.3.8 指－259 号 板橋区坂下三丁目地内 100.93 ㎡ ふっ素 

120 H24.3.19 指－262 号 新宿区富久町地内 64.81 ㎡ 鉛 

121 
H24.3.27, 

H24.4.17 
指－265 号 文京区春日一丁目地内 84.2 ㎡ 水銀、ふっ素 

122 H24.3.27 指－266 号 江戸川区中央二丁目地内 415.59 ㎡ 鉛、六価クロム、ほう素 

123 

H24.4.9, 

H24.4.24, 

H24.5.10 

指－267 号 中央区月島一丁目地内 350.08 ㎡ 鉛、砒素 

124 H24.4.10 指－268 号 江東区牡丹二丁目地内 805.78 ㎡ 鉛、六価クロム、砒素 

125 
H24.4.12, 

H24.4.26 
指－269 号 港区芝浦一丁目地内 19701 ㎡ 鉛、砒素、ふっ素 

126 H24.4.12 指－271 号 墨田区八広二丁目地内 159.73 ㎡ 鉛、ふっ素、六価クロム 

127 H24.4.16 指－273 号 足立区六町三丁目地内 488.65 ㎡ ふっ素 

128 H24.4.16 指－275 号 足立区足立三丁目地内 73.22 ㎡ 鉛 

129 H24.4.16 指－276 号 港区芝浦一丁目地内 3970.42 ㎡ 鉛、砒素、ふっ素 

130 H24.4.24 指－278 号 日野市旭が丘三丁目地内 939.61 ㎡ セレン、砒素 

131 H24.5.1 指－279 号 港区三田二丁目地内 904.9 ㎡ 砒素 

132 H24.5.2 指－280 号 中央区築地五丁目地内 166.83 ㎡ 鉛 

133 H24.5.2 指－281 号 大田区大森南二丁目地内 125.68 ㎡ 鉛 

134 H24.5.7 指－282 号 大田区昭和島一丁目地内 125.14 ㎡ ふっ素 

135 H24.5.7 指－283 号 墨田区東墨田三丁目地内 2146 ㎡ 鉛、六価クロム 

136 H24.5.7 指－284 号 品川区広町一丁目地内 2951 ㎡ 鉛、ふっ素、砒素 

137 H24.5.9 指－285 号 板橋区東坂下一丁目地内 391 ㎡ 鉛、ふっ素 

138 H24.5.10 指－286 号 江東区新砂三丁目地内 12867 ㎡ 
カドミウム、六価クロム、シアン、水銀、セレン、

鉛、砒素、ふっ素、ほう素 

139 H24.5.10 指－288 号 狛江市岩戸南二丁目地内 217.5 ㎡ 鉛 

140 H24.5.15 指－289 号 練馬区北町四丁目地内 813.5 ㎡ 鉛 

141 H24.5.16 指－290 号 板橋区東坂下二丁目地内 445 ㎡ 鉛 

142 H24.5.17 指－293 号

調布市野水二丁目、府中市

多磨二丁目及び小金井市

東町一丁目各地内 

6500 ㎡ 鉛、セレン、砒素、ふっ素 

143 H24.5.18 指－294 号 荒川区町屋八丁目地内 548,96 ㎡ 鉛、ほう素 

144 H24.5.18 指－295 号 中野区中野四丁目地内 484 ㎡ 鉛 

145 H24.5.18 指－296 号 三鷹市牟礼六丁目地内 799.7 ㎡ 鉛、ふっ素 

146 H24.5.23 指－298 号 板橋区大原町地内 2100.4 ㎡ 鉛、水銀 

147 H24.5.23 指－299 号
新宿区市谷加賀町一丁目

地内 
7067.8 ㎡ 鉛 

148 H24.5.23 指－300 号 新宿区西新宿六丁目地内 104.6 ㎡ 鉛、ふっ素 

149 H24.5.23 指－301 号 江東区塩浜二丁目地内 1335.2 ㎡ 鉛 

注：要措置区域等の番号は、図 5-3-1(p5-3-7)の黒文字で示した。 

出典：東京都環境局ＷＥＢページ 
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図 5-3-1  土壌汚染対策法に基づく要措置区域等の分布 

A 新設恒久会場 
B 新設恒久会場（計画中） 

C 仮設会場 
D 既存会場（改修あり） 
E 既存会場（改修なし） 

会場類型
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図 5-3-2  東京都による土壌中のダイオキシン類調査地点 

A 新設恒久会場 
B 新設恒久会場（計画中） 
C 仮設会場 

D 既存会場（改修あり） 
E 既存会場（改修なし） 

会場類型
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表 5-3-3(1) 土壌中のダイオキシン類調査結果 

調査区分 
図中 

番号 
測定地点名 測定年度 

測定結果 

(pg-TEQ/g) 

環境基準

適合状況

一般環境 1 港区南麻布 平成 10 年度 7.1 ○ 

2 千代田区千代田 

平成 11 年度 

15.2 ○ 

3 江東区深川 13.3 ○ 

4 台東区上野公園 43.1 ○ 

5 千代田区外神田３ 

平成 12 年度 

1.9 ○ 

6 千代田区紀尾井町 2.0 ○ 

7 中央区入船１ 28 ○ 

8 江東区亀戸７ 42 ○ 

9 江東区石島 29 ○ 

10 江東区牡丹町２ 9.0 ○ 

11 品川区荏原７ 11 ○ 

12 渋谷区神園町 51 ○ 

13 江戸川区西葛西２ 9.2 ○ 

14 墨田区本所 4 

平成 13 年度 

25 ○ 

15 江東区清澄 3 66 ○ 

16 江東区毛利 2 42 ○ 

17 江東区亀戸 3 43 ○ 

18 江戸川区清新町 1 35 ○ 

19 港区赤坂７ 

平成 14 年度 

15 ○ 

20 港区赤坂９ 1.3 ○ 

21 台東区浅草２ 13 ○ 

22 江東区平野４ 12 ○ 

23 江東区辰巳２ 3.8 ○ 

24 江東区夢の島 18 ○ 

25 品川区小山３ 20 ○ 

26 品川区旗の台３ 3.7 ○ 

27 港区芝公園４ 

平成 15 年度 

29 ○ 

28 港区南麻布５ 1.5 ○ 

29 文京区春日１ 4.1 ○ 

30 台東区蔵前４ 3.7 ○ 

31 台東区松ヶ谷３ 32 ○ 

32 墨田区両国１ 14 ○ 

33 江東区辰巳２ 5.3 ○ 

34 品川区北品川３ 32 ○ 

35 品川区大井６ 51 ○ 

36 目黒区東山１ 12 ○ 

37 大田区山王１ 6.4 ○ 

38 江東区平野 
平成 16 年度 

8.9 ○ 

39 江東区辰巳 5.7 ○ 

40 千代田区大手町 

平成 17 年度 

7.0 ○ 

41 新宿区早稲田町 0.0014 ○ 

42 台東区浅草橋 0.043 ○ 

43 品川区東大井 2.7 ○ 

44 中央区立銀座 

平成 18 年度 

2.6 ○ 

45 江東区毛利 33 ○ 

46 目黒区東山 0.16 ○ 

47 港区南麻布 

平成 19 年度 

0.43 ○ 

48 新宿区愛住町 5.1 ○ 

49 品川区豊町 9.8 ○ 

50 渋谷区代々木 0.0027 ○ 

51 文京区白山 

平成 20 年度 

0.56 ○ 

52 江東区平野 6.9 ○ 

53 目黒区駒馬 13 ○ 

54 品川区西大井１ 平成 21 年度 0.39 ○ 

 環境基準値 1000pg-TEQ/g 以下 
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表 5-3-3(2)  土壌中のダイオキシン類調査結果 

調査区分 図中 
番号 

測定地点名 測定年度 
測定結果 

(pg-TEQ/g) 
環境基準
適合状況

発生源周辺 55 品川区八潮 1 

平成 21 年度 

10 ○ 

56 品川区八潮 4 13 ○ 

57 品川区八潮 5 8.4 ○ 

58 品川区勝島 1 2 ○ 

59 大田区東海 1 7 ○ 

 環境基準値 1000pg-TEQ/g 以下 

 注 1) 達成状況の欄について環境基準の達成は「○」、未達成は「×」で表す。 
注 2) 各測定地点の図中番号は、図 5-3-2(p5-3-8)中の黒文字で示した。 
出典：「東京の環境」（東京都環境局） 
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(3) 土地の履歴 

(ｲ) 会場別土地履歴調査の対象 

各会場のうち、新たな恒久施設及び仮設施設を建設する際に土地の改変を伴う工事を実施

する会場を対象に、建設予定地における土地履歴として、「都民の健康と安全を確保する環境

に関する条例（土壌汚染対策）」に基づく有害物質取扱事業所の存在有無、土地利用の内容、

埋立てや自然由来による土壌汚染のおそれの可能性を把握した。 

対象とした会場は、既存施設の改修のみで土地の改変等の工事を伴わない東京体育館、国

立代々木競技場、東京国際フォーラム、国技館、東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂ、夢の島

競技場、東京スタジアム、霞ヶ関カンツリー倶楽部、札幌ドーム、宮城スタジアム、埼玉ス

タジアム 2002、横浜国際総合競技場の 13 会場を除く計 26 会場であり、各会場の建設予定地

及び各会場において掘削されると想定した範囲は、表 5-3-4 及び図 5-3-3(p5-3-12～

5-3-21)に示すとおりである。 

 

表 5-3-4  土地の履歴を確認した会場の建設予定地 

No 会場名 建設予定地 

1 
オリンピックスタジアム（国立霞ヶ丘競

技場） 

東京都新宿区霞ヶ丘町 10-２ 

（国立霞ヶ丘競技場） 

4 日本武道館 東京都千代田区北の丸公園２-３（北の丸公園内） 

5 皇居外苑 東京都千代田区皇居外苑（皇居外苑地区内） 

8 有明アリーナ 東京都江東区有明１丁目（有明北地区） 

9 有明ＢＭＸコース 東京都江東区有明１丁目（有明北地区） 

10 有明ベロドローム 東京都江東区有明１丁目（有明北地区） 

11 有明体操競技場 東京都江東区有明１丁目（有明北地区） 

12 有明テニスの森 東京都江東区有明２丁目２-22（有明テニスの森公園） 

13 お台場海浜公園 東京都港区台場１丁目（お台場海浜公園内） 

14 潮風公園 東京都品川区東八潮（潮風公園内） 

17 大井ホッケー競技場 東京都品川区八潮４丁目（大井ふ頭中央海浜公園内） 

18 海の森クロスカントリーコース 東京都江東区青梅２丁目地先（中央防波堤内側） 

19 海の森水上競技場 東京都江東区青海３丁目地先（中央防波堤外側） 

20 海の森マウンテンバイクコース 東京都江東区青梅２丁目地先（中央防波堤外側） 

21 若洲オリンピックマリーナ 東京都江東区若洲（若洲公園・若洲海浜公園内） 

22 葛西臨海公園 東京都江戸川区臨海町６丁目（葛西臨海公園内） 

23～24 夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ
東京都江東区夢の島３周辺 

（夢の島公園東京スポーツ文化館及び旧江東清掃工場跡地） 

25 夢の島公園 東京都江東区夢の島３（夢の島公園内） 

27～28 
オリンピックアクアティクスセンター 

ウォーターポロアリーナ 
東京都江東区辰巳２-８-10（辰巳の森海浜公園内） 

29 武蔵野の森総合スポーツ施設 東京都調布市飛田給 1 丁目 

31 武蔵野の森公園 東京都三鷹市大沢５-７-２ 

32 陸上自衛隊朝霞訓練場 埼玉県新座市新塚１丁目 

OV 選手村 東京都中央区晴海４丁目・５丁目（晴海地区） 

IBC/MPC 東京ビッグサイト(IBC/MPC) 東京都江東区有明３-21（有明南地区） 
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図 5-3-3(1)  会場建設予定地（オリンピックスタジアム(国立霞ヶ丘競技場)） 

 

図 5-3-3(2)  会場建設予定地（日本武道館） 

オリンピックスタジアム 

（国立霞ヶ丘競技場） 

建設予定地：東京都新宿区霞ヶ丘町 10-２ 

日本武道館 

建設予定地：東京都千代田区北の丸公園２-３ 

（北の丸公園内） 

掘削されると想定した範囲 

掘削されると想定した範囲 
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図 5-3-3(3)  会場建設予定地（皇居外苑） 

 

図 5-3-3(4)  会場建設予定地 

（有明アリーナ・有明ＢＭＸコース・有明ベロドローム・有明体操競技場） 

掘削等は想定されない 

皇居外苑 

建設予定地：東京都千代田区皇居外苑 

（皇居外苑地区内） 

建設予定地：東京都江東区有明１丁目 

（有明北地区） 

有明アリーナ 

有明ＢＭＸコース 

有明ベロドローム 

有明体操競技場 

掘削されると想定した範囲 掘削されると想定した範囲
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図 5-3-3(5)  会場建設予定地（有明テニスの森） 

 

図 5-3-3(6)  会場建設予定地（お台場海浜公園） 

建設予定地：東京都江東区有明２丁目２-22 

（有明テニスの森公園内） 

有明テニスの森 

建設予定地：東京都港区台場１丁目 

（お台場海浜公園内） 

お台場海浜公園 

掘削等は想定されない 

掘削されると想定した範囲 
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図 5-3-3(7)  会場建設予定地（潮風公園） 

 

図 5-3-3(8)  会場建設予定地（大井ホッケー競技場） 

建設予定地：東京都品川区東八潮 

（潮風公園内） 

潮風公園 

建設予定地：東京都品川区八潮４丁目 

（大井ふ頭中央海浜公園内） 

大井ホッケー競技場 

掘削されると想定した範囲

掘削されると想定した範囲
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図 5-3-3(9) 会場建設予定地（海の森クロスカントリーコース） 

 

図 5-3-3(10) 会場建設予定地（海の森水上競技場） 

海の森水上競技場 

建設予定地：東京都江東区青海３丁目地先 

（中央防波堤外側） 

海の森クロスカントリーコース 

建設予定地：東京都江東区青海２丁目地先 

（中央防波堤内側） 

掘削されると想定した範囲 

掘削等は想定されない 
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図 5-3-3(11)  会場建設予定地（海の森マウンテンバイクコース） 

 

図 5-3-3(12)  会場建設予定地（若洲オリンピックマリーナ） 

若洲オリンピックマリーナ 

建設予定地：東京都江東区若洲 

（若洲公園・若洲海浜公園内） 

海の森マウンテンバイクコース 

建設予定地：東京都江東区青海２丁目地先 

（中央防波堤外側） 

掘削等は想定されない 

掘削されると想定した範囲 
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図 5-3-3(13)  会場建設予定地（葛西臨海公園） 

 

図 5-3-3(14)  会場建設予定地（夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ、夢の島公園） 

建設予定地：東京都江東区夢の島３周辺 

（夢の島公園内） 

夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ 

夢の島公園 

葛西臨海公園 

建設予定地：東京都江戸川区臨海町６丁目 

（葛西臨海公園内） 

建設予定地：東京都江東区夢の島３ 

（夢の島公園東京スポーツ文化館及び旧江東清掃工場跡地） 

掘削されると想定した範囲

掘削されると想定した範囲
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図 5-3-3(15)  会場建設予定地 

（オリンピックアクアティクスセンター、ウォーターポロアリーナ） 

 

図 5-3-3(16)  会場建設予定地（武蔵野の森総合スポーツ施設） 

建設予定地：東京都江東区辰巳２-８-10 

（辰巳の森海浜公園内） 

建設予定地：東京都調布市飛田給 1 丁目 

武蔵野の森総合スポーツ施設

オリンピックアクアティクスセンター 

ウォーターポロアリーナ 

掘削されると想定した範囲

掘削されると想定した範囲 
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図 5-3-3(17)  会場建設予定地（武蔵野の森公園） 

図 5-3-3(18)  会場建設予定地（陸上自衛隊朝霞訓練場） 

建設予定地：埼玉県新座市新塚１丁目 

陸上自衛隊朝霞訓練場 

武蔵野の森公園 

建設予定地：東京都三鷹市大沢５-７-２ 

掘削等は想定されない 

掘削等は想定されない 
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図 5-3-3(19)  会場建設予定地（選手村） 

図 5-3-3(20)  会場建設予定地（東京ビッグサイト（IBC/MPC）） 

東京ビッグサイト（IBC/MPC）

建設予定地：江東区有明３－21 

建設予定地：東京都中央区晴海 4 丁目・5 丁目 

選手村 

掘削されると想定した範囲

掘削されると想定した範囲 
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(ﾛ) 会場別土地履歴調査の結果 

各施設の建設予定地における土地の履歴について調査した結果は、表 5-3-5 に示すとおり

である。 

 

表 5-3-5(1)  土地履歴の確認結果 

会場名及び建設予定地 土地の履歴 

・No1 オリンピックスタジアム 
新宿区霞ヶ丘町 10－２（国立霞ヶ丘競技場）

オリンピックスタジアムは現在の国立霞ヶ丘競技場を
撤去し、同敷地内に恒久施設としてスタジアムを建設する
予定である。国立霞ヶ丘競技場は 1924 年に前身の明治神
宮外苑競技場が建設され、それ以前は青山練兵場として利
用されていたという履歴はあるが、過去に土壌汚染を生じ
させるような有害物質取扱事業場等が建設されていたと
いう履歴はない。 

・No4 日本武道館 
千代田区北の丸公園２－３（北の丸公園内）

日本武道館では、同敷地内に地下施設（恒久施設）を建
設する予定である。日本武道館は、皇居内北の丸地区の旧
近衛連隊等の施設を撤去して造成された森林公園（北の丸
公園）内に 1964 年に建設された施設であり、日本武道館
建設以前に土壌汚染を生じさせるような有害物質取扱事
業場等が建設されていたという履歴はない。 

・No5 皇居外苑 
千代田区皇居外苑（皇居外苑地区内） 

皇居外苑は、皇居前広場に仮設として自転車競技（ロー
ド・レース）のスタート地点を建設する予定である。明治
時代には官庁の庁舎や兵舎などに利用され、その後撤去さ
れて広場化し、戦後には国民公園として整備された。過去
に土壌汚染を生じさせるような有害物質取扱事業場等が
建設されていたという履歴はない。 

・No8～11 有明アリーナ、有明ＢＭＸコース、
有明ベロドローム、有明体操競技場 

江東区有明１丁目（有明北地区） 

有明アリーナ、有明ＢＭＸコース、有明ベロドローム、
有明体操競技場は、臨海副都心有明北埋立事業による新規
埋立地と江東区有明１丁目の既存地の一部を使って建設
する予定である。新規埋立地は平成 17 年に竣工して以来、
有明テニスの森駅（ゆりかもめ）、都市計画道路（晴海通
り延伸部）が建設されているが、それ以外の部分について
は施設の建設は行われていない。したがって、過去に土壌
汚染を生じさせるような有害物質取扱事業場等が建設さ
れていたという履歴はない。また、一部の既存地は、企業
の配送センターや倉庫して利用されている地域であり、過
去に土壌汚染を生じさせるような有害物質取扱事業場等
が建設されていたという履歴はない。 

・No12 有明テニスの森 
江東区有明２－２－22 

（有明テニスの森公園内） 

有明テニスの森は既存のテニスコート等の施設を改
修・改築して、競技用の新しいテニスコート（恒久施設）
を建設する予定である。現在の有明テニスの森公園は 1983
年５月に有明北地区に開園した公園である。有明北地区
（10 号埋立地）は東京港修築事業計画に基づき、倉庫や宅
地用地の造成を目的として浚渫土により埋立造成された
土地であるが、有明テニスの森公園が建設される以前に、
土壌汚染を生じさせるような有害物質取扱事業場等が建
設されていたという履歴はない。 

なお、テニスコートの一部の地下には東京都有明水再生
センターの処理施設が建設されている。 

・No13 お台場海浜公園 
港区台場１丁目（お台場海浜公園内） 

お台場海浜公園は、仮設としてトライアスロンに利用す
る競技施設を建設する予定である。昭和 36 年以降の高度
成長期に実施された埋め立て事業により造成された 13 号
埋立地の北東部に位置しており、その埋立地盤は浚渫土の
砂、粘土が不規則に分布した埋立地となっている。過去に
土壌汚染を生じさせるような有害物質取扱事業場等が建
設されていたという履歴はない。 
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表 5-3-5(2)  土地履歴の確認結果 

会場名及び建設予定地 土地の履歴 

・No14 潮風公園 
品川区東八潮（潮風公園内） 

潮風公園は、仮設としてバレーボール（ビーチ）に利用
する競技施設を建設する予定である。昭和 36 年以降の高
度成長期に実施された埋め立て事業により造成された 13
号埋立地の北西部に位置しており、その埋立地盤は浚渫土
の砂、粘土が不規則に分布した埋立地となっている。過去
に土壌汚染を生じさせるような有害物質取扱事業場等が
建設されていたという履歴はない。 

・No17 大井ホッケー競技場 
品川区八潮４丁目（大井ふ頭中央海浜公園

内） 

大井ホッケー競技場は大井ふ頭中央海浜公園内の野球
場等の競技場に新しくホッケー競技に使用する競技場（恒
久施設）を建設する予定である。大井ふ頭中央海浜公園は
1978 年４月に浚渫土によって造成された埋立地（大井ふ頭
その１埋立地）に開園した公園であり、過去において土壌
汚染を生じさせるような有害物質取扱事業場等が建設さ
れていたという履歴はない。 

・No18 海の森クロスカントリーコース 
東京都江東区青梅２丁目地先（中央防波堤内

側） 

海の森クロスカントリーコースは、仮設として馬術（ク
ロスカントリー）に利用する競技施設を建設する予定であ
る。昭和 48 年以降の埋め立て事業により造成された中央
防波堤内側埋立地の東部に位置しており、廃棄物の埋め立
てを中心とした地盤となっているものの、表土約３ｍは覆
土されている。過去に土壌汚染を生じさせるような有害物
質取扱事業場等が建設されていたという履歴はない。 

・No19 海の森水上競技場 
江東区青海２丁目地先（中央防波堤外側） 

海の森水上競技場は東京港中央防波堤外側の埋立地に
カヌー及びボートの競技用コース（恒久施設）を建設する
予定である。この埋立地のうち中央防波堤外側埋立地の東
側（その２）は、昭和 52 年から産業廃棄物及び一般廃棄
物を対象とした現在も供用中の廃棄物埋立最終処分場で
ある。なお、処分場の構造は管理型処理場でありごみ層を
通過した雨水が外部に漏れないような遮水工、浸出水の集
水設備、浸出水の処理施設を備えた処分場である。 

また、中央防波堤外側埋立地の西側（その１）は都内で
発生した建設発生土の受け入れ地であり、過去に土壌汚染
を生じさせるような有害物質取扱事業場等が建設されて
いたという履歴はない。 

・No20 海の森マウンテンバイクコース 
東京都江東区青梅２丁目地先（中央防波堤外

側） 

海の森マウンテンバイクコースは、仮設として自転車競
技（マウンテンバイク）に利用する競技施設を建設する予
定である。昭和 52 年以降の埋め立て事業により造成され
た中央防波堤外側埋立地（その２）の北部に位置しており、
廃棄物の埋め立てを中心とした地盤となっているものの、
表土約１ｍは覆土されている。過去に土壌汚染を生じさせ
るような有害物質取扱事業場等が建設されていたという
履歴はない。 

・No21 若洲オリンピックマリーナ 
江東区若洲（若洲公園・若洲海浜公園内） 

若洲オリンピックマリーナは若洲公園及び若洲海浜公
園内にヨット競技に使用するヨットの係留施設等（恒久施
設）を建設する予定である。若洲海浜公園（若洲公園を含
む）は 1990 年 12 月に廃棄物最終処分場として造成された
埋立地（15 号埋立地）の後利用として整備され公園であり、
表土約 1.5ｍは建設発生土により覆土されている。過去に
おいて土壌汚染を生じさせるような有害物質取扱事業場
等が建設されていたという履歴はない。 

・No22 葛西臨海公園 
江戸川区臨海町６丁目（葛西臨海公園内） 

葛西臨海公園は同公園内にカヌー競技用のコース（恒久
施設）を建設する予定である。葛西臨海公園は 1989 年６
月に浚渫土や建設残土により造成された葛西沖埋立地に
整備された公園であり、過去において土壌汚染を生じさせ
るような有害物質取扱事業場等が建設されていたという
履歴はない。 



 5-3-24

表 5-3-5(3)  土地履歴の確認結果 

会場名及び建設予定地 土地の履歴 

・No 23～24 
夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ 
江東区夢の島３周辺（夢の島公園東京スポー

ツ文化館及び旧江東清掃工場跡地） 
 
・No 25 夢の島公園 

江東区夢の島３（夢の島公園内） 
 
 

夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂは 1978 年 10 月
に廃棄物最終処分場として造成された埋立地（夢の島）の
後利用として整備した土地である。恒久施設として夢の島
公園内の東京スポーツ文化館を全面改築して競技用の体
育館を建設する予定であるが、建設の際に隣接する土地を
使用することとなる。この隣接する土地は、旧江東清掃工
場の跡地である。旧江東清掃工場は環境確保条例の有害取
扱事業場であり、さらに清掃工場の敷地内には土壌汚染対
策法対象の有害物質使用特定施設に指定されている研究
施設が設置されていたが、清掃工場跡地の一部（夢の島ユ
ース・プラザ・アリーナＡ、Ｂを建設する部分のうちの一
部に該当）については過去の調査等から汚染の可能性がな
いことが確認されている。 

また、清掃工場の跡地であることからダイオキシン類等
による汚染の可能性が懸念される。 

夢の島公園も廃棄物最終処分場として造成された埋立
地（夢の島）の後利用として整備された公園である。夢の
島公園内の陸上競技場や緑地部分を改修してアーチェリ
ー競技場（恒久施設）を建設する予定である。過去におい
て土壌汚染を生じさせるような有害物質取扱事業場等が
建設されていたという履歴はない。 

・No 27～28 
オリンピックアクアティクスセンター、 
ウォーターポロアリーナ 
江東区辰巳２－８－10 

（辰巳の森海浜公園内） 

オリンピックアクアティクスセンター、ウォーターポロ
アリーナは、恒久施設及び仮設として東京港辰巳、現在の
辰巳の森海浜公園内に競技用のプールを建設する予定で
ある。辰巳地区（７号埋立地）住宅用地の造成を目的とし
て浚渫土により埋立造成された土地であり、戦後は進駐軍
の物資収集場として利用された後公園として利用されて
おり、過去に土壌汚染を生じさせるような有害物質取扱事
業場等が建設されていたという履歴はない。 

・No 29 武蔵野の森総合スポーツ施設 
東京都調布市飛田給 1 丁目 

武蔵野の森総合スポーツ施設は、恒久施設として近代五
種（フェンシング）に利用する競技施設を建設する予定で
ある。調布基地として利用されていた跡地に位置してお
り、過去に土壌汚染を生じさせるような有害物質取扱事業
場等が建設されていたという履歴はない。 

・No 31 武蔵野の森公園 
東京都三鷹市大沢５-７-２ 

武蔵野の森公園は、仮設として自転車競技（ロードレー
ス）のスタート地点を建設する予定である。調布基地とし
て利用されていた跡地に位置しており、過去に土壌汚染を
生じさせるような有害物質取扱事業場等が建設されてい
たという履歴はない。 

・No 32 陸上自衛隊朝霞訓練場 
埼玉県新座市新塚１丁目 

陸上自衛隊朝霞訓練場は、仮設として射撃に利用する競
技施設を建設する予定である。1940 年までは東京ゴルフ倶
楽部朝霞コースとして利用されており、その後は陸軍学
校、アメリカ軍の駐屯基地を経て、現在では朝霞駐屯地と
して利用されている。土地利用状況から銃弾等による土壌
汚染が生じている可能性が否定できない。 
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表 5-3-5(4)  土地履歴の確認結果 

会場名及び建設予定地 土地の履歴 

・選手村 
中央区晴海４丁目・５丁目（晴海地区） 

選手村は東京港晴海に建設する予定である。晴海地区は
隅田川口改良第 3 期工事において埠頭・宅地用地の造成を
目的として浚渫土により埋立造成された土地である。晴海
地区では過去に旧東京見本市会場、現在は晴海旅客ターミ
ナル、晴海ふ頭公園等として利用されている土地であり、
過去に土壌汚染を生じさせるような有害物質取扱事業場
等が建設されていたという履歴はない。 

なお、現在は敷地北側に中央清掃工場が存在しており、
ごみの焼却処分が行われている。PRTR 届出排出量での大気
へのダイオキシン類の放出量は平成 22 年度において
0.0026mg-TEQ/年とされている。 

・東京ビッグサイト(IBC/MPC) 
江東区有明３－21（有明南地区：東京ビッグ

サイト西展示棟の南側） 

IBC/MPC は有明南地区の東京ビッグサイト西展示棟の南
側（東京都立有明西ふ頭公園）の東側に建設する予定であ
る。有明南地区（10 号埋立地）は東京港修築事業計画に基
づき、倉庫や宅地用地の造成を目的として浚渫土により埋
立造成された土地である。そのうち、IBC/MPC 建設予定地
は、屋外展示場や駐車場として利用されている地域であ
り、過去に土壌汚染を生じさせるような有害物質取扱事業
場等が建設されていたという履歴はない。 

   

 

＜有害物質取扱事業場＞ 

有害物質取扱事業場とは、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（以下、「環境確保条例」とい

う）」で規定する工場又は指定作業場で、条例で規定するカドミウム、シアン、有機燐、鉛、六価クロム等

26 項目の有害物質を取り扱う事業場のことをいいます。 

なお、「有害物質を取り扱う」とは、有害物質を製造、使用、処理又は保管することをいいます。 

メ モ 
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(ﾊ) 埋立処分場における履歴調査の結果 

東京湾における埋立地の構成地盤としては、図 5-3-4 に示すように浚渫した砂・粘土を

中心とする地盤と一般廃棄物や産業廃棄物を中心とする地盤に大きく分類できる。 

浚渫土砂で造成された臨海部埋立地を建設予定地とする会場については、浚渫土砂由来

の土壌汚染物質が存在する可能性が考えられるものの、土砂を場外に搬出しなければ土壌

汚染の拡散のおそれはない。 

なお、土砂を場外に搬出する場合にも、環境確保条例等に基づき、適切な対応を講じる

ことで土壌汚染のおそれはない。 

 

   

出典：新版 東京港地盤図（平成 13 年 6 月、東京都港湾局）  

 

図 5-3-4 東京湾埋立地における埋立構成物別の分布 
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(ﾆ) 陸土による自然由来の土壌汚染調査の結果 

東京湾における低地の堆積層には、自然地盤において重金属を含有することが示唆され

ている。一例として、晴海地区では表 5-3-6 に示すように、自然的原因による全量分析含

有量の上限値の目安を超過することはないものの、砒素で最大約 25mg/kg、鉛で約 25mg/kg、

水銀で約 0.39mg/kg の濃度が検出されている。 

自然由来の土壌汚染が懸念される地盤において、重金属類による土壌汚染が存在する可

能性が考えられるものの、土砂を場外に搬出しなければ土壌汚染の拡散のおそれはない。 

なお、土砂を場外に搬出する場合にも、環境確保条例等に基づき、適切な対応を講じる

ことで土壌汚染のおそれはない。 

 

表 5-3-6 晴海地区における自然由来の土壌汚染調査結果  

深度 

(GL-[m]) 

砒素 

(mg/kg) 

鉛 

(mg/kg) 

カドミウム 

(mg/kg) 

セレン 

(mg/kg) 

水銀 

(mg/kg) 

2.05 14 25 <0.5 <0.5 0.39 
8.20 7 7 <0.5 <0.5 0.07 
11.65 10 8 <0.5 <0.5 0.08 
17.30 11 7 <0.5 <0.5 0.05 
23.25 11 8 <0.5 <0.5 0.05 
26.30 11 2 <0.5 <0.5 0.02 
30.10 17 7 <0.5 <0.5 0.05 
34.55 1 6 <0.5 <0.5 0.01 
38.55 9 3 <0.5 <0.5 0.03 
41.55 8 8 <0.5 <0.5 0.04 
46.25 11 10 <0.5 <0.5 0.03 
49.75 13 11 <0.5 0.5 0.05 
49.85 25 9 <0.5 <0.5 0.06 
49.95 21 8 <0.5 <0.5 0.05 
52.80 7 8 <0.5 <0.5 0.05 
55.80 12 9 <0.5 <0.5 0.05 
55.90 23 8 <0.5 0.5 0.05 
55.98 11 11 <0.5 <0.5 0.05 
57.15 11 8 <0.5 <0.5 0.04 
61.70 11 10 <0.5 <0.5 0.03 
63.80 13 9 <0.5 <0.5 0.04 

自然的原因による

全量分析含有量の

上限値の目安値 
39 140 1.4 2.0 1.4 

出典：東京低地部地盤での自然由来の重金属類含有量（総括編） 

（平成 24 年 10 月、東京都土木技術支援・人材育成センター年報）  
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5-3-2  予測評価（会場別） 

(1) 評価の指標及び目安 

会場別検討における評価の指標及び目安は、表 5-3-7 に示すとおりである。 

 

表 5-3-7  評価の指標及び目安 

評価の指標 評価の基準 
評価の目安 

－２ －１ ０ ＋１ ＋２ 

土壌汚染物質
の拡散の可能
性 

土地履歴調
査等による
土壌汚染物
質の存在可
能性 

要措置区域
等における
土地の改変
がある 

土地の履歴
調査による
土壌汚染物
質の存在の
可能性があ
る又は要措
置区域等を
含むが土地
の改変はな
い 

要措置区域
等を含まな
い、かつ土地
の履歴調査
において土
壌汚染物質
の存在の可
能性がない 

土壌汚染の
可能性があ
る土地にお
いて土壌汚
染物質の存
在が確認さ
れた場合に
その物質を
除去する等
の対処を行
う 

要措置区域
等の土壌汚
染物質を除
去する 

 

 

(2) 予測評価の方法 

会場別には、開催前（工事の実施による影響）、開催中（施設の存在による影響）、開催中

（競技の実施による影響）、開催後（工事の実施による影響）、開催後（後利用による影響）

における土壌汚染物質の拡散の可能性について予測評価の検討を行った。 

それぞれの時期における予測評価の方法は、表 5-3-8 に示すとおりである。 

 

表 5-3-8  予測評価方法（会場別） 

予測評価の時期 予測評価の方法 

開催前 
工事の実施によ

る影響 

施設建設など、土地の改変を伴う工事による土壌汚染物質の拡散の可能

性について定性的に予測評価を行った。 

開催中 

施設の存在によ

る影響 

いずれの会場においても、施設が存在していることにより、土壌汚染物

質を拡散させるような要因は想定できないことから、予測評価の対象外と

した。 

競技の実施によ

る影響 

各会場における、競技の実施によって、土壌汚染物質を拡散させるよう

な要因は想定できないことから、予測評価の対象外とした。 

なお、射撃競技における鉛弾使用に伴う土壌汚染については、鉛弾の飛

散を防止するネットの設営や、土中への埋没を防止するためのシートの敷

設等が行われることから土壌に影響はないとし、評価の対象外とした。 

開催後 

工事の実施によ

る影響 

各会場においける仮設施設の撤去等に係る工事のうち、土地の改変を伴

う工事による土壌汚染物質の拡散の可能性について定性的に予測評価を

行った。 

後利用による影

響 

開催中（競技の実施による影響）と同様、競技の実施によって、土壌汚

染物質を拡散させるような要因は想定できないことから、予測評価の対象

外とした。 
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(3) 予測評価の結果 

1)  開催前（工事の実施による影響） 

①  一次評価 

開催前の工事の実施による影響について、土地の改変等の工事を伴わない東京体育館、

国立代々木競技場、東京国際フォーラム、国技館、東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂ、夢

の島競技場、東京スタジアム、霞ヶ関カンツリー倶楽部、札幌ドーム、宮城スタジアム、

埼玉スタジアム 2002、横浜国際総合競技場の 13 会場を除く計 26 会場を対象として、各会

場における施設建設の際の土地の改変に伴う土壌汚染物質の拡散の可能性について予測評

価を行った。 

各会場における予測評価の結果は、表 5-3-9(p5-3-29～5-3-32)に示すとおりであり、オ

リンピックスタジアム（国立霞ヶ丘競技場）、海の森水上競技場及び夢の島ユース・プラザ・

アリーナＡ、Ｂ及び夢の島公園においては、履歴調査の結果から、土壌汚染の拡散の可能

性があると評価する。 

その他の会場については、土壌汚染の拡散のおそれはないと予測する。 

 

表 5-3-9(1)  各会場における予測評価の結果 

会場 

No. 
会場名 

評価結果 

(一次評価) 
予測評価の結果 

1 オリンピッ
クスタジア
ム（国立霞ヶ
丘競技場） 

－１ 

オリンピックスタジアム（恒久施設）を建設する際に、敷地内を掘
削することになる。敷地内に土壌汚染対策法に基づく要措置区域等は
ないものの、過去に青山練兵場が存在しており、鉛弾の使用による土
壌汚染など土地の汚染が存在する可能性は否定できない。 

したがって、現時点での評価結果は「－１」とした。 
4 日本武道館 

０ 

日本武道館の恒久施設（地下施設）を建設する際に、敷地内を掘削
することになる。敷地内に土壌汚染対策法に基づく要措置区域等はな
く、また過去においても土壌汚染を生じさせるような有害物質取扱事
業場等が建設されていたという履歴はないことから、工事の実施によ
り土壌汚染物質が拡散することはないと予測した。 

したがって、評価結果は「０」とした。 
5 

 
 

 

皇居外苑 
 

０ 

皇居外苑においては、仮設建物の建設を行う工事が伴うものの、土
地を整地しその上に仮設建物を建設する程度の工事内容であり、掘削
は伴わない。また、過去においても土壌汚染を生じさせるような有害
物質取扱事業場等が建設されていたという履歴はないことから、工事
の実施により土壌汚染物質が拡散することはないと予測した。 

したがって、評価結果は「０」とした。 

8～11 有明アリー
ナ、有明ＢＭ
Ｘコース、有
明ベロドロ
ーム、有明体
操競技場 

０ 

有明北地区の埋立造成地と既存地の一部に建築物を建設する際に、
掘削を行うことになるが、有明北地区の埋立造成地は竣工後間もない
土地であり、過去に土壌汚染を生じさせるような有害物質使用特定施
設が建設されたことはない。また、一部の既存地について過去に有害
物質取扱事業場等が建設されていたという履歴はないことから、工事
の実施により土壌汚染物質が拡散することはないと予測した。 

したがって、評価結果は「０」とした。 

注：会場 No.は、表 1-3-37（p1-85～1-86）に示す会場 No.を表す。 
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表 5-3-9(2)  各会場における予測評価の結果 

会場 

No. 
会場名 

評価結果 

(一次評価) 
予測評価の結果 

12 有明テニス
の森 

０ 

テニスコートを改修する際に既存の有明テニスの森公園の一部を
掘削することになるが、有明テニスの森公園内に土壌汚染対策法に基
づく要措置区域等ではなく、また過去においても土壌汚染を生じさせ
るような有害物質取扱事業場等が建設されていたという履歴はない
ことから、工事の実施により土壌汚染物質が拡散することはないと予
測した。 

したがって、評価結果は「０」とした。 
13 お台場海浜

公園 

０ 

お台場海浜公園については、仮設建物の建設を行う工事が伴うもの
の、土地を整地しその上に仮設建物を建設する程度の工事内容であ
り、掘削は伴わない。なお、浚渫土により構成された埋立地であり、
産業廃棄物及び一般廃棄物を対象とした最終処分場ではない。また、
過去においても土壌汚染を生じさせるような有害物質取扱事業場等
が建設されていたという履歴はないことから、工事の実施により土壌
汚染物質が拡散することはないと予測した。 

したがって、評価結果は「０」とした。 

14 潮風公園 

０ 

潮風公園については、競技利用施設を建設する際に、既存の埋立地
（13 号埋立地）の一部を掘削することが想定される。なお、浚渫土に
より構成された埋立地であり、産業廃棄物及び一般廃棄物を対象とし
た最終処分場ではない。また、過去においても土壌汚染を生じさせる
ような有害物質取扱事業場等が建設されていたという履歴はないこ
とから、工事の実施により土壌汚染物質が拡散することはないと予測
した。 

したがって、評価結果は「０」とした。 
17 大井ホッケ

ー競技場 

０ 

大井ふ頭中央海浜公園内の野球場等のグラウンドにホッケー競技
用のグラウンド及び観客席等（恒久施設）を建設する際に、既存の公
園部分の一部を掘削することになるが、大井ふ頭中央海浜公園は土壌
汚染対策法に基づく要措置区域等には指定されていない。なお、浚渫
土により構成された埋立地であり、産業廃棄物及び一般廃棄物を対象
とした最終処分場ではない。過去においても土壌汚染を生じさせるよ
うな有害物質取扱事業場等が建設されていたという履歴はないこと
から、工事の実施により土壌汚染物質が拡散することはないと予測し
た。 

したがって、評価結果は「０」とした。 
18 海の森クロ

スカントリ
ーコース 

０ 

海の森クロスカントリーコースは、仮設建物の建設を行う工事が伴
うものの、土地を整地しその上に仮設建物を建設する程度の工事内容
であり、掘削は伴わない。また、廃棄物処分埋立地であることから土
壌汚染の可能性が否定できないが、掘削を伴わないと想定される工事
のため、工事の実施により土壌汚染物質が拡散する可能性はないもの
と予測した。 

したがって、評価結果は「０」とした。 

注：会場 No.は、表 1-3-37（p1-85～1-86）に示す会場 No.を表す。 
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表 5-3-9(3)  各施設における予測評価の結果 

会場 

No. 
施設名 

評価結果 

(一次評価) 
予測評価 

19 海の森水上
競技場 

－１ 

カヌー及びボート競技用コース及び練習用コース（恒久施設）を建
設する際に、既存の埋立地（中央防波堤外側埋立地）の一部を掘削す
ることになる。中央防波堤外側埋立地のうち東側（その２）は産業廃
棄物及び一般廃棄物を対象とした最終処分場であり環境確保条例に
おける有害物質取扱事業場でも土壌汚染対策法対象の有害物質使用
特定施設でもなく現在も供用中の施設である。また、中央防波堤外側
埋立地の西側（その１）は建設発生土の受け入れ地であり、受け入れ
基準を満足した建設発生土の埋立が行われている。いずれの埋立地
も、過去に土壌汚染を生じさせるような有害物質取扱事業場等の建設
はないが、建設発生土による埋立地及び廃棄物最終処分場の一部を掘
り起こして水路を建設する際に掘り起こされた土壌（廃棄物や建設発
生土を含む）が汚染されている可能性も想定される。 

したがって、現時点での評価結果は「－１」とした。 
20 海の森マウ

ンテンバイ
クコース 

０ 

海の森マウンテンバイクコースについては、仮設建物の建設を行う
工事が伴うものの、土地を整地しその上に仮設建物を建設する程度の
工事内容であり、掘削は伴わない。また、廃棄物処分埋立地であるこ
とから土壌汚染の可能性が否定できないが、掘削を伴わないと想定さ
れる工事のため、工事の実施により土壌汚染物質が拡散する可能性は
ないものと予測した。 

したがって、評価結果は、「０」とした。 

21 若洲オリン
ピックマリ
ーナ 

０ 

若洲海浜公園内に競技場ヨットの係留施設等（恒久施設）を建設す
る際に、既存の公園部分の一部を掘削することになるが、若洲海浜公
園は土壌汚染対策法に基づく要措置区域等には指定されておらず、過
去においても土壌汚染を生じさせるような有害物質取扱事業場等が
建設されていたという履歴はない。また、廃棄物処分埋立地であるこ
とから土壌汚染の可能性が否定できないが、小規模な仮設建物を建設
する程度の工事内容で大規模な掘削は伴わず、表土は建設発生土によ
り覆土されていることから、工事の実施により土壌汚染物質が拡散す
ることはないと予測した。 

したがって、評価結果は「０」とした。 
22 
 

葛西臨海公
園 
 

０ 

葛西臨海公園内にカヌー競技用のスラロームコース（恒久施設）を
建設する際に既存公園内の一部を掘削することになるが、葛西臨海公
園は土壌汚染対策法に基づく要措置区域等には指定されておらず、過
去においても土壌汚染を生じさせるような有害物質取扱事業場等が
建設されていたという履歴はないことから、工事の実施により土壌汚
染物質が拡散することはないと予測した。 

したがって、評価結果は「０」とした。 
23～
24 

夢の島ユー
ス・プラザ・
アリーナＡ、
Ｂ 

－１ 

競技用体育館（恒久施設）を建設する際に、夢の島公園内の東京ス
ポーツ文化館を全面改築するとともに、隣接する旧江東清掃工場跡地
を掘削することになる。旧江東清掃工場跡地は土壌汚染対策法に基づ
く要措置区域等ではなく、跡地のうちの一部については過去の調査等
により汚染の可能性がないことが確認されているものの、汚染の可能
性がないことが確認されている部分は恒久施設の建設予定地の一部
であること、旧江東清掃工場は環境確保条例における有害物質取扱事
業場であること、旧江東清掃工場の敷地内に土壌汚染対策法対象の有
害物質使用特定施設に指定されている研究施設が存在していたこと、
さらに旧江東清掃工場で過去に非意図的に生成されたダイオキシン
類による汚染が考えられることから、現時点では土壌汚染の可能性も
想定される。 

したがって、現時点での評価結果は「－１」とした。 

注：会場 No.は、表 1-3-37（p1-85～1-86）に示す会場 No.を表す。 
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表 5-3-9(4)  各施設における予測評価の結果 

会場 

No. 
施設名 

評価結果 

(一次評価) 
予測評価 

25 夢の島公園 

－１ 

アーチェリー競技場（恒久施設）を建設する際に既存の夢の島公園
の陸上競技場、緑地等の一部を掘削することになる。夢の島公園は廃
棄物最終処分場であり、夢の島公園は土壌汚染対策法に基づく要措置
区域等ではなく、また過去においても土壌汚染を生じさせるような有
害物質取扱事業場等が建設されていたという履歴はないものの、埋立
地及び廃棄物最終処分場の一部を掘り起こして施設を建設する際に、
掘り起こされた土壌が汚染されている可能性も想定される。 

したがって、現時点での評価結果は「－１」とした。 
27～ 
28 

オリンピッ
クアクアテ
ィクスセン
ター 
ウォーター
ポロアリー
ナ 

０ 

競技用プール（恒久施設・仮設）を建設する際に既存の辰巳の森海
浜公園の一部を掘削することになるが、辰巳の森海浜公園は土壌汚染
対策法に基づく要措置区域等ではなく、また過去においても土壌汚染
を生じさせるような有害物質取扱事業場等が建設されていたという
履歴はないことから、工事の実施により土壌汚染物質が拡散すること
はないと予測した。 

したがって、評価結果は「０」とした。 

29 武蔵野の森
総合スポー
ツ施設 

０ 

メインアリーナ（恒久施設）を建設する際に掘削を行うことになる
が、当該地区は土壌汚染対策法に基づく要措置区域等には指定されて
おらず、また過去においても土壌汚染を生じさせるような有害物質取
扱事業場等が建設されていたという履歴はないことから、工事の実施
により土壌汚染物質が拡散することはないと予測した。 

したがって、評価結果は「０」とした。 
31 武蔵野の森

公園 

０ 

武蔵野の森公園については、仮設建物の建設を行う工事が伴うもの
の、土地を整地しその上に仮設建物を建設する程度の工事内容であ
り、掘削は伴わない。また、過去においても土壌汚染を生じさせるよ
うな有害物質取扱事業場等が建設されていたという履歴はないこと
から、工事の実施により土壌汚染物質が拡散することはないと予測し
た。 

したがって、評価結果は、「０」とした。 
32 陸上自衛隊

朝霞訓練場 
 

０ 

陸上自衛隊朝霞訓練場については、仮設建物の建設を行う工事が伴
うものの、土地を整地しその上に仮設建物を建設する程度の工事内容
であり、掘削は伴わない。また、土地の利用履歴より、銃弾等の使用
による土壌汚染の可能性が否定できないが、掘削を伴わないと想定さ
れる工事のため、工事の実施により土壌汚染物質が拡散する可能性は
ないものと予測した。 

したがって、評価結果は、「０」とした。 

OV 選手村 

０ 

選手村（恒久施設）を建設する際に晴海地区の旧東京見本市場、晴
海旅客ターミナル等として利用されていた土地の掘削を行うことに
なるが、晴海地区は土壌汚染対策法に基づく要措置区域等には指定さ
れておらず、また、過去においても土壌汚染を生じさせるような有害
物質取扱事業場等が建設されていたという履歴はない。また、敷地北
側の中央清掃工場からのダイオキシン類の放出量は 0.0026mg-TEQ/年
と小さい。以上より、工事の実施により土壌汚染物質が拡散すること
はないと予測した。 

したがって、評価結果は「０」とした。 
IBC/ 
MPC 

東京ビッグ
サイト 
(IBC/MPC) 

０ 

IBC/MPC を建設する際に、有明南地区の東京ビッグサイト西展示棟
南側の一部の土地を掘削することになるが、この地域は土壌汚染対策
法に基づく要措置区域等には指定されておらず、過去においても土壌
汚染を生じさせるような有害物質取扱事業場等が建設されていたと
いう履歴はないことから、工事の実施により土壌汚染物質が拡散する
ことはないと予測した。 

したがって、評価結果は「０」とした。 

注：会場 No.は、表 1-3-37（p1-85～1-86）に示す会場 No.を表す。 
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②  ミティゲーション 

一次評価の結果、オリンピックスタジアム（国立霞ヶ丘競技場）、海の森水上競技場、夢

の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ及び夢の島公園においては、現時点では土壌汚染物

質の存在の可能性もあると予測されたことから、仮に施設建設段階で土壌汚染物質の存在

が確認された場合に、その物質の拡散を回避することを目的として想定したミティゲーシ

ョンの内容は、表 5-3-10 に示すとおりである。 

なお、オリンピックスタジアム（国立霞ヶ丘競技場）、海の森水上競技場、夢の島ユース・

プラザ・アリーナＡ、Ｂ及び夢の島公園の５会場と予測の対象外とした 13 会場を除く会場

については、一次評価の結果、土壌汚染物質の存在の可能性はなく、工事の実施に伴う土

壌汚染物質の拡散の可能性は小さいと予測した。 

したがって、現時点でミティゲーションは想定していない。しかしながら、実施段階に

おいては、必要に応じて詳細な調査を実施し、土壌汚染物質の存在が確認された場合には

環境確保条例等に基づき適切に対応する。 

 

表 5-3-10  土壌汚染物質拡散の回避に関して想定したミティゲーションの内容 

会場名 ミティゲーションの内容 

オリンピックスタジアム 

（国立霞ヶ丘競技場） 
・ 仮に施設建設時に土壌汚染物質の存在が確認された場合に

は、環境確保条例等に基づき、土壌の浄化等の適切な対策

を行う。 

海の森水上競技場 ・ 仮に工事の際に廃棄物最終処分場等から掘り起こした土壌

に汚染物質の存在が確認された場合には、環境確保条例等

に基づき、土壌の浄化等の適切な対策を行った上で処分す

るものとする。 

夢の島ユース・プラザ・ 

アリーナＡ、Ｂ 

・ 仮に施設建設時に土壌汚染物質の存在が確認された場合に

は、環境確保条例等に基づき、土壌の浄化等の適切な対策

を行う。 夢の島公園 
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③  二次評価 

一次評価の結果、オリンピックスタジアム（国立霞ヶ丘競技場）、海の森水上競技場、夢

の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ及び夢の島公園の５会場については、現時点では建

設予定地に土壌汚染物質の存在の可能性があると予測されたことから「－１」と評価した

が、仮に土壌汚染物質が確認された場合には、土壌汚染物質の拡散を回避することを目的

として想定したミティゲーションを実施することにより、土壌汚染物質を取り除くことに

なるため、土壌汚染物質の拡散の可能性はなくなる。 

したがって、評価結果はいずれも「＋１」とした。 

また、オリンピックスタジアム（国立霞ヶ丘競技場）、海の森水上競技場、夢の島ユース・

プラザ・アリーナＡ、Ｂ及び夢の島公園の５会場と予測評価の対象外とした 13 会場を除く

会場については、一次評価の結果、工事の実施に伴う土壌汚染物質の拡散の可能性は小さ

いものと予測されたことから、現時点でミティゲーションは想定していない。 

したがって、各会場の評価結果は一次評価と同様、いずれも「０」とした。 
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2)  開催後（工事の実施による影響） 

①  一次評価 

開催後の工事の実施による影響について、各会場の仮設建物の撤去工事等の実施に伴う

土壌汚染物質の拡散の可能性について、開催前（工事の実施による影響）に対象とした 26

会場のうち、屋外の仮設建物の撤去工事を行わない夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、

Ｂの２会場を除く 24 会場を対象として、各会場における仮設建物の撤去工事等の実施に伴

う土壌汚染物質の拡散の可能性について予測評価を行った。 

開催前の工事の実施により汚染が確認された会場については、ミティゲーションで土壌

の封じ込めや掘削除去等による拡散防止措置が実施されると共に開催後の工事の実施によ

り更なる汚染土壌の拡散は伴わないと考えられることから、オリンピックスタジアム（国

立霞ヶ丘競技場）、海の森水上競技場、夢の島公園の３会場の評価結果は、いずれも「０」

とした。 

また、その他の 21 会場については撤去工事等の際に土地の改変は行わないことから、工

事の実施に伴う土壌汚染物質の拡散の可能性はないものと予測した。 

したがって、各会場の評価結果は、いずれも「０」とした。 

 

②  ミティゲーション 

一次評価の結果、いずれの会場においても、開催後の仮設建物撤去等の工事の実施に伴

う土壌汚染物質の拡散の可能性は小さいと予測した。 

したがって、現時点でミティゲーションは想定していない。しかしながら、実施段階に

おいては、必要に応じて詳細な調査を実施し、土壌汚染物質の存在が確認された場合には

環境確保条例等に基づき適切に対応する。 

 

③  二次評価 

一次評価の結果、いずれの会場においても、開催後の仮設建物撤去等の工事の実施に伴

う土壌汚染物質の拡散の可能性は小さいものと予測されたことから、現時点でミティゲー

ションは想定していない。 

したがって、各会場の評価結果は一次評価と同様、いずれも「０」とした。 

 

(4) 評価結果の総括 

各会場に対する評価結果は、表 5-3-11(p5-3-36)に示すとおりである。 

オリンピックスタジアム（国立霞ヶ丘競技場）、海の森水上競技場、夢の島ユース・プラザ・

アリーナＡ、Ｂ及び夢の島公園では、建設予定地の一部で、土壌汚染物質の存在の可能性が

予測されたことから、仮に土壌汚染物質の存在が確認された場合には、環境確保条例等に基

づき適切に対応し、土壌汚染物質を取り除く、又は封じ込めるなど拡散防止の措置を行うこ

とから、プラス評価（＋１）となる。その他の会場では、土壌汚染物質の拡散の可能性はな

いことから「０」となる。 

なお、今後、会場周辺等において、放射性物質による局所的な汚染箇所が確認された場合

は、「放射性物質による局所的汚染箇所対処ガイドライン」（平成 24 年 3 月 環境省）等に基

づき、安全対策・環境対策、関係機関への連絡、汚染状況・原因把握のための調査、除染の

ための措置の検討・実施、効果確認のためのモニタリング等を適切に対応することで、競技

者への影響を防止する。 
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表 5-3-11  各会場に対する土壌の評価結果総括表 

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

1 オリンピックスタジアム(国立霞ヶ丘競技場) -1 － － 0 － +1 － － 0 －

2 東京体育館 － － － － － － － － － －

3 国立代々木競技場 － － － － － － － － － －

4 日本武道館 0 － － 0 － 0 － － 0 －

5 皇居外苑 0 － － 0 0 － － 0

6 東京国際フォーラム － － － － － － － － － －

7 国技館 － － － － － － － － － －

8 有明アリーナ 0 － － 0 － 0 － － 0 －

9 有明ＢＭＸコース 0 － － 0 0 － － 0

10 有明ベロドローム 0 － － 0 0 － － 0

11 有明体操競技場 0 － － 0 0 － － 0

12 有明テニスの森 0 － － 0 － 0 － － 0 －

13 お台場海浜公園 0 － － 0 0 － － 0

14 潮風公園 0 － － 0 0 － － 0

15～16 東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂ － － － － － － － － － －

17 大井ホッケー競技場 0 － － 0 － 0 － － 0 －

18 海の森クロスカントリーコース 0 － － 0 0 － － 0

19 海の森水上競技場 -1 － － 0 － +1 － － 0 －

20 海の森マウンテンバイクコース 0 － － 0 0 － － 0

21 若洲オリンピックマリーナ 0 － － 0 － 0 － － 0 －

22 葛西臨海公園 0 － － 0 － 0 － － 0 －

23～24 夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ -1 － － － － +1 － － － －

25 夢の島公園 -1 － － 0 － +1 － － 0 －

26 夢の島競技場 － － － － － － － － － －

27～28
オリンピックアクアティクスセンター
ウォーターポロアリーナ

0 － － 0 － 0 － － 0 －

29 武蔵野の森総合スポーツ施設 0 － － 0 － 0 － － 0 －

30 東京スタジアム － － － － － － － － － －

31 武蔵野の森公園 0 － － 0 0 － － 0

32 陸上自衛隊朝霞訓練場 0 － － 0 0 － － 0

33 霞ヶ関カンツリー倶楽部 － － － － － － － － － －

34 札幌ドーム － － － － － － － － － －

35 宮城スタジアム － － － － － － － － － －

36 埼玉スタジアム2002 － － － － － － － － － －

37 横浜国際総合競技場 － － － － － － － － － －

OV 選手村 0 － － 0 － 0 － － 0 －

IBC/MPC 東京ビッグサイト(IBC/MPC) 0 － － 0 － 0 － － 0 －

会場 評価点(一次) 評価点(二次)

No. 名称

開催前 開催中 開催後 開催前 開催中 開催後

 

 

 

 

 

 

※会場 No.は、表 1-3-37（p1-85～1-86）に示す会場 No.を表す。 
 
※評価点の目安は以下のとおりである。 

+2: 大きなプラスの影響       -1: ある程度のマイナスの影響 

+1: ある程度のプラスの影響     -2: 大きなマイナスの影響 

0: 中立 
 
－ : 予測評価の検討において対象外とした影響 

■ : 網掛けは非該当項目のため対象外とした影響 
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5-4  生物の生育・生息基盤 

5-4-1  現況 

重要な生物・生態系の賦存地として、山地、高原、草原、湿原、湿地、池沼、河川、干潟、

藻場等の自然地形を対象とし、表 5-4-1に示す情報をもとにその位置及び分布を整理した。 

現況では、会場が集中する８km 圏内の重要な生物・生態系の賦存地として、自然林、特定

植物群落、干潟が存在する。(表 5-4-2参照) 

 

表 5-4-1 重要な生物・生態系の賦存地の位置・分布情報 

区分 

資料 
山地、高原、草原、湿原、湿地 池沼、河川 干潟、藻場 

「東京都自然環境情報図、

平成 7 年発行、環境庁(現

「環境省」)」 

（図 5-4-1、表 5-4-3参照） 

※北海道、宮城県、神奈川

県、埼玉県の自然環境情報

図も参照 

 特定植物群落(原生林、湿

地等の重要な植物群落) 

 湖沼 

 自然性の

高い河川 

 干潟 

 藻場 

「現存植生図、平成10年、

東京都」 

（図 5-4-2参照） 

 自然林 

 自然草原 － － 

「自然環境情報GIS第2版、

環境省自然環境局生物多様

性センター」 

（図 5-4-3、図 5-4-4参照） 

 特定植物群落(原生林、湿

地等の重要な植物群落) 
－ 

 干潟 

 自然海岸 

 

表 5-4-2 ８km圏内における重要な生物・生態系の賦存地 

自然林 
特定植物群落 

(原生林等の重要な植物群落) 
干潟 

 皇居 

 明治神宮 

 浜離宮恩賜庭園 

 自然教育園 

 新宿御苑の常緑広葉樹林 

 明治神宮の樹林 

 浜離宮恩賜庭園のタブノキ林 

 自然教育園のスダジイ林 

 高輪東禅寺のアカガシ林とシラカシ林 

 清泉女子大学構内(旧島津邸)の常緑広葉樹林 

 葛西海浜公園

の西なぎさ・

東なぎさ 
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図 5-4-1 自然環境情報図 

出典：「東京都自然環境情報図、平成7年発行、環境庁(現「環境省」)」 
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表 5-4-3 東京都自然環境情報図の掲載情報 

掲載情報 情報の出典 備考 

巨樹･巨木林 
巨樹･巨木林調査

(1991年度) 

調査では、地上から約130cmの位置での幹周(囲)が300cm以上

の樹木を抽出したが、情報図には、幹周(囲)が600cm以上の

樹木を掲載した。 

原生流域 

河川調査 

(1994年度) 

河川調査において抽出された、面積1,000ha以上にわたり人

工構造物の存在や森林伐採等、人為の影響の見られない流域

＝原生流域の範囲を示した。 

最下流遡上不可能地

点 

河川調査で対象となった｢主要な二級河川の幹川及び一級河

川の支流等の中から選定した河川｣において確認された｢河

川横断工作物｣のうち、魚類の遡上を妨げる最も下流の横断

工作物の位置を示した。 

魚類調査地点 河川調査において｢漁獲試験｣が行われた地点を示した。 

自然性の高い連続す

る河川区間 

｢自然性の高い河川区間｣の定義を、①区間の水際線において

自然地が80%以上であること、②区間に河原がある場合は河

原土地利用において自然地が80%以上であること、③区間の

河畔の土地利用において両岸ともに最も卓越している土地

利用が自然地であること、④河川工作物が存在しないことと

し、その区間が10km以上連続する区間を｢自然性の高い連続

する河川区間｣として示した。 

非改変湖沼 
湖沼調査 

(1993年度) 

湖沼調査において調査された、湖岸線の改変状況がすべて自

然湖岸、かつ湖岸線土地利用状況がすべて自然地である湖沼

＝非改変湖沼の位置を示した。 

特定湖沼 
環境庁(現「環境省」)の定めた代表的な60の湖沼の位置を示

した。 

自然海岸 
海岸調査 

(1994年度) 

海岸調査で抽出された自然海岸を磯、浜別に示し、さらに前

回調査以降に消滅した自然海岸を示した。 

干潟･藻場･サンゴ礁 
海域生物環境調

査(1994年度) 

現存する干潟･藻場･サンゴ礁の位置と前回調査以降に消滅

した干潟･藻場･サンゴ礁の位置を示した。 

鳥類の集団繁殖地･

集団ねぐら 

動植物分布調査 

(1993年度) 

現地調査を実施した都道府県のうち、茨城、栃木、千葉、埼

玉、東京、神奈川、静岡、奈良、京都、大阪、兵庫の各都府

県について、チョウゲンボウを除く調査対象種の集団繁殖

地･集団ねぐらの位置を示した。 

哺乳類の分布 
動植物分布調査 

(1993年度) 

中大型哺乳類９種(二ホンザル、ニホンジカ、ツキノワグマ、

ヒグマ、ニホンイノシシ、キツネ、タヌキ、アナグマ、カモ

シカ)について、その分布を５kmメッシュ(二次メッシュを4

等分したもの)単位で示した。なお、分布図は、調査によっ

て情報の得られたメッシュを示しているので、実際の分布域

をすべて示しているものではない点に留意する必要がある。

魚類相 
河川調査 

(1994年度) 

河川調査及び湖沼調査によって得られた、調査対象河川、湖

沼ごとの魚種名を挙げた。 

出典：「東京都自然環境情報図、平成7年発行、環境庁(現「環境省」)」 
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図 5-4-2 現存植生図(植生自然度) 

出典：「現存植生図、平成10年、東京都」、図中の番号は表1-3-37(p1-85～1-86)に示す会場No.を表す。

会場類型

A 新設恒久会場 

B 新設恒久会場（計画中）

C 仮設 

D 既存会場（改修あり） 

E 既存会場（改修なし） 
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図 5-4-3 特定植物群落 

出典：「自然環境情報GIS第 2版、平成11年、環境省自然環境局生物多様性センター」、図中の番号は表1-3-37(p1-85～1-86)に示す会場No.を表す。

会場類型

A 新設恒久会場 

B 新設恒久会場（計画中）

C 仮設 

D 既存会場（改修あり） 

E 既存会場（改修なし） 
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図 5-4-4 海岸線の状況(自然海岸・干潟) 

出典：「自然環境情報GIS第 2版、平成11年、環境省自然環境局生物多様性センター」、図中の番号は表1-3-37(p1-85～1-86)に示す会場No.を表す。 

会場類型

A 新設恒久会場 

B 新設恒久会場（計画中） 

C 仮設 

D 既存会場（改修あり） 

E 既存会場（改修なし） 
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5-4-2  予測評価（会場別） 

(1) 評価の指標及び目安 

生物の生育・生息基盤としての変化は、重要な生物・生態系の賦存地の改変の有無と、生

物の生育・生息基盤の創出の有無を評価の基準とした。 

評価の指標及び目安は表 5-4-4 に示すとおりである。 

 

表 5-4-4 評価の指標及び目安 

評価の指標 評価の基準 
評価の目安 

－２ －１ ０ ＋１ ＋２ 

生 物 の 生
育・生息基
盤の状況 

① 重 要 な 生
物・生態系の
賦存地の改変
の有無 
② 生 物 の 生
育・生息基盤
の創出の有無 

重 要 な 生
物・生態系の
賦存地の主
要部又は半
分以上を改
変 

重 要 な 生
物・生態系の
賦存地の周
縁部又は半
分弱を改変 

改変なし 

新 た な 生
育・生息基盤
を創出（敷地
面積の 20％
未満） 

新 た な 生
育・生息基盤
を創出（敷地
面積の 20％
以上） 
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(2) 予測評価の方法 

開催中（施設の存在による影響）、開催後（後利用による影響）については、既存情報を

もとに整理した重要な生物・生態系の賦存地の分布と会場内の改変区域を重ね合わせること

により、施設の存在や後利用による重要な生物・生態系の賦存地への改変の有無を定性的に

予測評価した。生物の生育・生息基盤の創出の有無は、生物の生育・生息を主目的とした基

盤整備を行うものを対象とした。 

なお、工事に伴い改変される面積は工事の進捗とともに変化(増加)し、施設の存在や後利

用において一定(最大)となる。このため、工事による影響は、ここでは予測評価の対象とせ

ず、改変による影響が一定(最大)となる時期において、予測評価を行うこととした。 

予測評価の対象とする会場は、工事により地表面が改変される 24 会場とした。 

地表面が改変されない 13 会場(東京体育館、国立代々木競技場、日本武道館、皇居外苑、

東京国際フォーラム、国技館、東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂ、東京スタジアム、札幌ド

ーム、宮城スタジアム、埼玉スタジアム 2002、横浜国際総合競技場)は、影響要因が想定さ

れないため、予測評価の対象外とした。 

 

表 5-4-5 予測評価方法（会場別） 

予測評価の時期 予測評価の方法 

開催前 工事による影響 

工事に伴い改変される面積は工事の進捗とともに増加し、施

設の存在時に最大となる。このため、工事による影響は、改変

による影響が最大となる施設の存在による影響において予測

評価を行うこととし、ここでは予測評価の対象外とした。 

開催中 
施設の存在によ

る影響 

既存情報をもとに整理した重要な生物・生態系の賦存地の分

布と、改変区域を重ね合わせることにより、施設の存在による

重要な生物・生態系の賦存地への改変の有無を、定性的に予測

評価した。 

開催後 

工事による影響 

工事に伴い改変される面積は工事の進捗とともに変化し、施

設の後利用時に定常状態となる。このため、工事による影響は、

改変による影響が一定となる後利用による影響において予測

評価を行うこととし、ここでは予測評価の対象外とした。 

後利用による影

響 

既存情報をもとに整理した重要な生物・生態系の賦存地の分

布と、改変区域を重ね合わせることにより、仮設の撤去や施設

の後利用による重要な生物・生態系の賦存地への改変の有無

を、定性的に予測評価した。 
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(3) 予測評価の結果 

1)  開催中（施設の存在による影響） 

①  一次評価 

会場内の施設の存在による、重要な生物・生態系の賦存地の改変の有無について予測評

価を行った。 

会場毎に重要な生物・生態系の賦存地の位置と施設の改変区域を重ね合わせた結果、い

ずれの会場においても、改変区域内に重要な生物・生態系の賦存地は存在しないことから、

重要な生物・生態系の賦存地の改変はないと予測した。 

したがって、各会場の評価結果は、いずれも「０」とした。 

 

②  ミティゲーション 

一次評価の結果、いずれの会場においても施設の存在による重要な生物・生態系の賦存

地の改変はないことから、現段階では新たな生物の生育・生息基盤の創出に関するミティ

ゲーションは想定していない。 

 

③  二次評価 

一次評価の結果、会場内の施設の存在による、重要な生物・生態系の賦存地の改変はな

いことから、現段階ではミティゲーションは想定していない。 

したがって、各会場の評価結果は一次評価と同様、いずれも「０」とした。 

 

2)  開催後（後利用による影響） 

①  一次評価 

会場内の仮設の撤去や施設の後利用による、重要な生物・生態系の賦存地への改変の有

無については、いずれの会場においても、改変区域内に重要な生物・生態系の賦存地は存

在しないことから、重要な生物・生態系の賦存地の改変はないと予測した。 

したがって、各会場の評価結果は、いずれも「０」とした。 

 

②  ミティゲーション 

一次評価の結果、いずれの会場においても、会場内の仮設の撤去や施設の後利用による、

重要な生物・生態系の賦存地の改変はないことから、現段階では新たな生物の生育・生息

基盤の創出に関するミティゲーションは想定していない。 

 

③  二次評価 

一次評価の結果、いずれの会場においても、会場内の仮設の撤去や施設の後利用による、

重要な生物・生態系の賦存地の改変はないことから、現段階ではミティゲーションは想定

しておらず、評価結果は「０」とした。 
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(4) 評価結果の総括 

生物の生育・生息基盤の一次評価及び二次評価結果をとりまとめると下表のとおりとな

る。各会場の改変区域内に重要な生物・生態系の賦存地はないため、開催中、開催後(後利

用)において、一次評価、二次評価ともに「０」となる。 

 

表 5-4-6 生物の生育・生息基盤の評価結果総括表 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※会場№は、表 1-3-37(p1-85～1-86)に示す会場№を表す。
※評価点の目安は以下のとおりである。 

+2: 大きなプラスの影響 
+1: ある程度のプラスの影響 
0: 中立 

-1: ある程度のマイナスの影響 
-2: 大きなマイナスの影響 

－ : 予測評価の検討において対象外とした影響 
■ : 網掛けは非該当項目のため対象外とした影響 

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

1 オリンピックスタジアム(国立霞ヶ丘競技場) - 0 - 0 - 0 - 0

2 東京体育館 - - - - - - - -

3 国立代々木競技場 - - - - - - - -

4 日本武道館 - - - - - - - -

5 皇居外苑 - - - - - - - -

6 東京国際フォーラム - - - - - - - -

7 国技館 - - - - - - - -

8 有明アリーナ - 0 - 0 - 0 - 0

9 有明ＢＭＸコース - 0 - 0 - 0 - 0

10 有明ベロドローム - 0 - 0 - 0 - 0

11 有明体操競技場 - 0 - 0 - 0 - 0

12 有明テニスの森 - 0 - 0 - 0 - 0

13 お台場海浜公園 - 0 - 0 - 0 - 0

14 潮風公園 - 0 - 0 - 0 - 0

15～16 東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂ - - - - - - - -

17 大井ホッケー競技場 - 0 - 0 - 0 - 0

18 海の森クロスカントリーコース - 0 - 0 - 0 - 0

19 海の森水上競技場 - 0 - 0 - 0 - 0

20 海の森マウンテンバイクコース - 0 - 0 - 0 - 0

21 若洲オリンピックマリーナ - 0 - 0 - 0 - 0

22 葛西臨海公園 - 0 - 0 - 0 - 0

23～24 夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ - 0 - 0 - 0 - 0

25 夢の島公園 - 0 - 0 - 0 - 0

26 夢の島競技場 - 0 - 0 - 0 - 0

27～28
オリンピックアクアティクスセンター
ウォーターポロアリーナ

- 0 - 0 - 0 - 0

29 武蔵野の森総合スポーツ施設 - 0 - 0 - 0 - 0

30 東京スタジアム - - - - - - - -

31 武蔵野の森公園 - 0 - 0 - 0 - 0

32 陸上自衛隊朝霞訓練場 - 0 - 0 - 0 - 0

33 霞ヶ関カンツリー倶楽部 - 0 - 0 - 0 - 0

34 札幌ドーム - - - - - - - -

35 宮城スタジアム - - - - - - - -

36 埼玉スタジアム2002 - - - - - - - -

37 横浜国際総合競技場 - - - - - - - -

OV 選手村 - 0 - 0 - 0 - 0

IBC/MPC 東京ビッグサイト(IBC/MPC) - 0 - 0 - 0 - 0

開催後 開催前 開催中 開催後

会場 評価点(一次) 評価点(二次)

No. 名称

開催前 開催中
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5-5  水循環 

5-5-1  現況 

大気から雨となって地中、河川等を経て海域に向かう水の循環は、河川・地下水の水量の確保、

気候の緩和、土壌や流水による水質の浄化、多様な生態系の維持という環境保全上重要な機能を

もっている。しかし、都市化の進展に伴い､不浸透域の拡大により雨水の地下浸透が妨げられ河

川の流量の減少や湧水の枯渇が進行している。このため、東京都では雨水を地下へ浸透させるた

めの方法等について定めた「東京都雨水浸透指針」を平成13年に策定し、地下水の保全を図って

いる。 

会場の施設が水環境に与える影響については、水循環の指標となる雨水の浸透能力について、

地表面被覆率で評価する。現況の被覆率について「東京都都市計画地理情報システム 平成18年

度土地利用現況（区部）及び平成19年度土地利用現況(多摩部)」を用い会場毎に整理した。 

被覆率は、会場内の不浸透域の面積を会場面積で除して算出した。不浸透域は、住宅や工場な

どの建築物の他、道路、鉄道、屋外利用地等とした。 

なお、周辺が水域で囲まれた埋立地の地表面被覆率は、自然の水循環（河川等及び地下水など）

に対して影響を与えることはないため、そのような場所に立地する会場は予測評価の対象外とし

た（図 5-5-1参照）。また、サッカーの予選会場である札幌ドーム、宮城スタジアム、埼玉スタ

ジアム 2002 及び横浜国際総合競技場の４会場と東京国際フォーラム及び霞ヶ関カンツリー倶楽

部については、既存施設の利用が主体であるため、予測評価の対象外とした。 

現況の被覆率を表 5-5-1に、現況として使用した図面を図 5-5-2(p5-5-3～p5-5-6)に示す。 

表 5-5-1  現況の被覆率 

会場№ 会場名 会場面積（m2） 被覆面積（m2） 被覆率（%） 備考 

1 
オリンピックスタジアム 

(国立霞ヶ丘競技場) 583,400 419,600 71.9 

新設及び仮設設置 

(会場エリア一体とし

て計算) 2 東京体育館 

3 国立代々木競技場 582,500 114,300 19.6 仮設設置 

4 日本武道館 146,700 36,700 25.0 改修及び仮設設置 

5 皇居外苑 102,900 36,200 35.2 仮設設置 

7 国技館 64,100 63,300 98.8 仮設設置 

29 
武蔵野の森総合スポーツ

施設 279,100 178,600 64.0 

新設及び仮設設置 

(会場エリア一体とし

て計算)（注2） 30 東京スタジアム 

31 武蔵野の森公園 151,700 24,400 16.1 仮設設置 

32 陸上自衛隊朝霞訓練場 203,900 － － 現況被覆率不明(注3)

注 1）被覆面積については、10 の位で四捨五入している。なお、会場面積は運営境界（Operational Perimeter）内

とし、10の位で四捨五入している。武道館の会場面積に水域は含まない。 

注2）武蔵野の森総合スポーツ施設及び東京スタジアムについては、土地利用図上では公園・運動場等になっている

部分が2013年時点で舗装された駐車場等となっていることから(図 5-5 3(6)参照)現状を反映した。 

注3）陸上自衛隊朝霞訓練場については、自衛隊施設のため、会場内の現況の被覆率は不明である。 

 

地表面被覆率（％）＝被覆面積(不浸透域の面積)※1／会場面積※2 
※1：土地利用区分(図 5-5-2の凡例参照)のうち、公園・運動場等(田、畑、樹園地、牧草放牧地、原野、森林)、

未利用地等を浸透域、官公庁施設等(官公庁施設、教育文化施設、厚生医療施設、供給処理施設)、事務所

建築物等(事務所建築物、専用商業施設、住商併用施設、宿泊・遊興施設、スポーツ・興行施設)、住宅(独

立住宅、集合住宅)、工場(専用工場、住居併用工場、倉庫運輸関係施設、農林漁業施設)、屋外利用地(屋

外利用地・仮設建物、その他)、道路・鉄道・港湾等(道路、鉄道・港湾等)を不浸透域（雨水が地中に浸透

しないで流出する地域）とした。面積はＧＩＳソフトを用いて解析した。 

※2：会場エリアのうち、水域を除く面積とした。 
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-5
-2 

A 新設恒久会場 

B 新設恒久会場（計画中）

C 仮設 

D 既存会場（改修あり） 

E 既存会場（改修なし） 

会場類型 

 ：評価対象会場

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-5-1 評価対象会場位置 

※図中の番号は表1-3-37(p1-85～1-86)に示す会場No.を表す。 
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図 5-5-2(1) 現況土地利用図(オリンピックスタジアム（国立霞ヶ丘競技場）、東京体育館) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-5-2(2) 現況土地利用図（国立代々木競技場） 
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図 5-5-2(3) 現況土地利用図（日本武道館） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-5-2(4) 現況土地利用図（皇居外苑） 
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図 5-5-2(5)  現況土地利用図（国技館） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-5-2(6) 現況土地利用図（武蔵野の森総合スポーツ施設、東京スタジアム） 

2013年2月現在既

に舗装された駐

車場等である。 
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図 5-5-2(7) 現況土地利用図（武蔵野の森公園） 

出典：東京都都市計画地理情報システム 平成 18 年度土地利用現況（区部）及び平成 19 年度土地利用現況(多摩部)

より作成 
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5-5-2  予測評価（会場別） 

(1) 評価の指標及び目安 

雨水の地下浸透能力は、現況の地表面被覆率を評価の基準とした。評価の指標及び目安は表 

5-5-2に示すとおりである。 

 

表 5-5-2  評価の指標及び目安 

評価の指標 
評価の 

基準 

評価の目安 

－２ －１ ０ ＋１ ＋２ 

雨水の地下
浸透能力（地
表面被覆率） 

現状の地
表面被覆
率 

地表面の被覆
率が大きく増
大 

地表面の被覆
率が増大 
 

現況と変わら
ない 
又は、被覆率
が 増 大 する
が、対策によ
り現況と変わ
らない浸透を
確保 

地表面の被覆
率が減少 
又は、被覆率
が増大する
が、対策によ
り現況を上回
る浸透を確保 

地表面の被覆
率が大きく減
少 
又は、被覆率が
増大するが、対
策により現況
を大幅に上回
る浸透を確保 

 

(2) 予測評価の方法 

開催中（施設の存在による影響）、開催後（後利用による影響）の雨水の地下浸透能力の変化

については、新設する施設及び駐車場等が地表面を被覆するため、土地利用図に新設の施設及び

駐車場などの面積を重ね合わせ、増加する被覆(不浸透)面積を定量的に検討し、予測評価を行っ

た。現況土地利用図と改変エリアを重ね合わせた図面を図 5-5-3(p5-5-8～p5-5-12)に示す。 

なお、工事に伴い改変される面積は工事の進捗とともに変化(増加)し、施設の存在や後利用に

おいて一定(最大)となる。このため、工事による影響は、ここでは予測評価の対象とせず、改変

による影響が一定(最大)となる時期において予測評価を行うこととした。 

 

開催中・開催後の被覆(不浸透)面積は以下のように求めた。なお、既に被覆されている部分

（駐車場などの不浸透域）に施設が建設される場合は増加分として見込んでいない。 

被覆率は、被覆(不浸透)面積を会場面積で除して算出した。 

 

開催中の被覆(不浸透)面積＝現況の被覆(不浸透)面積＋仮設面積＋恒久施設面積 

開催後の被覆(不浸透)面積＝現況の被覆(不浸透)面積＋恒久施設面積 
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表 5-5-3  予測評価方法（会場別） 

予測評価の時期 予測評価の方法 

開催前 工事による影響 

工事に伴い改変される面積は工事の進捗とともに増加し、施設の存在

時に最大となる。このため、工事による影響は、改変による影響が最大

となる施設の存在による影響において予測評価を行うこととし、ここで

は予測評価の対象外とした。 

開催中 
施設の存在による

影響 

施設が存在することにより、地表面積を被覆するため、土地利用図に

施設面積を重ね合わせ、増加する被覆(不浸透)面積を定量的に検討し、

予測評価を行った。 

開催後 

工事による影響 

工事に伴い改変される面積は工事の進捗とともに変化し、施設の後利

用時に定常状態となる。このため、工事による影響は、改変による影響

が一定となる後利用による影響において予測評価を行うこととし、ここ

では予測評価の対象外とした。 

後利用による影響 

開催中（施設の存在による影響）と同様、施設の後利用による地表面

の被覆(不浸透)面積の変化を想定し、施設の存在による影響と同様の予

測評価を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-5-3(1) 現況土地利用図と改変エリア 

(オリンピックスタジアム(国立霞ヶ丘競技場）、東京体育館) 
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図 5-5-3(2) 現況土地利用図と改変エリア（国立代々木競技場） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-5-3(3) 現況土地利用図と改変エリア（日本武道館） 

2013年2月現在舗

装された駐車場

等である。 
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図 5-5-3(4) 現況土地利用図と改変エリア（皇居外苑） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-5-3(5)  現況土地利用図と改変エリア（国技館） 
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図 5-5-3(6) 現況土地利用図と改変エリア（武蔵野の森総合スポーツ施設、東京スタジアム） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-5-3(7) 現況土地利用図と改変エリア（武蔵野の森公園） 

出典：東京都都市計画地理情報システム 平成18年度土地利用現況（区部）及び平成19年度土地利用現況(多摩部)より作成 

2013年2月現在既

に舗装された駐

車場等である。 
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図 5-5-3(8) 現況土地利用図と改変エリア（陸上自衛隊朝霞訓練場） 
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(3) 予測評価の結果 

1)  開催中（施設の存在による影響） 

①  一次評価 

会場の各施設の存在による、地表面被覆率及び被覆面積の変化について予測を行った。この

結果、皇居外苑及び国技館については現況の不浸透域(駐車場、道路等)上に仮設が設置される

ため、浸透域の改変は行われず、現況と変わらない。国立代々木競技場、日本武道館、武蔵野

の森総合スポーツ施設及び東京スタジアム、武蔵野の森公園、陸上自衛隊朝霞訓練場について

は地表面の被覆率がわずかに増加（現況より５ポイント未満増加）するが、現況とほぼ変わら

ない。したがって、これらの会場について評価結果は「０」とした。 

 

オリンピックスタジアム(国立霞ヶ丘競技場)及び東京体育館においては、既存の樹林地が改

変され、被覆率が増加することから、評価結果を「－１」とした。 

施設毎の被覆率の算出結果を表 5-5-4に、一次評価の結果を表 5-5-5に示す。 

 

表 5-5-4  被覆率及び被覆面積（開催中：一次評価） 

会場 

№ 
会場名 

会場面積

（m2） 

被覆面積（m2） 被覆率（%） 被覆率の 

増減ポイント 

(開催中-現況) 現況 開催中 現況 開催中 

1 
オリンピックスタジアム 

(国立霞ヶ丘競技場) 583,400 419,600 525,300 71.9 90.0 +18.1 

2 東京体育館 

3 国立代々木競技場 582,500 114,300 116,600 19.6 20.0 +0.4 

4 日本武道館 146,700 36,700 37,000 25.0 25.3 +0.3 

5 皇居外苑 102,900 36,200 36,200 35.2 35.2 0 

7 国技館 64,100 63,300 63,300 98.8 98.8 0 

29 
武蔵野の森総合スポーツ施

設 279,100 178,600 179,600 64.0 64.3 +0.3 

30 東京スタジアム 

31 武蔵野の森公園 151,700 24,400 29,200 16.1 19.2 +3.1 

32 陸上自衛隊朝霞訓練場 203,900 不明 
現況

+8,300 
不明 

現況 

+4.1 
+4.1 

注）オリンピックスタジアム(国立霞ヶ丘競技場)及び東京体育館、武蔵野の森総合スポーツ施設及び東京スタジアム

は会場エリアが一体のため、あわせて計算を行った。 
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表 5-5-5  水循環についての評価結果（開催中：一次評価） 

会場 

№ 
会場名 

評価 

結果 
一次評価 

1 
オリンピックスタジアム 

(国立霞ヶ丘競技場) -1 
新設(恒久)は現況の公園内の樹林上に設置されることより、浸透域

が減少する。したがって、評価結果は「-1」とした。 
2 東京体育館 

3 国立代々木競技場 0 
浸透域の一部が改変されるが、被覆率はほとんど現況と変わらない。

したがって、評価結果は「0」とした。 

4 日本武道館 0 

仮設は現況の不浸透域上に設置される。新設の地下室により一部浸

透域の改変が行われるが、ほとんど現況と変わらない。したがって、

評価結果は「0」とした。 

5 皇居外苑 0 

仮設は現況の不浸透域上（道路）に設置されることより、浸透域の

改変は行われることはなく、現況と変わらない。したがって、評価

結果は「0」とした。 

7 国技館 0 

仮設は現況の不浸透域上（デッキ、駐車場など）に設置されること

より、浸透域の改変は行われることはなく、現況と変わらない。し

たがって、評価結果は「0」とした。 

29 
武蔵野の森総合スポーツ施

設 
0 

浸透域(グランド)の一部に仮設が設置されるが、被覆率はほとんど

現況と変わらない。したがって、評価結果は「0」とした。 
30 東京スタジアム 

31 武蔵野の森公園 0 
仮設により浸透域の一部が改変されるが、被覆率はほとんど現況と

変わらない。したがって、評価結果は「0」とした。 

32 陸上自衛隊朝霞訓練場 0 
仮設により浸透域の一部が改変されるが、被覆率はほとんど現況と

変わらない。したがって、評価結果は「0」とした。 

注）オリンピックスタジアム(国立霞ヶ丘競技場)及び東京体育館、武蔵野の森総合スポーツ施設及び東京スタジアム

は会場エリアが一体のため、あわせて評価を行った。 
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②  ミティゲーション 

一次評価の結果、浸透域が減少するオリンピックスタジアム(国立霞ヶ関競技場)及び東京体

育館においては、雨水浸透マス・トレンチの採用、駐車場や通路、歩道への雨水浸透側溝や浸

透性舗装の採用、施設への雨水貯留・透水施設の設置など「東京都雨水浸透指針」により、雨

水の地下浸透能力の拡大に努めることとする。 

なお、実施段階における計画の具体化にあわせ、新設施設の設計段階及び既存施設の改修機

会がある場合には、雨水浸透対策を実施し、浸透量の増大を検討するとともに、浸透不適地に

立地する会場においては、雨水の有効利用による上水利用量の削減や雨水貯留による洪水対策

等により、健全な水循環の維持に努める。 

また、「2020年の東京」における目標として、施設周辺についても、駐車場など都市空間の

すきまの緑化、公立小中学校の校庭芝生化等で新たな緑を創出することとしており、健全な水

循環の維持に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：東京都雨水浸透指針（平成13年、東京都） 

「東京都雨水浸透指針」 

雨水の地下への浸透に当たっては、地下水汚染の防止の観点から、拡水法（地表面又は地表近くの地層を

通して、雨水を自然に地下へ浸透させる方法をいう。）を用いた次に掲げる雨水浸透施設等により行うもの

とする。雨水浸透施設の構造等は、以下のとおりとする。 

【雨水浸透ます】（主に面積の広くない屋根を対象とする） 

集水機能と透水機能とを有するように、有孔又は多孔性の透水ます、その周辺の砕石の充填層、砕石充填層の

外面を覆う透水シート、敷砂、連結管（集水管等）等から構成し、必要に応じ、目づまりの防止のためにゴミ除

去フィルター等を設ける。 

【雨水浸透トレンチ】（屋根の面積が広い場合を対象とする） 

浸透・通水機能を有するよう、多孔性の透水管、その周囲を覆う砕石の充填層、砕石充填層の外面を覆う

透水シート、敷砂等から構成し、透水管はこう配をつけて設置する。なお、雨水浸透トレンチは、雨水浸透

ますとの併用を原則とする。 

【透水性舗装】（駐車場、歩道などを対象とする） 

表層（空隙率の大きい舗装材）、路盤（砕石等）、フィルター層（敷砂）等から構成する。 

【雨水浸透側溝】（駐車場・歩道などを対象とする） 

地表面設置の有孔Ｕ字溝、敷砂等から構成し、こう配をつけて設置する。 

【透水池】（敷地が広く、土地の高低差がある場所を対象とする） 

雨水調整池等の雨水の貯留施設の底部に、雨水浸透ます等及び堆砂池を設置した構成とする。 

【地表面の緑地化】 

地表面からの雨水の流出率を減少させ、浸透量の増大を図るように、芝等の適当な植物を植栽するものと

する。 

 

また、地下への浸透を推進する地域は、次に掲げる地域を除く地域とする。 

1)地盤の雨水浸透能力が低く、浸透効果を期待できない地域(地下水位が高い地域、地盤の低い地域等) 

2)雨水を地下へ浸透させることにより防災上の支障が生じるおそれのある地域(地すべりのおそれのある

地域、急傾斜地で崩壊の危険がある地域等) 
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③  二次評価 

オリンピックスタジアム(国立霞ヶ関競技場)及び東京体育館においては、「東京都雨水浸透

指針」により、雨水浸透マス・トレンチの採用、駐車場や通路、歩道への雨水浸透側溝や浸透

性舗装の採用、施設への雨水貯留・透水施設の設置など雨水の地下浸透能力の拡大に努めるこ

とにより、現況と同程度の浸透を確保できると想定し、二次評価の結果を「０」とした。 

他の会場については、一次評価の結果、各会場の地表面の被覆率は増大しないことから、現

段階でのミティゲーションは想定せず、各会場の評価結果は一次評価と同様、いずれも「０」

とした。なお、計画の実施段階においては、計画の具体化にあわせ地下浸透能力の拡大に努め、

雨水の地表面流出率を減少させ、浸透量の増大をはかるため可能な限り敷地内の緑化に努め

る。 

また、「2020年の東京」における目標として、施設周辺についても、駐車場など都市空間の

すきまの緑化、公立小中学校の校庭芝生化等で新たな緑を創出することとしており、健全な水

循環の維持に努める。 
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2)  開催後（後利用による影響） 

①  一次評価 

2020 年東京大会後の各会場の存在による、地表面被覆率の変化及び被覆面積について予測

を行った。 

日本武道館については、開催中と同様、新設（恒久）による改変によって地表面の被覆率が

わずかに増加（現況より５ポイント未満増加）するが、現況とほぼ変わらない。したがって、

評価結果は「０」とした。 

オリンピックスタジアム(国立霞ヶ丘競技場)においては、仮設が撤去されるが新設（恒久）

により既存の樹林地が改変されたままであり、被覆率が増加することから、評価結果を「－１」

とした。 

その他評価対象とした会場については、仮設が撤去されるため、浸透域の改変は行われず、

現況と変わらない。したがって評価結果は「０」とした。 

 

会場毎の被覆率の算定結果を表 5-5-6に、一次評価の結果を表 5-5-7(p5-5-18)に示す。 

 

 

表 5-5-6  被覆率及び被覆面積（開催後後利用による影響：一次評価） 

会場 

№ 
会場名 

会場面積

（m2） 

被覆面積（m2） 被覆率（%） 被覆率の 

増減ポイント 

(開催後-現況) 現況 開催後 現況 開催後 

1 
オリンピックスタジアム 

(国立霞ヶ丘競技場) 583,400 419,600 452,600 71.9 77.6 +5.7 

2 東京体育館 

3 国立代々木競技場 582,500 114,300 114,400 19.6 19.6 0 

4 日本武道館 146,700 36,700 37,000 25.0 25.3 +0.3 

5 皇居外苑 102,900 36,200 36,200 35.2 35.2 0 

7 国技館 64,100 63,300 63,300 98.8 98.8 0 

29 
武蔵野の森総合スポーツ施

設 279,100 178,600 178,600 64.0 64.0 0 

30 東京スタジアム 

31 武蔵野の森公園 151,700 24,400 24,400 16.1 16.1 0 

32 陸上自衛隊朝霞訓練場 203,900 不明 
現況と 

同じ 
不明 

現況と 

同じ 
0 

注）オリンピックスタジアム(国立霞ヶ丘競技場)及び東京体育館、武蔵野の森総合スポーツ施設及び東京スタジアム

は会場エリアが一体のため、あわせて計算を行った。 
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表 5-5-7  水循環についての評価結果（開催後：一次評価） 

会場 

№ 
会場名 

評価 

結果 
一次評価 

1 
オリンピックスタジアム 

(国立霞ヶ丘競技場) -1 
新設(恒久)は現況の公園内の樹林上に設置されることより、浸透域

が減少する。したがって、評価結果は「-1」とした。 
2 東京体育館 

3 国立代々木競技場 0 
浸透域の一部が改変されるが、被覆率はほとんど現況と変わらない。

したがって、評価結果は「0」とした。 

4 日本武道館 0 
新設の地下室により一部浸透域の改変が行われるが、ほとんど現況

と変わらない。したがって、評価結果は「0」とした。 

5 皇居外苑 0 
仮設は撤去されることより、浸透域の改変は行われることはない。

したがって、評価結果は「0」とした。 

7 国技館 0 
仮設は撤去されることより、浸透域の改変は行われることはない。

したがって、評価結果は「0」とした。 

29 
武蔵野の森総合スポーツ施

設 
0 

仮設は撤去されることにより、浸透域の改変は行われることはない。

したがって、評価結果は「0」とした。 
30 東京スタジアム 

31 武蔵野の森公園 0 
仮設は撤去されることより、浸透域の改変は行われることはない。

したがって、評価結果は「0」とした。 

32 陸上自衛隊朝霞訓練場 0 
仮設は撤去されることより、浸透域の改変は行われることはない。

したがって、評価結果は「0」とした。 

注）オリンピックスタジアム(国立霞ヶ丘競技場)及び東京体育館、武蔵野の森総合スポーツ施設及び東京スタジアム

は会場エリアが一体のため、あわせて評価を行った。 

 

②  ミティゲーション 

一次評価の結果、浸透域が減少するオリンピックスタジアム(国立霞ヶ関競技場)及び東京体

育館においては、雨水浸透マス・トレンチの採用、駐車場や通路、歩道への雨水浸透側溝や浸

透性舗装の採用、施設への雨水貯留・透水施設の設置など「東京都雨水浸透指針」により、雨

水の地下浸透能力の拡大に努めることとする。他の会場については一次評価の結果、各会場の

地表面の被覆率は増大しないことから、現時点ではミティゲーションは想定していない。ただ

し、仮設施設が緑地に設置される会場においては、雨水の地表面流出率を現況と同程度にする

ため、仮設撤去跡地の原状復帰を行う。 

なお、実施段階における計画の具体化にあわせ、新設施設の設計段階及び既存施設の改修機

会がある場合には、雨水浸透対策を実施し、浸透量の増大を検討するとともに、浸透不適地に

立地する会場においては、雨水の有効利用による上水利用量の削減や雨水貯留による洪水対策

等により、健全な水循環の維持に努める。 

また、施設周辺については、「2020年の東京」における目標として、駐車場など都市空間の

すきまの緑化、公立小中学校の校庭芝生化等で新たな緑を創出することとしており、健全な水

循環の維持に努める。 

 

③  二次評価 

オリンピックスタジアム(国立霞ヶ関競技場)及び東京体育館においては、「東京都雨水浸透

指針」により、雨水浸透マス・トレンチの採用、駐車場や通路、歩道への雨水浸透側溝や浸透

性舗装の採用、施設への雨水貯留・透水施設の設置など雨水の地下浸透能力の拡大に努めるこ

とにより、現況と同程度の浸透を確保できると想定し、二次評価の結果を「０」とした。 

他の会場については、一次評価の結果、各会場の地表面の被覆率は増大しないことから、現

段階でのミティゲーションは想定せず、各会場の評価結果は一次評価と同様、いずれも「０」
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とした。なお、仮設施設が緑地に設置される会場においては、雨水の地表面流出率を現況と同

程度にするため、仮設撤去跡地の原状復帰を行う。 

また、施設周辺については、「2020年の東京」における目標として、駐車場など都市空間の

すきまの緑化、公立小中学校の校庭芝生化等で新たな緑を創出することとしており、健全な水

循環の維持に努める。 
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(4) 評価結果の総括 

水循環の一次評価及び二次評価結果をとりまとめると表 5-5-8のとおりとなる。 

一次評価の結果、オリンピックスタジアム（国立霞ヶ丘競技場）及び東京体育館で被覆率が

増大するため、マイナスの評価となった。二次評価の結果、被覆率が現況と変わらない又は対

策により現況と変わらない浸透を確保するため、すべての会場で「０」となる。 

 

表 5-5-8 水循環の評価結果総括表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※会場№は、表1-3-37（p1-85～1-86）に示す会場№を表す。 
※評価点の目安は以下のとおりである。 
+2: 大きなプラスの影響 
+1: ある程度のプラスの影響 
0: 中立 
-1: ある程度のマイナスの影響 
-2: 大きなマイナスの影響 

－ : 予測評価の検討において対象外とした影響 
■ : 網掛けは非該当項目のため対象外とした影響 

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

1 オリンピックスタジアム(国立霞ヶ丘競技場) - -1 - -1 - 0 - 0

2 東京体育館 - -1 - -1 - 0 - 0

3 国立代々木競技場 - 0 - 0 - 0 - 0

4 日本武道館 - 0 - 0 - 0 - 0

5 皇居外苑 - 0 - 0 - 0 - 0

6 東京国際フォーラム - - - - - - - -

7 国技館 - 0 - 0 - 0 - 0

8 有明アリーナ - - - - - - - -

9 有明ＢＭＸコース - - - - - - - -

10 有明ベロドローム - - - - - - - -

11 有明体操競技場 - - - - - - - -

12 有明テニスの森 - - - - - - - -

13 お台場海浜公園 - - - - - - - -

14 潮風公園 - - - - - - - -

15～16 東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂ - - - - - - - -

17 大井ホッケー競技場 - - - - - - - -

18 海の森クロスカントリーコース - - - - - - - -

19 海の森水上競技場 - - - - - - - -

20 海の森マウンテンバイクコース - - - - - - - -

21 若洲オリンピックマリーナ - - - - - - - -

22 葛西臨海公園 - - - - - - - -

23～24 夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ - - - - - - - -

25 夢の島公園 - - - - - - - -

26 夢の島競技場 - - - - - - - -

27～28
オリンピックアクアティクスセンター
ウォーターポロアリーナ

- - - - - - - -

29 武蔵野の森総合スポーツ施設 - 0 - 0 - 0 - 0

30 東京スタジアム - 0 - 0 - 0 - 0

31 武蔵野の森公園 - 0 - 0 - 0 - 0

32 陸上自衛隊朝霞訓練場 - 0 - 0 - 0 - 0

33 霞ヶ関CC - - - - - - - -

34 札幌ドーム - - - - - - - -

35 宮城スタジアム - - - - - - - -

36 埼玉スタジアム2○○2 - - - - - - - -

37 横浜国際総合競技場 - - - - - - - -

OV 選手村 - - - - - - - -

IBC/MPC 東京ビッグサイト(IBC/MPC) - - - - - - - -

開催後

会場 評価点(一次) 評価点(二次)

No. 名称

開催前 開催中 開催後 開催前 開催中
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5-6  生物・生態系 

5-6-1  現況 

生物・生態系は、都市の生物・生態系の維持・再生の観点から、保全を要する重要な動植物及

び生物多様性への影響を予測し、「周辺の生物の生育・生息環境の連続性」、「重要な生物・生

態系」、「生物相の豊かさ」を評価の指標とする。 

 

5-6-1-1 周辺の生物の生育・生息環境の連続性 

周辺の生物の生育・生息環境の連続性として、森林、自然草原、池沼、河川、干潟、自然海

岸、藻場等の連続性を対象とし、表 5-6-1に示す情報をもとにその分布を整理した。 

現況では、会場が集中する８km 圏内には、連続性のある周辺の生物の生育・生息環境とし

て、河川、緑被地、干潟が存在する。 

このうち、会場と重なる可能性があるのは緑被地であり、会場 No.6,8～11,15,16,18～

20,25,26,IBC/MPC は、会場が立地する場所には緑被地は存在しないか、あるいは存在しても

ごく僅かである。 

 

表 5-6-1 森林、河川、干潟・藻場等の分布情報 

区分 

資料 
森林、草原 池沼、河川 干潟、藻場 

「東京都自然環境情報図、平成 7

年発行、環境庁(現「環境省」)」 

（図5-4-1(p5-4-2)参照） 

※北海道、宮城県、神奈川県、埼

玉県の自然環境情報図も参照 

－ 

 湖沼 

 自然性の高い

河川 

 干潟 

 藻場 

「現存植生図、平成 10 年、東京

都」 

（図5-4-2(p5-4-4)参照） 

 自然林 

 自然草原 － － 

「自然環境情報GIS第 2版、環境

省自然環境局生物多様性センタ

ー」（図5-4-4(p5-4-6)参照） 

－ － 

 干潟 

 自然海岸 

「緑被分布図、平成 19 年、国土

交通省都市・地域整備局」 

（図 5-6-1(p5-6-2)参照） 

 緑被地 

－ － 
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図 5-6-1 緑被分布図 

出典：「緑被分布図、平成19年、国土交通省都市・地域整備局」、図中の番号は表1-3-37(p1-85～1-86)に示す会場No.を表す。 

会場類型

A 新設恒久会場 

B 新設恒久会場（計画中）

C 仮設 

D 既存会場（改修あり） 

E 既存会場（改修なし） 
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5-6-1-2 重要な生物・生態系 

重要な生物・生態系は、自然公園法、自然環境保全法、文化財保護法により指定されて

いる地域を基本として、表 5-6-2 に示す情報をもとに整理した。 

なお、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」、「環境省レッドリ

スト」、「東京都の保護上重要な野生生物種」などで指定される重要な種については、確

認位置情報が不明である。 

現況では、会場が集中する８km 圏内の重要な生物・生態系の指定地域として、特定植

物群落、鳥類の集団繁殖地・ねぐら、国・都指定の天然記念物、巨樹・巨木が存在する。

(表 5-6-3(p5-6-4)・図 5-6-2(p5-6-5)参照) 

 

表 5-6-2 重要な生物・生態系の位置・分布情報 

区分 

資料 
指定地域 植物 動物 

「東京都自然環境情報図、

平成 7 年発行、環境庁(現

「環境省」)」 

（図 5-4-1(p5-4-2)参照） 

※北海道、宮城県、神奈川

県、埼玉県の自然環境情報

図も参照 

 国立公園・国定公

園(自然公園法) 

 原生自然環境保全

地域(自然環境保

全法) 

 自然環境保全地域

(自然環境保全法) 

 特定植物群落 

 巨樹・巨木林 

 両生類・は虫類、淡水

魚類、昆虫類の学術上

重要な種等 

 鳥類の集団繁殖地・ね

ぐら 

「自然環境情報 GIS 第 2

版、環境省自然環境局生物

多様性センター」 

（図 5-4-4(p5-4-6)参照） 

 特定植物群落 － － 

国・都道府県の公表資料・

HP 
－ 

 国・都道府県指定

の天然記念物(文

化財保護法) 

 国・都道府県指定の天

然記念物(文化財保護

法) 
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表 5-6-3 ８km 圏内における重要な生物・生態系の指定地域 

分類 地点名 名称 

特定植物群落 Ａ  新宿御苑の常緑広葉樹林 

Ｂ  明治神宮の樹林 

Ｃ  浜離宮恩賜庭園のタブノキ林 

Ｄ  自然教育園のスダジイ林 

Ｅ  高輪東禅寺のアカガシ林とシラカシ林 

Ｆ  清泉女子大学構内(旧島津邸)の常緑広葉樹林 

鳥類の集団繁殖地・ねぐら －  サギ類の集団ねぐら 

国・都指定の天然記念物 Ｇ  江戸城跡のヒカリゴケ生育地 

Ｈ  善福寺のイチョウ(国) 

Ｉ  芝東照宮のイチョウ 

Ｊ  旧細川邸のシイ(都) 

巨樹・巨木林 Ｋ  日枝神社のイチョウ 

Ｌ  皇居外苑のイチョウ・クスノキ・フウ・スダジイ 

Ｍ  首かけイチョウ 

Ｈ  逆さイチョウ（“善福寺のイチョウ”に同じ） 

Ｊ  旧細川邸のシイ 

Ｎ  高松中学校のイチョウ 

Ｅ  白金長者の森（自然教育園内にあり） 

Ｏ  氷川のもり 

Ｆ  清泉女子大学のスダジイ 

（清泉女子大学構内の常緑広葉樹林内） 

Ｐ  光福寺のイチョウ 
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図 5-6-2 ８km 圏内における重要な生物・生態系の指定地域 

出典：「東京都自然環境情報図、平成 7 年、環境庁（現「環境省」）」、「自然環境情報 GIS 第 2 版、平成 11 年、環境省自然環境局生物多様性センター」、 

       国・都道府県の公表資料・HP、 図中のアルファベットは表 5-6-3(p5-6-4)に示す地点名、図中の番号は表 1-3-37(p1-85～1-86)に示す会場 No.を表す。 

A 新設恒久会場 

B 新設恒久会場（計画中）

C 仮設 

D 既存会場（改修あり） 

E 既存会場（改修なし） 

会場類型
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5-6-1-3 生物相の豊かさ 

都市部における生物相の豊かさを特徴づける種・群集として鳥類相を対象とした。現況

の鳥類相を把握するため、都市部における鳥類の主な生息地である公園内に立地し、会場

エリア内で樹木や池、水際の改変を伴う 14 会場を含む 10 公園において現地調査を行っ

た。 

現地調査の対象とした公園及び公園内に立地する会場を表 5-6-4 に示す。 

現地調査は、2008 年 5 月 21 日～27 日と 2012 年 7 月 4 日～8 日（表 5-6-4 参照）に、定

点観察及び任意踏査により行った。定点観察地点(2008 年調査・2012 年調査)及び任意踏査

ルート(2012 年調査)は図 5-6-3(1)～(11)に示すとおりである。 

なお、東京体育館、日本武道館については、地表面の改変を伴わないことから、現地調

査の対象としなかった。 

 

表 5-6-4 現地調査の対象とした公園内に立地する会場及び調査日時 

公園名 
会場

No.
会場名 調査日 

調査時間 

定点観察 任意踏査 

明治公園 1 オリンピックスタ

ジアム（国立霞ヶ丘

競技場） 

2012 年 7 月 4 日 11:20～11:50 11:50～13:30

有明テニスの

森公園 

12 有明テニスの森 2012 年 7 月 5 日 6:40～ 7:10 6:30～ 9:00

お台場海浜公

園 

13 お台場海浜公園 2008 年 5月 22 日

2012 年 7 月 5 日 

6:00～ 6:30 

9:40～10:10 

6:30～11:00

10:10～13:30

潮風公園 14 潮風公園 2008 年 5月 22 日

2012 年 7 月 5 日 

7:30～ 8:00 

6:40～ 7:10 

7:00～12:00

7:10～ 9:10

大井ふ頭中央

海浜公園 

17 大井ホッケー競技

場 

2008 年 5月 21 日

2012 年 7 月 6 日 

7:00～ 7:30 

8:25～ 8:55 

6:00～12:30

6:30～12:30

若洲海浜公園 21 若洲オリンピック

マリーナ 

2008 年 5月 27 日

2012 年 7 月 8 日 

8:20～ 8:50 

12:40～13:10 

8:05～10:15

13:30～15:00

葛西臨海公園 22 葛西臨海公園 2008 年 5月 26 日

2012 年 7 月 8 日 

8:30～ 9:00 

8:15～ 8:45 

6:10～12:00

9:15～11:00

夢の島公園 23～

24 

夢の島ユース・プラ

ザ・アリーナＡ、Ｂ

2008 年 5月 27 日

2012 年 7 月 4 日 

7:05～ 7:35 

7:00～ 7:30 

6:45～12:40

6:25～ 9:00

 25 夢の島公園 

 26 夢の島競技場 2008 年 5月 27 日

2012 年 7 月 4 日 

7:14～ 7:44 

9:00～ 9:30 

11:10～12:30

9:30～10:15

辰巳の森海浜

公園 

27～

28 

オリンピックアク

アティクスセンタ

ー、ウォーターポロ

アリーナ 

2008 年 5月 27 日

2012 年 7 月 4 日 

8:37～ 9:07 

11:40～12:10 

9:11～11:00

10:30～13:15

晴海ふ頭公園 OV 選手村 2012 年 7 月 5 日 10:00～10:30 9:45～12:00
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図 5-6-3(1) 定点観察地点及び任意踏査ルート 

(1 オリンピックスタジアム(国立霞ヶ丘競技場))  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-6-3(2)  定点観察地点及び任意踏査ルート 

（12 有明テニスの森） 

凡 例 

   定点観測地点 

任意踏査ルート 

凡 例 

   定点観測地点 

任意踏査ルート 
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図 5-6-3(3) 定点観察地点及び任意踏査ルート 

(13 お台場海浜公園)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-6-3(4)  定点観察地点及び任意踏査ルート 

（14 潮風公園） 

凡 例 

   定点観測地点(2008 年) 

   定点観測地点(2012 年) 

任意踏査ルート(2012 年) 

凡 例 

   定点観測地点(2008 年) 

   定点観測地点(2012 年) 

任意踏査ルート(2012 年) 
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図 5-6-3(5) 定点観察地点及び任意踏査ルート 

(17 大井ホッケー競技場)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-6-3(6)  定点観察地点及び任意踏査ルート 

（21 若洲オリンピックマリーナ） 

凡 例 

   定点観測地点(2008 年) 

   定点観測地点(2012 年) 

任意踏査ルート(2012 年)

凡 例 

   定点観測地点(2008 年) 

   定点観測地点(2012 年) 

任意踏査ルート(2012 年) 
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図 5-6-3(7) 定点観察地点及び任意踏査ルート 

(22 葛西臨海公園) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-6-3(8)  定点観察地点及び任意踏査ルート 

（23～24 夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ）（25 夢の島公園） 

凡 例 

   定点観測地点(2008 年) 

   定点観測地点(2012 年) 

任意踏査ルート(2012 年)

凡 例 

   定点観測地点(2008 年) 

   定点観測地点(2012 年) 

任意踏査ルート(2012 年) 
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図 5-6-3(9) 定点観察地点及び任意踏査ルート 

(26 夢の島競技場)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-6-3(10)  定点観察地点及び任意踏査ルート 

(27～28 オリンピックアクアティクスセンター、ウォーターポロアリーナ) 

凡 例 

   定点観測地点(2008 年) 

   定点観測地点(2012 年) 

任意踏査ルート(2012 年) 

凡 例 

   定点観測地点(2008 年) 

   定点観測地点(2012 年) 

任意踏査ルート(2012 年) 
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図 5-6-3(11) 定点観察地点及び任意踏査ルート 

(OV 選手村) 

凡 例 

   定点観測地点 

任意踏査ルート 
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会場内を含む公園を対象として 2008 年及び 2012 年に実施した鳥類相の現地調査と、お

台場海浜公園で平成 22 年度・平成 23 年度に別途実施された調査結果を整理した結果、13

目 27 科 62 種の鳥類が確認された。（表 5-6-5(p5-6-14)参照） 

陸域に生息する種として、ハト科、キツツキ科、ヒバリ科、ツバメ科、セキレイ科、ヒ

ヨドリ科、ウグイス科、シジュウカラ科、メジロ科、ホオジロ科、アトリ科、ハタオリド

リ科、ムクドリ科、カラス科の 20 種が確認された。 

水域に生息する種としては、カイツブリ科、ウ科、サギ科、カモ科、クイナ科、チドリ

科、シギ科、セイタカシギ科、カモメ科、アマツバメ科、カワセミ科の 40 種が確認され

た。 

注目される種としては、「東京都の保護上重要な野生生物種(本土部)～東京都レッドリ

スト～2010 年版」に選定されている種が 27 種、環境省レッドリスト及び東京都レッドリ

ストに選定されているヨシゴイ・チュウサギ・セイタカシギ、「絶滅のおそれのある野生

動植物の種の保存に関する法律」（種の保存法）、環境省レッドリスト及び東京都レッドリ

ストに選定されているコアジサシが確認された。「文化財保護法」により、天然記念物に

指定されている種は確認されなかった。 

なお、2012 年に実施した鳥類相の調査結果で、注目されている種のうち、コサギの集団

営巣地(お台場海浜公園)、コアジサシの集団営巣地(葛西臨海公園)が確認されたが、いず

れも改変区域外であった。 
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表 5-6-5 鳥類確認種リスト 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

既存

資料

天

然

記

念

物

種

の

保

存

法

環

境

省

R

L

東

京

都

R

L

明

治

公

園

有

明

テ

ニ

ス

の

森

公

園

お

台

場

海

浜

公

園

潮

風

公

園

大

井

ふ

頭

中

央

海

浜

公

園

若

洲

海

浜

公

園

葛

西

臨

海

公

園

夢

の

島

公

園

辰

巳

の

森

海

浜

公

園

晴

海

ふ

頭

公

園

お

台

場

海

浜

公

園

※1 ※2 ※3 ※4 ※6 ※6 ※5・6 ※5・6 ※5・6 ※5・6 ※5・6 ※5・6 ※5・6 ※6 ※7

1 カイツブリ カイツブリ カイツブリ Tachybaptus ruficollis NT ○ ○ ○

2 ペリカン ウ カワウ Phalacrocorax carbo ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

3 コウノトリ サギ ヨシゴイ Ixobrychus sinensis NT CR ○

4 ゴイサギ Nycticorax nycticorax ○ ○ ○

5 ササゴイ Butorides striatus ○ ○

6 アマサギ Bubulcus ibis ○

7 ダイサギ Egretta alba VU ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

8 チュウサギ Egretta intermedia NT VU ○

9 コサギ Egretta garzetta VU ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

10 アオサギ Ardea cinerea ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

11 カモ カモ マガモ Anas platyrhynchos ○

12 カルガモ Anas poecilorhyncha ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

13 コガモ Anas crecca ○

14 オナガガモ Anas acuta ○

15 シマアジ Anas querquedula DD ○

16 ホシハジロ Aythya ferina ○ ○ ○

17 キンクロハジロ Aythya fuligula ○ ○

18 スズガモ Aythya marila * ○ ○

19 ツル クイナ オオバン Fulica atra VU ○

20 チドリ チドリ ミヤコドリ Haematopus ostralegus EN ○

21 コチドリ Charadrius dubius VU ○ ○ ○

22 シロチドリ Charadrius alexandrinus VU ○

23 メダイチドリ Charadrius mongolus NT ○

24 シギ キョウジョシギ Arenaria interpres VU ○ ○ ○

25 ハマシギ Calidris alpina NT ○

26 アオアシシギ Tringa nebularia NT ○

27 キアシシギ Heteroscelus brevipes VU ○ ○ ○ ○

28 イソシギ Actitis hypoleucos VU ○ ○ ○ ○ ○

29 ソリハシシギ Xenus cinereus VU ○

30 チュウシャクシギ Numenius phaeopus VU ○ ○ ○ ○

31 タシギ Gallinago gallinago VU ○

32 セイタカシギ セイタカシギ Himantopus himantopus VU EN ○

33 カモメ ユリカモメ Larus ridibundus ○ ○

34 セグロカモメ Larus argentatus ○ ○ ○ ○

35 オオセグロカモメ Larus schistisagus ○

36 カモメ Larus canus ○

37 ウミネコ Larus crassirostris ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

38 コアジサシ Sterna albifrons 国際 VU EN ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

39 ハト ハト キジバト Streptopelia orientalis ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

40 カワラバト（ドバト） Columba livia ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

41 アマツバメ アマツバメ ヒメアマツバメ Apus affinis VU ○

42 ブッポウソウ カワセミ カワセミ Alcedo atthis VU ○

43 キツツキ キツツキ コゲラ Dendrocopos kizuki ○ ○ ○

44 スズメ ヒバリ ヒバリ Alauda arvensis VU ○ ○

45 ツバメ ツバメ Hirundo rustica ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

46 イワツバメ Delichon urbica ○ ○ ○

47 セキレイ ハクセキレイ Motacilla alba ○ ○ ○ ○ ○

48 ヒヨドリ ヒヨドリ Hypsipetes amaurotis ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

49 ウグイス コヨシキリ Acrocephalus bistrigiceps EN ○ ○

50 オオヨシキリ Acrocephalus arundinaceus VU ○ ○

51 セッカ Cisticola juncidis ○ ○ ○

52 シジュウカラ シジュウカラ Parus major ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

53 メジロ メジロ Zosterops japonicus ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

54 ホオジロ アオジ Emberiza spodocephala ○

55 アトリ カワラヒワ Carduelis sinica ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

56 ハタオリドリ スズメ Passer montanus ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

57 ムクドリ ムクドリ Sturnus cineraceus ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

58 カラス オナガ Cyanopica cyana ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

59 ハシボソガラス Corvus corone ○ ○

60 ハシブトガラス Corvus macrorhynchos ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

61 インコ インコ セキセイインコ Melopsittacus undulatus ○

62 オウム オウム ホンセイインコ Psittacula krameri borealis ○

合計 13目 27科 62種 - 0 1 4 27 7 9 27 20 32 19 41 26 22 8 24

注目種 ※1　「文化財保護法(昭和25年法律第214号)による天然記念物

※2　「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)」

　　　国際：国際希少野生動植物種(国際的に協力して種の保存を図ることとされている絶滅のおそれのある野生動植物の種)

※3　環境省報道発表資料「鳥類、爬虫類、両生類及びその他無脊椎動物のレッドリストの見直しについて(平成18年12月)

　　　VU：絶滅危惧Ⅱ類(絶滅の危機が増大している種)

※4　東京都の保護上重要な野生生物種(本土部)～東京都レッドリスト～2010年版（区部）

　　　EN：絶滅危惧IB類(IA類(ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高いもの)ほどでなないが、近い将来における野生での絶滅の危険性が高いもの)

　　　VU：絶滅危惧Ⅱ類（現在の状態をもたらした圧迫要因が引き続き作用する場合、近い将来「絶滅危惧Ⅰ類」のランクに移行することが確実と考えられるもの）

　　　NT：準絶滅危惧(現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危惧」として上位ランクに移行する要素を有するもの)

　　　*：留意種（現時点では絶滅のおそれはないと判断されるため、上記カテゴリーには該当しないものの、留意が必要と考えられるもの）

現地調査 ※5　鳥類調査結果（平成20年5月）

※6　鳥類調査結果（平成24年7月）

既存資料 ※7　東京都内湾の水生生物調査結果(平成22年度・平成23年度（年6回）、東京都環境局自然環境部水環境課)

現地調査注目種

No. 科名 学名種名目名
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出典：種の保存法の解説、環境省 HP、http://www.env.go.jp/nature/yasei/hozonho/index.html 

 

 
 
「種の保存法」は、正式には「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」とい

い、国内外の絶滅のおそれのある野生生物を保護するために、平成５年４月に施行された。 

 

◇法の目的 

（種の保存法第１条） 

 この法律は、野生動植物が、生態系の重要な構成要素であるだけでなく、自然環境の重要な一

部として人類の豊かな生活に欠かすことのできないものであることにかんがみ、絶滅のおそれの

ある野生動植物の種の保存を図ることにより良好な自然環境を保全し、もって現在及び将来の国

民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。  

 

種の保存法では、外国産の希少野生生物の保護と、国内に生息・生育する希少野生生物の保護

について、規定している。 

 

◇外国産の希少野生生物の保護 

外国産の希少野生生物については、以下の種・亜種・分類群について、「国際希少野生動植物

種」に指定している。  

 

・ワシントン条約 付属書Ⅰ 掲載種 

・二国間渡り鳥等保護条約・協定 通報種 

 （条約・協定は、日米、日豪、日露で締結されている） 

 

国際希少野生動植物種に指定されている種については、販売・頒布目的の陳列と、譲渡し等（あ

げる、売る、貸す、もらう、買う、借りる）は原則として禁止されている。 

 

◇国内に生息・生育する希少野生生物の保護 

レッドデータブックやレッドリストで絶滅のおそれのある種（絶滅危惧Ⅰ類、Ⅱ類）とされた

もののうち、人為の影響により生息・生育状況に支障を来す事情が生じているものの中から、「国

内希少野生動植物種」に指定している。 

国内希少野生動植物種に指定されている種については、販売・頒布目的の陳列と、譲渡し等は

原則として禁止されている。 

 また、捕獲等（捕獲、採取、殺傷、損傷）についても原則として禁止されている。 

 平成 24 年 11 月現在で、国内希少野生動植物種には、鳥類が 38 種、哺乳類が 5 種、爬虫類

が 1 種、両生類が 1 種、魚類が 4 種、昆虫類が 15 種、植物が 26 種指定されている。 

 国内希少野生動植物種に指定されている種のうち、その生息・生育環境の保全を図る必要があ

ると認める場合は、「生息地等保護区」を指定している。 

 国内希少野生動植物種に指定されている種のうち、その個体の繁殖の促進、生息地等の整備等

の事業の推進をする必要があると認める場合は、「保護増殖事業計画」を策定して、保護増殖の事

業を行っている。 

メ モ 
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出典：レッドリスト・レッドデータブック（ＲＤＢ）とは、 

   生物多様性情報システム、http://www.biodic.go.jp/rdb/rdb_f.html 

 

  
 環境省では、「レッドリスト」（日本の絶滅のおそれのある野生生物の種のリスト）を作成・公
表するとともに、これを基にしたレッドデータブック（日本の絶滅のおそれのある野生生物の種
についてそれらの生息状況等を取りまとめたもの）を刊行している。 
 野生生物の生息状況は常に変化しているため、レッドリスト・レッドデータブックにおける評
価は、定期的に見直すことが不可欠である。 
 環境省では、昭和 61 年度より「緊急に保護を要する動植物の種の選定調査」を行い、その結
果を踏まえて平成３年に、環境省版レッドデータブック「日本の絶滅のおそれのある野生生物－
脊椎動物編」及び「日本の絶滅のおそれのある野生生物－無脊椎動物編」を作成した。 

平成７年よりレッドデータブックの第一次見直し作業が行われ、分類群ごとにレッドリストが
作成・公表され、これを基にレッドデータブックが編さんされた。 

この見直しにおいては、平成６年にＩＵＣＮ（国際自然保護連合）が採択した、減少率等の数
値による客観的な評価基準に基づく新しいカテゴリーに従うこととしたが、我が国では数値的に
評価が可能となるようなデータが得られない種も多いこと等の理由から、定性的要件と定量的要
件を組み合わせた新たなカテゴリーを策定した。新たなカテゴリーは下表に示すとおりである。
なお、無脊椎動物、維管束植物以外の植物については、絶滅危惧ＩＡ類、絶滅危惧ＩＢ類を区別
せず、絶滅危惧Ｉ類としている。 

平成 12 年４月までに、動植物すべての分類群についてレッドリストの見直しが完了し、公表
された。また、レッドデータブックについても、平成１８年８月までにすべてが刊行された。 

先の公表から一定期間が経過したことから、平成 14 年度よりレッドリストの見直し作業が行
われ、生息状況や生息環境の変化等最新の知見に基づいて検討が行われた。 

平成 18 年 12 月には、鳥類、爬虫類、両生類及びその他無脊椎動物の４分類群の新たなレッド
リストが公表、平成 19 年８月には、残りの哺乳類、汽水・淡水魚類、昆虫類、貝類、植物Ⅰ及
び植物Ⅱの６分類群について、新たなレッドリストが公表された。 

平成 20 年度よりレッドリストの 3 回目の見直し作業を進められ、平成 24 年８月に９分類群
について新たなレッドリスト（第４次レッドリスト）が公表された。 

 
環境省レッドリストのカテゴリー（赤枠は絶滅危惧種を表す） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メ モ 

環境省レッドリストのカテゴリー 参考；旧カテゴリー
●「絶滅（ＥＸ）」
我が国ではすでに絶滅したと考えられる種

絶滅種（Ｅｘ）

●「野生絶滅（ＥＷ）」
飼育・栽培下でのみ存続している種

－

＜絶滅危惧＝絶滅のおそれのある種＞
●「絶滅危惧I類（ＣＲ＋ＥＮ）」
絶滅の危機に瀕している種
○「絶滅危惧IＡ類（ＣＲ）
ごく近い将来における絶滅の危険性が極めて高い種
○「絶滅危惧IＢ類（ＥＮ）
IＡ類ほどではないが、近い将来における絶滅の危険性が
高い種

絶滅危惧種（Ｅ）

●「絶滅危惧II類（ＶＵ）」
絶滅の危険が増大している種

危急種（Ｖ）

●「準絶滅危惧（ＮＴ）」
現時点では絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化に
よっては「絶滅危惧」に移行する可能性のある種

希少種（Ｒ）

●「情報不足（ＤＤ）」
評価するだけの情報が不足している種

－

●付属資料「絶滅のおそれのある地域個体群（ＬＰ）」
地域的に孤立している個体群で、絶滅のおそれが高いもの

地域個体群（ＬＰ）
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出典：東京都の保護上重要な野生生物種（本土部）～東京都レッドリスト～2010 年版、東京都環境局 

 

 

 

 

 東京都は平成 10 年に「東京都の保護上重要な野生生物種（1998 年版）」（東京都レッドデー
タブック）を作成し、本土部について平成 20 年度から平成 21 年度まで 2 ヶ年かけて改訂作業
を実施した結果を「東京都の保護上重要な野生生物種(本土部)～東京都レッドリスト～2010 年
版」としてとりまとめた。 

保護上重要な野生生物種として、植物 800 種、動物 776 種、計 1,576 種が選定されている。 
 
◇ランク分けについて 
 「保護上重要な種」の選定に当たっては、下表の区分による評価を行った。 
 

ｶﾃｺﾞﾘｰ名称 表示 基本概念 

絶滅 EX 当該地域において、過去に生息していたことが確認されており、飼育・栽

培下を含めすでに絶滅したと考えられるもの 

野生絶滅 EW 当該地域において、過去に生息していたことが確認されており、飼育・栽

培下では存続しているが、野生ではすでに絶滅したと考えられるもの 

絶滅危惧 IA類 CR ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高いもの 

絶滅危惧 IB類 EN IA 類ほどでなないが、近い将来における野生での絶滅の危険性が高いもの 

絶滅危惧Ⅱ類 VU 現在の状態をもたらした圧迫要因が引き続き作用する場合、近い将来「絶滅危

惧Ⅰ類」のランクに移行することが確実と考えられるもの 

絶滅危惧 NT 現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危惧」と

して上位ランクに移行する要素を有するもの 

情報不足 DD 環境条件の変化によって、容易に絶滅危惧のカテゴリーに移行し得る属性

を有しているが、生息状況をはじめとして、ランクを判定するに足る情報

が得られていないもの 

留意種 * 現時点では絶滅のおそれはないと判断されるため、上記カテゴリーには該当し

ないものの、留意が必要と考えられるもの 

 
◇地域区分 
 本土部、島しょ部（伊豆諸島、小笠原諸島）で環境が大きく異なるため、これらを別々に評価
を行っている。さらに本土部は、区部、北多摩、南多摩、西多摩の４地域に区分し、ぞれぞれの
地域区分ごとに評価を行っている。 

メ モ 
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5-6-2  予測評価（会場別） 

生物・生態系は、「周辺の生物の生育・生息環境の連続性」、「重要な生物・生態系」、

「生物相の豊かさ」を評価の指標とする。 

 

5-6-2-1 周辺の生物の生育・生息環境の連続性 

(1) 評価の指標及び目安 

周辺の生物の生育・生息環境の連続性は、生物の生育・生息環境の状況（生息場所の有無

及び分断）及び改善（生息場所の増大、及び連続性の向上）を評価の基準とした。 

評価の指標及び目安は、表 5-6-6 に示すとおりである。 

 

表 5-6-6 評価の指標及び目安 

評価の指標 評価の基準 
評価の目安 

－２ －１ ０ ＋１ ＋２ 

周辺の生物
の生育・生
息環境の連
続性 

現況の生物の
生育・生息環
境の連続性 

随 所 で 生
育・生息場所
が消失、かつ
分断が生じ
る 

生育・生息場
所が消失し
て分断が生
じる 

現況と変わ
らない 

現況よりも
生育・生息場
所が増大し
連続性が向
上 

広域に亘っ
て現況より
も生育・生息
場所が増大
し連続性が
向上 
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(2) 予測評価の方法 

開催中（施設の存在による影響）、開催後（後利用による影響）については、樹林地と

改変区域を重ね合わせることにより、施設の存在や後利用による生物の生育・生息環境の

消失・分断の有無を定性的に予測評価した。 

なお、開催前の工事に伴い改変される面積は、工事の進捗とともに増加し、施設の存在

時に最大となる。このため、工事による影響は、改変による影響が最大となる施設の存在

による影響において予測評価を行うこととし、ここでは予測評価の対象外とした。同様に、

開催後の工事に伴い改変される面積は、工事の進捗とともに変化し、施設の後利用時に定

常状態となる。このため、工事による影響は、改変による影響が一定となる後利用による

影響において予測評価を行うこととし、ここでは予測評価の対象外とした。 

生物の生育・生息環境の連続性を損なうケースとは、連続する樹林帯・河川等が分断さ

れ生物の移動性を損なう場合や、面的に広がりのある森林・草原・干潟等の一部を改変(移

動経路は分断しない)する場合とした。 

生物の生育・生息環境が改善するケースとは、生物の生育・生息場所の増大や連続性の

向上への寄与が期待できる規模の、まとまった又は連続した樹林が整備される場合とした

(屋上・壁面緑化、芝生整備は含まない)。 

予測評価の対象とする会場は、工事により地表面が改変される 26 会場のうち、陸上自

衛隊朝霞訓練場を除く 25 会場とした。陸上自衛隊朝霞訓練場は、本来、自衛隊訓練場で

あることから、生物の生育・生息環境として適さないと判断し、予測評価の対象外とし

た。 

地表面が改変されない 13 会場(東京体育館、国立代々木競技場、日本武道館、皇居外苑、

東京国際フォーラム、国技館、東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂ、東京スタジアム、札

幌ドーム、宮城スタジアム、埼玉スタジアム 2002、横浜国際総合競技場)は、影響要因が

想定されないため、予測評価の対象外とした。 
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表 5-6-7 予測評価方法（会場別） 

予測評価の時期 予測評価の方法 

開催前 工事による影響 

開催前の工事に伴い改変される面積は、工事の進捗とと

もに増加し、施設の存在時に最大となる。このため、工事

による影響は、改変による影響が最大となる施設の存在に

よる影響において予測評価を行うこととし、ここでは予測

評価の対象外とした。 

開催中 
施設の存在による

影響 

既存情報をもとに整理した森林、湖沼、河川、干潟、藻

場等の分布と、改変区域を重ね合わせることにより、施設

の存在による生物の生育・生息環境の消失・分断の有無を

定性的に予測評価した。 

開催後 

工事による影響 

開催後の工事に伴い改変される面積は、工事の進捗とと

もに変化し、施設の後利用時に定常状態となる。このため、

工事による影響は、改変による影響が一定となる後利用に

よる影響において予測評価を行うこととし、ここでは予測

評価の対象外とした。 

後利用による影響 

既存情報をもとに整理した森林、湖沼、河川、干潟、藻

場等の分布と、改変区域を重ね合わせることにより、仮設

の撤去や施設の後利用による生物の生育・生息環境の消

失・分断の有無を定性的に予測評価した。 
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(3) 予測評価の結果 

1)  開催中（施設の存在による影響） 

①  一次評価 

施設の存在による、会場内の周辺の生物の生育・生息環境の状況(生息場所の有無及び

分断)の変化について予測評価を行った。 

会場毎に樹林地と各会場の改変区域を重ね合わせた結果、オリンピックスタジアム(国

立霞ヶ丘競技場)、葛西臨海公園、夢の島公園、夢の島競技場、オリンピックアクアティ

クスセンター、ウォーターポロアリーナ、選手村において、施設の存在によりまとまりの

ある又は連続した樹林が改変されることから、周辺の生物の生育・生息場所に消失・分断

が生じると予測し、評価結果は「－１」とした。 

なお、お台場海浜公園については、砂浜上にデッキを設置することとなるが、施設計画

の段階で環境影響に対する配慮がなされており、砂浜を極力改変しない構造のデッキであ

るため、周辺の生物の生育・生息場所の消失・分断はないものと予測した。 

緑被地(主に樹林地)と会場を重ね合わせた図 5-6-1（p5-6-2）をもとに、周辺の生物の

生育・生息場所の一部に消失・分断が生じる会場を抽出し、これらの会場について森林(樹

林地)の分布（緑被分布図、平成 19 年、国土交通省都市・地域整備局）と改変区域を重ね

合わせたものを図 5-6-4(1)～(6)（p5-6-22～5-6-26）に示す。 

 

表 5-6-8 各会場における周辺の生物の生育・生息環境の連続性 

の予測評価結果（開催中：一次評価） 

会場

No. 
会場名 

評価結果 

(一次評価)
予測結果 

1 
オリンピックスタジアム

(国立霞ヶ丘競技場) 

－１ 

施設の存在により、まとまりのある又は

連続した樹林が改変されることから、生物

の生育・生息場所に消失・分断が生じると

予測した。 

したがって、評価結果は「－１」とした。

22 葛西臨海公園 

25 夢の島公園 

26 夢の島競技場 

27～

28 

オリンピックアクアティ
クスセンター 
ウォーターポロアリーナ 

OV 選手村 

対象とした会場のうち、上記会場

を除くその他の会場 

（会場 No. 8, 9, 10, 11, 12, 

13,14, 17, 18, 19, 20, 21, 23

～24, 29, 31, 33,IBC/MPC の 18

会場） 

０ 

施設の存在により、まとまりのある又は

連続した樹林は改変されないことから、周

辺の生物の生育・生息環境の連続性は、現

況と変わらないと予測した。 

したがって、評価結果は「０」とした。
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図 5-6-4(1) 森林(樹林地)の分布と改変区域の重ね合わせ 

(1 オリンピックスタジアム(国立霞ヶ丘競技場))  

オリンピックスタジアム 

(国立霞ヶ丘競技場) 

オリンピックスタジアムの存在により、まとまり

のある又は連続した樹林が改変される。 
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図 5-6-4(2) 森林(樹林地)の分布と改変区域の重ね合わせ(22 葛西臨海公園) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-6-4(3) 森林(樹林地)の分布と改変区域の重ね合わせ(25 夢の島公園) 

競技用コース 

競技場 

競技用コースの存在により、まとまりの

ある又は連続した樹林が改変される。

競技場の存在により、まとまりのある

又は連続した樹林が改変される。 
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図 5-6-4(4) 森林(樹林地)の分布と改変区域の重ね合わせ(26 夢の島競技場) 

競
技
用
コ
ー
ス 

競技用コースの存在により、まとまりの

ある又は連続した樹林が改変される。 
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図 5-6-4(5) 森林(樹林地)の分布と改変区域の重ね合わせ 

(27～28 オリンピックアクアティクスセンター、ウォーターポロアリーナ) 

水泳場 

水泳場の存在により、まとまりのある又

は連続した樹林が改変される。 
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図 5-6-4(6) 森林(樹林地)の分布と改変区域の重ね合わせ(OV 選手村) 

選手村の関連施設の存在により、まとまり

のある又は連続した樹林が改変される。 

選手村の関連施設
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②  ミティゲーション 

ミティゲーションの内容は、表 5-6-9(p5-6-28)に示すとおりである。 

オリンピックスタジアム(国立霞ヶ丘競技場)、夢の島公園、夢の島競技場については、

一次評価の結果をふまえ、改変される樹木を可能な限り会場エリア内に移植することによ

り、周辺の生物の生育・生息環境の改善を図る。 

葛西臨海公園については、一次評価の結果をふまえ、改変される樹木の一部を会場エリ

ア内に移植することにより、周辺の生物の生育・生息環境の改善を図る。なお、地域の生

物多様性の保全・回復の視点から在来種に配慮して公園内にも移植・植樹を行う。 

海の森クロスカントリーコースについては、都心の既存大規模緑地を幹線道路の街路樹

で結び風の道を創出する「水と緑の回廊」を形成するための起点として、2020 年までに海

の森の緑地整備をはじめとした大規模な樹林の整備を行い(p5-6-61 参照)、周辺の生物の

生育・生息環境の向上を図る。なお、緑の都市再生のシンボルである海の森では、生物多

様性に配慮しながら、鳥や水生動物等の生物多様性が維持されたサンクチュアリとして、

多彩な環境技術を駆使して、都内の公園や街路樹の落葉、上下水道等の発生土処理材をリ

サイクルした堆肥によって豊かな土壌をつくるとともに、様々な人々が幅広く参加する

「緑のムーブメント」により、募金で購入した苗木や子供たちが種子から育てた苗木を植

林する。 

オリンピックアクアティクスセンター、ウォーターポロアリーナについては、施設(仮

設)により改変される樹木を可能な限り会場エリア内に移植することにより、周辺の生物

の生育・生息環境の改善を図る。 

選手村については、周辺の緑化(樹木・樹林)により、周辺の生物の生育・生息環境の改

善を図る。 

対象とした会場のうち、上記会場を除くその他の会場については、一次評価の結果、い

ずれの会場においても、周辺の生物の生育・生息環境の連続性は現況と変わらないことか

ら、現段階ではミティゲーションは想定していないが、実施段階においては計画の具体化

に併せ、ミティゲーションの可能性について検討を行う。 
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表 5-6-9 周辺の生物の生育・生息環境の改善に関するミティゲーションの内容（開催中） 

会場

No. 
会場名 ミティゲーションの内容 

1 
オリンピックスタジアム

(国立霞ヶ丘競技場) 

改変される樹木を可能な限り会場エリア内に移植す

ることにより、周辺の生物の生育・生息環境の改善を

図る。 

18 
海の森クロスカントリー

コース 

「水と緑の回廊」の起点となる大規模な樹林の整備

により、周辺の生物の生育・生息環境の向上を図る。 

22 葛西臨海公園 
改変される樹木の一部を会場エリア内に移植するこ

とにより、周辺の生物の生育・生息環境の改善を図る。

25 夢の島公園 改変される樹木を可能な限り会場エリア内に移植す

ることにより、周辺の生物の生育・生息環境の改善を

図る。 26 夢の島競技場 

27～

28 

オリンピックアクアティ

クスセンター 

ウォーターポロアリーナ 

施設(仮設)により改変される樹木を可能な限り会場

エリア内に移植することにより、周辺の生物の生育・

生息環境の改善を図る。 

OV 選手村 
周辺の緑化(樹木・樹林)により、周辺の生物の生育・

生息環境の改善を図る。 

対象とした会場のうち、上記会場

を除くその他の会場 

（会場 No. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 17, 19, 20, 21, 23～24, 29, 

31, 33,IBC/MPC の 17 会場） 

一次評価の結果、いずれの会場においても、周辺の

生物の生育・生息環境の連続性は現況と変わらないこ

とから、現段階ではミティゲーションは想定していな

い。 
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③  二次評価 

予測評価の結果は、表 5-6-10(p5-6-30)に示すとおりである。 

オリンピックスタジアム(国立霞ヶ丘競技場)、夢の島公園、夢の島競技場については、

一次評価の結果、生物の生育・生息場所の一部に消失・分断が生じることとなるが、ミテ

ィゲーションの実施により周辺の生物の生育・生息場所の連続性は、現況レベルまで改善

すると予測し、評価結果は「０」とした。 

海の森クロスカントリーコースについては、ミティゲーションの実施により、広域に亘

って生物の生育・生息場所が増大し、連続性が向上すると予測し、評価結果は「＋２」と

した。 

葛西臨海公園、オリンピックアクアティクスセンター、ウォーターポロアリーナ、選手

村については、一次評価の結果、生物の生育・生息場所の一部に消失・分断が生じること

となる。ミティゲーションの実施により、周辺の生物の生育・生息場所の連続性が部分的

に改善するものの、現況レベルまでは達しないと予測し、評価結果は「－１」とした。 

対象とした会場のうち、上記会場を除くその他の会場については、一次評価の結果、い

ずれの会場においても周辺の生物の生育・生息環境の連続性は現況と変わらないことから、

現段階ではミティゲーションは想定しておらず、評価結果は「０」とした。 
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表 5-6-10 各会場における周辺の生物の生育・生息環境の連続性 

の予測評価結果（開催中：二次評価） 

会場

No. 
会場名 

評価結果 

(二次評価)
予測結果 

1 
オリンピックスタジアム

(国立霞ヶ丘競技場) 
０ 

ミティゲーションの実施により、周辺の

生物の生育・生息環境の連続性が現況レベ

ルまで改善すると予測した。 

したがって、評価結果は「０」とした。

18 
海の森クロスカントリー

コース 
＋２ 

ミティゲーションの実施により、広域に

亘って生物の生育・生息場所が増大し、連

続性が向上すると予測した。 

したがって、評価結果は「＋２」とした。

25 夢の島公園 

０ 

ミティゲーションの実施により、周辺の

生物の生育・生息環境の連続性が現況レベ

ルまで改善すると予測した。 

したがって、評価結果は「０」とした。
26 夢の島競技場 

22 葛西臨海公園 

－１ 

周辺の生物の生育・生息場所の一部に消

失・分断が生じることとなる。ミティゲー

ションの実施により、周辺の生物の生育・

生息環境の連続性が部分的に改善するも

のの、現況レベルまでは達しないと予測し

た。 

したがって、評価結果は「－１」とした。

27～

28 

オリンピックアクアティ

クスセンター 

ウォーターポロアリーナ 

OV 選手村 

対象とした会場のうち、上記会場

を除くその他の会場 

（会場 No. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 17, 19, 20, 21, 23～24, 29, 

31, 33, IBC/MPC の 17 会場） 

０ 

いずれの会場においても、周辺の生物の

生育・生息環境の連続性は現況と変わらな

い。 

したがって、評価結果は「０」とした。
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2)  開催後（後利用による影響） 

①  一次評価 

仮設の撤去や施設の後利用による、会場内の周辺の生物の生育・生息環境の状況(生息

場所の有無及び分断)の変化について予測評価を行った。 

会場毎に樹林地と各会場の改変区域を重ね合わせた結果、オリンピックスタジアム(国

立霞ヶ丘競技場)、葛西臨海公園、夢の島公園、夢の島競技場、オリンピックアクアティ

クスセンター、ウォーターポロアリーナ、選手村において、仮設の撤去や施設の後利用に

より、まとまりのある又は連続した樹林が改変されたままの状態が継続することから、周

辺の生物の生育・生息場所に消失・分断が生じると予測した。 

 

表 5-6-11 各会場における周辺の生物の生育・生息環境の連続性 

の予測評価結果（開催後：一次評価） 

会場

No. 
会場名 

評価結果 

(一次評価)
予測結果 

1 
オリンピックスタジアム(国

立霞ヶ丘競技場) 

－１ 

仮設の撤去や施設の後利用により、ま

とまりのある又は連続した樹林が改変さ

れたままの状態が継続することから、生

物の生育・生息場所の一部に消失・分断

が生じると予測した。 

したがって、評価結果は「－１」とし

た。 

22 葛西臨海公園 

25 夢の島公園 

26 夢の島競技場 

27～28 

オリンピックアクアティク

スセンター 

ウォーターポロアリーナ 

OV 選手村 

13 お台場海浜公園 ０ 

仮設の桟橋デッキは、砂浜を極力改変

しない構造のデッキであるため、仮設撤

去後も、周辺の生物の生育・生息場所の

分断はなく、現況と変わらない。 

したがって、評価結果は「０」とした。

対象とした会場のうち、上記会場を除

くその他の会場 

（会場 No. 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17,

18, 19, 20, 21, 23～24, 29, 31, 33, 

IBC/MPC の 17 会場） 

０ 

仮設の撤去や施設の後利用の対象は、

駐車場、砂利・舗装面、運動場、芝生で

あり、評価対象とする環境ではないため、

現況と変わらないと予測した。 

したがって、評価結果は「０」とした。
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②  ミティゲーション 

ミティゲーションの内容は、表 5-6-12(p5-6-33)に示すとおりである。 

オリンピックスタジアム(国立霞ヶ丘競技場)、夢の島公園、夢の島競技場については、

一次評価の結果をふまえ、仮移植した樹木を仮設撤去後に原状(樹林)に戻すことにより、

周辺の生物の生育・生息環境の連続性の改善を図る。 

海の森クロスカントリーコースについては、都心の既存大規模緑地を幹線道路の街路樹

で結び風の道を創出する「水と緑の回廊」を形成するための起点として、2020 年までに海

の森の緑地整備をはじめとした大規模な樹林の整備を行い(p5-6-61 参照)、周辺の生物の

生育・生息環境の向上を図る。なお、緑の都市再生のシンボルである海の森は、生物多様

性に配慮しながら、鳥や水生動物等の生物多様性が維持されたサンクチュアリとして整備

する。整備にあたっては、多彩な環境技術を駆使して、都内の公園や街路樹の落葉、上下

水道等の発生土処理材をリサイクルした堆肥によって豊かな土壌をつくるとともに、様々

な人々が幅広く参加する「緑のムーブメント」により、募金で購入した苗木や子供たちが

種子から育てた苗木を植林する。 

葛西臨海公園については、仮設撤去や施設の後利用により、改変される樹木の一部を会

場エリア内に移植することにより、周辺の生物の生育・生息環境の改善を図る。なお、地

域の生物多様性の保全・回復の視点から在来種に配慮して公園内にも移植・植樹を行う。 

オリンピックアクアティクスセンター、ウォーターポロアリーナについては、施設(仮

設)により改変される樹木を可能な限り会場エリア内に移植することにより、周辺の生物

の生育・生息環境の改善を図る。 

選手村については、開催後の後利用として緑あふれるオリンピックパークとして整備す

ることにより、周辺の生物の生育・生息環境の改善を図る。 

対象とした会場のうち、上記会場を除くその他の会場については、一次評価の結果、い

ずれの会場においても、施設の後利用による、周辺の生物の生育・生息環境の連続性は現

況と変わらないことから、現段階ではミティゲーションは想定していないが、実施段階に

おいては計画の具体化に併せ、多自然護岸や人工磯の整備による多様な生物の生息環境の

創出や地域性や生態系を考慮した緑地の整備など、ミティゲーションの可能性について検

討を行う。 
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表 5-6-12 周辺の生物の生育・生息環境の改善に関するミティゲーションの内容（開催後） 

会場

No. 
会場名 ミティゲーションの内容 

1 
オリンピックスタジアム

(国立霞ヶ丘競技場) 

仮設撤去後の原状復帰（樹林）により、周辺の生物

の生育・生息環境の連続性の改善を図る。 

18 
海の森クロスカントリーコ

ース 

「水と緑の回廊」の起点となる大規模な樹林の整備

により、周辺の生物の生育・生息環境の向上を図る。 

22 葛西臨海公園 
改変される樹木の一部を会場エリア内に移植するこ

とにより、周辺の生物の生育・生息環境の改善を図る。

25 夢の島公園 仮設撤去後の原状復帰（樹林）により、周辺の生物

の生育・生息環境の連続性の改善を図る。 26 夢の島競技場 

27～

28 

オリンピックアクアティク

スセンター 

ウォーターポロアリーナ 

施設(仮設)により改変される樹木を可能な限り会場

エリア内に移植することにより、周辺の生物の生育・

生息環境の改善を図る。 

OV 選手村 

開催後の後利用として緑あふれるオリンピックパー

クとして整備することにより、周辺の生物の生育・生

息環境の改善を図る。 

対象とした会場のうち、上記会場

を除くその他の会場 

（会場 No. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 17, 19, 20, 21, 23～24, 29, 

31, 33, IBC/MPC の 17 会場） 

一次評価の結果、いずれの会場においても、周辺の

生物の生育・生息環境の連続性は現況と変わらないこ

とから、現段階ではミティゲーションは想定していな

い。 
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③  二次評価 

予測評価の結果は、表 5-6-13(p5-6-35)に示すとおりである。 

オリンピックスタジアム(国立霞ヶ丘競技場)、夢の島公園、夢の島競技場については、

一次評価の結果、生物の生育・生息場所の一部に消失・分断が生じることとなるが、ミテ

ィゲーションの実施により周辺の生物の生育・生息場所の連続性は、現況レベルまで改善

すると予測し、評価結果は「０」とした。 

海の森クロスカントリーコースについては、ミティゲーションの実施により、広域に亘

って生物の生育・生息場所が増大し、連続性が向上すると予測し、評価結果は「＋２」と

した。 

葛西臨海公園、オリンピックアクアティクスセンター、ウォーターポロアリーナについ

ては、一次評価の結果、生物の生育・生息場所の一部に消失・分断が生じることとなる。

ミティゲーションの実施により、周辺の生物の生育・生息場所の連続性が部分的に改善す

るものの、現況レベルまでは達しないと予測し、評価結果は「－１」とした。 

選手村については、一次評価の結果、生物の生育・生息場所に消失・分断が生じること

となるが、ミティゲーションの実施により周辺の生物の生育・生息場所の連続性は、現況

レベルまで改善すると予測し、評価結果は「０」とした。 

対象とした会場のうち、上記会場を除くその他の会場については、一次評価の結果、い

ずれの会場においても周辺の生物の生育・生息環境の連続性は現況と変わらないことから、

現段階ではミティゲーションは想定しておらず、評価結果は「０」とした。 



 

 
5-6-35 

 

表 5-6-13 各会場における周辺の生物の生育・生息環境の連続性 

の予測評価結果（開催後：二次評価） 

会場

No. 
会場名 

評価結果 

(二次評価)
予測結果 

1 
オリンピックスタジアム

(国立霞ヶ丘競技場) 
０ 

ミティゲーションの実施により、周辺の

生物の生育・生息環境の連続性が現況レベ

ルまで改善すると予測した。 

したがって、評価結果は「０」とした。

18 
海の森クロスカントリー

コース 
＋２ 

ミティゲーションの実施により、広域に

亘って生物の生育・生息場所が増大し、連

続性が向上すると予測した。 

したがって、評価結果は「＋２」とした。

25 夢の島公園 

０ 

ミティゲーションの実施により、周辺の

生物の生育・生息環境の連続性が現況レベ

ルまで改善すると予測した。 

したがって、評価結果は「０」とした。
26 夢の島競技場 

22 葛西臨海公園 

－１ 

周辺の生物の生育・生息場所の一部に消

失・分断が生じることとなる。ミティゲー

ションの実施により、周辺の生物の生育・

生息環境の連続性が部分的に改善するも

のの、現況レベルまでは達しないと予測し

た。 

したがって、評価結果は「－１」とした。

27～

28 

オリンピックアクアティ

クスセンター 

ウォーターポロアリーナ 

OV 選手村 ０ 

ミティゲーションの実施により、周辺の

生物の生育・生息環境の連続性が現況レベ

ルまで改善すると予測した。 

したがって、評価結果は「０」とした。

対象とした会場のうち、上記会場

を除くその他の会場 

（会場 No. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 17, 19, 20, 21, 23～24, 29, 

31, 33, IBC/MPC の 17 会場） 

０ 

いずれの会場においても、周辺の生物の

生育・生息環境の連続性は現況と変わらな

い。 

したがって、評価結果は「０」とした。
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(4) 評価結果の総括 

生物・生態系(周辺の生物の生育・生息環境の連続性)の一次評価及び二次評価をとりま

とめると表 5-6-14(p5-6-37)のとおりとなる。 

二次評価の結果、葛西臨海公園、オリンピックアクアティクスセンター、ウォーターポ

ロアリーナ、選手村で、開催中や開催後に施設の存在や後利用により生物の生育・生息場

所の一部に消失・分断が生じ、ミティゲーションは実施するものの、マイナス評価が残

る。 

海の森クロスカントリーコースでは、ミティゲーションの実施により、開催中や開催後

(後利用)でプラス評価となる。 
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表 5-6-14 生物・生態系の評価結果総括表(周辺の生物の生育・生息環境の連続性) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※会場№は、表 1-3-37(p1-85～1-86)に示す会場№を表す。 
※評価点の目安は以下のとおりである。 

+2: 大きなプラスの影響 
+1: ある程度のプラスの影響 
0: 中立 

-1: ある程度のマイナスの影響 
-2: 大きなマイナスの影響 

－ : 予測評価の検討において対象外とした影響 
■ : 網掛けは非該当項目のため対象外とした影響 

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

1 オリンピックスタジアム(国立霞ヶ丘競技場) - -1 - -1 - 0 - 0

2 東京体育館 - - - - - - - -

3 国立代々木競技場 - - - - - - - -

4 日本武道館 - - - - - - - -

5 皇居外苑 - - - - - - - -

6 東京国際フォーラム - - - - - - - -

7 国技館 - - - - - - - -

8 有明アリーナ - 0 - 0 - 0 - 0

9 有明ＢＭＸコース - 0 - 0 - 0 - 0

10 有明ベロドローム - 0 - 0 - 0 - 0

11 有明体操競技場 - 0 - 0 - 0 - 0

12 有明テニスの森 - 0 - 0 - 0 - 0

13 お台場海浜公園 - 0 - 0 - 0 - 0

14 潮風公園 - 0 - 0 - 0 - 0

15～16 東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂ - - - - - - - -

17 大井ホッケー競技場 - 0 - 0 - 0 - 0

18 海の森クロスカントリーコース - 0 - 0 - +2 - +2

19 海の森水上競技場 - 0 - 0 - 0 - 0

20 海の森マウンテンバイクコース - 0 - 0 - 0 - 0

21 若洲オリンピックマリーナ - 0 - 0 - 0 - 0

22 葛西臨海公園 - -1 - -1 - -1 - -1

23～24 夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ - 0 - 0 - 0 - 0

25 夢の島公園 - -1 - -1 - 0 - 0

26 夢の島競技場 - -1 - -1 - 0 - 0

27～28
オリンピックアクアティクスセンター
ウォーターポロアリーナ

- -1 - -1 - -1 - -1

29 武蔵野の森総合スポーツ施設 - 0 - 0 - 0 - 0

30 東京スタジアム - - - - - - - -

31 武蔵野の森公園 - 0 - 0 - 0 - 0

32 陸上自衛隊朝霞訓練場 - - - - - - - -

33 霞ヶ関カンツリー倶楽部 - 0 - 0 - 0 - 0

34 札幌ドーム - - - - - - - -

35 宮城スタジアム - - - - - - - -

36 埼玉スタジアム2002 - - - - - - - -

37 横浜国際総合競技場 - - - - - - - -

OV 選手村 - -1 - -1 - -1 - 0

IBC/MPC 東京ビッグサイト(IBC/MPC) - 0 - 0 - 0 - 0

開催中 開催後 開催前 開催中 開催後

会場 評価点(一次) 評価点(二次)

No. 名称

開催前
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5-6-2-2 重要な生物・生態系 

(1) 評価の指標及び目安 

重要な生物・生態系は、重要な生物・生態系の状況を評価の基準とした。 

評価の指標及び目安は、表 5-6-15 に示すとおりである。 

 

表 5-6-15 評価の指標及び目安 

評価の指標 評価の基準 
評価の目安 

－２ －１ ０ ＋１ ＋２ 

重 要 な 生
物・生態系 

重要な生物・
生態系の状況 

指定地域の
主要部又は
半分以上を
改変 

指定地域の
周縁部又は
半分弱を改
変 

指定地域の
改変はない － 

オフサイト
において重
要な生物・生
態 系 の 保
護・保全対策
が図られる 

 



 

 
5-6-39 

 

(2) 予測評価の方法 

開催中（施設の存在による影響）、開催後（後利用による影響）については、既存情報

をもとに整理した重要な生物・生態系の指定地域と、会場内の改変区域を重ね合わせるこ

とにより、施設の存在や後利用による重要な生物・生態系の指定地域への改変の有無を定

性的に予測評価した。 

なお、開催前の工事に伴い改変される面積は工事の進捗とともに増加し、施設の存在時

に最大となる。このため、工事による影響は、改変による影響が最大となる施設の存在に

よる影響において予測評価を行うこととし、ここでは予測評価の対象外とした。同様に、

開催後の工事に伴い改変される面積は工事の進捗とともに変化し、施設の後利用時に定常

状態となる。このため、工事による影響は、改変による影響が一定となる後利用による影

響において予測評価を行うこととし、ここでは予測評価の対象外とした。 

予測評価の対象とする会場は、工事により地表面が改変される 26 会場とした。 

地表面が改変されない 13 会場(東京体育館、国立代々木競技場、日本武道館、皇居外苑、

東京国際フォーラム、国技館、東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂ、東京スタジアム、札幌

ドーム、宮城スタジアム、埼玉スタジアム 2002、横浜国際総合競技場)は、影響要因が想

定されないため、予測評価の対象外とした。 

 

表 5-6-16 予測評価方法（会場別） 

予測評価の時期 予測評価の方法 

開催前 工事による影響 

開催前の工事に伴い改変される面積は工事の進捗ととも

に増加し、施設の存在時に最大となる。このため、工事に

よる影響は、改変による影響が最大となる施設の存在によ

る影響において予測評価を行うこととし、ここでは予測評

価の対象外とした。 

開催中 
施設の存在による

影響 

既存情報をもとに整理した重要な生物・生態系の指定地

域と、改変区域を重ね合わせることにより、施設の存在に

よる、重要な生物・生態系の指定地域への改変の有無を定

性的に予測評価した。 

開催後 

工事による影響 

開催後の工事に伴い改変される面積は工事の進捗ととも

に変化し、施設の後利用時に定常状態となる。このため、

工事による影響は、改変による影響が一定となる後利用に

よる影響において予測評価を行うこととし、ここでは予測

評価の対象外とした。 

後利用による影響 

既存情報をもとに整理した重要な生物・生態系の指定地

域と、改変区域を重ね合わせることにより、仮設の撤去や

施設の後利用による、重要な生物・生態系の指定地域への

改変の有無を定性的に予測評価した。 
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(3) 予測評価の結果 

1）開催中（施設の存在による影響） 

① 一次評価 

会場内の施設の存在による、重要な生物・生態系の指定地域への改変の有無について予

測評価を行った。 

会場毎に重要な生物・生態系の指定地域の位置と各会場の改変区域を重ね合わせた結果、

いずれの会場においても、改変区域内に重要な生物・生態系の指定地域は存在しないこと

から、重要な生物・生態系の指定地域の改変はないと予測した（図 5-6-2、p5-6-5 参照）。 

したがって、各会場の評価結果は、いずれも「０」とした。 

なお、改変がないため、評価対象外の会場であるが、皇居外苑には、環境省の自然環境

保全基礎調査の巨樹・巨木に指定されたイチョウ、クスノキ、フウ、スダジイが生育して

いる。 

 

② ミティゲーション 

一次評価の結果、いずれの会場においても、施設の存在による重要な生物・生態系の指

定地域の改変はないことから、現段階では重要な生物・生態系の保護・保全に関するミテ

ィゲーションは想定していない。 

 

③ 二次評価 

一次評価の結果、会場内の施設の存在による、重要な生物・生態系の指定地域の改変は

ないことから、現段階ではミティゲーションは想定していない。 

したがって、各会場の評価結果は一次評価と同様、いずれも「０」とした。 
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2）開催後（後利用による影響） 

① 一次評価 

会場内の仮設の撤去や施設の後利用による重要な生物・生態系の指定地域への改変の有

無について予測評価を行った。 

会場毎に重要な生物・生態系の指定地域の位置と各会場の改変区域を重ね合わせた結果、

いずれの会場においても、改変区域内に重要な生物・生態系の指定地域は存在しないこと

から、重要な生物・生態系の指定地域の改変はないと予測した。 

したがって、各会場の評価結果は、いずれも「０」とした。 

 

② ミティゲーション 

一次評価の結果、いずれの会場においても、仮設の撤去や施設の後利用による重要な生

物・生態系の指定地域の改変はないことから、現段階では重要な生物・生態系の保護・保

全に関するミティゲーションは想定していない。 

 

③ 二次評価 

一次評価の結果、会場内の仮設の撤去や施設の後利用による重要な生物・生態系の指定

地域の改変はないことから、現段階ではミティゲーションは想定していない。 

したがって、各会場の評価結果は一次評価と同様、いずれも「０」とした。 



 

 
5-6-42 

 

(4) 評価結果の総括 

生物・生態系(重要な生物・生態系)の一次評価及び二次評価結果をとりまとめると下表

のとおりとなり、各会場の改変区域内に重要な生物・生態系の指定地域はないため、一次

評価、二次評価ともに、すべての会場で「０」となる。 

 

表 5-6-17 生物・生態系の評価結果総括表(重要な生物・生態系)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※会場№は表 1-3-37(p1-85～1-86)に示す会場№を表す。 
※評価点の目安は以下のとおりである。 

+2: 大きなプラスの影響 
+1: ある程度のプラスの影響 
0: 中立 

-1: ある程度のマイナスの影響 
-2: 大きなマイナスの影響 

－ : 予測評価の検討において対象外とした影響 
■ : 網掛けは非該当項目のため対象外とした影響 

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

1 オリンピックスタジアム(国立霞ヶ丘競技場) - 0 - 0 - 0 - 0

2 東京体育館 - - - - - - - -

3 国立代々木競技場 - - - - - - - -

4 日本武道館 - - - - - - - -

5 皇居外苑 - - - - - - - -

6 東京国際フォーラム - - - - - - - -

7 国技館 - - - - - - - -

8 有明アリーナ - 0 - 0 - 0 - 0

9 有明ＢＭＸコース - 0 - 0 - 0 - 0

10 有明ベロドローム - 0 - 0 - 0 - 0

11 有明体操競技場 - 0 - 0 - 0 - 0

12 有明テニスの森 - 0 - 0 - 0 - 0

13 お台場海浜公園 - 0 - 0 - 0 - 0

14 潮風公園 - 0 - 0 - 0 - 0

15～16 東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂ - - - - - - - -

17 大井ホッケー競技場 - 0 - 0 - 0 - 0

18 海の森クロスカントリーコース - 0 - 0 - 0 - 0

19 海の森水上競技場 - 0 - 0 - 0 - 0

20 海の森マウンテンバイクコース - 0 - 0 - 0 - 0

21 若洲オリンピックマリーナ - 0 - 0 - 0 - 0

22 葛西臨海公園 - 0 - 0 - 0 - 0

23～24 夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ - 0 - 0 - 0 - 0

25 夢の島公園 - 0 - 0 - 0 - 0

26 夢の島競技場 - 0 - 0 - 0 - 0

27～28
オリンピックアクアティクスセンター
ウォーターポロアリーナ

- 0 - 0 - 0 - 0

29 武蔵野の森総合スポーツ施設 - 0 - 0 - 0 - 0

30 東京スタジアム - - - - - - - -

31 武蔵野の森公園 - 0 - 0 - 0 - 0

32 陸上自衛隊朝霞訓練場 - 0 - 0 - 0 - 0

33 霞ヶ関カンツリー倶楽部 - 0 - 0 - 0 - 0

34 札幌ドーム - - - - - - - -

35 宮城スタジアム - - - - - - - -

36 埼玉スタジアム2002 - - - - - - - -

37 横浜国際総合競技場 - - - - - - - -

OV 選手村 - 0 - 0 - 0 - 0

IBC/MPC 東京ビッグサイト(IBC/MPC) - 0 - 0 - 0 - 0

開催後 開催前 開催中 開催後

会場 評価点(一次) 評価点(二次)

No. 名称

開催前 開催中
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5-6-2-3 生物相の豊かさ 

(1) 評価の指標及び目安 

生物相の豊かさは、都市部における生物相の豊かさを特徴づける種・群集として鳥類相を

対象とし、現況の生息種数（現状生息する種のうち、生息が困難になる可能性のある種の有

無、種数）を評価の基準とした。 

評価の指標及び目安は、表 5-6-18 に示すとおりである。 

 

表 5-6-18 評価の指標及び目安 

評価の指標 評価の基準 
評価の目安 

－２ －１ ０ ＋１ ＋２ 

生物相の豊
かさ（鳥類
相で代表） 

現況の生息種
数（現状生息
す る 種 の う
ち、生息が困
難となる可能
性のある種の
有無、種数） 

生息するこ
とが困難と
なる種が多
数存在する 

生息するこ
とが困難と
なる可能性
のある種が
存在する 

現況と変わ
らない 

新たに生息
する可能性
のある種が
存在する 

新たに生息
する可能性
のある種が
多数存在す
る 
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(2) 予測評価の方法 

開催前(工事による影響)、開催中（施設の存在による影響、競技の実施による影響）、

開催後（工事による影響、後利用による影響）については、都市部における鳥類の主な生

息地となっている10公園に立地する14会場(オリンピックスタジアム（国立霞ヶ丘競技場）、

有明テニスの森、お台場海浜公園、潮風公園、大井ホッケー競技場、若洲オリンピックマ

リーナ、葛西臨海公園、夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ、夢の島公園、夢の島競

技場、オリンピックアクアティクスセンター、ウォーターポロアリーナ、選手村)で生息が

確認された種のうち、工事に伴い生じる水質の変化や騒音、人の立ち入り、競技の実施に

伴い生じる騒音や人の立ち入り、施設の存在や後利用に伴う生息地の改変により、生息が

困難になる可能性のある種の有無について、定性的な予測評価を行った。 

 

表 5-6-19 予測評価方法（会場別） 

予測評価の時期 予測評価の方法 

開催前 工事による影響 

生息が確認された種のうち、工事に伴い生じる水質の変

化や騒音、人の立ち入りにより、生息が困難になる可能性

のある種の有無について定性的な予測評価を行った。 

開催中 

施設の存在による

影響 

生息が確認された種のうち、施設の存在に伴う生息地の

改変により、生息が困難になる可能性のある種の有無につ

いて定性的な予測評価を行った。 

競技の実施による

影響 

生息が確認された種のうち、競技の実施に伴い生じる騒

音や人の立ち入りにより、生息が困難になる可能性のある

種の有無について定性的な予測評価を行った。 

開催後 

工事による影響 

生息が確認された種のうち、工事に伴い生じる水質の変

化や騒音、人の立ち入りにより、生息が困難になる可能性

のある種の有無について定性的な予測評価を行った。 

後利用による影響 

生息が確認された種のうち、仮設の撤去や施設の後利用

に伴う生息地の改変により、生息が困難になる可能性のあ

る種の有無について定性的な予測評価を行った。 
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(3) 予測評価の結果 

1）開催前（工事による影響） 

① 一次評価 

現地調査で生息が確認された種のうち、開催前の工事に伴い生じる水質の変化や騒音、

人の立ち入りにより、生息が困難になる可能性のある種の有無について予測評価を行っ

た。 

『5-2 水質』、『5-8 騒音』での予測評価結果によれば、開催前の工事に伴い、一時的で

あるが若洲オリンピックマリーナにおいて水質への影響が生じるとともに、各会場におい

て騒音が生じると予測されている。 

このため、予測評価の対象とした 14 会場(オリンピックスタジアム（国立霞ヶ丘競技場）、

有明テニスの森、お台場海浜公園、潮風公園、大井ホッケー競技場、若洲オリンピックマ

リーナ、葛西臨海公園、夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ、夢の島公園、夢の島競

技場、オリンピックアクアティクスセンター、ウォーターポロアリーナ、選手村)において、

工事に伴い生じる騒音、作業員の立ち入り等により、一時的に生息が困難になる可能性の

ある種が存在すると予測し、評価結果は「－１」とした。 
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② ミティゲーション 

一次評価の結果をふまえ、各会場において工事に伴い生じる影響の低減を目的として実

施するミティゲーションの内容は、表 5-6-20 に示すとおりである。 

なお、改変区域外ではあるものの、お台場海浜公園ではコサギの集団営巣地、葛西臨海

公園ではコアジサシの集団営巣地が確認されたことから、実施段階においてより詳細な調

査を行い、ミティゲーションの可能性について検討を行う。 

 

表 5-6-20 生物相の豊かさに関するミティゲーションの内容（開催前） 

会場

No. 
会場名 ミティゲーションの内容 

1 
オリンピックスタジアム

(国立霞ヶ丘競技場) 

○工事騒音レベルの低減 

 低騒音型建設機械の使用、規制速度の遵守、走行ルー

トの限定、安全走行、過積載の防止、防音対策等を指

導し、走路交通騒音の低減を図る。 

12 有明テニスの森 

13 お台場海浜公園 

14 潮風公園 

17 大井ホッケー競技場 

22 葛西臨海公園 

23～24 
夢の島ユース・プラザ・ア

リーナＡ、Ｂ 

25 夢の島公園 

26 夢の島競技場 

27～28 

オリンピックアクアティク

スセンター 

ウォーターポロアリーナ 

OV 選手村 

21 若洲オリンピックマリーナ 

○工事騒音レベルの低減 

 低騒音型建設機械の使用、規制速度の遵守、走行ルー

トの限定、安全走行、過積載の防止、防音対策等を指

導し、走路交通騒音の低減を図る。 

○水質汚濁の低減 

 濁りの発生する工事を実施する際には、工事水域周辺

に汚濁防止膜を展張し、濁りの拡散を抑制するなど、

濁りの発生の少ない工法を採用する。 
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③ 二次評価 

予測評価の対象とした 14 会場(オリンピックスタジアム（国立霞ヶ丘競技場）、有明テ

ニスの森、お台場海浜公園、潮風公園、大井ホッケー競技場、若洲オリンピックマリーナ、

葛西臨海公園、夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ、夢の島公園、夢の島競技場、オ

リンピックアクアティクスセンター、ウォーターポロアリーナ、選手村)については、一次

評価の結果、工事に伴い生じる水質への影響や騒音、作業員の立ち入りにより、一時的に

生息が困難になる可能性のある種が存在すると予測した。 

ミティゲーションの実施により、工事に伴い生じる騒音レベル、若洲オリンピックマリ

ーナにおける水質への影響は低減するものの、作業員の立ち入りの影響の回避・低減は困

難である。鳥類が工事箇所付近の利用を一時的に避ける可能性があることから、生息が困

難になる可能性のある種が存在すると予測した。 

したがって各会場の評価結果は、いずれも「－１」とした。 
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2）開催中（施設の存在による影響） 

① 一次評価 

現地調査において生息が確認された種のうち、開催中の施設の存在に伴う生息地の改変

により、生息が困難になる可能性のある種の有無について予測評価を行った。 

お台場海浜公園については、砂浜上にデッキが設置されることから、砂浜等を利用する

水鳥の生息が困難になる可能性があると予測し、評価結果は「－１」とした。また、若洲

オリンピックマリーナについては、人工磯が改変されることから、磯場を利用する水鳥の

生息が困難になる可能性があると予測し、評価結果は「－１」とした。 

予測評価の対象としたその他の会場については、生息が確認された種のうち、開催中の

施設の存在に伴う生息地の改変により、生息が困難になる可能性のある種は存在しないと

予測し、評価結果は「０」とした。 

 

表 5-6-21 各会場に対する生物相の豊かさの予測評価結果（開催中：一次評価） 

会場

No. 
会場名 

評価結果 

(一次評価)
予測結果 

13 お台場海浜公園 －１ 

施設の存在に伴う生息地の改変により、砂

浜にデッキが設置されることから、砂浜等を

利用する水鳥の生息が困難になる可能性があ

ると予測した。 

したがって、評価結果は「－1」とした。 

21 
若洲オリンピック

マリーナ 
－１ 

施設の存在に伴う生息地の改変により、人

工磯が改変されることから、磯場を利用する

水鳥の生息が困難になる可能性があると予測

した。 

したがって、評価結果は「－1」とした。 

対象とした会場のうち、上

記会場を除くその他の会場 

（会場 No.1, 12, 14, 17, 

22, 23～24, 25, 26, 27～

28, OV の 12 会場） 

０ 

施設の存在に伴う生息地の改変により、生

息が困難になる可能性のある種は存在しない

ことから、評価結果はいずれも「０」とした。
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② ミティゲーション 

お台場海浜公園、若洲オリンピックマリーナの２会場については、一次評価の結果、開

催中の施設の存在に伴う生息地の改変により、生息が困難になる可能性のある種が存在す

ると予測した。実施段階における計画の具体化に併せ、事前に鳥類等の現地調査を行い、

その結果を受けて周辺の水際域など水辺環境の保全、公園における樹林整備など永続性の

あるミティゲーションを検討する。 

 

③ 二次評価 

お台場海浜公園、若洲オリンピックマリーナの２会場については、一次評価の結果、生

息が困難になる可能性のある種が存在することとなるが、現段階ではミティゲーションを

想定していないことから、評価結果は「－１」とした。実施段階においては、事前に鳥類

等の現地調査を行い、その結果を受けて周辺の水際域など水辺環境の保全、公園における

樹林整備など永続性のあるミティゲーションを検討することとする。 

予測評価の対象としたその他の会場については、一次評価の結果、いずれの会場におい

ても、生息が困難になる可能性のある種が存在しないことから、評価結果はいずれも「０」

とした。 

 

表 5-6-22 各会場に対する生物相の豊かさの予測評価結果（開催中：二次評価） 

会場

No. 
会場名 

評価結果 

(二次評価)
予測結果 

13 お台場海浜公園 

－１ 

開催中の施設の存在に伴う生息地の改変に

より、生息が困難になる可能性のある種が存在

することとなる。 

したがって、評価結果は「－１」とした。 
21 

若洲オリンピック

マリーナ 

対象とした会場のうち、上

記会場を除くその他の会

場 

（会場 No.1, 12, 14, 17, 

22 ,23～24, 25, 26, 27

～28, OV の 12 会場） 

０ 

一次評価の結果、いずれの会場においても、

生息が困難になる可能性のある種が存在しな

いことから、評価結果はいずれも「０」とした。
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3）開催中（競技の実施による影響） 

① 一次評価 

現地調査において生息が確認された種のうち、開催中の競技の実施に伴う生息地の占有

や歓声や応援の騒音により、生息が困難になる可能性のある種の有無について予測評価を

行った。 

『5-8 騒音』での予測評価結果によれば、開催中の競技の実施により生じる騒音は、一

時的であり現況と同じレベルである。 

お台場海浜公園についてはトライアスロン、若洲オリンピックマリーナについてはセー

リングが水辺で行われるため、競技の実施に伴う生息地の占有や人の立ち入りにより、一

時的に生息が困難になる可能性のある種が存在すると予測し、評価結果は「－１」とした。 

予測評価の対象としたその他の会場については、競技の実施により、生息が困難になる

可能性のある種は存在しないと予測し、評価結果は「０」とした。 

 

表 5-6-23 各会場に対する生物相の豊かさの予測評価結果（開催中：一次評価） 

会場

No. 
会場名 

評価結果 

(一次評価)
予測結果 

13 お台場海浜公園 －１ 

水辺がトライアスロンの競技エリアとなる

ため、生息地の占有や人の立ち入りにより、

一時的に生息が困難になる可能性のある種が

存在すると予測した。 

したがって、評価結果は「－１」とした。

21 
若洲オリンピック

マリーナ 
－１ 

水辺がセーリングの競技エリアとなるた

め、生息地の占有や人の立ち入りにより、一

時的に生息が困難になる可能性のある種が存

在すると予測した。 

したがって、評価結果は「－１」とした。

対象とした会場のうち、上

記会場を除くその他の会

場 

（会場 No.1, 12, 14, 17, 

22, 23～24, 25, 26, 27～

28, OV の 12 会場） 

０ 

いずれの会場においても、競技の実施によ

り、生息が困難になる可能性のある種は存在

しないことから、評価結果はいずれも「０」

とした。 
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② ミティゲーション 

お台場海浜公園、若洲オリンピックマリーナについては、一次評価の結果、開催中の競

技の実施により生息が困難になる可能性のある種が存在すると予測した。実施段階におけ

る施設計画の具体化に併せ、事前に鳥類等の現地調査を行い、その結果を受けて周辺の水

際域など水辺環境の保全、公園における樹林整備など永続性のあるミティゲーションを検

討することとする。 

なお、改変区域外ではあるものの、お台場海浜公園ではコサギの集団営巣地が確認され

たことから、実施段階においてより詳細な調査を行い、ミティゲーションの可能性につい

て検討を行う。 

 

③ 二次評価 

一次評価の結果、お台場海浜公園、若洲オリンピックマリーナについては、開催中の競

技の実施により生息が困難になる可能性のある種が存在すると予測し、二次評価結果は一

次評価と同様に「－１」とした。ただし、実施段階においては、事前に鳥類等の現地調査

を行い、その結果を受けて周辺の水際域など水辺環境の保全、公園における樹林整備など

永続性のあるミティゲーションを検討することとする。 

予測評価の対象としたその他の会場については、いずれの会場においても、開催中の競

技の実施により、生息が困難になる可能性のある種が存在しないことから、評価結果はい

ずれも「０」とした。 

 

表 5-6-24 各会場に対する生物相の豊かさの予測評価結果（開催中：二次評価） 

会場

No. 
会場名 

評価結果 

(二次評価)
予測結果 

13 お台場海浜公園 

－１ 

開催中の競技の実施により、生息が困難に

なる可能性のある種が存在することとなる。

したがって、評価結果は「－１」とした。
21 

若洲オリンピック

マリーナ 

対象とした会場のうち、上

記会場を除くその他の会場 

（会場 No.1, 12, 14, 17, 

22, 23～24, 25, 26, 27～

28, OV の 12 会場） 

０ 

いずれの会場においても、開催中の競技の

実施により、生息が困難になる可能性のある

種が存在しないことから、評価結果はいずれ

も「０」とした。 
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4）開催後（工事による影響） 

① 一次評価 

予測評価の対象とした 14 会場(オリンピックスタジアム（国立霞ヶ丘競技場）、有明テ

ニスの森、お台場海浜公園、潮風公園、大井ホッケー競技場、若洲オリンピックマリーナ、

葛西臨海公園、夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ、夢の島公園、夢の島競技場、オ

リンピックアクアティクスセンター、ウォーターポロアリーナ、選手村)について、開催後

の仮設撤去工事に伴い生じる水質の変化や騒音、人の立ち入りにより、生息が困難になる

可能性のある種の有無について予測評価を行った。 

『5-2 水質』、『5-8 騒音』での予測評価結果によれば、開催後の仮設撤去工事の実施に

よる水質への影響はほとんどないものの、一時的であるが新たな騒音が生じると予測され

ている。 

このため、予測評価の対象とした 14 会場(オリンピックスタジアム（国立霞ヶ丘競技場）、

有明テニスの森、お台場海浜公園、潮風公園、大井ホッケー競技場、若洲オリンピックマ

リーナ、葛西臨海公園、夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ、夢の島公園、夢の島競

技場、オリンピックアクアティクスセンター、ウォーターポロアリーナ、選手村)において、

工事に伴い生じる騒音、作業員の立ち入りにより、生息が困難になる可能性のある種が存

在すると予測し、評価結果は「－１」とした。 
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② ミティゲーション 

一次評価の結果をふまえ、各会場において工事に伴い生じる騒音レベルの低減を目的と

して実施するミティゲーションの内容は、表 5-6-25 のとおりである。 

なお、改変区域外ではあるものの、お台場海浜公園ではコサギの集団営巣地、葛西臨海

公園ではコアジサシの集団営巣地が確認されたことから、実施段階においてより詳細な調

査を行い、ミティゲーションの可能性について検討を行う。 

 

表 5-6-25 生物相の豊かさに関するミティゲーションの内容（開催後） 

会場

No. 
会場名 ミティゲーションの内容 

1 
オリンピックスタジアム
(国立霞ヶ丘競技場) 

○工事騒音レベルの低減 

 低騒音型建設機械の使用、規制速度の遵守、走行ルー

トの限定、安全走行、過積載の防止、防音対策等を指

導し、走路交通騒音の低減を図る。 

12 有明テニスの森 

13 お台場海浜公園 

14 潮風公園 

17 大井ホッケー競技場 

21 若洲オリンピックマリーナ 

22 葛西臨海公園 

23～24 
夢の島ユース・プラザ・ア
リーナＡ、Ｂ 

25 夢の島公園 

26 夢の島競技場 

27～28 
オリンピックアクアティク
スセンター 
ウォーターポロアリーナ 

OV 選手村 

 

③ 二次評価 

予測評価の対象とした 14 会場(オリンピックスタジアム（国立霞ヶ丘競技場）、有明テ

ニスの森、お台場海浜公園、潮風公園、大井ホッケー競技場、若洲オリンピックマリーナ、

葛西臨海公園、夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ、夢の島公園、夢の島競技場、オ

リンピックアクアティクスセンター、ウォーターポロアリーナ、選手村)については、一次

評価の結果、生息が困難になる可能性のある種が存在すると予測した。 

ミティゲーションの実施により、工事に伴い生じる騒音レベルは低減するものの、作業

員の立ち入りの影響は回避・低減できない。鳥類が工事箇所付近の利用を一時的に避ける

可能性があることから、生息が困難になる可能性のある種が存在すると予測した。 

したがって、各会場の評価結果は、いずれも「－１」とした。 
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5）開催後（後利用による影響） 

① 一次評価 

生息が確認された種のうち、開催後の仮設の撤去や後利用に伴う生息地の改変により、

生息が困難になる可能性のある種の有無について予測評価を行った。 

若洲オリンピックマリーナについては、開催後は施設の後利用に伴う生息地の改変によ

り、人工磯が消失したままの状態が継続することから、磯場を利用する水鳥の生息が困難

になる可能性があると予測し、評価結果は「－１」とした。 

お台場海浜公園については、開催後は砂浜上のデッキが撤去され、砂浜が原状のとおり

となるため、生息が困難になる可能性のある種は存在しないと予測し、評価結果は「０」

とした。 

予測評価の対象としたその他の会場については、現地調査における確認種のうち、開催

後の施設の撤去や後利用に伴う生息地の改変により、生息が困難になる可能性のある種は

存在しないと予測し、評価結果は「０」とした。 

 

表 5-6-26 各会場に対する生物相の豊かさの予測評価結果（開催後：一次評価） 

会場

No. 
会場名 

評価結果 

(一次評

価) 

予測結果 

13 お台場海浜公園 ０ 

開催後には砂浜上のデッキが撤去され、砂浜

は原状のとおりとなることから、生息が困難に

なる可能性のある種はないと予測した。 

21 
若洲オリンピック

マリーナ 
－１ 

開催後の施設の後利用においても、人工磯が

消失したままの状態が継続することから、磯場

を利用する水鳥の生息が困難になる可能性が

あると予測した。 

したがって、評価結果は「－1」とした。 

対象とした会場のうち、上

記会場を除くその他の会

場 

（会場 No.1, 12, 14, 17, 

22, 23～24, 25, 26, 27

～28, OV の 12 会場） 

０ 

開催後の仮設の撤去や施設の後利用に伴う

生息地の改変により、生息が困難になる可能性

のある種は存在しないと予測した。 

したがって、評価結果は「０」とした。 
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② ミティゲーション 

若洲オリンピックマリーナについては、一次評価の結果、開催後の施設の後利用に伴う

生息地の改変により、生息が困難になる可能性のある種が存在する。そのため、施設の計

画の具体化に併せ、実施段階で事前に鳥類等の現地調査を行い、その結果を受けて周辺の

水際域など水辺環境の保全、公園における樹林整備など永続性のあるミティゲーションを

検討する。 

予測評価の対象としたその他の会場については、いずれの会場においても、開催後の仮

設の撤去や後利用に伴う生息地の改変により、生息が困難になる可能性のある種は存在し

ないが、大規模緑地を結ぶ街路樹や河川等の水域で結ぶネットワークを充実させ、生物相

の豊かさの向上に努める。 

 

③ 二次評価 

若洲オリンピックマリーナについては、一次評価の結果、生息が困難になる可能性のあ

る種が存在することから、実施段階において、事前に鳥類等の現地調査を行い、その結果

を受けて周辺の水際域など水辺環境の保全、公園における樹林整備など永続性のあるミテ

ィゲーションを検討することとなるが、現段階ではミティゲーションを想定していないた

め、評価結果は「－１」とした。 

予測評価の対象としたその他の会場については、いずれの会場においても、開催後の仮

設の撤去や後利用に伴う生息地の改変により、生息が困難になる可能性のある種は存在し

ないことから、評価結果はいずれも「０」としたが、大規模緑地を結ぶ街路樹や河川等の

水域で結ぶネットワークを充実させ、生物相の豊かさの向上に努める。 

 

表 5-6-27 各会場に対する生物相の豊かさの予測評価結果（開催後：二次評価） 

会場

No. 
会場名 

評価結果 

(二次評

価) 

予測結果 

21 
若洲オリンピックマ

リーナ 
－１ 

開催後の施設の後利用に伴う生息地の改変

により、生息が困難になる可能性のある種が

存在することとなる。 

したがって、評価結果は「－１」とした。

対象とした会場のうち、上記

会場を除くその他の会場 

（会場 No.1, 12, 13, 14, 

17, 22, 23～24, 25, 26, 27

～28, OV の 13 会場） 

０ 

いずれの会場においても、開催後の仮設の

撤去や施設の後利用に伴う生息地の改変によ

り、生息が困難になる可能性のある種は存在

しないことから、評価結果はいずれも「０」

とした。 
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(4) 評価結果の総括 

生物・生態系(生物相の豊かさ)の一次評価及び二次評価結果をとりまとめると、表 

5-6-28(p5-6-57)のとおりとなる。 

工事中には、評価の対象とした 14 会場(オリンピックスタジアム（国立霞ヶ丘競技場）、

有明テニスの森、お台場海浜公園、潮風公園、大井ホッケー競技場、若洲オリンピックマ

リーナ、葛西臨海公園、夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ、夢の島公園、夢の島競

技場、オリンピックアクアティクスセンター、ウォーターポロアリーナ、選手村)において、

工事により生じる騒音等により生息が困難になる可能性のある種が存在し、ミティゲーシ

ョンの実施により影響は低減されるものの、二次評価においてもマイナス評価が残る。 

開催中(施設の存在)、開催中(競技の実施)には、お台場海浜公園、若洲オリンピックマ

リーナで、施設の存在に伴う生息地の改変や競技の実施に伴う生息地の占有等により、生

息が困難になる可能性のある種が存在し、マイナス評価となる。開催後（後利用）では、

若洲オリンピックマリーナで人工磯が消失した状態が継続することから、生息が困難にな

る可能性のある種が存在することとなり、マイナス評価が残る。 
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表 5-6-28 生物・生態系の評価結果総括表(生物相の豊かさ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※会場№は、表 1-3-37(p1-85～1-86)に示す会場№を表す。 

※評価点の目安は以下のとおりである。 

+2: 大きなプラスの影響 

+1: ある程度のプラスの影響 

0: 中立 

-1: ある程度のマイナスの影響 

-2: 大きなマイナスの影響 

－ : 予測評価の検討において対象外とした影響 

■ : 網掛けは非該当項目のため対象外とした影響 

 

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

1 オリンピックスタジアム(国立霞ヶ丘競技場) -1 0 0 -1 0 -1 0 0 -1 0

2 東京体育館 - - - - - - - - - -

3 国立代々木競技場 - - - - - - - - - -

4 日本武道館 - - - - - - - - - -

5 皇居外苑 - - - - - - - - - -

6 東京国際フォーラム - - - - - - - - - -

7 国技館 - - - - - - - - - -

8 有明アリーナ - - - - - - - - - -

9 有明ＢＭＸコース - - - - - - - - - -

10 有明ベロドローム - - - - - - - - - -

11 有明体操競技場 - - - - - - - - - -

12 有明テニスの森 -1 0 0 -1 0 -1 0 0 -1 0

13 お台場海浜公園 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 0

14 潮風公園 -1 0 0 -1 0 -1 0 0 -1 0

15～16 東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂ - - - - - - - - - -

17 大井ホッケー競技場 -1 0 0 -1 0 -1 0 0 -1 0

18 海の森クロスカントリーコース - - - - - - - - - -

19 海の森水上競技場 - - - - - - - - - -

20 海の森マウンテンバイクコース - - - - - - - - - -

21 若洲オリンピックマリーナ -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

22 葛西臨海公園 -1 0 0 -1 0 -1 0 0 -1 0

23～24 夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ -1 0 0 -1 0 -1 0 0 -1 0

25 夢の島公園 -1 0 0 -1 0 -1 0 0 -1 0

26 夢の島競技場 -1 0 0 -1 0 -1 0 0 -1 0

27～28
オリンピックアクアティクスセンター
ウォーターポロアリーナ

-1 0 0 -1 0 -1 0 0 -1 0

29 武蔵野の森総合スポーツ施設 - - - - - - - - - -

30 東京スタジアム - - - - - - - - - -

31 武蔵野の森公園 - - - - - - - - - -

32 陸上自衛隊朝霞訓練場 - - - - - - - - - -

33 霞ヶ関カンツリー倶楽部 - - - - - - - - - -

34 札幌ドーム - - - - - - - - - -

35 宮城スタジアム - - - - - - - - - -

36 埼玉スタジアム2002 - - - - - - - - - -

37 横浜国際総合競技場 - - - - - - - - - -

OV 選手村 -1 0 0 -1 0 -1 0 0 -1 0

IBC/MPC 東京ビッグサイト(IBC/MPC) - - - - - - - - - -

開催前 開催中 開催後

会場 評価点(一次) 評価点(二次)

No. 名称

開催前 開催中 開催後
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5-6-3  予測評価（全体計画） 

(1) 評価の指標及び目安 

全体計画の評価の指標及び目安は、表 5-6-29 に示すとおりである。 

 

表 5-6-29  評価の指標及び目安 

評価の指標 評価の基準 
評価の目安 

－２ －１ ０ ＋１ ＋２ 

周辺の生物の
生育・生息環
境の連続性 

現況の生物の
生育・生息環
境の連続性 

随 所 で 生
育・生息場
所が消失、
かつ分断が
生じる 

生育・生息場
所が消失し
て分断が生
じる 

現況と変わ
らない 

現況よりも生
育・生息場所
が増大し連続
性が向上 

広域に亘っ
て現況より
も生育・生息
場所が増大
し連続性が
向上 

 

(2) 予測評価の方法 

予測評価の時期としては、開催中（施設の存在による影響）、開催後（後利用による影響）

を対象とする。 

なお、開催前、開催後の工事に伴い改変される面積は工事の進捗とともに変化(増加)し、

施設の存在や後利用において一定(最大)となる。このため、工事による影響は、ここでは予

測評価の対象とせず、改変による影響が一定(最大)となる時期において、予測評価を行うこ

ととした。 

それぞれの時期における予測評価の方法は、表 5-6-30 に示すとおり、「2020 年の東京～

大震災を乗り越え、日本の再生を牽引する～」における目標を前提として８km 圏内における

生物の生育・生息環境の連続性の状況について定性的な予測評価を行った。 

 

表 5-6-30  予測評価方法（全体計画） 

予測評価の時期 予測評価の方法 

開催前 工事による影響 

開催前の工事に伴い改変される面積は工事の進捗とともに増加し、会

場内の施設の存在時に最大となる。このため、工事による影響は、改変

による影響が最大となる会場内の施設の存在による影響において予測

評価を行うこととし、ここでは予測評価の対象外とした。 

開催中 
施設の存在による

影響 

８km 圏内における会場内の施設の存在による周辺の生物の生育・生

息環境の連続性への影響について、定性的な予測評価を行った。 

開催後 

工事による影響 

開催後の工事に伴い改変される面積は工事の進捗とともに変化し、会

場内の施設の後利用時に定常状態となる。このため、工事による影響は、

改変による影響が一定となる後利用による影響において予測評価を行

うこととし、ここでは予測評価の対象外とした。 

後利用による影響 

開催中(施設の存在による影響)と同様、会場内の施設の後利用による

周辺の生物の生育・生息環境の連続性への影響について、定性的な予測

評価を行った。 
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(3) 予測評価の結果 

1)  開催中（施設の存在による影響） 

①  一次評価 

全体計画における会場内の施設の存在による、周辺の生物の生育・生息環境の連続性へ

の影響について、予測評価を行った。 

８km 圏内における現況の周辺の生物の生育・生息環境の連続性は変わらない。 

したがって、全体計画の評価結果は「０」とした。 

 

②  ミティゲーション 

「水と緑の回廊」に包まれた新たな環境共生都市の象徴として、臨海部に海の森を整備

し、そこから都市部の緑の拠点等を幹線道路の街路樹で結ぶ「グリーンロード・ネットワ

ーク」の形成を図る。 

また、東京港は都民の残された貴重な自然資源であるとともにさまざまな生き物の生息

の場であることから、東京港の浅場・海浜を一体的にとらえ、水域環境の保全・改善や多

様な生物の生息環境の創出により、「生物生息環境のネットワーク」の拡充を推進する。 

 

③  二次評価 

全体計画におけるミティゲーションにより、現況よりも広域に亘って生育・生息環境が

増大し連続性が向上する。 

したがって、全体計画の評価結果は「＋２」とした。 
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2)  開催後（後利用による影響） 

①  一次評価 

全体計画における会場内の施設の後利用による、周辺の生物の生育・生息環境の連続性

への影響について、予測評価を行った。 

８km 圏内における現況の周辺の生物の生育・生息環境の連続性は変わらない。 

したがって、全体計画の評価結果は「０」とした。 

 

②  ミティゲーション 

「水と緑の回廊」に包まれた新たな環境共生都市の象徴として、臨海部に海の森を整備

し、そこから都市部の緑の拠点等を幹線道路の街路樹で結ぶ「グリーンロード・ネットワ

ーク」の形成を図る。 

また、東京港は都民の残された貴重な自然資源であるとともにさまざまな生き物の生息

の場であることから、東京港の浅場・海浜を一体的にとらえ、水域環境の保全・改善や多

様な生物の生息環境の創出により、「生物生息環境のネットワーク」の拡充を推進する。 

 

③  二次評価 

全体計画におけるミティゲーションにより、現況よりも広域に亘って生育・生息環境が

増大し連続性が向上する。 

したがって、全体計画の評価結果は「＋２」とした。 
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○「水と緑の回廊に包まれた美しいまち東京を復活させる」の概要（「2020 年の東京」） 

 

目 標 2020 年の東京の姿 これからの政策展開 

都市空間の

緑化の推進 

・「10 年後の東京」(2008)で掲げた

「1,000ha の新たな緑の創出」が達成され

るとともに、新たに都市公園等 433ha の整

備が進むなど、緑あふれる都市東京が実現し

ている.。 

・東京を緑あふれる都市への変えていくため、今後 5

年間で「1,000ha の緑の創出」を達成するとともに、

今後 10 年間で都市公園等 433ha の整備を進めるな

ど、あらゆる都市空間において緑化を推進していく。

「グリーン

ロード・ネッ

トワーク」の

充実 

・街路樹が 100 万本整備されるとともに、

5 万本の「大径木再生大作戦」の展開により

街路樹の回復・更新が進んでいる。 

・今後 5 年間で「10 年後の東京」(2008)で掲げた

「街路樹 100 万本」を展開し街路樹の回復・更新を

進める。 

・荒川から石神井川、調布保谷線を通じて多

摩川へつながる直径 30km の緑のリングが

形成されるなど、公園や緑地を街路樹や緑化

された河川で結ぶ「グリーンロード・ネット

ワーク」が充実している。 

・道路・河川と一体となった公園整備を進め、荒川か

ら石神井川、調布保谷線を通じて多摩川へつながる直

径 30km の緑のリングを形成する。 

・河川や運河の護岸の緑化や遊歩道の緑を充実させる

ことにより、水辺空間における緑化を推進する。 

「緑のムー

ブメント」の

定着・発展 

・緑のムーブメントが定着し、都民・企業等

による主体的な緑化や保全活動が活性化し

ている。 

・「緑の東京募金」で醸成された「緑のムーブメント」

を定着・発展させ、都民や企業が積極的に緑化や保全

活動に参加する取組を展開する。 

・都民やＮＰＯ等が参加する植樹祭やボランティア活

動により４５ha の植樹を行うなど「海の森」の整備

を推進し、平成２８年(2016 年)に慨成させる。 

緑の戦略的

な保全 

・東京に残された貴重な緑である農地や森林

などが保全されている。 

・身近な緑である都市農地等を保全するとともに、美

しい森林を復活させるための取組を展開する。 

生物多様性

の保全・回復 

・生態系に配慮した緑が確保され、希少種等

の保全が進んでいる。 

・都民の生物多様性への理解を深めるとともに、多様

な主体の参加により東京の希少種や既存の生態系の

保全を図っていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「2020 年の東京～大震災を乗り越え、日本の再生を牽引する～」(平成 23 年 12 月、東京都) 
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○「生物生息環境のネットワーク」のイメージ（「東京港第 7 次改訂港湾計画資料」） 

豊かな自然環境と共生するみなとづくりを進めるため、葛西沖から羽田沖までの水域を一体的に

捉え、自然環境の保全・再生に向けた「生物生息環境のネットワーク」の拡充を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「東京港第 7 次改訂港湾計画資料」(平成 17 年 12 月、東京都) 
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(4) 評価結果の総括 

生物・生態系(周辺の生物の生育・生息環境の連続性)の一次評価及び二次評価結果をま

とめると下表のとおりとなり、二次評価の結果はプラスとなる。 

 

表 5-6-31 生物・生態系の評価結果総括表(周辺の生物の生育・生息環境の連続性) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※評価点の目安は以下のとおりである。 

+2: 大きなプラスの影響 

+1: ある程度のプラスの影響 

0: 中立 

-1: ある程度のマイナスの影響 

-2: 大きなマイナスの影響 

－ : 予測評価の検討において対象外とした影響 

■ : 網掛けは非該当項目のため対象外とした影響 

 

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

全体計画 － 0 － 0 － +2 － +2

評価対象

評価点(一次) 評価点(二次)

開催前 開催中 開催後 開催前 開催中 開催後
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5-7  緑 

5-7-1  現況 

5-7-1-1 オリンピック施設における緑の面積 

現況の緑の面積を、航空写真から画像解析により抽出された緑被分布図（国土交通省都市・

地域整備局、2007）より算定した。緑の面積は、緑被分布図で「主に樹林地」「主に草地」「主

に耕作地」と解析された土地の面積を合わせたものを緑被地（樹林、草等に被われた土地）

とした。 

各施設の現状の緑被面積と緑被率（＝緑被面積/会場面積）について整理した結果を表 

5-7-2(p5-7-4)に、現況として使用した図面を図 5-7-1（1）～（17）(p 5-7-5～p5-7-13)に

示す。 

緑被率の算定に使用した会場面積は、会場配置図の運営境界内としている。 

 

また、既存施設の利用が主体で外部に設置される施設がない、仮設がすべて現況の舗装駐

車場、歩行者デッキ上に設置されるなど、地表面の改変が行われない施設については評価対

象から除外した。陸上自衛隊朝霞訓練場については陸上自衛隊の施設であり緑地としての用

途は想定されていないことから評価対象から除外した。 

緑被地が改変されるかどうかは、各会場に建設される競技場や駐車場等の施設が、地表面

を改変するかどうかで判断した。改変の詳細については、表 5-7-1(p5-7-2～5-7-3)に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・5-7 緑での定義 
「緑被地」：公園や施設等で、樹林、草等に被われているところとし、樹林・

草地の区別については、緑被分布図、国土交通省都市・地域整備
局、2007）の「主に樹林地」「主に草地」「主に耕作地」とした。 

「緑化面積」：公園や施設等で、樹木に被われている面積。ただし、屋上など
建築物上の植栽は芝等を含む。所有者によって緑化された樹木
等のほか、既存の樹木も含む。 

メ モ 
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表 5-7-1 会場の改変状況（1） 

会場

№ 
会場名 施設 

緑被地

の改変
詳細 

1 
オリンピックスタジアム 

（国立霞ヶ丘競技場） 
恒設＋仮設 あり 

スタジアムの建替（恒設）により、現況のスタジアムは

撤去。芝グラウンド、周辺の樹林・芝地が影響を受け

る。仮設により会場内の緑被地が影響を受ける 

2 東京体育館 仮設 なし 
仮設は既存の歩行者デッキや駐車場等に設置され

るため、緑被地は影響を受けない 

3 国立代々木競技場 仮設 なし 
仮設は既存の歩行者デッキや駐車場等に設置され

るため、緑被地は影響を受けない 

4 日本武道館 恒設＋仮設 なし 

恒設は地下室であり、仮設は既存の歩行者デッキや

駐車場等に設置されるため、緑被地は影響を受けな

い 

5 皇居外苑 仮設 なし 
仮設は既存の園内道路や駐車場等に設置されるた

め、緑被地は影響を受けない 

6 東京国際フォーラム 仮設 なし 
仮設は既存の歩行者デッキや駐車場等に設置され

るため、緑被地は影響を受けない 

7 国技館 仮設 なし 
仮設は既存の歩行者デッキや駐車場等に設置され

るため、緑被地は影響を受けない 

8 有明アリーナ 恒設＋仮設 － 現況は未利用地 

9 有明 BMX コース 仮設 － 現況は未利用地 

10 有明ベロドローム 仮設 － 現況は未利用地 

11 有明体操競技場 仮設 － 現況は未利用地 

12 有明テニスの森 恒設＋仮設 あり 
仮設観客席、恒設コートの設置、整地で会場内の樹

林・芝地が改変 

13 お台場海浜公園 仮設 あり 
地ならし（整地）、仮設デッキの設置、駐車場の整備

で樹林・芝地が改変 

14 潮風公園 仮設 あり 
仮設（アスファルト舗装、メディアセンター、フェンス

等）で樹林・芝地が改変 

15～

16 

東京ビッグサイト・ホール

Ａ、Ｂ 
仮設 あり 

会場エリアが IBC/MPC と一体であるため、一緒に評

価する 

17 大井ホッケー競技場 恒設＋仮設 あり 
仮設観客席、恒設コートの設置、駐車場で街路樹や

公園の緑被地が改変 

18 
海の森クロスカントリーコ

ース 
仮設 － 現況は未利用地 

19 海の森水上競技場 恒設＋仮設 － 現況は未利用地 

20 
海の森マウンテンバイク

コース 
仮設 － 現況は未利用地 

21 若洲オリンピックマリーナ 恒設＋仮設 あり 
恒設、仮設（アスファルト舗装、ボートヤード、コンテ

ナヤード等）で会場内の樹木・芝地が改変 

22 葛西臨海公園 恒設＋仮設 あり 
恒設（カヌー水路）、仮設（観客席等）で会場内の樹

木・芝地が改変される。 

23～

24 

夢の島ユース・プラザ・ア

リーナＡ、Ｂ 
恒設＋仮設 あり 

恒設（ユースプラザ、デッキ）で会場内の樹木・芝地

が改変 

25 夢の島公園 恒設＋仮設 あり 
恒設（アーチェリーフィールド、デッキ）で会場内の樹

木・芝地が改変 

26 夢の島競技場 仮設 あり 
仮設（馬場等）、整地により会場内の樹木・芝地が改

変 
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表 5-7-1 会場の改変状況（2） 

会場№ 会場名 施設 
緑被地

の改変
詳細 

27～28 

オリンピックアクアティクス

センター 

ウォーターポロアリーナ 

恒設＋仮設 あり 
恒設、仮設（アリーナ、デッキ）で会場内の樹木・芝地

が改変 

29 
武蔵野の森総合スポー

ツ施設 
恒設＋仮設 あり 恒設施設により会場内の緑被地が改変 

30 東京スタジアム 仮設 なし 
仮設は既存の歩行者デッキや駐車場等に設置され

るため、緑被地は影響を受けない 

31 武蔵野の森公園 仮設 あり 仮設により緑地が一部改変 

32 陸上自衛隊朝霞訓練場 仮設 － 
陸上自衛隊の専用施設であるため緑地として想定し

ない 

33 霞ヶ関カンツリー倶楽部 仮設 あり 仮設駐車場により練習場が一部改変 

34 札幌ドーム 仮設 なし 
仮設は既存の歩行者デッキや駐車場等に設置され

るため、緑被地は影響を受けない 

35 宮城スタジアム 仮設 なし 
仮設は既存の歩行者デッキや駐車場等に設置され

るため、緑被地は影響を受けない 

36 埼玉スタジアム 2002 仮設 なし 
仮設は既存の歩行者デッキや駐車場等に設置され

るため、緑被地は影響を受けない 

37 横浜国際総合競技場 仮設 なし 
仮設は既存の歩行者デッキや駐車場等に設置され

るため、緑被地は影響を受けない 

OV 選手村 恒設＋仮設 あり 
恒設、仮設により、公園の樹木・芝地や会場内の街

路樹が全面的に改変 

IBC 

/MPC 

東京ビッグサイト

(IBC/MPC) 
恒設＋仮設 あり 恒設施設により、街路樹が改変 
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表 5-7-2  現況の緑被面積 

会場 
会場名 

会場面積 緑被面積 緑被率 
備考 

№ （m2） （m2） （%） 

1 
オリンピックスタジ

アム 583,800 171,000 29.3
会場は東京体育館と一体として計

算した。 
2 東京体育館 

8 有明アリーナ 54,500 0 0.0
会場面積は海域と公道を除いて算

定した。 

9 有明 BMX コース 
118,600 0 0.0

会場面積は一体とし、海域と公道を

除いて算定した。 10 有明ベロドローム 

11 有明体操競技場 113,700 0 0.0
会場面積は海域と公道を除いて算

定した。 

12 有明テニスの森 173,600 73,100 42.1   

13 お台場海浜公園 113,000 28,700 25.4

会場に競技コースが含まれている

ため、会場エリアはセキュリティラ

イン内とした。会場面積は海域を除

いて算定した。 

14 潮風公園 119,000 64,200 53.9   

15～ 

16 

東京ビッグサイト・ホ

ールＡ、Ｂ 
385,200 15,300 4.0 会場面積は一体として計算した。 

IBC/MPC 
東京ビッグサイト

(IBC/MPC) 

17 大井ホッケー競技場 139,000 100,200 72.1   

18 
海の森クロスカント

リーコース 
631,600 － －

現況で整備中であるため、緑被面積

は計上しない。 

19 海の森水上競技場 249,500 － －

未利用地なので緑地面積は計上し

ない。会場面積は海域を除いて算定

した。 

20 
海の森マウンテンバ

イクコース 
568,500 － －

未利用地なので緑地面積は計上し

ない。 

21 
若洲オリンピックマ

リーナ 
161,200 88,900 55.1 会場面積は海域を除いて算定した。

22 葛西臨海公園 202,900 128,200 63.2 会場面積は海域を除いて算定した。

23～ 

24 

夢の島ユース・プラ

ザ・アリーナＡ、Ｂ 348,800 193,700 55.5

会場が一体のため、同施設として計

算した。会場面積は海域を除いて算

定した。 25 夢の島公園 

26 夢の島競技場 236,200 133,800 56.6   

27～28 

オリンピックアクア

ティクスセンター 

ウォーターポロアリ

ーナ 

187,200 143,200 76.5

会場が一体のため、同施設として計

算した。会場面積は海域を除いて算

定した。 

29 
武蔵野の森総合スポ

ーツ施設 
279,000 101,300 36.3  

31 武蔵野の森公園 145,300 100,300 69.0

会場に競技コースが含まれている

ため、会場エリアはセキュリティラ

イン内とした。 

33 
霞ヶ関カンツリー倶

楽部 
1,357,200 1,300,800 95.8  

OV 選手村 435,300 33,200 7.6 会場面積は海域を除いて算定した。

※緑被面積については 10ｍメッシュの緑被データを使用しているため、10 の位で四捨五入している。会場面積は運営境界

内とし、10 の位で四捨五入している。 
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有明アリーナ

有明体操競技場 

有明ＢＭＸコース

有明ベロドローム

オリンピックスタジアム

（国立霞ヶ丘競技場）

東京体育館

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-7-1（1）施設の緑被地（1 オリンピックスタジアム（国立霞ヶ丘競技場）及び 2 東京体育館） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-7-1（2）  施設の緑被地（8 有明アリーナ及び 9 有明ＢＭＸコース及び 10 有明ベロド

ローム及び 11 有明体操競技場） 
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有明テニスの森

お台場海浜公園

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-7-1（3）  施設の緑被地（12 有明テニスの森） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 5-7-1（4）  施設の緑被地（13 お台場海浜公園） 
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東京ビッグサイトホールＡ，Ｂ及び IBC/MPC

潮風公園

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-7-1（5）  施設の緑被地（14 潮風公園） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

図 5-7-1（6）  施設の緑被地（15～16 東京ビッグサイトホールＡ、Ｂ及び IBC/MPC） 
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大井ホッケー競技場

海の森水上競技場

海の森クロスカントリーコース

海の森マウンテンバイクコース

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

図 5-7-1（7）  施設の緑被地（17 大井ホッケー競技場） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-7-1（8）  施設の緑被地（18 海の森クロスカントリーコース、19 海の森水上競技場、

20 海の森マウンテンバイクコース） 
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若洲オリンピックマリーナ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-7-1（9）  施設の緑被地（21 若洲オリンピックマリーナ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-7-1（10）  施設の緑被地（22 葛西臨海公園） 

 

葛西臨海公園
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夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ，Ｂ

夢の島公園 

夢の島競技場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-7-1（11）  施設の緑被地（23～24 夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ及び 25 夢

の島公園） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

図 5-7-1（12）  施設の緑被地（26 夢の島競技場） 
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オリンピックアクアティクスセンター、

ウォーターポロアリーナ 

武蔵野の森総合スポーツ施設 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-7-1（13）  施設の緑被地（27～28 オリンピックアクアティクスセンター、ウォータ

ーポロアリーナ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-7-1（14）  施設の緑被地（29 武蔵野の森総合スポーツ施設） 
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武蔵野の森公園

霞ヶ関カンツリー倶楽部

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-7-1（15）  施設の緑被地（31 武蔵野の森公園） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 5-7-1（16）  施設の緑被地（33 霞ヶ関カンツリー倶楽部）  
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選手村 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 5-7-1（17）  施設の緑被地（ＯＶ 選手村）  

 

出典：図 5-7-1（1）～（17） 「緑被分布図,国土交通省都市・地域整備局,2007」 

緑被分布図は、国土地理院長の承認を得て、同院の技術資料 D・1-No.393｢細密数値情報(10m メッシュ土地利

用)首都圏｣及び同院発行の数値地図 2500(空間データ基盤)を使用し作成したものである。(承認番号 国地企調

第 376 号平成 20 年 1 月 4 日及び平 19 総使、第 450 号) 

衛星画像で解析できない範囲※：元データ （株）デジタル・アース・テクノロジー 所有 

衛星画像で解析できない範囲以外：元データ ©CNES2005/Tokyo Spot Image Distribution 

※衛星画像で解析できない範囲は凡例色を赤系統で表示「緑被分布図、平成 19 年、国土交通省都市・地域整

備局」をもとに作成 
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5-7-1-2 ８km 圏内における緑の面積 

８km 圏内における現況の緑の面積は、航空写真から画像解析により抽出された緑被データ

（緑被分布図、国土交通省都市・地域整備局、2007）における樹林地、草地、耕作地を合わ

せて算定した。算出した結果、表 5-7－3 に示したとおり、８km 圏内における緑の面積は

2,056.1ha である（図 5-7-2 参照）。 

 

表 5-7－3 緑の面積(現況８km 圏内) 

項目 緑被面積(ha) 

主に樹林地 1,746.8 

主に草地 304.7 

主に耕作地 4.6 

合計 2,056.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-7-2 ８km 圏内における緑の状況 

出典：「緑被分布図,国土交通省都市・地域整備局,2007」をもとに作成 
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5-7-2  予測評価（会場別） 

(1) 評価の指標及び目安 

緑被面積（屋上含む）の状況については、「現状の緑被率（緑被面積）」を評価の基準とし

た。 

緑化の状況については、「東京都の自然保護条例の緑化基準、建築物環境計画書制度におけ

る緑化の評価基準」を評価の基準とした。 

なお、緑被面積と緑化の状況では、開催後も継続的に緑被地として使用されると想定され

る緑被地の面積について評価を行うこととし、未利用地に一時的に生育する雑草木は緑被地

として計算しなかった。 

評価の指標及び目安は、表 5-7-4 に示すとおりである。 

 

 

 

 

表 5-7-4  評価の指標及び目安 

評価の指標 評価の基準 
評価の目安 

－２ －１ ０ ＋１ ＋２ 

緑被面積（屋
上含む） 

現況の緑被

率の状況 

緑被面積が減

少（緑被率が

20 ポイント以

上減少） 

緑被面積が減

少（緑被率が 5

以上 20ポイン

ト未満減少） 

現況と変わら

ない（緑被率

が±5 ポイン

ト未満の増

減） 

緑被面積が増

加（緑被率が 5

以上20ポイン

ト未満増加） 

緑被面積が増

加（緑被率が

20 ポイント以

上増加） 

緑化の状況 

東京都の自

然保護条例

の緑化基準、

建築物環境

計画書制度

における緑

化の評価基

準 

－ 

自然保護条例

の緑化基準を

満たさない 

自然保護条例

の緑化基準を

満たす 

建築物環境計

画書制度の評

価段階２の水

準を達成 

建築物環境計

画書制度の評

価段階３の水

準を達成 
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(2) 予測評価の方法 

1)  緑被面積（屋上含む） 

開催中（施設の存在による影響）、開催後（後利用による影響）の影響については、新設

する施設及び駐車場等によって改変される緑被を算定するため、既存の緑被の分布と施設

位置(改変区域)を重ね合わせ、緑被の改変を定量的に検討し、予測評価を行った（表 5-7-5）。 

工事に伴い改変される面積は工事の進捗とともに変化(増加)し、施設の存在や後利用に

おいて一定(最大)となる。このため、工事による影響は、改変による影響が最大となる施

設の存在による影響において予測評価を行うこととし、ここでは予測評価の対象外とした。 

なお、既存施設の利用が主体で外部に設置される施設がない、仮設がすべて現況の舗装

駐車場、デッキ上に設置されるなど、地表面の改変が行われない会場については評価対象

から除外した。陸上自衛隊朝霞訓練場については防衛施設であり緑地としての用途は想定

されていないことから評価対象から除外した。 

 

表 5-7-5  予測評価方法（会場別） 

予測評価の時期 予測評価の方法 

開催前 工事による影響 

開催前の工事に伴い改変される面積は工事の進捗とともに増加し、施設

の存在時に最大となる。このため、工事による影響は、改変による影響が

最大となる施設の存在による影響において予測評価を行うこととし、ここ

では予測評価の対象外とした。 

開催中 
施設の存在によ

る影響 

既存情報の緑被地の分布と施設位置(改変区域)を重ね合わせ、緑被地の

消失を定量的に検討した。 

開催後 

工事による影響 

開催後の工事に伴い改変される面積は工事の進捗とともに変化し、施設

の後利用時に定常状態となる。このため、工事による影響は、改変による

影響が一定となる後利用による影響において予測評価を行うこととし、こ

こでは予測評価の対象外とした。 

後利用による影

響 

開催中（施設の存在による影響）と同様、施設の後利用による緑被地へ

の影響について、定量的な予測評価を行った。 

 

開催中・開催後の緑被率（緑被面積）及び緑被率の増減ポイントは以下のように求めた。 

 

開催中の緑被面積＝現況の緑被面積－改変面積（仮設＋恒久施設） 

開催後の緑被面積＝現況の緑被面積－改変面積（恒久施設） 

緑被率＝緑被面積/会場面積 

緑被率の増減ポイント（開催中）＝開催中の緑被率―現況の緑被率 

緑被率の増減ポイント（開催後）＝開催後の緑被率―現況の緑被率 

 

改変区域は図 5-7-3（1）～（15）(p5-7-17～p5-7-24)に示すとおりである。仮設・恒久の

内訳は表 5-7-1(p5-7-2～p5-7-3)に前述した。 
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オリンピックスタジアム

東京体育館

有明テニスの森

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-7-3（1） 各会場における改変エリア（1 オリンピックスタジアム及び 2 東京体育館） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-7-3（2）  各会場における改変エリア（12 有明テニスの森） 
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お台場海浜公園

潮風公園

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-7-3（3）  各会場における改変エリア（13 お台場海浜公園） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-7-3（4）  各会場における改変エリア（14 潮風公園） 
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大井ホッケー競技場

東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂ及び IBC/MPC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-7-3（5）  各会場における改変エリア（15～16 東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂ、

IBC/MPC） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-7-3（6）  各会場における改変エリア（17 大井ホッケー競技場） 
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若洲オリンピックマリーナ

葛西臨海公園

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-7-3（7）  各会場における改変エリア（21 若洲オリンピックマリーナ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-7-3（8）  各会場における改変エリア（22 葛西臨海公園） 
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夢の島公園

夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ

夢の島競技場

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-7-3（9）  各会場における改変エリア（23～24 夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、

Ｂ、25 夢の島公園） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-7-3（10）  各会場における改変エリア（26 夢の島競技場） 
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オリンピックアクアティクスセンター、

ウォーターポロアリーナ 

武蔵野の森総合スポーツ施設

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-7-3（11） 各会場における改変エリア（27～28 オリンピックアクアティクスセンター、

ウォーターポロアリーナ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-7-3（12）  各会場における改変エリア（29 武蔵野の森総合スポーツ施設） 
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霞ヶ関カンツリー倶楽部

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-7-3（13）  各会場における改変エリア（31 武蔵野の森公園） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-7-3（14）  各会場における改変エリア（33 霞ヶ関カンツリー倶楽部） 

武蔵野の森公園 
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選手村

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-7-3（15）  各会場における改変エリア（ＯＶ 選手村） 
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2)  緑化の状況 

本指標項目は「東京都建築物環境計画書制度マニュアル」の自然環境の保全項目のうち、

「緑の量の確保（P N-6）」の評価を基準としている。これらの評価基準の対象は、「地上部

のうち樹木の植栽等のなされた部分の面積」及び「建築物上のうち、樹木、芝、草花等の

植栽のなされた部分の面積」であることから、緑化の状況は、総緑化面積を対象として評

価した。 

現況の緑化面積は、航空写真から画像解析により抽出された緑被データ（緑被分布図：

国土交通省都市・地域整備局、2007）のうち「主に樹林地」と定義された土地の面積とし

た。 

開催中（施設の存在による影響）、開催後（後利用による影響）の緑化面積の増減につい

ては、新設する施設及び駐車場等によって消失する樹林地等を算定するため、既存の緑被

地の分布と施設位置(改変区域)を重ね合わせ、緑被地のうち樹林地等の消失を定量的に検

討し、予測評価を行った（表 5-7-6（p 5-7-26））。 

工事に伴い改変される面積は工事の進捗とともに変化(増加)し、施設の存在や後利用に

おいて一定(最大)となる。このため、工事による影響は、改変による影響が最大となる施

設の存在による影響において予測評価を行うこととし、ここでは予測評価の対象外とした。 

開催中・開催後の検討対象とした会場は「5-7-2 (2) 1) 緑被面積（屋上含む）（p5-7-16）」

と同様の会場のうち、恒久施設を設置する会場を対象とした。 

 

緑の量の確保 評価基準 

段階 2 「地上部のうち樹木の植栽等のなされた部分の面積」及び「建築物上のうち、樹木、

芝、草花等の植栽のなされた部分の面積」（以下「建築物上の緑化面積」という。）

の総計（以下「総緑化面積」という。）が、敷地面積の 20％以上の面積であること。

段階 3 総緑化面積が、敷地面積の 30％以上の面積であること 

 

緑化面積が敷地面積の 20％より小さい場合は、段階 1（「東京における自然の保護と回復

に関する条例」の緑化基準（第六条）を満たす）で評価する。なお、緑化基準は以下に示

すとおり、土地計画地区等により異なるが、評価対象となる会場はオリンピックのための

ものであり、道路と公園、展示場など異なる施設が１つの会場に含まれることが多いため、

ここではイの「（敷地面積－建築面積）×25％」に準じて評価することとした。 

 

参考：「東京における自然の保護と回復に関する条例」 

第六条関係 地上部の緑化基準 

区分 面積 

ア：総合設計制度等を適用して計画

する建築物の敷地又は再開発等促

進区（地区整備計画が定められて

いる区域に限る。）高度利用地区も

しくは特定街区内の建築物の敷地 

（敷地面積－建築面積 ）×30％（※） 

 

 

※ただし、5,000 ㎡以上の敷地 (国及び地方公共団体が有する

敷地にあっては、1,000 ㎡以上)については 35％ 

イ：ア以外の敷地 次に掲げる式により算出される面積のうち、小さい方の面積 

①（敷地面積－建築面積）×20％（※） 

②｛敷地面積－（敷地面積×建ぺい率×0.8）｝×20％（※） 

※ただし、5,000 ㎡以上の敷地 (国及び地方公共団体が有する

敷地にあっては、1,000 ㎡以上)については 25％ 
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表 5-7-6  予測評価方法（会場別） 

予測評価の時期 予測評価の方法 

開催前 工事による影響 

開催前の工事に伴い改変される面積は工事の進捗とともに増加し、施設

の存在時に最大となる。このため、工事による影響は、改変による影響が

最大となる施設の存在による影響において予測評価を行うこととし、ここ

では予測評価の対象外とした。 

開催中 
施設の存在によ

る影響 

既存情報の緑化面積の分布と施設位置(改変区域)を重ね合わせ、樹林地

の改変面積を定量的に検討した。 

開催後 

工事による影響 

開催後の工事に伴い改変される面積は工事の進捗とともに変化し、施設

の後利用時に定常状態となる。このため、工事による影響は、改変による

影響が一定となる後利用による影響において予測評価を行うこととし、こ

こでは予測評価の対象外とした。 

後利用による影

響 

開催中（施設の存在による影響）と同様、会場の後利用による樹林地へ

の影響について、定量的な予測評価を行った。 

 

開催中・開催後の緑化面積及び緑化率は以下のように求めた。 

 

開催中の緑化面積＝現況の緑化面積－改変面積（仮設＋恒久施設） 

開催後の緑化面積＝現況の緑化面積－改変面積（恒久施設） 

緑化率＝緑化面積/会場面積 
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(3) 予測評価の結果 

1)  開催中（施設の存在による影響） 

①  一次評価 

(ｲ) 緑被面積（屋上含む） 

各会場の施設の存在による、緑被面積及び緑被率の変化について予測評価を行った。詳

細な予測の結果を表 5-7-7(p5-7-28)に、各施設の評価結果を表 5-7-8(p5-7-29)に示す。 

 

各会場において緑被地と改変区域を重ね合わせたところ、緑被率が減少する（－20 ポイ

ント未満）会場は５会場、大きく減少（－20 ポイント以上）する会場は 10 会場であった。 

 

オリンピックスタジアム（国立霞ヶ丘競技場）及び東京体育館、お台場海浜公園、潮風

公園、選手村は、施設の新設に伴う緑被の改変により緑被率が減少（－20 ポイント未満）

する。したがって、評価結果は「－１」とした。 

有明テニスの森、大井ホッケー競技場、若洲オリンピックマリーナ、葛西臨海公園、夢

の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ及び夢の島公園、夢の島競技場、オリンピックアク

アティクスセンター、ウォーターポロアリーナは、施設の新設（恒久及び仮設）に伴う緑

被地の改変により、緑被率が大きく減少（－20 ポイント以上）する。したがって、評価結

果は「－２」とした。 

 

緑被地の改変が小規模である武蔵野の森総合スポーツ施設、武蔵野の森公園、霞ヶ関カ

ンツリー倶楽部、東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂ及び東京ビッグサイト(IBC/MPC)の６会

場と、現況が未利用地である有明アリーナ、有明ＢＭＸコース、有明ベロドローム、有明

体操競技場、海の森クロスカントリーコース、海の森水上競技場、海の森マウンテンバイ

クコースの７会場については、緑被率は現況とかわらないことから、評価結果は「０」と

した。 

 

 



 

5-7-28 

 

 

表 5-7-7  緑被率及び緑被面積（開催中：一次評価） 

会場 

会場名 

会場面積
（敷地面積）

緑被面積（ｍ2） 緑被率（%） 
緑被率の増

減ポイント 

№ （ｍ2） 現況 開催中 現況 開催中 
（開催中-現

況） 

1 
オリンピックスタジアム（国立霞

ヶ丘競技場） 583,800 171,000 118,440 29.3 20.3 -9.0 

2 東京体育館 

8 有明アリーナ 54,500 0 0 0.0 0 0.0 

9 有明 BMX コース 118,600 0 0 0.0 0 0.0 

10 有明ベロドローム 118,600 0 0 0.0 0 0.0 

11 有明体操競技場 113,700 0 0 0.0 0 0.0 

12 有明テニスの森 173,600 73,100 29,900 42.1 17.2 -24.9 

13 お台場海浜公園 113,000 28,700 22,200 25.4 19.6 -5.8 

14 潮風公園 119,000 64,200 50,600 53.9 42.5 -11.4 

17 大井ホッケー競技場 139,000 100,200 41,800 72.1 30.1 -42.0 

18 海の森クロスカントリーコース 631,600 0 0 0.0 0 0.0 

19 海の森水上競技場 249,500 0 0 0.0 0 0.0 

20 海の森マウンテンバイクコース 568,500 0 0 0.0 0 0.0 

21 若洲オリンピックマリーナ 161,200 88,900 25,500 55.1 15.8 -39.3 

22 葛西臨海公園 202,900 128,200 64,900 63.2 32.0 -31.2 

23～ 

24 

夢の島ユース・プラザ・アリー

ナＡ、Ｂ 348,800 193,700 108,500 55.5 31.1 -24.4 

25 夢の島公園 

26 夢の島競技場 236,200 133,800 14,000 56.6 5.9 -50.7 

27～

28 

オリンピックアクアティクスセン

ター、ウォーターポロアリーナ 
187,200 143,200 96,300 76.5 51.4 -25.1

29 武蔵野の森総合スポーツ施設 279,000 101,300 93,000 36.3 33.3 -3.0 

31 武蔵野の森公園 145,300 100,300 99,200 69.3 68.3 -0.7 

33 霞ヶ関カンツリー倶楽部 1,357,200 1,300,800 1,286,600 95.8 94.8 -1.0 

OV 選手村 435,300 33,200 0 7.6 0 -7.6 

15～

16 
東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂ 

385,200 15,300 12,800 4.0 3.3 -0.7
IBC/ 

MPC 
東京ビッグサイト(IBC/MPC) 

評価凡例 

■ かなり悪化：緑被率が大きく減少（-20 ポイント以上） 

■ やや悪化：緑被率が減少（-20 ポイント未満） 

□ 中立：現況と変わらない（±5 ポイント未満） 

■ やや改善・向上：緑被率が大きく増加（＋20 ポイント未満） 

■ かなり改善・向上：緑被率が増加（＋20 ポイント以上） 

※オリンピックスタジアム（国立霞ヶ丘競技場）と東京体育館、有明ＢＭＸコースと有明ベ

ロドローム、東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂと東京ビッグサイト（IBC/MPC）、夢の島ユー

ス・プラザ・アリーナＡ、Ｂと夢の島公園は会場が一体のため、それぞれ同一の会場・緑被

面積とした。 
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表 5-7-8  緑（緑被面積）についての評価結果（開催中：一次評価） 

会場 
会場名 

評価 
一次評価（開催中） 

№ 結果 

1 
オリンピックスタジアム

（国立霞ヶ丘競技場）
-1 施設の新設（恒久及び仮設）に伴う緑被地の改変により、現況 29.3％の緑被率

が 20.3％となり、9.0 ポイント減少する。したがって評価結果は「-1」とした。
2 東京体育館 -1 

8 有明アリーナ 0 現況は未利用地であり、改変の影響はない。したがって評価結果は「0」とした。

9 有明 BMX コース 0 
現況は未利用地であり、改変の影響はない。したがって評価結果は「0」とした。

10 有明ベロドローム 0 

11 有明体操競技場 0 現況は未利用地であり、改変の影響はない。したがって評価結果は「0」とした。

12 有明テニスの森 -2 

施設の新設（恒久及び仮設）に伴う緑被地の改変により、現況 42.1％の緑被率

が 17.2％となり、24.9 ポイントと大きく減少する。したがって評価結果は「-2」

とした。 

13 お台場海浜公園 -1 
施設の新設（仮設）に伴う緑被地の改変により、現況 25.4％の緑被率が 19.6％

となり、5.8 ポイント減少する。したがって、評価結果は「-1」とした。 

14 潮風公園 -1 
施設の新設（仮設）に伴う緑被地の改変により、現況 53.9％の緑被率が 42.5％

となり、11.4 ポイント減少する。したがって、評価結果は「-1」とした。 

17 大井ホッケー競技場 -2 

施設の新設（恒久及び仮設）に伴う緑被地の改変により、現況 72.1％の緑被率

が 30.1％となり、42.0 ポイントと大きく減少する。したがって評価結果は「-2」

とした。 

18 
海の森クロスカントリ

ーコース 
0 現況は未利用地であり、改変の影響はない。したがって評価結果は「0」とした。

19 海の森水上競技場 0 現況は未利用地であり、改変の影響はない。したがって評価結果は「0」とした。

20 
海の森マウンテンバイ

クコース 
0 現況は未利用地であり、改変の影響はない。したがって評価結果は「0」とした。

21 
若洲オリンピックマリ

ーナ 
-2 

施設の新設（恒久及び仮設）に伴う緑被地の改変により、現況 55.1％の緑被率

が 15.8％となり、39.3 ポイントと大きく減少する。したがって評価結果は「-2」

とした。 

22 葛西臨海公園 -2 
施設の新設（恒久及び仮設）に伴う緑被地の改変により、現況 63.2％の緑被率

が 32.0％となり、31.2 ポイント減少する。したがって評価結果は「-2」とした。

23～

24 

夢の島ユース・プラ

ザ・アリーナＡ、Ｂ -2 

施設の新設（恒久及び仮設）に伴う緑被地の改変により、現況 55.5％の緑被率

が 31.1％となり、24.4 ポイントと大きく減少する。したがって評価結果は「-2」

とした。 25 夢の島公園 

26 夢の島競技場 -2 
施設の新設（仮設）に伴う緑被地の改変により、現況 56.6％の緑被率が 5.9％

となり、50.7 ポイントと大きく減少する。したがって評価結果は「-2」とした。

27～

28 

オリンピックアクアティ

クスセンター、ウォータ

ーポロアリーナ 

-2 

施設の新設（恒久及び仮設）に伴う緑被地の改変により、現況 76.5％の緑被率

が 51.4％となり、25.1 ポイントと大きく減少する。したがって評価結果は「-2」

とした。 

29 
武蔵野の森総合スポ

ーツ施設 
0 

施設の新設（恒久）に伴う緑被地の改変により、現況 36.3％の緑被率が 33.3％

なり、3.0 ポイント減少する。しかし、ほぼ現況と変わらないことから、評価結

果は「0」とした。 

31 武蔵野の森公園 0 

施設の新設（仮設）に伴う緑被地の改変により、現況 69.0％の緑被率が 68.3％

なり、0.7 ポイント減少する。しかし、ほぼ現況と変わらないことから、評価結

果は「0」とした。 

33 
霞ヶ関カンツリー倶

楽部 
0 

施設の新設（仮設）に伴う緑被地の改変により、現況 95.8％の緑被率が 94.8％

なり、1.0 ポイント減少する。しかし、ほぼ現況と変わらないことから、評価結

果は「0」とした。 

OV 選手村 -1 
施設の新設（恒久及び仮設）に伴う緑被地の改変により、現況 7.6％の緑被率が

0.0％となり、7.6 ポイント減少する。したがって評価結果は「-1」とした。 

15～

16 

東京ビッグサイト・ホー

ルＡ、Ｂ 
0 

施設の新設（恒久）に伴う緑被地の改変により、現況 4.0％の緑被率が 3.3％と

なり、0.7 ポイント減少する。しかし、ほぼ現況と変わらないことから、評価結

果は「0」とした。 
IBC 

/MPC 
東京ビッグサイト

(IBC/MPC) 
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(ﾛ) 緑化の状況 

各施設の存在による、緑化面積及び緑化率の変化について予測評価を行った。詳細な予

測の結果を表 5-7-9(p5-7-32)に、各施設の評価結果を表 5-7-10 (p5-7-33)に示す。 

 

各会場において樹林地と改変区域を重ね合わせたところ、以下のようになった。 

 

有明アリーナ、海の森水上競技場は、現況が未利用地であるため、緑化率は 0％である。

したがって評価結果は「－１」とした。 

 

大井ホッケー競技場、夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ及び夢の島公園、オリン

ピックアクアティクスセンター、ウォーターポロアリーナ、武蔵野の森総合スポーツ施設

は、施設の新設に伴う緑被（主に樹林地）の改変をうけるが、緑化率は会場面積の 20％以

上となる。したがって、評価結果は「＋１」とした。 

 

オリンピックスタジアム（国立霞ヶ丘競技場）及び東京体育館、有明テニスの森、若洲

オリンピックマリーナ、葛西臨海公園、選手村、東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂ及び東

京ビッグサイト（IBC/MPC）については、緑化率が 20％以下であった。「東京における自然

の保護と緑化に関する条例の緑化基準」（p5-7-25 参照）を満たすかどうか確認するため、

以下のように計算を行い、開催中の緑化面積と各施設の緑化基準を満たす面積の比較を行

った。 

 

計算結果より、オリンピックスタジアム（国立霞ヶ丘競技場）及び東京体育館、有明テ

ニスの森は「東京における自然の保護と緑化に関する条例の緑化基準」を満たす。したが

って、評価結果は「０」とした。 

 

若洲オリンピックマリーナ、葛西臨海公園、東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂ及び東京

ビッグサイト（IBC/MPC）については、緑化基準を満たさない。したがって、評価結果は「－

１」とした。 

 

「東京における自然の保護と緑化に関する条例の緑化基準」（p5-7-25 参照）を満たすか

どうかの計算結果を次ページに示す。 
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【開催中の緑被面積（単位：ｍ2）】 

［オリンピックスタジアム（国立霞ヶ丘競技場）及び東京体育館］ 

：緑化面積（103,290）＞緑化基準を満たす緑化面積（101,287） 

［有明テニスの森］：緑化面積（28,900）＞緑化基準を満たす緑化面積（26,983） 

［若洲オリンピックマリーナ］：緑化面積（13,400）＜緑化基準を満たす緑化面積（38,028） 

［葛西臨海公園］：緑化面積（38,500）＜緑化基準を満たす緑化面積（48,705） 

［東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂ及び東京ビッグサイト（IBC/MPC）］：緑化面積（10,000）

＜緑化基準を満たす緑化面積（53,290） 

 

【各施設の緑化基準を満たす緑化面積（単位：ｍ2）】 

［オリンピックスタジアム（国立霞ヶ丘競技場）及び東京体育館］ 

＝｛会場面積（583,800）－仮設、既存施設、恒久施設面積（178,653）｝×0.25＝101,287 

［有明テニスの森］ 

＝｛会場面積（173,600）－仮設、既存施設、恒久施設面積（65,668）｝×0.25＝26,983 

［若洲オリンピックマリーナ］ 

＝｛会場面積（161,200）－仮設、恒久施設面積（9,090）｝×0.25＝38,028 

［葛西臨海公園］ 

＝｛会場面積（202,900）－仮設、恒久施設面積（8,080）｝×0.25＝48,705 

［東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂ及び東京ビッグサイト(IBC/MPC)］ 

＝｛会場面積（385,200）－既存、恒久施設面積（172,040）｝×0.25＝53,290 

 

なお、施設の面積は建築概要によった。 
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表 5-7-9  緑化面積及び緑化率（開催中：一次評価） 

会場 

会場名 

会場面積
（敷地面積）

緑化面積（ｍ2） 緑化率（%） 

№ （ｍ2） 現況 開催中 現況 開催中 

1 
オリンピックスタジアム（国

立霞ヶ丘競技場） 
583,800 139,500 103,290 23.9 17.7 

2 東京体育館 583,800 139,500 103,290 23.9 17.7 

8 有明アリーナ 54,500 0 0 0.0 0.0 

12 有明テニスの森 173,600 63,300 28,900 36.5 16.6 

17 大井ホッケー競技場 139,000 54,500 32,200 39.2 23.2 

19 海の森水上競技場 249,500 0 0 0.0 0.0 

21 若洲オリンピックマリーナ 161,200 60,600 13,400 37.6 8.3 

22 葛西臨海公園 202,900 82,200 38,500 40.5 19.0 

23～

24 

夢の島ユース・プラザ・ア

リーナＡ、Ｂ 
348,800 132,300 75,800 37.9 21.7 

25 夢の島公園 348,800 132,300 75,800 37.9 21.7 

27～

28 

オリンピックアクアティクス

センター、ウォーターポロ

アリーナ 

187,200 78,300 44,400 41.8 23.7 

29 
武蔵野の森総合スポーツ

施設 
279,000 62,100 57,900 22.3 20.8 

OV 選手村 435,300 28,400 0 6.5 0.0 

15～

16 

東京ビッグサイト・ホール

Ａ、Ｂ 
385,200 10,800 10,000 2.8 2.6 

IBC 

/MPC 

東京ビッグサイト

(IBC/MPC) 

 

評価凡例 

■ 段階 3 を達成：緑化率 30％以上 

■ 段階 2 を達成：緑化率 20％以上 

 

※オリンピックスタジアム（国立霞ヶ丘競技場）と東京体育館、有明ＢＭＸコースと有明ベ

ロドローム、東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂと東京ビッグサイト（IBC/MPC）、夢の島ユー

ス・プラザ・アリーナＡ、Ｂと夢の島公園は会場が一体のため、それぞれ同一の会場・緑化

面積とした。 

 



 

5-7-33 

 

 

表 5-7-10  緑（緑化の状況）についての評価結果（開催中：一次評価） 

会場 
会場名 

評価 
一次評価（開催中） 

№ 結果 

1 
オリンピックスタジアム

（国立霞ヶ丘競技場）
0 

施設の新設（恒久及び仮設）に伴う樹林地の改変により、緑化率は

17.7％となるが緑化基準を満たす。したがって評価結果は「0」とした。
2 東京体育館 0 

8 有明アリーナ -1 
現況は未利用地であり、緑化率は 0％である。したがって評価結果は

「-1」とした。 

12 有明テニスの森 0 
施設の新設（恒久及び仮設）に伴う樹林地の改変により、緑化率 16.6％

となるが緑化基準を満たす。したがって評価結果は「0」とした。 

17 大井ホッケー競技場 +1 

施設の新設（恒久及び仮設）に伴う樹林地の改変を受けるが緑化率は

23.2％であり段階 2 の水準を達成。したがって評価結果は「＋1」とし

た。 

19 海の森水上競技場 -1 
現況は未利用地であり、緑化率は 0％である。したがって評価結果は

「-1」とした。 

21 
若洲オリンピックマリ

ーナ 
-1 

施設の新設（恒久及び仮設）に伴う樹林地の改変により、緑化率は 8.3％

となり、緑化基準を満たさない。したがって評価結果は「-1」とした。

22 葛西臨海公園 -1 

施設の新設（恒久及び仮設）に伴う樹林地の改変により、緑化率は

19.0％となり、緑化基準を満たさない。したがって評価結果は「-1」と

した。 

23～

24 

夢の島ユース・プラ

ザ・アリーナＡ、Ｂ +1 

施設の新設（恒久及び仮設）に伴う樹林地の改変を受けるが緑化率は

21.7％となり、段階 2 の水準を達成。したがって評価結果は「＋1」と

した。 25 夢の島公園 

27～

28 

オリンピックアクアティ

クスセンター、ウォータ

ーポロアリーナ 

+1 

施設の新設（恒久及び仮設）に伴う樹林地の改変を受けるが、緑化率

23.7％であり、段階 2 の水準を達成。したがって評価結果は「＋1」と

した。 

29 
武蔵野の森総合スポ

ーツ施設 
+1 

施設の新設（恒久）に伴う樹林地の改変を受けるが、緑化率 20.8％で

あり、段階 2 の水準を達成。したがって評価結果は「＋1」とした。 

OV 選手村 -1 
施設の新設（恒久及び仮設）に伴う樹林地の改変により、緑化率は 0％

となる。したがって評価結果は「-1」とした。 

15～

16 

東京ビッグサイト・ホー

ルＡ、Ｂ 
-1 

施設の新設（恒久）に伴う樹林地の改変により、緑化率は 2.6％となり、

緑化基準を満たさない。したがって評価結果は「-1」とした。 

IBC 

/MPC 
東京ビッグサイト

(IBC/MPC) 
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②  ミティゲーション 

一次評価の結果をふまえ、施設の新設（仮設・恒久）に伴う改変によって減少する緑被

面積の代償を目的とし、緑地（樹木・芝地等）の整備や新規施設の屋上緑化などのミティ

ゲーションを行う。また改変地の樹木については可能な限り伐採せず、会場内の新規施設

の緑化に使用するか、会場内の適地に移植を行う。 

想定したミティゲーションの内容は表 5-7-11(p5-7-35)に示すとおりである。なお、現

段階ではミティゲーションを想定していない会場については、実施段階における計画の具

体化に併せ、施設の壁面・屋上緑化や施設周辺の緑化、樹林の復元等に可能な限り努める

こととする。 

ミティゲーションの際には、地域の生物多様性の保全・回復の視点から樹種を選定する。 
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表 5-7-11  緑（緑被面積及び緑化の状況）についてのミティゲーション（開催中） 

会場

№ 
会場名 ミティゲーションの内容 

1 
オリンピックスタジアム（国

立霞ヶ丘競技場） オリンピックスタジアムの新設に伴い改変される会場内に公園を再整備

し、10％緑化する。改変地の樹木は可能な限り移植する。 
2 東京体育館 

8 有明アリーナ 
恒久施設の敷地を東京都の緑化基準以上に緑化するほか、海辺の護岸沿

いを緑化（樹木・芝地等）する。 

9 有明 BMX コース 
仮設施設周辺等を緑化（芝地）するほか、海辺の護岸沿いを緑化（樹木・

芝地等）する。 

10 有明ベロドローム 
仮設施設周辺等を緑化（芝地）するほか、海辺の護岸沿いを緑化（樹木・

芝地等）する。 

11 有明体操競技場 
仮設施設周辺等を緑化（芝地）するほか、海辺の護岸沿いを緑化（樹木・

芝地等）する。 

12 有明テニスの森 
恒設コートの前面に芝生広場を整備する。改変地の樹木は可能な限り移

植し、会場内の新規施設の緑化に使用する。 

13 お台場海浜公園 
施設の緑化等は想定しないが、改変地の樹木は可能な限り会場内へ移植

する。 

14 潮風公園 
施設の緑化等は想定しないが、改変地の樹木は可能な限り会場内へ移植

する。 

17 大井ホッケー競技場 改変地の樹木は可能な限り会場内へ移植する。 

18 
海の森クロスカントリーコー

ス 
会場整備とあわせ、敷地面積の 20％以上を緑化する。 

19 海の森水上競技場 会場整備とあわせ、敷地面積の 20％以上を緑化する。 

20 
海の森マウンテンバイクコ

ース 

現況は未利用地であり、開催後も現状復帰することから、恒久的な緑化

は想定していない。 

21 若洲オリンピックマリーナ 
改変地の樹木は可能な限り会場内へ移植する。観客席の周囲は芝生広場

とする。 

22 葛西臨海公園 
コース内の観客席は芝生観客席とする。また、改変地の樹木は一部を会

場内へ移植し、それ以外は可能な限り会場外の公園内へ移植する。 

23～

24 

夢の島ユース・プラザ・アリ

ーナＡ、Ｂ 

ユースプラザの屋上を全面緑化し、アーチェリーフィールドは芝地とす

る。また、ユースプラザ前の広場は植栽し、会場内の広場の 4 割は緑化

する。改変地の樹木は会場内に移植する。 25 夢の島公園 

26 夢の島競技場 
施設の緑化等は想定しないが、改変地の樹木は可能な限り会場内へ移植

する。 

27～

28 

オリンピックアクアティクス

センター、ウォーターポロア

リーナ 

新たな緑地（樹木・芝地等）の整備は想定しない。ただし恒久施設によ

る改変地の樹木は会場外の公園内に移植し、仮設施設による改変地の樹

木は会場内に移植する。 

29 
武蔵野の森総合スポーツ

施設 

新たな緑地（樹木・芝地等）の整備は想定しない。ただし改変地の樹木

は可能な限り会場内へ移植する。 

31 武蔵野の森公園 
施設の緑化等は想定しないが、改変地の樹木は可能な限り会場内へ移植

する。 

33 霞ヶ関カンツリー倶楽部 改変地の樹木は可能な限り会場内へ移植する。 

ＯＶ 選手村 居住施設周辺に緑地（樹木・芝地等）を整備するほか、屋上緑化を行う。

15～

16 

東京ビッグサイト・ホール

Ａ、Ｂ 
MPC の恒設施設の屋上の全面緑化を行う。 

IBC 

/MPC 
IBC/MPC 

※壁面緑化は現段階の計画では面積が算定できないため、ここでは計上していない。 
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③  二次評価 

(ｲ) 緑被面積（屋上含む） 

減少する緑被面積の代償を目的としたミティゲーションを実施することによる、各会場

の緑被面積及び緑被率の変化について予測評価を行った。各会場のミティゲーションを受

けた緑被面積及び緑被率の予測結果を表 5-7-12(p5-7-38)に、会場毎の評価結果を表 

5-7-13(p5-7-39)に示す。 

なお改変地の樹木の移植については、緑被面積の増加として算定しない。これは樹木の

移植先が草地である可能性があり、草地は既に緑被地として算定しているため、二重計上

してしまう可能性があるためである。 

 

緑被率が大きく減少（－20 ポイント以上）する会場は６会場、減少する（－20 ポイント

未満）施設は５会場であった。 

 

有明アリーナ、有明体操競技場、海の森クロスカントリーコース、海の森水上競技場、

選手村は、緑地（樹木・芝地等）の整備や新規施設の屋上緑化等を行うことにより、緑被

率が増加（＋20 ポイント以上）すると予測した。したがって、評価結果は「＋２」とした。 

 

有明ＢＭＸコース及び有明ベロドローム、東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂ及び東京ビ

ッグサイト（IBC/MPC）は新規施設の屋上緑化等を行うことにより、緑被率が増加（＋20

ポイント未満）すると予測した。したがって、評価結果は「＋１」とした。 

 

海の森マウンテンバイクコース、夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ及び夢の島公

園は、緑地（樹木・芝地等）の整備等を行うことにより、緑被率は現況と変わらない（±

５ポイント未満）と予測した。したがって、評価結果は「０」とした。 

 

武蔵野の森総合スポーツ施設、武蔵野の森公園、霞ヶ関カンツリー倶楽部は、一次評価

の結果、緑被率が減少することとなるが、改変後の緑被率が 30％以上あるため現時点では

ミティゲーションは想定していない。したがって、評価結果は一次評価と同様「０」とし

た。 

 

オリンピックスタジアム（国立霞ヶ丘競技場）及び東京体育館、有明テニスの森、お台

場海浜公園は、改変地の樹木を移植し、新規施設の緑化や緑地（樹木・芝地等）の整備に

使用するが、緑被率が減少（－20 ポイント未満）すると予測した。したがって、評価結果

は「－１」とした。 

 

潮風公園は、一次評価の結果、緑被率が減少することとなるが、改変後の緑被率が 30％

以上あるため現時点ではミティゲーションは想定していない。したがって、評価結果は一

次評価と同様「－１」とした。 

 

大井ホッケー競技場、葛西臨海公園、オリンピックアクアティクスセンター、ウォータ

ーポロアリーナは、一次評価の結果、緑被率が減少することとなるが、改変後の緑被率が
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30％以上あるため現時点ではミティゲーションは想定していない。したがって、評価結果

は一次評価と同様「－２」とした。 

 

若洲オリンピックマリーナ、夢の島競技場は、改変地の樹木を移植し、施設の一部を緑

化するが、緑被率が減少（－20 ポイント以上）すると予測した。したがって、評価結果は

「－２」とした。 
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表 5-7-12  ミティゲーション後の緑被率及び緑被面積（開催中：二次評価） 

会場 

会場名 

会場面積
（敷地面積）

緑被面積（ｍ2） 緑被率（%） 
緑被率の増減

ポイント 

№ （ｍ2） 現況 開催中 現況 開催中 （開催中-現況）

1 
オリンピックスタジアム（国立霞
ヶ丘競技場） 

583,800 171,000 132,040 29.3 22.6  -6.7 

2 東京体育館 583,800 171,000 132,040 29.3 22.6  -6.7 

8 有明アリーナ 54,500 0 23,400 0.0 42.9  42.9 

9 有明 BMX コース 118,600 0 20,600 0.0 17.4  17.4 

10 有明ベロドローム 118,600 0 20,600 0.0 17.4  17.4 

11 有明体操競技場 113,700 0 30,100 0.0 26.5  26.5 

12 有明テニスの森 173,600 73,100 50,700 42.1 29.2 -12.9 

13 お台場海浜公園 113,000 28,700 22,200 25.4 19.6 -5.8 

14 潮風公園 119,000 64,200 50,600 53.9 42.5 -11.4 

17 大井ホッケー競技場 139,000 100,200 57,400 72.1 41.3 -30.8 

18 海の森クロスカントリーコース 631,600 0 126,300 0.0 20.0 20.0 

19 海の森水上競技場 249,500 0 49,900 0.0 20.0 20.0 

20 海の森マウンテンバイクコース 568,500 0 0 0.0 0.0 0.0 

21 若洲オリンピックマリーナ 161,200 88,900 39,400 55.1 24.4 -30.7 

22 葛西臨海公園 202,900 128,200 67,800 63.2 33.4 -29.8 

23～
24 

夢の島ユース・プラザ・アリー
ナＡ、Ｂ 

348,800 193,700 190,900 55.5 54.7 -0.8 

25 夢の島公園 348,800 193,700 190,900 55.5 54.7 -0.8 

26 夢の島競技場 236,200 133,800 40,800 56.6 17.3 -39.3 

27～
28 

オリンピックアクアティクスセン
ター、ウォーターポロアリーナ 

187,200 143,200 96,300 76.5 51.4 -25.1

29 武蔵野の森総合スポーツ施設 279,000 101,300 93,000 36.3 33.3  -3.0 

31 武蔵野の森公園 145,300 100,300 99,200 69.0 68.3  -0.7 

33 霞ヶ関カンツリー倶楽部 1,357,200 1,300,800 1,286,600 95.8 94.8  -1.0 

OV 選手村 435,300 33,200 285,500 7.6 65.6  58.0 

15～
16 

東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂ 
385,200 15,300 35,700 4.0 9.3 5.3 

IBC 
/MPC 

東京ビッグサイト(IBC/MPC) 

評価凡例 

■ かなり悪化：緑被率が大きく減少（-20 ポイント以上） 

■ やや悪化：緑被率が減少（-20 ポイント未満） 

□ 中立：現況と変わらない（±5 ポイント未満） 

■ やや改善・向上：緑被率が大きく増加（＋20 ポイント未満） 

■ かなり改善・向上：緑被率が増加（＋20 ポイント以上） 

※オリンピックスタジアム（国立霞ヶ丘競技場）と東京体育館、有明ＢＭＸコースと有明ベ

ロドローム、東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂと東京ビッグサイト（IBC/MPC）、夢の島ユー

ス・プラザ・アリーナＡ、Ｂと夢の島公園は会場が一体のため、それぞれ同一の会場・緑被

面積とした。 
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表 5-7-13  緑（緑被面積）についての評価結果（開催中：二次評価） 

会場 
会場名 

評価 
二次評価（開催中） 

№ 結果 

1 
オリンピックスタジアム
（国立霞ヶ丘競技場）

-1 ミティゲーションを行うが、現況 29.3％の緑被率は 22.6％となり、緑
比率が 6.7 ポイント減少する。したがって評価結果は「-1」とした。 

2 東京体育館 -1 

8 有明アリーナ +2 

ミティゲーションを行うことにより、現況 0％の緑被率が 42.9％とな
り、緑被率が 42.9 ポイント増加する。したがって評価結果は「＋2」と
した。 

9 有明 BMX コース +1 
ミティゲーションを行うことより、現況 0％の緑被率が 17.4％となり、
緑被率が 17.4 ポイント増加する。したがって評価結果は「＋1」とした。

10 有明ベロドローム +1 

11 有明体操競技場 +2 
ミティゲーションを行うことより、現況 0％の緑被率が 26.5％となり、
緑被率が 26.5 ポイント増加する。したがって評価結果は「＋2」とした。

12 有明テニスの森 -1 
ミティゲーションを行うが、現況 42.1％の緑被率が 29.2％となり、緑
被率が 12.9 ポイント減少する。したがって、評価結果は「-1」とした。

13 お台場海浜公園 -1 
ミティゲーションを行うが、現況 25.4％の緑被率が 19.6％となり、緑
被率が 5.8 ポイント減少する。したがって、評価結果は「-1」とした。

14 潮風公園 -1 
ミティゲーションを行うが、現況 53.9％の緑被率が 42.5％となり、緑
被率が 11.4 ポイント減少する。したがって、評価結果は「-1」とした。

17 大井ホッケー競技場 -2 
ミティゲーションを行うが、現況 72.1％の緑被率は 41.3％となり、緑
比率が 30.8 ポイント減少する。したがって評価結果は「-2」とした。

18 
海の森クロスカントリ
ーコース 

+2 
ミティゲーションを行うことにより、＋20 ポイント以上緑被率が増加
する。したがって評価結果は「＋2」とした。 

19 海の森水上競技場 +2 
ミティゲーションを行うことにより、＋20 ポイント以上緑被率が増加
する。したがって評価結果は「＋2」とした。 

20 
海の森マウンテンバイ
クコース 

0 
一次評価の結果、ほぼ現況と変わらないことから、一次評価と同様評価
結果は「0」とした。 

21 
若洲オリンピックマリ
ーナ 

-2 
ミティゲーションを行うが、現況 55.1％の緑被率が 24.4％となり、緑
被率が 30.7 ポイント減少する。したがって評価結果は「-2」とした。

22 葛西臨海公園 -2 
ミティゲーションを行うが、現況 63.2％の緑被率が 33.4％となり、緑
被率が 29.8 ポイント減少する。したがって評価結果は「-2」とした。

23～
24 

夢の島ユース・プラ
ザ・アリーナＡ、Ｂ 0 

ミティゲーションを行うことにより、現況 55.5％の緑被率は 54.7％と
なり現況とほぼかわらない。したがって評価結果は「0」とした。 

25 夢の島公園 

26 夢の島競技場 -2 
ミティゲーションを行うが、現況 56.6％の緑被率が 17.3％となり、緑
被率が 39.3 ポイント減少する。したがって評価結果は「-2」とした。

27～
28 

オリンピックアクアティ
クスセンター、ウォータ
ーポロアリーナ 

-2 
ミティゲーションを行うが、現況 76.5％の緑被率が 51.4％となり、緑
被率が 25.1 ポイント減少する。したがって評価結果は「-2」とした。

29 
武蔵野の森総合スポ
ーツ施設 

0 
一次評価の結果、ほぼ現況と変わらないことから、一次評価と同様評価
結果は「0」とした。 

31 武蔵野の森公園 0 
一次評価の結果、ほぼ現況と変わらないことから、一次評価と同様評価
結果は「0」とした。 

33 
霞ヶ関カンツリー倶楽
部 

0 
一次評価の結果、ほぼ現況と変わらないことから、一次評価と同様評価
結果は「0」とした。 

OV 選手村 +2 
ミティゲーションを行うことにより、現況 7.6％の緑被率が 65.6％とな
り、緑被率が 58.0 ポイント増加する。したがって評価結果は「+2」と
した。 

15～
16 

東京ビッグサイト・ホー
ルＡ、Ｂ 

+1 
ミティゲーションを行うことより、現況 4.0％の緑被率が 9.3％となり、
緑被率が 5.3 ポイント増加する。したがって評価結果は「＋1」とした。IBC 

/MPC 

東京ビッグサイト
(IBC/MPC) 
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(ﾛ) 緑化の状況 

減少する緑化面積の代償を目的としたミティゲーションを実施することによる、各会場

の緑化率及び緑化面積の変化について予測評価を行った。各会場のミティゲーションを受

けた緑化率及び緑化面積の予測結果を表 5-7-14 (p5-7-41)に、会場毎の評価結果を 

表 5-7-15(p5-7-42)に示す。 

なお改変地の樹木の移植について表 5-7-11（p5-7-35）に「可能な限り」とある場合は、

計画段階ではどれくらいの樹木を移植できるのか数量で計上できないため、緑化面積の増

加として算定していない。 

 

夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ及び夢の島公園、選手村は、会場の緑化や新規

施設の屋上緑化等を行うことにより、緑化率が敷地面積の 30％以上となり評価段階３の水

準を達成すると予測した。したがって、評価結果は「＋２」とした。 

 

海の森水上競技場は会場の緑化を行うことにより、緑化率が敷地面積の 20％以上となり

評価段階２の水準を達成すると予測した。したがって、評価結果は「＋１」とした。 

大井ホッケー場、オリンピックアクアティクスセンター・ウォーターポロアリーナ、武

蔵野の森総合スポーツ施設は、ミティゲーションを行ったが、緑化率は一次評価と変わら

なかった。しかし緑化率が敷地面積の 20％以上となり評価段階２の水準を達成すると予測

されることから、評価結果は一次評価と同様「＋１」とした。 

 

オリンピックスタジアム（国立霞ヶ丘競技場）及び東京体育館、有明アリーナ、有明テ

ニスの森、若洲オリンピックマリーナ、葛西臨海公園、東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂ

及び東京ビッグサイト（IBC/MPC）はミティゲーションを行ったが、緑化率は 20％以下で

あった。 

オリンピックスタジアム（国立霞ヶ丘競技場）及び東京体育館、有明テニスの森はほぼ

一次評価と同様の緑化率であるため、有明テニスの森の評価結果は一次評価と同様「０」

とした。 

若洲オリンピックマリーナ、葛西臨海公園、東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂ及び東京

ビッグサイト（IBC/MPC）の評価結果は一次評価と同様、「－１」とした。 

 

有明アリーナについては、「東京における自然の保護と緑化に関する条例の緑化基準」

（p5-7-25 参照）を満たすかどうか確認するため、以下のように計算を行い、開催中の緑

化面積と各施設の緑化基準を満たす面積の比較を行った。 

計算結果より、有明アリーナは「東京における自然の保護と緑化に関する条例の緑化基

準」を満たす。したがって、評価結果は「０」とした。 

 

【開催中の緑被面積（単位：ｍ2）】 

［有明アリーナ］：緑化面積（9,500）＞緑化基準を満たす緑化面積（8,770） 

【各施設の緑化基準を満たす緑化面積（単位：ｍ2）】 

［有明アリーナ］ 

＝｛会場面積（54,500）－仮設・恒久施設面積（19,420）｝×0.25＝8,770 
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表 5-7-14  ミティゲーション後の緑化率及び緑化面積（開催中：二次評価） 

会場 

会場名 

会場面積
（敷地面積）

緑化面積（ｍ2） 緑化率（%） 

№ （ｍ2） 現況 開催中 現況 開催中 

1 
オリンピックスタジアム（国

立霞ヶ丘競技場） 
583,800 139,500 106,690 23.9 18.3 

2 東京体育館 583,800 139,500 106,690 23.9 18.3 

8 有明アリーナ 54,500 0 9,500 0.0 17.4

12 有明テニスの森 173,600 63,300 33,100 36.5 19.1 

17 大井ホッケー競技場 139,000 54,500 32,200 39.2 23.2 

19 海の森水上競技場 249,500 0 49,900 0.0 20.0 

21 若洲オリンピックマリーナ 161,200 60,600 13,400 37.6 8.3 

22 葛西臨海公園 202,900 82,200 38,500 40.5 19.0 

23～

24 

夢の島ユース・プラザ・ア

リーナＡ、Ｂ 
348,800 132,300 126,400 37.9 36.2 

25 夢の島公園 348,800 132,300 126,400 37.9 36.2 

27～

28 

オリンピックアクアティクス

センター、ウォーターポロ

アリーナ 

187,200 78,300 44,400 41.8 23.7

29 
武蔵野の森総合スポーツ

施設 
279,000 62,100 57,900 22.3 20.8 

OV 選手村 435,300 28,400 264,700 6.5 60.8 

15～

16 

東京ビッグサイト・ホール

Ａ、Ｂ 
385,200 10,800 32,900 2.8 8.5 

IBC 

/MPC 

東京ビッグサイト

(IBC/MPC) 

 

評価凡例 

■ 段階 3 を達成：緑化率 30％以上 

■ 段階 2 を達成：緑化率 20％以上 

 

※オリンピックスタジアム（国立霞ヶ丘競技場）と東京体育館、有明ＢＭＸコースと有明ベ

ロドローム、東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂと東京ビッグサイト（IBC/MPC）、夢の島ユー

ス・プラザ・アリーナＡ、Ｂと夢の島公園は会場が一体のため、それぞれ同一の会場・緑化

面積とした。 
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表 5-7-15  緑（緑化の状況）についての評価結果（開催中：二次評価） 

会場 
会場名 

評価 
二次評価（開催中） 

№ 結果 

1 
オリンピックスタジアム

（国立霞ヶ丘競技場）
0 

一次評価の結果と同様、緑化基準を満たしている。したがって評価結果

は「0」とした。 
2 東京体育館 0 

8 有明アリーナ 0 
ミティゲーションを行うことにより、緑化率が 17.4％となり、緑化基

準を満たした。したがって評価結果は「0」とした。 

12 有明テニスの森 0 
ミティゲーションを行うことにより、緑化率が 19.1％となり、緑化基

準を満たした。したがって評価結果は「0」とした。 

17 大井ホッケー競技場 +1 
一次評価の結果と同様、段階 2 の水準を達成している。したがって評価

結果は「＋1」とした。 

19 海の森水上競技場 +1 
会場とあわせ緑地（樹木・芝地等）を整備することより、緑化率 20％

以上となり、段階 2 を達成する。したがって評価結果は「+1」とした。

21 
若洲オリンピックマリ

ーナ 
-1 

ミティゲーションを行ったが、緑化率は一次評価と同様であり、緑化基

準を満たさなかった。 

22 葛西臨海公園 -1 
ミティゲーションを行ったが、緑化率は一次評価と同様であり、緑化基

準を満たさなかった。 

23～

24 

夢の島ユース・プラ

ザ・アリーナＡ、Ｂ +2 

ミティゲーションを行うことより、緑化率が 36.2％となり、段階 3 を

達成。したがって評価結果は「＋2」とした。 

25 夢の島公園 

27～

28 

オリンピックアクアティ

クスセンター、ウォータ

ーポロアリーナ 

+1 
ミティゲーションを行うことにより、緑化率が 23.7％となり、段階 2

を達成。したがって評価結果は「＋1」とした。 

29 
武蔵野の森総合スポ

ーツ施設 
+1 

一次評価の結果と同様、段階 2 の水準を達成している。したがって評価

結果は「＋1」とした。 

OV 選手村 +2 
ミティゲーションを行うことより、緑化率が 60.8％となり、段階 3 を

達成。したがって評価結果は「＋2」とした。 

15～

16 

東京ビッグサイト・ホー

ルＡ、Ｂ 
-1 

ミティゲーションを行ったが、緑化率は 8.5％であり、緑化基準を満た

さなかった。 

IBC 

/MPC 
東京ビッグサイト

(IBC/MPC) 
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2)  開催後（後利用による影響） 

①  一次評価 

(ｲ) 緑被面積（屋上含む） 

後利用による、緑被面積及び緑被率の変化について予測評価を行った。緑被の改変に影

響を与えるのは仮設の撤去及び恒久的に利用する施設の存在である。これらは開催中（施

設の存在による影響）と同じである。このことより、一次評価についても開催中（施設の

存在による影響）と同様に評価した。 

 

(ﾛ) 緑化の状況 

後利用による、緑化面積及び緑化率の変化について予測評価を行った。緑被の改変に影

響を与えるのは仮設の撤去及び恒久的に利用する施設の存在である。これらは開催中（施

設の存在による影響）と同じである。このことより、一次評価についても開催中（施設の

存在による影響）と同様に評価した。 

 

②  ミティゲーション 

一次評価の結果をふまえ、施設の新設（仮設・恒久）や既存施設の改修・改築に伴う改

変によって減少する緑被面積の代償を目的とし、緑地（樹木・芝地等）の整備や新規施設

の屋上緑化、仮設撤去跡地の緑被の原状復帰を行う。また改変地の樹木については可能な

限り伐採せず、会場内の新規施設の緑化に使用するか、会場内に適地がない場合は会場エ

リア外への移植を行う。各会場のミティゲーションの内容は表 5-7-16(p5-7-44)に示すと

おりである。 

なお、現段階ではミティゲーションを想定していない会場も含め、実施段階における計

画の具体化に併せ、施設の壁面・屋上緑化や施設周辺の緑化、樹林の復元等に可能な限り

努めることとする。 

ミティゲーションの際には、地域の生物多様性の保全・回復の視点から樹種を選定する。 
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表 5-7-16  緑（緑被面積及び緑化の状況）についてのミティゲーション（開催後） 

会場

№ 
会場名 ミティゲーションの内容 

1 

 

オリンピックスタジアム（国

立霞ヶ丘競技場） オリンピックスタジアムの新設に伴い改変される会場内に公園を再整備

し、10％緑化する。改変地の樹木は可能な限り移植する。 
2 東京体育館 

8 有明アリーナ 
恒久施設の敷地を東京都の緑化基準以上に緑化する。海辺の護岸沿いを

緑化（樹木・芝地等）する。 

9 有明 BMX コース 海辺の護岸沿いを緑化（樹木・芝地等）する。 

10 有明ベロドローム 海辺の護岸沿いを緑化（樹木・芝地等）する。 

11 有明体操競技場 海辺の護岸沿いを緑化（樹木・芝地等）する。 

12 有明テニスの森 
恒設コートの前面に芝生広場を整備する。改変地の樹木は可能な限り移

植し、会場内の新規施設の緑化に使用する。仮設撤去後は原状復帰する。

13 お台場海浜公園 仮設撤去後、緑被地を原状復帰する。 

14 潮風公園 仮設撤去後、緑被地を原状復帰する。 

17 大井ホッケー競技場 
改変地の樹木は可能な限り会場内へ移植する。仮設撤去後は緑被地を原

状復帰する。 

18 
海の森クロスカントリーコー

ス 
敷地面積の 20％以上を緑化する。 

19 海の森水上競技場 敷地面積の 20％以上を緑化する。 

21 若洲オリンピックマリーナ 
改変地の樹木は可能な限り会場内へ移植する。仮設撤去後は緑被地を原

状復帰する。 

22 葛西臨海公園 

コース内の観客席は芝生観客席とする。また、改変地の樹木は一部を会

場内へ移植し、それ以外は可能な限り会場外の公園内へ移植する。仮設

撤去後は緑被地を原状復帰する。 

23～

24 

夢の島ユース・プラザ・アリ

ーナＡ、Ｂ 

ユースプラザの屋上を全面緑化し、アーチェリーフィールドは芝地とす

る。また、ユースプラザ前の広場は植栽し、会場内の広場の 4 割は緑化

する。改変地の樹木は会場内に移植する。仮設撤去後は緑被地を原状復

帰する。 
25 夢の島公園 

26 夢の島競技場 
改変地の樹木は可能な限り会場内へ移植する。仮設撤去後は緑被地を原

状復帰する。 

27～

28 

オリンピックアクアティクス

センター、ウォーターポロア

リーナ 

仮設撤去後は緑被地を原状復帰する。 

29 
武蔵野の森総合スポーツ

施設 
仮設撤去後は緑被地を原状復帰する。 

31 武蔵野の森公園 仮設撤去後は緑被地を原状復帰する。 

33 霞ヶ関カンツリー倶楽部 仮設撤去後は芝地を原状復帰する。 

ＯＶ 選手村 
後利用の居住施設周辺に緑地（樹木・芝地等）を整備するほか、屋上緑

化を行う。 

15～

16 

東京ビッグサイト・ホール

Ａ、Ｂ 
MPC の恒設施設の屋上の全面緑化を行う。 

IBC 

/MPC 
IBC/MPC 

※壁面緑化は現段階の計画では面積が算定できないため、ここでは計上していない。 
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③  二次評価 

(ｲ) 緑被面積（屋上含む） 

減少する緑被面積の代償を目的としたミティゲーションを実施することによる、各会場

の緑被率及び緑被面積の変化について予測を行った。 

各会場の緑被率及び緑被面積を表 5-7-17(p5-7-46)に示す。会場毎の評価結果を表 

5-7-18(p5-7-47)に示す。 

 

緑被率が大きく減少（－20 ポイント以上）する施設はゼロ、減少する（－20 ポイント未

満）施設は４会場であった。ただしこれらの４会場は、ミティゲーションの実施により、

一次評価よりも緑被率は増加すると予測された。 

 

有明テニスの森、葛西臨海公園、オリンピックアクアティクスセンター、ウォーターポ

ロアリーナについては、各会場において改変地の樹木は移植し、仮設撤去後緑被地を復元

するなどのミティゲーションを想定しているが、緑被地の改変により緑被率が減少（－20

ポイント未満）すると予測した。したがって、評価結果は「－１」とした。 

 

オリンピックスタジアム（国立霞ヶ丘競技場）及び東京体育館、お台場海浜公園、潮風

公園、大井ホッケー競技場、若洲オリンピックマリーナ、夢の島競技場、武蔵野の森総合

スポーツ施設、武蔵野の森公園、霞ヶ関カンツリー倶楽部は、仮設撤去跡地について緑被

地の原状復帰、緑地（樹木・芝地等）の整備を行うことにより緑被率は現況とほとんど変

わらないと予測した。したがって、評価結果は「０」とした。 

 

海の森マウンテンバイクコースは、現況が未利用地であり、開催後も未利用地に戻るこ

とから、緑被率は現況とほとんど変わらないと予測した。したがって、評価結果は「０」

とした。 

 

有明ＢＭＸコース及び有明ベロドローム、有明体操競技場、夢の島ユース・プラザ・ア

リーナＡ、Ｂ及び夢の島公園、東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂ及び東京ビッグサイト

（IBC/MPC）は、仮設撤去後の跡地の現状復帰、緑地（樹木・芝地等）の整備、屋上緑化等

を行うことにより、緑被率が増加（＋20 ポイント未満）する。したがって、評価結果は「＋

１」とした。 

 

有明アリーナ、海の森クロスカントリーコース、海の森水上競技場、選手村は、仮設撤

去後の跡地の現状復帰、緑地（樹木・芝地等）の整備、屋上緑化等を行うことにより、緑

被率が増加（＋20 ポイント以上）する。したがって、評価結果は「＋２」とした。 
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表 5-7-17  ミティゲーション後の緑被率及び緑被面積（開催後：二次評価） 

会場 
会場名 

会場面積
（敷地面積）

緑被面積（ｍ2） 緑被率（%） 
緑被率の増
減ポイント 

№ （ｍ2） 現況 開催後 現況 開催後 （開催後-現況）

1 
オリンピックスタジアム（国立霞
ヶ丘競技場） 

583,800 171,000 156,340 29.3 26.8  -2.5 

2 東京体育館 583,800 171,000 156,340 29.3 26.8  -2.5 

8 有明アリーナ 54,500 0 23,400 0.0 42.9  42.9 

9 有明 BMX コース 118,600 0 9,600 0.0 8.1  8.1 

10 有明ベロドローム 118,600 0 9,600 0.0 8.1  8.1 

11 有明体操競技場 113,700 0 17,100 0.0 15.0  15.0 

12 有明テニスの森 173,600 73,100 51,000 42.1 29.4 -12.7 

13 お台場海浜公園 113,000 28,700 28,700 25.4 25.4 0.0 

14 潮風公園 119,000 64,200 64,200 53.9 53.9 0.0 

17 大井ホッケー競技場 139,000 100,200 101,300 72.1 72.9 0.8 

18 海の森クロスカントリーコース 631,600 0 126,300 0.0 20.0 20.0 

19 海の森水上競技場 249,500 0 49,900 0.0 20.0 20.0 

20 海の森マウンテンバイクコース 568,500 0 0 0.0 0.0 0.0 

21 若洲オリンピックマリーナ 161,200 88,900 87,900 55.1 54.5 -0.6 

22 葛西臨海公園 202,900 128,200 98,800 63.2 48.7 -14.5 

23～ 
24 

夢の島ユース・プラザ・アリー
ナＡ、Ｂ 

348,800 193,700 214,400 55.5 61.5 6.0 

25 夢の島公園 348,800 193,700 214,400 55.5 61.5 6.0 

26 夢の島競技場 236,200 133,800 133,800 56.6 56.6 0.0 

27～
28 

オリンピックアクアティクスセン
ター、ウォーターポロアリーナ 

187,200 143,200 114,700 76.5 61.3 -15.2

29 武蔵野の森総合スポーツ施設 279,000 101,300 93,000 36.3 33.3  -3.0 

31 武蔵野の森公園 145,300 100,300 100,300 69.0 69.0  0.0 

33 霞ヶ関カンツリー倶楽部 1,357,200 1,300,800 1,300,800 95.8 95.8  0.0 

OV 選手村 435,300 33,200 285,500 7.6 65.6  58.0 

15～
16 

東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂ 

385,200 15,300 35,900 4.0 9.3 5.3 
IBC 

/MPC 
東京ビッグサイト(IBC/MPC) 

増減率：評価凡例 

■ かなり悪化：緑被面積が減少（-20 ポイント以上） 

■ やや悪化：緑被面積が減少（-20 ポイント未満） 

□ 中立：現況と変わらない（±5 ポイント未満） 

■ やや改善・向上：緑被面積が増加（＋20 ポイント未満） 

■ かなり改善・向上：緑被面積が増加（＋20 ポイント以上） 

 

※オリンピックスタジアム（国立霞ヶ丘競技場）と東京体育館、有明ＢＭＸコースと有明ベ

ロドローム、東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂと東京ビッグサイト（IBC/MPC）、夢の島ユー

ス・プラザ・アリーナＡ、Ｂと夢の島公園は会場が一体のため、それぞれ同一の会場・緑被

面積とした。 
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表 5-7-18  緑（緑被面積）についての評価結果（開催後：二次評価） 

会場 
会場名 

評価 
二次評価（開催後） 

№ 結果 

1 
オリンピックスタジアム

（国立霞ヶ丘競技場）
0 

ミティゲーションを行うことより、緑被率は現況とほぼかわらない。し

たがって評価結果は「0」とした。 
2 東京体育館 0 

8 有明アリーナ +2 
ミティゲーションを行うことより、現況 0％の緑被率は 42.9％となり、

緑被率が 42.9 ポイント増加する。したがって評価結果は「+2」とした。

9 有明 BMX コース +1 開催後は未利用地に戻るが、海辺沿い数十ｍは公園として整備されるこ

とから、緑被率は 8.1 ポイント増加する。したがって評価結果は「+1」

とした。 10 有明ベロドローム +1 

11 有明体操競技場 +1 

開催後は未利用地に戻るが、海辺沿い数十ｍは公園として整備されるこ

とから、緑被率は 15.0 ポイント増加する。したがって評価結果は「+1」

とした。 

12 有明テニスの森 -1 
ミティゲーションを行うが、現況 42.1％の緑被率が 29.4％となり、12.7

ポイント減少する。したがって評価結果は「-1」とした。 

13 お台場海浜公園 0 
ミティゲーションを行うことより、緑被率は現況とほぼかわらない。し

たがって評価結果は「0」とした。 

14 潮風公園 0 
ミティゲーションを行うことより、緑被率は現況とほぼかわらない。し

たがって評価結果は「0」とした。 

17 大井ホッケー競技場 0 
ミティゲーションを行うことより、緑被率は現況とほぼかわらない。し

たがって評価結果は「0」とした。 

18 
海の森クロスカントリ

ーコース 
+2 

ミティゲーションを行うことにより、＋20 ポイント以上緑被率が増加

する。したがって評価結果は「＋2」とした。 

19 海の森水上競技場 +2 
ミティゲーションを行うことにより、＋20 ポイント以上緑被率が増加

する。したがって評価結果は「＋2」とした。 

20 
海の森マウンテンバイ

クコース 
0 

開催後は未利用地に戻ることから、緑被率は現況とほぼ変わらない。し

たがって評価結果は「0」とした。 

21 
若洲オリンピックマリ

ーナ 
0 

ミティゲーションを行うことより、緑被率は現況とほぼかわらない。し

たがって評価結果は「0」とした。 

22 葛西臨海公園 -1 
ミティゲーションを行うが、現況 63.2％の緑被率が 48.7％となり、緑

被率が 14.5 ポイント減少する。したがって評価結果は「-1」とした。

23～

24 

夢の島ユース・プラ

ザ・アリーナＡ、Ｂ +1 

ミティゲーションを行うことにより、現況 55.5％の緑被率は 61.5％と

なり、緑被率が 6.0 ポイント増加する。したがって評価結果は「+1」と

した。 25 夢の島公園 

26 夢の島競技場 0 
ミティゲーションを行うことより、緑被率は現況とほぼかわらない。し

たがって評価結果は「0」とした。 

27～

28 

オリンピックアクアティ

クスセンター、ウォータ

ーポロアリーナ 

-1 
ミティゲーションを行うが、現況 76.5％の緑被率が 61.3％となり、緑

被率が 15.2 ポイント減少する。したがって評価結果は「-1」とした。

29 
武蔵野の森総合スポ

ーツ施設 
0 

一次評価の結果、ほぼ現況と変わらないことから、一次評価と同様評価

結果は「0」とした。 

31 武蔵野の森公園 0 
一次評価の結果、ほぼ現況と変わらないことから、一次評価と同様評価

結果は「0」とした。 

33 
霞ヶ関カンツリー倶楽

部 
0 

一次評価の結果、ほぼ現況と変わらないことから、一次評価と同様評価

結果は「0」とした。 

OV 選手村 +2 

ミティゲーションを行うことにより、現況 7.6％の緑被率が 65.6％とな

り、緑被率が 58.0 ポイント増加する。したがって評価結果は「+2」と

した。 

15～

16 

東京ビッグサイト・ホー

ルＡ、Ｂ 
+1 

ミティゲーションを行うことより、現況 4.0％の緑被率が 9.3％となり、

5.3 ポイント増加する。したがって評価結果は「＋1」とした。 IBC 

/MPC 
東京ビッグサイト

(IBC/MPC) 
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(ﾛ) 緑化の状況 

減少する緑化面積の代償を目的としたミティゲーションを実施することによる、各会場

の緑化率及び緑化面積の変化について予測を行った。各会場の緑化率及び緑化面積を表 

5-7-19(p5-7-50)に示す。会場毎の評価結果を表 5-7-20(p5-7-51)に示す。 

 

ミティゲーションの実施により、有明アリーナ、有明テニスの森、東京ビッグサイト・

ホールＡ、Ｂ及び東京ビッグサイト（IBC/MPC）以外の会場で緑化率が 20％以上となった。 

 

大井ホッケー競技場、若洲オリンピックマリーナ、夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、

Ｂ及び夢の島公園、選手村は、仮設撤去後の跡地の緑化等により、緑化率は敷地面積の 30％

以上となり、評価段階３の水準を達成すると予測した。したがって、評価結果は「＋２」

とした。 

 

オリンピックスタジアム（国立霞ヶ丘競技場）及び東京体育館、海の森水上競技場、葛

西臨海公園、オリンピックアクアティクスセンター、ウォーターポロアリーナ、武蔵野の

森総合スポーツ施設は、仮設撤去後の跡地の緑化等を行うことにより、緑化率が敷地面積

の 20％以上となり評価段階２の水準を達成すると予測した。したがって、評価結果は「＋

１」とした。 

 

有明アリーナ、有明テニスの森、東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂ及び東京ビッグサイ

ト（IBC/MPC）については、緑化率が 20％以下であった。「東京における自然の保護と緑化

に関する条例の緑化基準」（p5-7-25 参照）を満たすかどうか確認するため、以下のように

計算を行い、開催後の緑化面積と各会場の緑化基準を満たす面積の比較を行った。 

 

計算結果より、有明アリーナ、有明テニスの森は「東京における自然の保護と緑化に関

する条例の緑化基準」を満たす。したがって、評価結果は「０」とした。 

東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂ及び東京ビッグサイト（IBC/MPC）については、緑化

基準を満たさない。したがって、評価結果は「－１」とした。 

 

「東京における自然の保護と緑化に関する条例の緑化基準」（p5-7-25 参照）を満たすか

どうかの計算結果を以下に示す。 

 

【開催後の緑化面積（単位：ｍ2）】 

［有明アリーナ］：緑化面積（9,500）＞緑化基準を満たす緑化面積（8,945） 

［有明テニスの森］：緑化面積（33,200）＞緑化基準を満たす緑化面積（27,446） 

［東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂ及び東京ビッグサイト（IBC/MPC）］：緑化面積（33,000）＜緑化基準を

満たす緑化面積（55,575） 

 

【各施設の緑化基準を満たす緑化面積（単位：ｍ2）】 

［有明アリーナ］ 

＝｛会場面積（54,500）－恒久施設面積（18,720）｝×0.25＝8,945 
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［有明テニスの森］ 

＝｛会場面積（173,600）－既存施設、恒久施設面積（63,818）｝×0.25＝27,446 

［東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂ及び東京ビッグサイト(IBC/MPC)］ 

＝｛会場面積（385,200）－既存、恒久施設面積（162,900）｝×0.25＝55,575 

 

ただし、本評価指標では、各会場の緑化基準を満たす緑化面積を算出するためにオリンピ

ック会場の会場面積を使用している。この会場面積はオリンピックのためのものであり、

東京ビッグサイト本来の敷地面積より広い。東京ビッグサイトの敷地面積を会場面積とす

ると、以下のとおり緑化基準を満たす。 

 

【開催後の緑化面積（単位：ｍ2）】 

［東京ビッグサイト］：緑化面積（33,000）＞緑化基準を満たす緑化面積（20,130） 

 

【各施設の緑化基準を満たす緑化面積（単位：ｍ2）】 

［東京ビッグサイト］ 

＝｛敷地面積（243,419）－既存、恒久施設面積（162,900）｝×0.25＝20,130 
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表 5-7-19  ミティゲーション後の緑化率及び緑化面積（開催後：二次評価） 

会場 

会場名 

会場面積
（敷地面積）

緑化面積（ｍ2） 緑化率（%） 

№ （ｍ2） 現況 開催後 現況 開催後 

1 
オリンピックスタジアム（国

立霞ヶ丘競技場） 
583,800 139,500 122,690 23.9 21.0 

2 東京体育館 583,800 139,500 122,690 23.9 21.0 

8 有明アリーナ 54,500 0 9,500 0.0 17.4

12 有明テニスの森 173,600 63,300 33,200 36.5 19.1 

17 大井ホッケー競技場 139,000 54,500 52,800 39.2 38.0 

19 海の森水上競技場 249,500 0 49,900 0.0 20.0 

21 若洲オリンピックマリーナ 161,200 60,600 56,400 37.6 35.0 

22 葛西臨海公園 202,900 82,200 57,700 40.5 28.4 

23～

24 

夢の島ユース・プラザ・ア

リーナＡ、Ｂ 
348,800 132,300 145,300 37.9 41.7 

25 夢の島公園 348,800 132,300 145,300 37.9 41.7 

27～

28 

オリンピックアクアティクス

センター、ウォーターポロ

アリーナ 

187,200 78,300 51,800 41.8 27.7

29 
武蔵野の森総合スポーツ

施設 
279,000 62,100 57,900 22.3 20.8 

OV 選手村 435,300 28,400 264,700 6.5 60.8 

15～

16 

東京ビッグサイト・ホール

Ａ、Ｂ 
385,200 10,800 33,000 2.8 8.6 

IBC 

/MPC 

東京ビッグサイト

(IBC/MPC) 

 

評価凡例 

■ 段階 3 を達成：緑化率 30％以上 

■ 段階 2 を達成：緑化率 20％以上 

 

※オリンピックスタジアム（国立霞ヶ丘競技場）と東京体育館、有明ＢＭＸコースと有明ベ

ロドローム、東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂと東京ビッグサイト（IBC/MPC）、夢の島ユー

ス・プラザ・アリーナＡ、Ｂと夢の島公園は会場が一体のため、それぞれ同一の会場・緑化

面積とした。 
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表 5-7-20  緑（緑化の状況）についての評価結果（開催後：二次評価） 

会場 
会場名 

評価 
二次評価（開催後） 

№ 結果 

1 
オリンピックスタジアム

（国立霞ヶ丘競技場）
+1 

ミティゲーションを行うことより、緑化率が 21.0％となり、段階 2 を

達成。したがって評価結果は「＋1」とした。 
2 東京体育館 +1 

8 有明アリーナ 0 
ミティゲーションを行うことより、緑化率が 17.4％となり、段階 1 を

達成。したがって評価結果は「0」とした。 

12 有明テニスの森 0 
ミティゲーションを行うことより、緑化率が 19.1％となり、段階 1 を

達成。したがって評価結果は「0」とした。 

17 大井ホッケー競技場 +2 
ミティゲーションを行うことより、緑化率が 38.0％となり、段階 3 を

達成。したがって評価結果は「＋2」とした。 

19 海の森水上競技場 +1 
ミティゲーションを行うことより、緑化率 20％以上となり、段階 2 を

達成。したがって評価結果は「+1」とした。 

21 
若洲オリンピックマリ

ーナ 
+2 

ミティゲーションを行うことより、緑化率が 35.0％となり、段階 3 を

達成。したがって評価結果は「＋2」とした。 

22 葛西臨海公園 +1 
ミティゲーションを行うことより、緑化率が 28.4％となり段階 2 の水

準を達成。したがって評価結果は「＋1」とした。 

23～

24 

夢の島ユース・プラ

ザ・アリーナＡ、Ｂ +2 

ミティゲーションを行うことより、緑化率が 41.7％となり、段階 3 を

達成。したがって評価結果は「＋2」とした。 

25 夢の島公園 

27～

28 

オリンピックアクアティ

クスセンター、ウォータ

ーポロアリーナ 

+1 
ミティゲーションを行うことより、緑化率が 27.7％となり、段階 2 を

達成。したがって評価結果は「＋1」とした。 

29 
武蔵野の森総合スポ

ーツ施設 
+1 

一次評価の結果と同様、段階 2 の水準を達成している。したがって評価

結果は「＋1」とした。 

OV 選手村 +2 
ミティゲーションを行うことより、緑化率が 60.8％となり、段階 3 を

達成。したがって評価結果は「＋2」とした。 

15～

16 

東京ビッグサイト・ホー

ルＡ、Ｂ 
-1 

ミティゲーションを行ったが、緑化率は 8.6％であり、緑化基準を満た

さなかった※。 

IBC 

/MPC 
東京ビッグサイト

(IBC/MPC) 

※：注）本評価指標では、各会場の緑化基準を満たす緑化面積を算出するためにオリンピック

会場の会場面積を使用している。この会場面積はオリンピックのためのものであり、東京ビッ

グサイトにおいては本来の敷地面積より広い。東京ビッグサイトの敷地面積を会場面積とする

と、緑化基準を満たす。 
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(4) 評価結果の総括 

1)  緑被面積 

緑(緑被面積)の一次評価及び二次評価結果をとりまとめると表 5-7-21（p5-7-53）のと

おりとなる。一次評価の結果、オリンピックスタジアム（国立霞ヶ丘競技場）及び東京体

育館、有明テニスの森、お台場海浜公園、潮風公園、大井ホッケー競技場、若洲オリンピ

ックマリーナ、葛西臨海公園、夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ及び夢の島公園、

夢の島競技場、オリンピックアクアティクスセンター、ウォーターポロアリーナ、選手村

でマイナスの評価となった。二次評価の結果、開催後の後利用においては、有明テニスの

森、葛西臨海公園、オリンピックアクアティクスセンター、ウォーターポロアリーナでマ

イナスが残るが、これ以外の会場では「０」又はプラスとなる。 
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工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

1 オリンピックスタジアム(国立霞ヶ丘競技場) － -1 -1 － -1 － 0

2 東京体育館 － -1 -1 － -1 － 0

3 国立代々木競技場 － － － － － － －

4 日本武道館 － － － － － － －

5 皇居外苑 － － － － － － －

6 東京国際フォーラム － － － － － － －

7 国技館 － － － － － － －

8 有明アリーナ － 0 0 － +2 － +2

9 有明ＢＭＸコース － 0 0 － +1 － +1

10 有明ベロドローム － 0 0 － +1 － +1

11 有明体操競技場 － 0 0 － +2 － +1

12 有明テニスの森 － -2 -2 － -1 － -1

13 お台場海浜公園 － -1 -1 － -1 － 0

14 潮風公園 － -1 -1 － -1 － 0

15～16 東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂ － 0 0 － +1 － +1

17 大井ホッケー競技場 － -2 -2 － -2 － 0

18 海の森クロスカントリーコース － 0 0 － +2 － +2

19 海の森水上競技場 － 0 0 － +2 － +2

20 海の森マウンテンバイクコース － 0 0 － 0 － 0

21 若洲オリンピックマリーナ － -2 -2 － -2 － 0

22 葛西臨海公園 － -2 -2 － -2 － -1

23～24 夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ － -2 -2 － 0 － +1

25 夢の島公園 － -2 -2 － 0 － +1

26 夢の島競技場 － -2 -2 － -2 － 0

27～28
オリンピックアクアティクスセンター
ウォーターポロアリーナ

－ -2 -2 － -2 － -1

29 武蔵野の森総合スポーツ施設 － 0 0 － 0 － 0

30 東京スタジアム － － － － － － －

31 武蔵野の森公園 － 0 0 － 0 － 0

32 陸上自衛隊朝霞訓練場 － － － － － － －

33 霞ヶ関カンツリー倶楽部 － 0 0 － 0 － 0

34 札幌ドーム － － － － － － －

35 宮城スタジアム － － － － － － －

36 埼玉スタジアム2002 － － － － － － －

37 横浜国際総合競技場 － － － － － － －

OV 選手村 － -1 -1 － +2 － +2

IBC/MPC 東京ビッグサイト(IBC/MPC) － 0 0 － +1 － +1

開催中 開催後

会場 評価点(一次) 評価点(二次)

No. 名称

開催前 開催中 開催後 開催前

 

表 5-7-21 緑の評価結果総括表（緑被面積） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※会場№は、表 1-3-37(p1-85～1-86)に示す会場№を表す。 

※評価点の目安は以下のとおりである。 

+2: 大きなプラスの影響            － : 予測評価の検討において対象外とした影響 

+1: ある程度のプラスの影響          ■ : 網掛けは非該当項目のため対象外とした影響 

0: 中立 

-1: ある程度のマイナスの影響 

-2: 大きなマイナスの影響 
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工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

1 オリンピックスタジアム(国立霞ヶ丘競技場) － 0 － 0 － 0 － +1

2 東京体育館 － 0 － 0 － 0 － +1

3 国立代々木競技場 － － － － － － － －

4 日本武道館 － － － － － － － －

5 皇居外苑 － － － － － － － －

6 東京国際フォーラム － － － － － － － －

7 国技館 － － － － － － － －

8 有明アリーナ － -1 － -1 － 0 － 0

9 有明ＢＭＸコース － － － － － － － －

10 有明ベロドローム － － － － － － － －

11 有明体操競技場 － － － － － － － －

12 有明テニスの森 － 0 － 0 － 0 － 0

13 お台場海浜公園 － － － － － － － －

14 潮風公園 － － － － － － － －

15～16 東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂ － -1 － -1 － -1 － -1

17 大井ホッケー競技場 － +1 － +1 － +1 － +2

18 海の森クロスカントリーコース － － － － － － － －

19 海の森水上競技場 － -1 － -1 － +1 － +1

20 海の森マウンテンバイクコース － － － － － － － －

21 若洲オリンピックマリーナ － -1 － -1 － -1 － +2

22 葛西臨海公園 － -1 － -1 － -1 － +1

23～24 夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ － +1 － +1 － +2 － +2

25 夢の島公園 － +1 － +1 － +2 － +2

26 夢の島競技場 － － － － － － － －

27～28
オリンピックアクアティクスセンター
ウォーターポロアリーナ

－ +1 － +1 － +1 － +1

29 武蔵野の森総合スポーツ施設 － +1 － +1 － +1 － +1

30 東京スタジアム － － － － － － － －

31 武蔵野の森公園 － － － － － － － －

32 陸上自衛隊朝霞訓練場 － － － － － － － －

33 霞ヶ関カンツリー倶楽部 － － － － － － － －

34 札幌ドーム － － － － － － － －

35 宮城スタジアム － － － － － － － －

36 埼玉スタジアム2002 － － － － － － － －

37 横浜国際総合競技場 － － － － － － － －

OV 選手村 － -1 － -1 － +2 － +2

IBC/MPC 東京ビッグサイト(IBC/MPC) － -1 － -1 － -1 － -1

会場 評価点(一次) 評価点(二次)

No. 名称

開催前 開催中 開催後 開催前 開催中 開催後

 

2)  緑化の状況 

緑(緑化の状況)の一次評価及び二次評価結果をとりまとめると表 5-7-22 のとおりとな

る。一次評価の結果、開催後は有明アリーナ、海の森水上競技場、若洲オリンピックマリ

ーナ、葛西臨海公園、選手村、東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂ及び東京ビッグサイト

（IBC/MPC）でマイナスの評価となったが、二次評価の結果、開催後の後利用においては、

東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂ及び東京ビッグサイト（IBC/MPC）以外の会場でプラスま

たはゼロとなる。 

表 5-7-22 緑の評価結果総括表（緑化の状況） 

 

 

 

 

 

※会場№は、表 1-3-37(p1-85～1-86)に示す会場№を表す。 

※評価点の目安は以下のとおりである。 

+2: 大きなプラスの影響 

+1: ある程度のプラスの影響 

0: 中立 

-1: ある程度のマイナスの影響 

-2: 大きなマイナスの影響 

－ : 予測評価の検討において対象外とした影響 

■ : 網掛けは非該当項目のため対象外とした影響 
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5-7-3  予測評価（全体計画） 

5-7-3-1 オリンピック施設の総緑被面積の増減 

(1) 評価の指標及び目安 

全体計画の評価の指標及び目安は、表 5-7-23 に示すとおりである。 

 

表 5-7-23  評価の指標及び目安 

評価の指標 評価の基準 
評価の目安 

－２ －１ ０ ＋１ ＋２ 

オリンピッ
ク会場の総
緑被面積 

現況の緑被
面積 

緑被面積が
大幅に減少

緑被面積が
減少 

現況と変わ
らない 

緑被面積が増
加 

緑被面積
が大幅に
増加 

 

(2) 予測評価の方法 

予測評価の時期としては、開催中（施設の存在による影響）、開催後（後利用による影響）

を対象とする。 

なお、工事に伴い改変される面積は工事の進捗とともに変化(増加)し、施設の存在や後利

用において一定(最大)となる。このため、工事による影響は、ここでは予測評価の対象とせ

ず、改変による影響が一定(最大)となる時期において、予測評価を行うこととした。 

それぞれの時期における予測評価の方法は表 5-7-24 に示すとおり、「5-7-2 予測評価（会

場別）」(p5-7-15)において算出された現況と開催中・開催後における各会場における緑被面

積の合計を比較し、その増減について予測評価を行った。 

 

表 5-7-24  予測評価方法（オリンピック会場の総緑被面積の増減） 

予測評価の時期 予測評価の方法 

開催前 工事による影響 

工事に伴い改変される面積は工事の進捗とともに増加し、施設の存在

時に最大となる。このため、工事による影響は、改変による影響が最大

となる施設の存在による影響において予測評価を行うこととし、ここで

は予測評価の対象外とした。 

開催中 
施設の存在による

影響 

「5-7-2 予測評価（会場別）」(p5-7-15)において算出された各施設に

おける開催中の緑被面積の合計と現況の緑被面積を比較し、その増減に

ついて予測評価を行った。 

開催後 

工事による影響 

工事に伴い改変される面積は工事の進捗とともに変化し、施設の後利

用時に定常状態となる。このため、工事による影響は、改変による影響

が一定となる後利用による影響において予測評価を行うこととし、ここ

では予測評価の対象外とした。 

後利用による影響 

「5-7-2 予測評価（会場別）」(p5-7-15)において算出された各施設に

おける開催後の緑被面積の合計と現況の緑被面積を比較し、その増減に

ついて予測評価を行った。 
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(3) 予測評価の結果 

1)  開催中（施設の存在による影響） 

①  一次評価 

オリンピック開催中の各施設の存在による総緑被面積の変化及びその合計を表 5-7-25

に示す。 

現況の緑被面積の合計は約 1,822,900m2であるが、オリンピック開催に伴う施設整備等

により、開催中は約 1,234,340m2となり、約 588,560m2の緑被面積が大幅に減少する(約

32.3％減少)。 

したがって、評価結果は「－２」とした。 

 

表 5-7-25 各会場における緑被面積の変化及び合計（開催中：一次評価） 

会場№ 会場名 
現況緑被面積 

（ｍ2） 

開催中緑被面積 

（ｍ2） 

1 
オリンピックスタジアム 

（国立霞ヶ丘競技場） 171,000 118,440 

2 東京体育館 

3 国立代々木競技場 474,300 474,300 

4 日本武道館 103,800 103,800 

5 皇居外苑 66,200 66,200 

6 東京国際フォーラム 300 300 

7 国技館 4,800 4,800 

8 有明アリーナ 0 0 

9 有明 BMX コース 
0 0 

10 有明ベロドローム 

11 有明体操競技場 0 0 

12 有明テニスの森 73,100 29,900 

13 お台場海浜公園 28,700 22,200 

14 潮風公園 64,200 50,600 

15～16 東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂ IBC/MPC に含めた 

17 大井ホッケー競技場 100,200 41,800 

18 海の森クロスカントリーコース 0 0 

19 海の森水上競技場 0 0 

20 海の森マウンテンバイクコース 0 0 

21 若洲オリンピックマリーナ 88,900 25,500 

22 葛西臨海公園 128,200 64,900 

23～24 
夢の島ユース・プラザ・アリーナ

Ａ、Ｂ 193,700 108,500 

25 夢の島公園 

26 夢の島競技場 133,800 14,000 

27～28 
オリンピックアクアティクスセンター・

ウォーターポロアリーナ 
145,500 98,600 

OV 選手村 33,200 0 

IBC/MPC 東京ビッグサイト（IBC/MPC） 15,300 12,800 

合計   1,822,900 1,234,340 

※オリンピックスタジアム（国立霞ヶ丘競技場）と東京体育館、有明ＢＭＸコースと有明ベロドローム、東京

ビッグサイト・ホールＡ、Ｂと東京ビッグサイト（IBC/MPC）、夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂと夢の

島公園は会場範囲が同一のため、それぞれ同一の緑被面積とした。 
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②  ミティゲーション 

各会場におけるミティゲーションとして、施設整備とあわせて海の森の整備や敷地内の

緑化を実施する(詳細は表 5-7-11(p5-7-35)参照)。なお、現段階ではミティゲーションを

想定していない会場については、実施段階における計画の具体化に併せ、施設の壁面・屋

上緑化に可能な限り努めることとする。 

 

 

③  二次評価 

オリンピック開催中にミティゲーションを実施した場合の各施設の存在による総緑被面

積の変化及びその合計を表 5-7-26(p5-7-58)に示す。 

屋上緑化等のミティゲーションを実施することにより、開催中の緑被面積は約

1,969,040m2以上となり、現況の緑被面積の合計約 1,822,900m2より約 146,140m2の緑被面

積が増加する(約 8.0％増加)。 

したがって、評価結果は「＋１」とした。 
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表 5-7-26 各会場における緑被面積の変化及び合計（開催中：二次評価） 

会場№ 会場名 
現況緑被面積 

（ｍ2） 

開催中緑被面積 

（ｍ2） 

1 
オリンピックスタジアム 

（国立霞ヶ丘競技場） 171,000 132,040 

2 東京体育館 

3 国立代々木競技場 474,300 474,300 

4 日本武道館 103,800 103,800 

5 皇居外苑 66,200 66,200 

6 東京国際フォーラム 300 300 

7 国技館 4,800 4,800 

8 有明アリーナ 0 23,400 

9 有明 BMX コース 
0 20,600 

10 有明ベロドローム 

11 有明体操競技場 0 30,100 

12 有明テニスの森 73,100 50,700 

13 お台場海浜公園 28,700 22,200 

14 潮風公園 64,200 50,600 

15～16 東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂ IBC/MPC に含めた 

17 大井ホッケー競技場 100,200 57,400 

18 海の森クロスカントリーコース 0 126,300 

19 海の森水上競技場 0 49,900 

20 海の森マウンテンバイクコース 0 0 

21 若洲オリンピックマリーナ 88,900 39,400 

22 葛西臨海公園 128,200 67,800 

23～24 夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ 
193,700 190,900 

25 夢の島公園 

26 夢の島競技場 133,800 40,800 

27～28 
オリンピックアクアティクスセンター・ウ

ォーターポロアリーナ 
145,500 98,600 

OV 選手村 33,200 285,500 

IBC/MPC 東京ビッグサイト（IBC/MPC） 15,300 12,800 

合計   1,822,900 1,969,040 

※オリンピックスタジアム（国立霞ヶ丘競技場）と東京体育館、有明ＢＭＸコースと有明ベロドローム、東京

ビッグサイト・ホールＡ、Ｂと東京ビッグサイト（IBC/MPC）、夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂと夢の

島公園は会場範囲が同一のため、それぞれ同一の緑被面積とした。 
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2)  開催後（後利用による影響） 

①  一次評価 

オリンピック開催後の後利用時においては、開催中に設置された仮設は撤去されるもの

の、跡地の緑化等は実施しないため、緑被面積は開催中と同じである(表 5-7-25(p5-7-56)

参照)。 

したがって、約 588,560m2の緑被面積が大幅に減少(約 32.3％減少)したままであること

から、評価結果は「－２」とした。 

 

②  ミティゲーション 

各会場におけるミティゲーションとして、仮設撤去後は現状復帰する(詳細は「表 

5-7-16(p5-7-44)」参照)。なお、現段階ではミティゲーションは想定していない施設につ

いては、実施段階において計画の具体化に併せ、ミティゲーションの可能性について検討

を行う。 

 

③  二次評価 

オリンピック開催中にミティゲーションを実施した場合の各施設の存在による総緑被面

積の変化及びその合計を表 5-7-27(p5-7-60)に示す。 

現況の緑被面積の合計は約 1,822,900m2であるが、仮設撤去後の跡地を現状復帰する等

のミティゲーションを実施することにより、開催後の緑被面積は約 2,248,240m2となり、

約 425,340m2の緑被面積が増加する(約 23.3％増加)。 

したがって、評価結果は「＋２」とした。 
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表 5-7-27 各会場における緑被面積の変化及び合計（開催後：二次評価） 

会場№ 会場名 
現況緑被面積 

（ｍ2） 

開催後緑被面積 

（ｍ2） 

1 
オリンピックスタジアム 

（国立霞ヶ丘競技場） 171,000 156,340 

2 東京体育館 

3 国立代々木競技場 474,300 474,300 

4 日本武道館 103,800 103,800 

5 皇居外苑 66,200 66,200 

6 東京国際フォーラム 300 300 

7 国技館 4,800 4,800 

8 有明アリーナ 0 23,400 

9 有明 BMX コース 
0 9,600 

10 有明ベロドローム 

11 有明体操競技場 0 17,100 

12 有明テニスの森 73,100 51,000 

13 お台場海浜公園 28,700 28,700 

14 潮風公園 64,200 64,200 

15～16 東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂ IBC/MPC に含めた 

17 大井ホッケー競技場 100,200 101,300 

18 海の森クロスカントリーコース 0 126,300 

19 海の森水上競技場 0 49,900 

20 海の森マウンテンバイクコース 0 0 

21 若洲オリンピックマリーナ 88,900 87,900 

22 葛西臨海公園 128,200 98,800 

23～24 
夢の島ユース・プラザ・アリーナ

Ａ、Ｂ 193,700 214,400 

25 夢の島公園 

26 夢の島競技場 133,800 133,800 

27～28 
オリンピックアクアティクスセンター・ウ

ォーターポロアリーナ 
145,500 117,000 

OV 選手村 33,200 285,500 

IBC/MPC 東京ビッグサイト（IBC/MPC） 15,300 35,900 

合計   1,822,900 2,248,240 

※オリンピックスタジアム（国立霞ヶ丘競技場）と東京体育館、有明ＢＭＸコースと有明ベロドローム、東京

ビッグサイト・ホールＡ、Ｂと東京ビッグサイト（IBC/MPC）、夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂと夢の

島公園は会場範囲が同一のため、それぞれ同一の緑被面積とした。 
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(4) 評価結果の総括 

オリンピック施設の総緑被面積の増減の一次評価及び二次評価結果をとりまとめると下表

のとおりとなり、二次評価の結果はプラスとなる。 

 

表 5-7-28 オリンピック施設の総緑被面積の増減の総計の予測評価結果総括表 

 

 

 

 

 

 ※評価点の目安は以下のとおりである。 

+2: 大きなプラスの影響 

+1: ある程度のプラスの影響 

0: 中立 

-1: ある程度のマイナスの影響 

-2: 大きなマイナスの影響 

－ : 予測評価の検討において対象外とした影響 

■ : 網掛けは非該当項目のため対象外とした影響 

 

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

全体計画 － -2 － -2 － +1 － +2

評価対象

評価点(一次) 評価点(二次)

開催前 開催中 開催後 開催前 開催中 開催後
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5-7-3-2 関連施策を含む対策による８km 圏内における緑の創出 

(1) 評価の指標及び目安 

全体計画の評価の指標及び目安は、表 5-7-29 に示すとおりである。 

 

表 5-7-29  評価の指標及び目安 

評価の指標 評価の基準 
評価の目安 

－２ －１ ０ ＋１ ＋２ 

関連施策を含
む対策による
８km 圏内に
おける緑の創
出 

現況の緑 緑が大幅に
減少 

緑が減少 現況と変わ
らない 

緑を創出 大規模に緑
を創出 

 

(2) 予測評価の方法 

予測評価の時期としては、開催中（施設の存在による影響）、開催後（後利用による影響）

を対象とする。 

なお、工事に伴い改変される面積は工事の進捗とともに変化(増加)し、施設の存在や後利

用において一定(最大)となる。このため、工事による影響は、ここでは予測評価の対象とせ

ず、改変による影響が一定(最大)となる時期において、予測評価を行うこととした。 

それぞれの時期における予測評価の方法は表 5-7-30 に示すとおりである。 

 

表 5-7-30  予測評価方法（関連施策を含む対策による８km 圏内における緑の創出） 

予測評価の時期 予測評価の方法 

開催前 
工事による影

響 

改変による影響が最大となる施設の存在による影響において評価を行う

ことから、予測評価の対象外とした。 

開催中 
施設の存在に

よる影響 

緑を保全・創出するための施策・計画等の内容(保全・創出場所、規模等)

から、オリンピック開催中、８km 圏内における緑の状況(創出・減少の程度)

が現況と比べてどうなっているのか定性的に予測評価を行った。 

開催後 

工事による影

響 

工事に伴い改変される面積は工事の進捗とともに変化し、施設の後利用

時に定常状態となる。このため、工事による影響は、改変による影響が一

定となる後利用による影響において予測評価を行うこととし、ここでは予

測評価の対象外とした。 

後利用による

影響 

緑を保全・創出するための施策・計画等の内容(保全・創出場所、規模等)

から、オリンピック開催後、８km 圏内における緑の状況(創出・減少の程度)

が現況と比べてどうなっているのか定性的に予測評価を行った。 
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(3) 予測評価の結果 

1)  開催中（施設の存在による影響） 

①  一次評価 

緑を保全・創出するための施策が実施されないため、2020 年東京大会開催中においても

現況の緑の状況と変わらない。 

したがって、評価結果は「０」とした。 

 

②  ミティゲーション 

2014 年までに東京都内で新たに 300ha の緑を生み出すとともに、今後 10 年間で 433ha

の公園・緑地の整備を推進していく。(p5-7-64 参照)。このうち８km 圏内に関係するもの

として、海の森の整備、水辺空間等の緑化などのほか、８km 圏内に占める面積を現段階で

算定することはできないが、都市公園の緑化、都市空間のあらゆるすき間の緑化、公立小

中学校等の校庭芝生化などを実施していく。 

 

さらに、緑あふれる東京の実現には、都民の努力はもとより企業の力がかかせないこと

から、東京都、都民、企業など社会の主体が協働して緑の創出に取り組むことができるよ

う、普及啓発活動を継続して実施する。 

 

③  二次評価 

ミティゲーションの実施により、８km 圏内において大規模な緑が創出され、緑の面積は

現況より大幅に増加すると考えられる。 

したがって、評価結果は「＋２」とした。 

 

また、ミティゲーションで示したように東京を緑の都市として再生していくことは、都

市の生態系の保全、雨水浸透の促進による水循環の正常化への寄与のほか、住民に潤いや

安らぎを与える美しい都市景観の創出、都市の防災や熱環境の改善に役立ち、より快適で

質の高い都市環境を創出すると言える。 
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「２０２０年の東京」計画における緑の施策の概要 

○水と緑の回廊で包まれた、美しいまち東京を復活させる 

 

≪緑のネットワークをつなげ、自然豊かな東京を次世帯へ継承する≫ 

目 標 2020 年の東京の姿 これからの政策展開 

都市空間の

緑化の推進 

・「10 年後の東京」(2008)で掲げた

「1,000ha の新たな緑の創出」が達成さ

れるとともに、新たに都市公園等 433ha

の整備が進むなど、緑あふれる都市東京が

実現している.。 

・東京を緑あふれる都市への変えていくため、今後 5

年間で「1,000ha の緑の創出」を達成するとともに、

今後 10 年間で都市公園等 433ha の整備を進める

など、あらゆる都市空間において緑化を推進してい

く。 

「グリーン

ロード・ネッ

トワーク」の

充実 

・街路樹が 100 万本整備されるとともに、

5 万本の「大径木再生大作戦」の展開によ

り街路樹の回復・更新が進んでいる。 

・今後 5 年間で「10 年後の東京」(2008)で掲げた「街

路樹 100 万本」を展開し街路樹の回復・更新を進め

る。 

 

・荒川から石神井川、調布保谷線を通じて多

摩川へつながる直径 30km の緑のリング

が形成されるなど、公園や緑地を街路樹や

緑化された河川で結ぶ「グリーンロード・

ネットワーク」が充実している。 

・道路・河川と一体となった公園整備を進め、荒川か

ら石神井川、調布保谷線を通じて多摩川へつながる

直径 30km の緑のリングを形成する。 

・河川や運河の護岸の緑化や遊歩道の緑を充実させる

ことにより、水辺空間における緑化を推進する。 

「緑のムー

ブメント」の

定着・発展 

・緑のムーブメントが定着し、都民・企業等

による主体的な緑化や保全活動が活性化

している。 

・「緑の東京募金」で醸成された「緑のムーブメント」

を定着・発展させ、都民や企業が積極的に緑化や保

全活動に参加する取組を展開する。 

・都民やＮＰＯ等が参加する植樹祭やボランティア活

動により４５ha の植樹を行うなど「海の森」の整備

を推進し、平成２８年(2016 年)に慨成させる。 

緑の戦略的

な保全 

・東京に残された貴重な緑である農地や森林

などが保全されている。 

・身近な緑である都市農地等を保全するとともに、美

しい森林を復活させるための取組を展開する。 

生物多様性

の保全・回復 

・生態系に配慮した緑が確保され、希少種等

の保全が進んでいる。 

・都民の生物多様性への理解を深めるとともに、多様

な主体の参加により東京の希少種や既存の生態系の

保全を図っていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「２０２０年の東京」（平成 23 年 12 月、東京都） 
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2)  開催後（後利用による影響） 

①  一次評価 

緑を保全・創出するための施策が実施されないため、2020 年東京大会開催後においても

現況の緑の状況と変わらない。 

したがって、評価結果は「０」とした。 

 

②  ミティゲーション 

2020 年東京大会後は開催中までに創出した緑の維持に努めると共に、さらなる緑の充実

を図る。 

 

③  二次評価 

2020 年東京大会開催中までに整備された緑は、開催後も引き続き存在し、さらなる充実

を図ることから、評価結果は開催中と同様に「＋２」とした。 

 

また、ミティゲーションで示したように東京を緑の都市として再生していくことは、都

市の生態系の保全、雨水浸透の促進による水循環の正常化への寄与のほか、住民に潤いや

安らぎを与える美しい都市景観の創出、都市の防災や熱環境の改善に役立ち、より快適で

質の高い都市環境を創出すると言える。 

 

 

(4) 評価結果の総括 

関連施策を含む対策による８km 圏内における緑の創出の一次評価及び二次評価結果をと

りまとめると下表のとおりとなり、二次評価の結果はプラスとなる。 

 

表 5-7-31 関連施策を含む対策による８km 圏内における緑の創出の評価結果総括表 

 

 

 

 

※評価点の目安は以下のとおりである。 

+2: 大きなプラスの影響 

+1: ある程度のプラスの影響 

0: 中立 

-1: ある程度のマイナスの影響 

-2: 大きなマイナスの影響 

－ : 予測評価の検討において対象外とした影響 

■ : 網掛けは非該当項目のため対象外とした影響 

 

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

全体計画 － 0 － 0 － +2 － +2

評価対象

評価点(一次) 評価点(二次)

開催前 開催中 開催後 開催前 開催中 開催後
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5-8  騒音 

5-8-1  現況 

(1) 道路交通騒音の状況 

道路交通騒音については、東京都により主要な幹線道路について測定が行われている。 

８km 圏内における道路交通騒音の測定位置は、図 5-8-1(p5-8-2)に示すとおりであり、全

部で 137 地点において測定が行われている。 

このうち、地点 No.1～50 までの 50 地点においては環境基準、地点 No.51～137 までの 87

地点においては要請限度と比較した結果が整理されている。 

平成 22 年度の測定結果から、以下のとおり整理した。 

 

1)  ８km 圏内の状況 

８km 圏内の 50 地点における、道路交通騒音測定結果と環境基準の達成状況は、表 

5-8-1(p5-8-3)に示すとおりであり、昼間は 50 地点のうちの 43 地点、夜間は 50 地点のう

ちの 24 地点において環境基準を達成していた。 

また、８km 圏内の 87 地点における、道路交通騒音の測定結果と要請限度と比較した結

果は、表 5-8-2(p5-8-4～5-8-5)に示すとおりであり、昼間は 87 地点の全地点、夜間は 87

地点のうちの 78 地点において要請限度を下回っていた（要請限度を超過した地点は、昼間

０地点、夜間９地点のみであった。）。 

なお、測点別の環境基準及び要請限度の適合状況マップは、図 5-8-2(p5-8-6～5-8-7)

のとおりであり、各会場近傍のうち中央区、品川区、渋谷区の地点で環境基準を達成して

いない地点がみられた。 

 

2)  個別施設周辺の状況 

恒久施設の建設を行う会場のうち、オリンピックスタジアム（国立霞ヶ丘競技場）、有明

アリーナ、有明テニスの森、選手村については、近隣に生活環境の場があることから、上

記の東京都による測定結果をもとに、これらの会場の周辺の道路交通騒音の状況について

確認した。 

オリンピックスタジアム（国立霞ヶ丘競技場）周辺の道路交通騒音について、地点 No.49、

84、93 の３地点の状況について確認した結果、地点 No.93 はいずれも昼間、夜間ともに要

請限度を下回っており、No.49 は昼間のみ環境基準を達成し、No.84 は昼間のみ要請限度を

下回っていた。 

有明アリーナ、有明テニスの森周辺の道路交通騒音について、地点 No.116 の状況につい

て確認した結果、昼間、夜間ともに要請限度を下回っていた。 

選手村周辺の道路交通騒音について、地点 No.76 の状況について確認した結果、昼間、

夜間ともに要請限度を下回っていた。 
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図 5-8-1  道路交通騒音測定位置（平成 22 年度） 

A 新設恒久会場 

B 新設恒久会場（計画中） 

C 仮設会場 

D 既存会場（改修あり） 

E 既存会場（改修なし） 

会場類型
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表 5-8-1  道路交通騒音測定結果（環境基準の達成状況：平成 22 年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 1：表中の地点 No は、図 5-8-1(p5-8-2)の黒文字で示した番号に準ずる。 
2：適否の欄においては「○：環境基準の達成」、「×：環境基準の未達成」を表す。 
3：測定値は、道路端における 1 時間の測定値(ＬAeq)を時間区分ごとにエネルギーに平均した値である。 

出典：環境 GIS 環境数値データベース（国立環境研究所） 

測
定
値

環
境
基
準

適
否

測
定
値

環
境
基
準

適
否

（dB) （dB) （dB) （dB)

1 千代田区隼町4 一般国道20号 C 68 70 ○ 66 65 ×

2 千代田区麹町6丁目2 一般国道20号 C 67 70 ○ 64 65 ○

3 千代田区神田美土代町7 一般都道403号大手町湯島線 C 66 70 ○ 64 65 ○

4 千代田区外神田3丁目5 一般都道452号神田白山線 C 69 70 ○ 68 65 ×

5 千代田区外神田6丁目13 特別区道千第638号 C 68 70 ○ 67 65 ×

6 千代田区岩本町2丁目6 特別区道千第792号 C 66 70 ○ 63 65 ○

7 中央区銀座8丁目16 日本橋芝浦大森線 C 69 70 ○ 67 65 ×

8 中央区銀座1丁目20 日本橋芝浦大森線 C 74 70 × 74 65 ×

9 中央区銀座7丁目13 日本橋芝浦大森線 C 72 70 × 71 65 ×

10 中央区八重洲2丁目6 外濠環状線 C 65 70 ○ 62 65 ○

11 中央区月島1丁目27 上野月島線 C 66 70 ○ 63 65 ○

12 中央区入船3丁目3 新富晴海線 C 70 70 ○ 67 65 ×

13 中央区日本橋人形町3丁目4 特別区道中日第6号線 C 70 70 ○ 68 65 ×

14 港区三田2丁目7 一般国道1号 C 67 70 ○ 64 65 ○

15 港区芝2丁目14 一般国道15号 C 67 70 ○ 64 65 ○

16 港区北青山3丁目5 一般国道246号 C 71 70 × 71 65 ×

17 港区白金台3丁目14 白金台町等々力線（目黒通り） C 66 70 ○ 64 65 ○

18 港区元赤坂1丁目1 外濠環状線 C 70 70 ○ 69 65 ×

19 港区西麻布3丁目21 霞ヶ関渋谷線 C 74 70 × 74 65 ×

20 港区白金台5丁目5 北品川四谷線（外苑西通り） B 66 70 ○ 64 65 ○

21 港区台場1丁目5 台場青海線 C 67 70 ○ 64 65 ○

22 港区芝3丁目7 1022号線（区道） C 68 70 ○ 65 65 ○

23 新宿区榎町72-2 飯田橋石神井新座線 C 61 70 ○ 57 65 ○

24 新宿区神楽坂6丁目25 飯田橋石神井新座線 C 64 70 ○ 60 65 ○

25 新宿区津久戸町4-6 飯田橋石神井新座線 C 69 70 ○ 67 65 ×

26 文京区小石川4丁目16 環状3号線 B 59 70 ○ 52 65 ○

27 台東区上野5丁目14 一般国道4号 B 70 70 ○ 71 65 ×

28 台東区元浅草1丁目5 都道453号 B 70 70 ○ 68 65 ×

29 台東区雷門1丁目13-8 特別区道台第78号 B 66 70 ○ 63 65 ○

30 墨田区本所4丁目10 区道墨105号 C 69 70 ○ 63 65 ○

31 墨田区本所1丁目32 上野月島線 C 70 70 ○ 66 65 ×

32 墨田区業平5丁目9 本郷亀戸線 C 70 70 ○ 65 65 ○

33 墨田区業平1丁目12 本郷亀戸線 C 67 70 ○ 63 65 ○

34 墨田区業平3丁目4 深川吾嬬線 C 70 70 ○ 66 65 ×

35 江東区南砂3丁目14 南砂町吾嬬町線 B 63 70 ○ 59 65 ○

36 江東区白河2丁目12-3 浜町北砂町線 C 69 70 ○ 66 65 ×

37 江東区南砂5丁目24-7 東京浦安線 C 67 70 ○ 60 65 ○

38 江東区塩浜1丁目5-5 区道江144 C 64 70 ○ 60 65 ○

39 江東区辰巳1丁目8-43 区道江259/304 A 62 70 ○ 57 65 ○

40 江東区潮見1丁目14-11 区道江416/400 C 62 70 ○ 60 65 ○

41 江東区塩浜2丁目11-6 区道江174/175/368/459 C 68 70 ○ 65 65 ○

42 品川区東五反田4丁目9 一般国道1号 C 69 70 ○ 67 65 ×

43 品川区平塚1丁目2 一般国道1号 C 76 70 × 72 65 ×

44 品川区南品川5丁目13 東品川下丸子線 C 68 70 ○ 67 65 ×

45 目黒区東山3丁目1 国道246号線 C 73 70 × 74 65 ×

46 目黒区中町1丁目27 白金台町等々力線 C 75 70 × 72 65 ×

47 目黒区中目黒3丁目5 環状6号線 C 69 70 ○ 66 65 ×

48 渋谷区渋谷2丁目13 霞ヶ関渋谷線（六本木通り） C 70 70 ○ 72 65 ×

49 渋谷区代々木1丁目22 四谷角筈線（裏参道） C 68 70 ○ 67 65 ×

50 渋谷区恵比寿1丁目23 芝新宿王子線（恵比寿通り） C 68 70 ○ 67 65 ×

昼間（6-22時） 夜間（22-翌6時）

地点No
(黒文字)

測定地点の住所
環境基準

の
区域区分

道路名



 5-8-4

 

表 5-8-2(1)  道路交通騒音測定結果（要請限度との比較結果：平成 22 年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
注 1：表中の地点 No は、図 5-8-1(p5-8-2)の黒文字で示した番号に準ずる。 

2：適否の欄においては「○：要請限度を下回る」、「×：要請限度を超過している」を表す。 
3：測定値は、連続する 7 日間のうち該当自動車騒音の状況を代表すると認められる 3 日間について、 

道路端における 1 時間の測定値(ＬAeq)を時間区分ごとにエネルギーに平均した値である。 
出典：「自動車交通騒音調査結果 平成 22 年度」（東京都環境局） 

測
定
値

要
請
限
度

適
否

測
定
値

要
請
限
度

適
否

（dB) （dB) （dB) （dB)

51 千代田区神田神保町２－15 都道３０１号（白山通り） c 70 75 ○ 68 70 ○

52 千代田区麹町６－２ 国道２０号（新宿通り） c 66 75 ○ 64 70 ○

53 千代田区九段南１－１ 都道４０１号（内堀通り） b 66 75 ○ 64 70 ○

54 千代田区飯田橋４－５－14 都道８号（目白通り） c 70 75 ○ 69 70 ○

55 千代田区平河町２－５－１ 区道２２０号（プリンス通り） b 65 75 ○ 62 70 ○

56 千代田区九段南３－８－14 都道３０２号（靖国通り） c 69 75 ○ 66 70 ○

57 千代田区神田須田町１－３ 都道３０２号（靖国通り） c 70 75 ○ 68 70 ○

58 千代田区東神田２－10－18 都道３０２号（靖国通り） c 73 75 ○ 70 70 ○

59 千代田区外神田３－16－１2 都道４３７号（中央通り） c 69 75 ○ 67 70 ○

60 千代田区富士見１－４－４ 区道２７０号（早稲田通り） c 65 75 ○ 59 70 ○

61 千代田区神田神保町２－15 都道３０１号（白山通り） c 71 75 ○ 68 70 ○

62 千代田区神田岩本町１５ 国道４号（日光街道） c 69 75 ○ 67 70 ○

63 千代田区旧和泉橋出張所４階 首都高速１号（上野線） c 71 75 ○ 68 70 ○

64 千代田区岩本町２－８－10 区道７９２号（水天宮通り） c 67 75 ○ 64 70 ○

65 千代田区丸の内１－１－３ 国道１号（日比谷通り） c 67 75 ○ 64 70 ○

66 千代田区日比谷公園 国道１号（晴海通り） b 70 75 ○ 69 70 ○

67 千代田区霞ヶ関２－１ 国道２０号（内堀通り） c 73 75 ○ 70 70 ○

68 中央区月島４－１ 都道４６３号（清澄通り） c 67 75 ○ 65 70 ○

69 中央区日本橋小伝馬町２０ 国道６号（江戸通り） c 68 75 ○ 65 70 ○

70 中央区日本橋本町２－２ 都道３１６号（昭和通り） c 74 75 ○ 73 70 ×

71 中央区築地６－１ 都道３０４号（晴海通り） c 71 75 ○ 70 70 ○

72 中央区京橋３－１１ 都道３１６号（昭和通り） c 71 75 ○ 70 70 ○

73 中央区日本橋人形町２－３６ 都道５０号（新大橋通り） c 71 75 ○ 69 70 ○

74 中央区京橋２－３ 国道１５号（中央通り） c 68 75 ○ 67 70 ○

75 中央区新富２－５ 都道５０号（新大橋通り） c 69 75 ○ 66 70 ○

76 中央区晴海３－１ 都道３０４号（晴海通り） c 66 75 ○ 65 70 ○

77 中央区入船１－１ 都道５０号（新大橋通り） c 66 75 ○ 64 70 ○

78 港区白金台１－２－３７ 国道１号(桜田通り) c 68 75 ○ 65 70 ○

79 港区東麻布２－３１－７ 都道３１９号線(外苑東通り) c 73 75 ○ 72 70 ×

80 港区白金台５－１０－１５ 都道４１８号線（外苑西通り） c 71 75 ○ 69 70 ○

81 港区西麻布３－１２－４ 都道４１８号線（外苑西通り） b 67 75 ○ 65 70 ○

82 港区港南３－９－５９ 都道３１６号線（海岸通り） c 72 75 ○ 70 70 ○

83 港区高輪２－１３－８ 国道15号（第一京浜） c 68 75 ○ 66 70 ○

84 港区北青山３－３－１６ 国道２４６号（青山通り） c 71 75 ○ 71 70 ×

85 港区西麻布３－２０－９ 都道４１２号線（六本木通り） c 74 75 ○ 74 70 ×

86 新宿区新小川町６－２７ 都道千代田練馬田無線(目白通り) c 75 75 ○ 73 70 ×

87 新宿区神楽坂６－５８ 都道飯田橋石神井新座線(早稲田通り c 66 75 ○ 64 70 ○

88 新宿区余丁町４－１５ 都道新宿両国線(余丁町通り) c 66 75 ○ 65 70 ○

89 新宿区富久町８－２５ 都道新宿両国線(靖国通り) c 71 75 ○ 70 70 ○

90 新宿区新宿５－１６－５ 都道新宿両国線(靖国通り) c 71 75 ○ 68 70 ○

91 新宿区新宿１－７－３ 区道４１－９００(新宿通り) c 70 75 ○ 69 70 ○

92 新宿区市谷本村町７－３ 都道環状３号線(外苑東通り) b 70 75 ○ 67 70 ○

93 新宿区左門町１３ 都道環状３号線(外苑東通り) c 69 75 ○ 67 70 ○

94 新宿区納戸町３６ 区道３４－１９１ a 63 65 ○ 57 55 ×

95 台東区元浅草1丁目５－２ 都道４５３号線（春日通り） c 70 75 ○ 68 70 ○

96 台東区雷門1丁目１３－８ 区道台第８号（雷門通り） c 66 75 ○ 63 70 ○

97 墨田区江東橋１－７－１４ 国道１４号（京葉道路） c 69 75 ○ 67 70 ○

98 墨田区緑２－１３－７ 国道１４号（京葉道路） c 73 75 ○ 72 70 ×

99 墨田区横網２－３ 横網町公園都道御徒町小岩線（蔵前 b 70 75 ○ 66 70 ○

100 墨田区太平１－１７　法恩寺橋児童 都道御徒町小岩線（蔵前橋通り） c 69 75 ○ 66 70 ○

夜間（22-翌6時）

地点No
(黒文字)

測定地点の住所 道路名
要請限度

の
区域区分

昼間（6-22時）



 5-8-5

 

表 5-8-2(2)  道路交通騒音測定結果（要請限度との比較結果：平成 22 年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 1：表中の地点 No は、図 5-8-1(p5-8-2)の黒文字で示した番号に準ずる。 
2：適否の欄においては「○：要請限度を下回る」、「×：要請限度を超過する」を表す。 
3：測定値は、連続する 7 日間のうち該当自動車騒音の状況を代表すると認められる 3 日間について、 

道路端における 1 時間の測定値(ＬAeq)を時間区分ごとにエネルギーに平均した値である。 
出典：「自動車交通騒音調査結果 平成 22 年度」（東京都環境局） 
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101 墨田区菊川３－１６－５ 都道環状３号線（三ツ目通り） c 71 75 ○ 67 70 ○

102 墨田区本所４－１－４ 都道環状３号線（三ツ目通り） c 72 75 ○ 69 70 ○

103 墨田区横網２－３ 横網町公園都道上野月島線（清澄通 b 67 75 ○ 64 70 ○

104 墨田区錦糸４－１５ 錦糸公園都道深川吾嬬線（四ツ目通 b 69 75 ○ 66 70 ○

105 墨田区吾妻橋３－４－１ 都道本郷亀戸線（浅草通り） c 66 75 ○ 62 70 ○

106 江東区亀戸４－１４ 都道放射１４号線（蔵前橋通り） b 71 75 ○ 68 70 ○

107 江東区亀戸７－３９－５ 国道１４号（京葉道路） c 72 75 ○ 70 70 ○

108 江東区住吉２－２８－３６ 都道放射３１号線（新大橋通り） b 66 75 ○ 64 70 ○

109 江東区大島３－１６－２ 都道放射３１号線（新大橋通り） c 67 75 ○ 64 70 ○

110 江東区北砂４－１３－２３ 都道補助１１１号線（清洲橋通り） c 69 75 ○ 65 70 ○

111 江東区南砂４－４－１ 都道放射２９号線（葛西橋通り） c 73 75 ○ 71 70 ×

112 江東区永代２－３１ 都道放射１６号線（永代通り） c 68 75 ○ 66 70 ○

113 江東区東陽３－２７ 都道放射１６号線（永代通り） c 69 75 ○ 68 70 ○

114 江東区豊洲４－１１－１８ 都道補助３４号線（晴海通り） c 67 75 ○ 63 70 ○

115 江東区平野１－２－３ 都道補助１１０号線（清澄通り） c 69 75 ○ 67 70 ○

116 江東区東雲２－５ 国道３５７号（湾岸道路） c 72 75 ○ 70 70 ○

117 江東区森下４－９－２２ 都道環状３号線（三ツ目通り） c 69 75 ○ 66 70 ○

118 江東区枝川３－３ 都道環状３号線（三ツ目通り） c 72 75 ○ 70 70 ○

119 江東区東陽４－１１－２８ 都道放射３２号線（四ツ目通り） c 67 75 ○ 64 70 ○

120 江東区大島３－４－５ 都道補助１１６号線（明治通り） c 67 75 ○ 64 70 ○

121 江東区大島６－７－８ 都道環状４号線（丸八通り） b 65 75 ○ 62 70 ○

122 江東区東砂２－１２－１４ 都道補助１４４号線（番所橋通り） b 69 75 ○ 64 70 ○

123 江東区大島７－３０(10F) 高速７号小松川線 c 68 75 ○ 67 70 ○

124 江東区枝川２－１(10F) 高速９号深川線 c 72 75 ○ 70 70 ○

125 品川区西五反田６－６－１９ 都道東京丸子横浜線（中原街道） c 69 75 ○ 67 70 ○

126 品川区八潮５－１０ 国道３５７号（湾岸道路） b 62 75 ○ 59 70 ○

127 品川区上大崎２－１３－３６ 都道白金台町等々力線（目黒通り） c 65 75 ○ 63 70 ○

128 品川区北品川３－１０－１３ 都道環状６号線（山手通り） c 68 75 ○ 63 70 ○

129 品川区上大崎３－１４－２３ 都道北品川四谷線 b 69 75 ○ 67 70 ○

130 品川区上大崎３－１４－２３ 首都高速2号目黒線 b 69 75 ○ 66 70 ○

131 品川区東大井３－１８－３４ 国道15号（第一京浜） ｃ 73 75 ○ 70 70 ○

132 品川区東中延２－５－１０ 国道１号（第二京浜） ｃ 73 75 ○ 70 70 ○

133 品川区東品川３－１－５ 都道日本橋芝浦大森線（海岸通り） c 72 75 ○ 68 70 ○

134 品川区北品川５－１－１２ 都道環状６号線（山手通り） ｃ 71 75 ○ 69 70 ○

135 目黒区下目黒２－２０－２４ 都道白金台町等々力線（目黒通り） c 74 75 ○ 73 70 ×

136 目黒区青葉台３－７－１７ 都道環状６号線（山手通り） c 71 75 ○ 69 70 ○

137 目黒区中目黒１－４－１７ 都道古川橋二子玉川線（駒沢通り） c 68 75 ○ 66 70 ○

夜間（22-翌6時）

地点No
(黒文字)

測定地点の住所 道路名
要請限度

の
区域区分

昼間（6-22時）
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図 5-8-2(1) 道路交通騒音の測定結果（平成 22 年度 環境基準、要請限度の適合状況：昼間） 

A 新設恒久会場 

B 新設恒久会場（計画中） 

C 仮設会場 

D 既存会場（改修あり） 

E 既存会場（改修なし） 

会場類型
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図 5-8-2(2) 道路交通騒音の測定結果（平成 22 年度 環境基準、要請限度の適合状況：夜間） 

A 新設恒久会場 
B 新設恒久会場（計画中） 
C 仮設会場 
D 既存会場（改修あり） 
E 既存会場（改修なし） 

会場類型
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5-8-2  予測評価（会場別） 

(1) 評価の指標及び目安 

会場別検討における評価の指標及び目安は、表 5-8-3 に示すとおりである。 

 

表 5-8-3  評価の指標及び目安 

評価の指標 評価の基準 
評価の目安 

－２ －１ ０ ＋１ ＋２ 

環境・交通騒
音レベル 

①環境基準
及び法令等
による基準 
 
②現況の騒
音レベル 

基準より良
好な現況が
基準より悪
化、基準を満
たさない現
況がさらに
悪化（周辺環
境に大きな
影響を及ぼ
す程度の騒
音） 

現況より悪
化（周辺環境
に影響を及
ぼす程度の
騒音）するが
基準より良
好 

現況と変わ
らない（周辺
環境に影響
を及ぼさな
い程度の騒
音） 

基準を満た
しつつ現況
より改善 

改善の結果、
基準を満足
する 

 

(2) 予測評価の方法 

会場別には、開催前（工事の実施による影響）、開催中（施設の存在による影響）、開催中

（競技の実施による影響）、開催後（工事の実施による影響）、開催後（後利用による影響）

の騒音による周辺環境への影響について予測評価の検討を行った。 

それぞれの時期における予測評価の方法は、表 5-8-4 に示すとおりである。 

 

表 5-8-4  予測評価方法（会場別） 

予測評価の時期 予測評価の方法 

開催前 
工事の実施によ

る影響 

現段階では各会場の工事計画が固まっていないことから、過去の環境影

響評価の事例を参考に、事業規模（延床面積）から工事の規模（工事車両、

建設機械の稼働台数）を想定し、その規模に応じた工事の実施に伴って発

生する騒音による周辺への影響について定量的に予測評価を行った。 

開催中 

施設の存在によ

る影響 

いずれの会場においても、施設が存在しているだけで、騒音が発生する

ような要因は想定できないことから、予測評価の対象外とした。 

競技の実施によ

る影響 

各会場において競技が実施される際の駐車場の利用、熱源施設の供用に

伴う騒音の発生の程度について現段階の施設計画（熱源施設は想定）を用

いて、過去の環境影響評価の事例を参考に定量的に予測評価を行った。ま

た、歓声や声援（応援）等により発生した騒音の周辺環境への影響につい

ては、定性的に予測評価を行った。 

開催後 

工事の実施によ

る影響 

仮設部分の撤去工事の実施に伴って発生する騒音による周辺への影響

について、開催前の工事による影響と同様の方法により、定量的に予測評

価を行った。なお、撤去工事以外にも内装等屋内工事があるが影響は小さ

いと想定されることから、予測評価の対象外とした。 

後利用による影

響 

新たに建設した施設の後利用（恒久利用）の際の駐車場の利用、熱源施

設の供用及び観客の歓声や声援（応援）等により発生した騒音が、周辺環

境に与える影響の程度について、開催中の競技の実施による影響と同様の

方法により、定量的（一部、定性的）に予測評価を行った。 
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1)  工事の実施による影響（開催前、開催後）の予測方法 

会場の建設工事に伴って発生する騒音の影響について、現段階においては工事計画が固

まっていないことから、東京都等の条例に基づいて環境影響評価を実施した事業の規模、

予測評価の結果等を参考として、開催前及び開催後の工事の実施における影響について予

測評価を行った。 

なお、参考とした事例は 31 事例であり、それぞれの事業概要は、表 5-8-5(p5-8-10～

5-8-15)に示すとおりである。 

各会場の建設工事（建築物の建設、駐車場の設置等）に伴う環境影響要因が類似すると

考えられる事業種類として、オリンピックスタジアム（国立霞ヶ丘競技場）等の大規模施

設の建設を想定して「大規模建築物の新設」、夢の島ユース・プラザ・アリーナやオリンピ

ックアクアティクスセンター、ウォーターポロアリーナ等を想定して「高層建築物の新築」、

選手村を想定して「住宅団地の新設」、各会場に併設することを想定した「自動車駐車場の

設置」などの事業種類を中心に事例を収集整理した。また、各会場において建設される建

物の規模等が様々であることから、事例についても、延床面積を事業規模の指標として様々

な規模の事例を収集して整理した。今回整理した事例における延床面積の規模は、5,339

～631,800ｍ2である。 
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表 5-8-5(1)  環境影響評価の実施事例として整理した事業の概要 

番
号 

名称 
提出 
年月 

種類 計画地 
施設規模 

事業概要 敷地面積
(m2) 

延床面積 
(m2) 

駐車場 
台数(台)

工事期間
(ヵ月) 

Ａ 

環境影響評価書 

(仮称)丸の内1丁目1

街区(東京駅丸の内北

口)開発計画 

平成12年 

11月 

高層建築物

の新築 

東京都千代田区丸の内一丁

目1番1､2､4､10､11､28､29､

39 

23,800 335,000 740 48 
計画地内の既存建物を解体し、新たな業務棟を

3棟、商業・ホテル棟を1棟建設するものである。 

Ｂ 
環境影響評価書案 

ひばりが丘団地建替事

業 

平成13年 

9月 

・住宅団地の

新設 

・自動車駐車

場の設置 

東京都東久留米市ひばりが

丘団地の全域、南沢二丁目の

一部、学園長二丁目の一部、

西東京市ひばりが丘三丁目

の全域、ひばりが丘二丁目の

一部、谷戸町二丁目の一部 

345,400 311,000 2,200 
1期：82

2期：69

2期13年次計画で都市基盤整備公団ひばりが

丘団地の既存宅を除却し、5～12階建ての中高層

住宅に建て替え、あわせて自動車駐車場の設置な

どの居住環境の整備を行うものである。 

Ｃ 
環境影響評価書 

豊洲新市場建設事業 

平成23年 

7月 

・卸売市場の

設置 

・自動車駐車

場の設置 

東京都江東区豊洲六丁目地

内 
407,000 526,300 6,300 60 

東京都が築地市場を首都圏の生鮮食料品流通

の中核を担う市場への再生するために、江東区豊

洲六丁目地内に整備される土地区画整理事業の5

街区、6街区及び7街区に、卸売市場を建設する

ものである。 

Ｄ 
横河電機株式会社小峰

工場建設事業 評価書

平成5年 

1月 
工場の設置 

東京都西多摩郡五日市町小

峰台1番地 
21,693 5,339 102 12 

製品に使用する板金部品の供給等を目的とし

た工場をJR五日市線「武蔵五日市駅」より南南

東約1,500ｍにある工業団地内に建設するもので

ある。 

Ｅ 
環境影響評価書 

読売府中別館建設事業

平成3年 

11月 
工場の設置 

東京都府中市南町四丁目40

番33号他 
28,667 

Ⅰ：27,897

Ⅱ：19,751

計：47,648

108 
Ⅰ期：27

Ⅱ期：22

東京都千代田区大手町一丁目７番１号にある

読売新聞社の発行事業のうち、府中市南町四丁目

40番33号他に「読売府中別館」を建設し、その

内部にコンピュータ部門を統合した「コンピュー

タセンター」の設置及び「新聞印刷関連部門」の

一部を移転することための工場を建設するもの

である。 
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表 5-8-5(2)  環境影響評価の実施事例として整理した事業の概要 

番
号 

名称 
提出 
年月 

種類 計画地 
施設規模 

事業概要 敷地面積
(m2) 

延床面積 
(m2) 

駐車場 
台数(台)

工事期間
(ヵ月) 

Ｆ 
(仮称)晴海二丁目マン

ション計画建設事業環

境影響評価書案 

平成20年 

7月 

住宅団地の

新設 
東京都中央区晴海二丁目 29,890 134,450 1,120 47 

社会状況の変化に伴う多様な住居ニーズに対

応できる都市型住宅の供給を図るとともに、良好

でゆとりのある住環境の整備、土地の高度利用に

よる良質な住宅供給を図り、定住人口回復に貢献

することを目的として、東京都中央区晴海の現在

更地である計画敷地に、2棟の高層住宅棟（住戸

数約1,860戸、 高高さ約180m）を建設するもの

である。 

Ｇ 
ナゴヤドーム(仮称)計

画建設事業に係る環境

影響評価書 

平成6年 

6月 

大規模建築

物の新設 

名古屋市東区大幸南一丁目

101番 外 
69,000 118,000 1,000 35 

野球を主としたスポーツイベントや音楽コン

サート、見本市・展示会などイベントの開催会場

として、地域の文化拠点づくりに貢献することを

目的とした、全天候型の多目的新世代ドームを建

設するものである。（東京、福岡に続く日本で3

番目の大空間ドームであり、ドーム形態は固定屋

根型である。施設内容は、国際規格を満足する野

球場としての広さを確保するとともに、観客席は

一部を可動式とし、イベントにあわせたフレキシ

ブルな利用形態としている。） 

Ｈ 
(仮称)環二再開発(Ⅲ

街区：虎ノ門街区)建設

事業 環境影響評価書

平成20年 

5月 

高層建築物

の新設 

東京都港区虎ノ門一丁目23

番 ほか 
17,100 249,000 510 34 

東京都港区虎ノ門一丁目地区に業務、住宅、商

業、文化・交流機能等の多様な都市機能の導入が

図られた建築物を建設するものである。（建築物

については、高さ約250ｍの超高層棟及び高さ約

28ｍの商業棟の2棟を建設する。） 
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表 5-8-5(3)  環境影響評価の実施事例として整理した事業の概要 

番
号 

名称 
提出 
年月 

種類 計画地 
施設規模 

事業概要 敷地面積
(m2) 

延床面積 
(m2) 

駐車場 
台数(台)

工事期間
(ヵ月) 

Ｉ 

日清紡東京工場跡地イ

トーヨーカドーＳＣ建

築事業 環境影響評価

書 

平成18年 

2月 

自動車駐車

場の設置 

東京都足立区西新井栄町一

丁目18番、19番、20番 
32,400 107,300 1,550 21 

東京都足立区西新井栄町一丁目18番、19番、

20番に位置する敷地約32,400m2（日清紡東京工場

跡地等）において、商業施設の建設及びそれに伴

う約1,550台の自動車駐車場を設置するものであ

る。 

Ｊ 
(仮称)新砂三丁目商業

施設建設事業 環境影

響評価書 

平成19年 

2月 

自動車駐車

場の設置 

東京都江東区新砂三丁目4

番 
24,400 93,300 1,600 13 

東京都江東区新砂三丁目4番に位置する敷地約

24,400m2において、商業施設の建設及びそれに伴

う約1,600台の自動車駐車場を設置するものであ

る。 

Ｋ 
イトーヨーカドー新亀

有店ショッピングセン

ター建築事業 

平成16年 

9月 

自動車駐車

場の設置 

東京都葛飾区亀有三丁目及

び足立区中川一丁目他 
44,505 140,600 2,000 14 

東京都葛飾区亀有三丁目及び足立区中川一丁

目他に位置する敷地約44,505m2(旧日本板紙(株)

亀有工場跡地)において、商業施設の建設及びそ

れに伴う約2,000台の自動車駐車場を設置するも

のである。 

Ｌ 

ジョイフル本田グロー

バルホームセンター瑞

穂建設事業 環境影響

評価書 

平成17年 

11月 

自動車駐車

場の設置 

東京都西多摩郡瑞穂町大字

殿ヶ谷442番地ほか 
96,800 95,300 3,200 8 

東京都西多摩郡瑞穂町の既存市街地（工業地

域）において、ホームセンターを中心とした商業

施設の出店に伴い、約3,200台の収容規模を有す

る駐車場を整備するものである。 

Ｍ 

イオン東久留米ショッ

ピングセンター(仮称)

建築事業 環境影響評

価書案 

平成20年 

7月 

自動車駐車

場の設置 

東京都東久留米市南沢五丁

目17番 
55,700 98,600 2,020 11 

東京都東久留米市南沢地区に位置する敷地（ひ

ばりヶ丘グラウンド跡地）約55,700m2において、

商業施設の建設及びそれに伴う約2,020台の自動

車駐車場を設置するものである。 
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表 5-8-5(4)  環境影響評価の実施事例として整理した事業の概要 

番
号 

名称 
提出 
年月 

種類 計画地 
施設規模 

事業概要 敷地面積
(m2) 

延床面積 
(m2) 

駐車場 
台数(台)

工事期間
(ヵ月) 

Ｎ 
大日本印刷株式会社神

谷工場建設事業 環境

影響評価書 

平成16年 

10月 
工場の設置 

東京都北区神谷三丁目7番1

号他 
26,500 33,100 60 13 

東京都北区神谷三丁目の計画敷地約26,500m2

内に印刷工場、自動車倉庫及び工場から排出する

紙くず等を処理するリサイクル施設等を計画し、

建設するものである。 

Ｏ 
わらべや日洋株式会社

(仮称)新村山工場建設

事業 環境影響評価書

平成18年 

2月 
工場の設置 

東京都武蔵村山市榎一丁目

1番3号、東京都立川市上砂

町六丁目12番17号他 

33,057 
1：12,757 

2：6,151 
250 

1期：11

2期：9 

東京都武蔵村山市榎一丁目及び立川市上砂六

丁目に位置する日産自動車株式会社村山工場跡

の一部に既設の食品加工工場を再編成し、新たな

食品加工工場を建設するものである。 

Ｐ 

(仮称)イオン日の出シ

ョッピングセンター建

築事業 環境影響評価

書 

平成18年 

12月 

自動車駐車

場の設置 

東京都西多摩郡日の出町大

字平井字三吉野桜木地区内 
132,000 135,812 3,728 10 

東京都西多摩郡日の出町三吉野桜木土地区画

整理事業用地内に位置する敷地約132,000m2にお

いて、商業施設の建築及び3,728台の自動車駐車

場の設置を行うものである。 

Ｑ 
ホームズ葛西店建設事

業 環境影響評価書 

平成16年 

3月 

自動車駐車

場の設置 

東京都江戸川区東葛西九丁

目3253-1外 
38,000 82,000 1,500 8 

東京都江戸川区東葛西の日本ロール製造株式

会社の工場一部跡地において、商業施設の出店に

伴い、約1,500台の収容規模を有する駐車場を整

備するものである。 

Ｒ 
ザ・モール瑞穂新築事

業 環境影響評価書 

平成13年 

2月 

自動車駐車

場の設置 

東京都西多摩郡瑞穂町大字

高根585番地1号 
72,000 63,700 1,940 10 

東京都西多摩郡瑞穂町において、商業施設計画

に伴い約1,940台の自動車駐車場を整備するもの

である。 
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表 5-8-5(5)  環境影響評価の実施事例として整理した事業の概要 

番
号 

名称 
提出 
年月 

種類 計画地 
施設規模 

事業概要 敷地面積
(m2) 

延床面積 
(m2) 

駐車場 
台数(台)

工事期間
(ヵ月) 

Ｓ 
(仮称)西友府中店建築

事業 環境影響評価書

平成19年 

1月 

自動車駐車

場の設置 

東京都府中市四谷五丁目

23-12他 
27,800 50,500 1,150 12 

東京都府中市四谷の流通センター跡地に商業

施設の建築及び約1,150台の駐車場の設置を行う

ものである。 

Ｔ 
(仮称)馬込車両基地車

両工場建設事業 環境

影響評価書 

平成13年 

5月 
工場の変更 東京都大田区南馬込6-38-1 52,481 9,600 － 31 

都営浅草線及び都営大江戸線の車両検査を実

施するために、東京都大田区南馬込の馬込車両基

地に、新たに検査施設を増設するものである。 

Ｕ 
(仮称)ロッテワールド

東京計画 環境影響評

価書 

平成11年 

6月 

・高層建築物

の新設 

・自動車駐車

場の設置 

東京都江戸川区臨海町2丁

目4番地 
192,100 631,800 4,350 45 

東京都江戸川区臨海町二丁目に直径約300ｍの

ドームからなるテーマミュージアムと高さ約210

ｍのホテル棟及び商業施設等を中心とした複合

施設を建設するものである。 

Ｖ 
春日・後楽園駅前地区

市街地再開発事業 

平成21年 

7月 

高層建築物

の新築 

東京都文京区小石川1丁目1

番外 
16,200 181,000 505 39 

業務・商業・居住棟の機能を持った、高層建築

物を含む複合施設を建設するものである。 

Ｗ 
業平橋押上地区開発事

業 

平成20年 

5月 

・高層建築物

の新設 

・自動車駐車

場の設置 

東京都墨田区押上１丁目1

番の一部 
39,700 230,000 1100 42 

地上デジタル波を送信する新タワー及び商業

棟、業務棟等で構成される街区を形成するととも

に、自動車駐車場を設置するものである。 

Ｘ 
(仮称)大手町１-６開

発事業 

平成19年 

7月 

高層建築物

の新築 

東京都千代田区大手町1丁

目6-6他 
11,038 200,000 340 51 

敷地内にある大手町フィナンシャルセンター

を高さ約200ｍの高層建築物に建替え、合わせて

地上及び地下の都市基盤整備等を構築するもの

である。 

Ｙ 

飯田橋駅西口地区市街

地再開発ビル建設事業

（旧 富士見二丁目10

番地区市街地再開発ビ

ル建設事業） 

平成21年 

2月 

高層建築物

の新設 

東京都千代田区富士見2丁

目及び飯田橋4丁目 
16,700 186,000 430 49 

東京都千代田区富士見2丁目に、高さ約160ｍ

の業務・商業棟、住宅棟を新築し、複合的な市街

地を形成するものである。 

Ｚ 
(仮称)丸の内２丁目４

番計画建設事業 

平成21年 

2月 

高層建築物

の新設 

東京都千代田区丸の内２丁

目７番２号 
11,630 215,000 360 33 

東京都中央郵便局を高さ約200ｍの高層建築物

に建替え、国際化、高度情報化に対応した質の高

いオフィスを供給するものである。 
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表 5-8-5(6)  環境影響評価の実施事例として整理した事業の概要 

番
号 

名称 
提出 
年月 

種類 計画地 
施設規模 

事業概要 敷地面積
(m2) 

延床面積 
(m2) 

駐車場 
台数(台)

工事期間
(ヵ月) 

AA 
(仮称)大久保三丁目西

地区開発事業 

平成22年 

3月 

高層建築物

の新築 

東京都新宿区大久保3丁目8

番 
25,200 170,000 610 42 

オフィス、住宅、多目的ホール、商業、駐車場

等を計画した 高高さ約160mの施設を建築する

ものである。 

AB 
芝浦水再生センター再

構築に伴う上部利用事

業 

平成23年 

7月 

高層建築物

の新設 

東京都港区港南1丁目2番１

号 
49,500 199,900 380 43 

芝浦水再生センター再構築の一環として建設

する雨天時貯留地に合わせて、その上部空間を利

用し、業務・商業系ビルを合築するものである。 

AC 
赤坂一丁目地区第一種

市街地再開発事業 

平成24年 

2月 

高層建築物

の新築 

東京都港区赤坂1丁目5番

地、6番、8番、9番の一部
16,000 168,000 337 42 

高高さ220ｍの高層建築物を含む複合施設を

整備するものである。 

AD 
六本木三丁目東地区再

開発事業 

平成23年 

8月 

高層建築物

の新築 

東京都港区六本木三丁目1、

2番内 
19,200 200,200 410 48 

業務、住宅、ホール、商業等の用途の計画建築

物を新築、合わせて区画道路の拡幅、地下鉄駅周

辺の歩行者通路の整備等を行うものである。 

AE 
（仮称）臨海副都心青

海地区北側Ｑ街区開発

事業 

平成21年 

4月 

自動車駐車

場の設置 

東京都江東区青海一丁目1

番 
32,900 205,530 1,412 26 

約1,400台の自動車駐車場を有する商業・業務

施設を建設するものである。 
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①  予測評価の内容 

工事の実施に伴って発生する騒音による影響の程度の予測評価の内容は、表 5-8-6 に示

すとおりである。 

また、予測評価の手順は、図 5-8-3 に示すとおりである。 

 

表 5-8-6  予測評価の内容（工事中） 

予測項目 予測する事項 予測評価の内容 

道路交通騒音 
 

工事中の工事用車両の走
行に伴う騒音レベル 

工事用車両台数がピークとなる時の
騒音レベルの増加分 

環境騒音 工事中の建設機械の稼働
に伴う騒音レベル 

建設機械の稼働がピークとなる時の
敷地境界における騒音レベル 

 

②  工事用車両の走行に伴う影響の予測方法 

工事用車両の走行に伴って発生する騒音レベルは、各会場おいて工場用車両の走行台数

がピークとなる時の騒音レベルの増加分について予測を行った。 

予測は、既存事例におけるピーク時の工事用車両台数と騒音レベルの増加分の関係から

得られた関係式等と各会場で想定したピーク時工事用車両台数から予測することとした。 

予測の手順は、図 5-8-3 に示すとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-8-3  工事用車両の走行に伴う騒音レベルの予測手順 

工事用車両の走行に伴う騒音レベルの予測手順 

＜施設計画（想定）＞ 

・施設の延床面積 

工事用車両総台数（全工期） 

工事用車両日平均台数 

工事用車両日台数（ピーク時） 

＜仮設（プレハブの場合）＞ 

各会場の仮設プレハブ延床面積（計画）とプレハブ

の規格（大きさ）から、プレハブを輸送するための

車両台数を想定 

＜仮設観客席の場合＞ 

各会場の仮設観客席数（計画）と仮設観客席の規格

（大きさ）から、仮設観客席を輸送するための車両

台数を想定 

道路交通騒音レベルの予測 

（工事用車両の走行による増加分）

手順１ 

手順２ 

手順３ 

手順４ 

＜恒設施設及び仮設のうち大規模建物の場合＞ 

既存事例による延床面積と工事用車両総台数 

（全工期）の関係 

＜施設計画（想定）＞ 

・工事期間 ・１ヶ月当たりの稼働日数 

既存事例による工事用車両の 

日平均台数とピーク時台数の関係 

既存事例による工事用車両のピーク時

台数の関係と騒音レベルの関係 
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(ｲ) 工事用車両台数の設定 

各会場において工事用車両の台数がピークになるときの車両台数については、既存事例

における建物の延床面積、工事期間、工事用車両台数（期間合計、日平均台数、ピーク時）

の関係とオリンピック各会場における延床面積、工事期間等から想定した。 

既存事例について建物の延床面積、工事期間、工事用車両台数（期間合計、ピーク時、

日平均台数）について整理した結果は、表 5-8-7 に示すとおりである。 

なお、この検討においては表 5-8-5(p5-8-10～5-8-15)に示す事例のうち、事例 AE は工

事期間合計車両台数が不明確など不適であったため、不適な事例を除いた 30 事例を対象と

して整理した。 

 

表 5-8-7  既存事例における延床面積と工事用車両台数の状況 

事例 

番号 

 

延床面積 

(ａ) 

工事期間 

(ｂ) 

1 ヵ月当

たりの工

事日数 

工事用車両台数 

工事期間合計

車両台数 

（ｃ） 

工事期間日

平均台数 

(ｄ) 

ピーク時 

車両台数 

(ｅ) 

(ｍ2) (ヵ月) (日) (台) (台/日) (台/日) 
Ａ 335,000 48 22 1,020,096 966 1,670

Ｂ 183,773 69 20 181,400 131 178

Ｃ 526,300 44 25 1,447,446 1,316 2,526
Ｄ 5,339 12 25 5,011 17 47
Ｅ-1 27,897 27 25 38,172 52 247
Ｅ-2 19,751 22 25 28,460 59 242
Ｆ 134,450 47 25 307,250 261 407
Ｇ 118,000 35 25 479,625 548 665
Ｈ 249,000 34 20 379,950 447 764
Ｉ 107,300 21 25 106,097 202 972
Ｊ 93,300 13 20 76,233 293 531
Ｋ 140,600 14 25 92,600 265 527
Ｌ 95,300 8 25 20,234 101 140
Ｍ 98,600 11 25 98,875 360 560
Ｎ 33,100 13 20 12,378 48 145
Ｏ-1 12,757 11 27 18,360 62 90
Ｏ-2 6,151 9 27 14,418 59 185
Ｐ 135,812 10 21 53,181 253 450
Ｑ 82,000 8 26 15,184 73 134
Ｒ 63,700 10 21 11,547 55 143
Ｓ 50,500 12 25 13,869 46 150
Ｔ 9,600 21 25 14,425 27 63
Ｕ 631,800 45 25 997,450 887 1,440
Ｖ 181,000 39 25 230,300 236 493
Ｗ 230,000 42 26 730,496 669 1,020
Ｘ 200,000 51 26 112,164 104 324
Ｙ 186,000 49 25 190,650 156 318
Ｚ 215,000 33 26 370,396 432 825
AA 170,000 42 26 513,942 471 1,433
AB 199,900 43 25 351,925 327 741
AC 168,000 42 25 216,225 206 562
AD 200,200 48 25 288,875 241 728

注1) ピーク時及び工事期間合計の車両台数は、大型車、小型車の合計値とした。また、ピーク時台数とは、事

業工事に伴い発生する工事車両の全交通量（集中発生交通量）とした。 

注2) 事例Ｅと事例Ｏについては、Ⅰ期工事分とⅡ期工事分をそれぞれ別々に整理した。 

注3) ｃは全工事期間の総稼働台数である。 

注4) ｄは次式より算出した。「ｄ＝ｃ／（工事期間×1 ヵ月当たりの工事日数）」 
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(a)  延床面積と工事用車両台数（工事期間合計）の関係 

各会場のうち、恒久施設及び仮設（プレハブを除く）建物を建設する際の工事用車両

台数（工事期間合計）は、既存事例における延床面積と工事期間合計車両台数の関係と

各会場の延床面積から想定することとした。 

表 5-8-7(p5-8-17)の既存事例における延床面積（ａ）と工事期間合計車両台数（ｃ）

の関係は、図 5-8-4 に示すとおりであり、この結果から得られた関係式（式１）を用い

て、各会場における工事用車両台数（工事期間合計）を想定した。 
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図 5-8-4  既存事例における延床面積と工事期間合計車両台数の関係 

 

なお、各会場における仮設建物のうちプレハブや観客席の設置に係る工事については、

プレハブや組立式の仮設観客席を運搬するための車両の台数（工事期間合計）について

以下の方法により設定することとした。 

したがって、工事期間合計車両台数は、式１で求めた工事用車両台数に仮設のプレハ

ブ及び観客席の設置に伴う工事用車両台数を足し合わせて設定した。また、工事期間日

平均台数は、工事期間合計車両台数を工事月数及び一月当たり稼働日で除した値として

設定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事期間合計車両台数(ｃ)(台)＝1.9223 ×［延床面積(ａ)(ｍ2)］ 式１ 

＜仮設プレハブの運搬に伴う工事用車両台数設定の方法＞ 

①仮設プレハブはすべて大型トラックで運搬することとする。 

②各会場の仮設プレハブに係る延床面積を大型トラックの荷台面積で除してプレハブの運搬に

必要となるトラックの台数を求める。 

③大型トラックの荷台面積は 22.56m2とする。（荷台寸法：9,600mm×2,350mm と想定） 

（例：仮設プレバブ延床面積が 451.2m2の場合、トラック台数＝451.2m2／22.56m2/台＝20 台） 

 

＜仮設観客席の運搬に伴う工事用車両台数設置の方法＞ 

①仮設観客席はすべて大型トラックで運搬することとする。 

②１台の大型トラックで 50 席（50 人分）の仮設観客席が運搬できるものと想定する。 

③各会場の仮設観客席数を 50 で除して仮設観客席の運搬に必要となるトラックの台数を求 

める。（例：仮設観客席数 1,000 席の場合、トラック台数＝1,000 席／50 席/台＝20 台） 
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(b)  工事期間日平均台数とピーク時車両台数の関係 

各会場におけるピーク時の工事用車両台数は、既存事例における工事期間日平均台数

とピーク時車両台数の関係から想定することとした。 

表 5-8-7(p5-8-17) の既存事例における工事期間日平均台数（ｄ）とピーク時車両台

数の関係は、図 5-8-5 に示すとおりである。この結果から得られた関係式（式３）を用

いて各会場におけるピーク時工事用車両台数を想定した。 
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図 5-8-5  工事期間と工事期間日平均台数に占めるピーク時車両台数の関係 

 
 

(ﾛ) 工事用車両の走行に伴う道路交通騒音レベルの設定 

各会場における工事用車両の走行に伴う道路交通騒音レベルは、既存事例におけるピー

ク時工事用車両台数と工事用車両の走行に伴う騒音レベルの関係を用いて予測することと

した。 

なお、この検討においては表 5-8-5(p5-8-10～5-8-15)に示す事例のうち、評価項目とし

て選定されておらず予測結果が記載されていない事例 D、G、O、AG を除く 27 事例を対象と

して整理することとした。 

  ピーク時車両台数(ｅ) (台/日)＝1.8500×[工事期間日平均台数(ｄ) (台/日)]  式３ 

工事期間日平均台数(ｄ) (台/日) = 

（［工事期間合計車両台数(ｃ)(台)］＋［仮設プレハブ・観客席工事分車両台数］(台)） 

／（工事期間（ヶ月）× 一月当たり稼働日（日/ヶ月））  式２ 
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既存事例におけるピーク時工事用車両台数と騒音レベルについて整理した結果は、表 

5-8-8 に示すとおりであり、ピーク時の工事用車両台数 8～2,866 台/日の範囲において、

騒音レベル増加分は２dB 以下であった。 

したがって、ピーク時工事用車両台数 2,800 台/日を目安として、それより少ない場合は

車両台数に係わらず、騒音レベルの増分は２dB 以下とする。 

 

表 5-8-8(1)  既存事例におけるピーク時工事用車両台数と騒音レベルの状況 

事例 

番号 
地点 方向 

ピーク時 

車両台数 

（台/日） 

時間 

区分 

 

道路工事予測結果（ LAeq） 

工事中基礎

交通量 

（dB） 

工事中 

交通量 

（dB） 

騒音レベル

増加分 

（dB） 
Ａ No.1 北側 1,213 昼間 67.0 68.0 1
  南側 1,213 昼間 67.0 68.0 1
 No.2 西側 1,219 昼間 66.0 66.0 <1
 No.3 北側 1,896 昼間 71.0 71.0 <1
  南側 1,896 昼間 71.0 72.0 1
Ｂ 3 西行 178 昼間 70.7 70.9 <1
  東行 178 昼間 70.9 71.1 <1
 5 南行 178 昼間 73.6 73.7 <1
  北行 178 昼間 75.1 75.2 <1
Ｃ No.1 北東側 618 昼間 60.0 60.0 <1
 No.4 北東側 1,860 昼間 65.0 65.0 <1
 No.5 南東側 618 昼間 67.0 68.0 1
Ｅ-1 Ａ 道路端 242 昼間 68.2 69.1 <1
Ｆ No.1 西側 178 昼間 70.1 70.2 <1
  東側 178 昼間 70.2 70.2 <1
 No.2 北側 356 昼間 66.0 66.1 <1
  南側 356 昼間 66.0 66.4 <1
 No.3 北側 178 昼間 69.0 69.1 <1
  南側 178 昼間 69.0 69.1 <1
Ｈ No.1 西 764 昼間 72.5 72.8 <1
  東 764 昼間 72.5 72.8 <1
 No.2 西 764 昼間 70.8 71.3 <1
  東 764 昼間 71.4 71.9 <1
 No.4 南 382 昼間 67.9 68.5 <1
  北 382 昼間 68.0 68.9 <1
Ｉ No.1 西 972 昼間 72.9 73.4 <1
  東 972 昼間 73.0 73.5 <1
 No.2 西 972 昼間 72.4 72.9 <1
  東 972 昼間 72.5 73.1 <1
 No.4 南 730 昼間 67.3 67.9 <1
  北 730 昼間 67.3 67.8 <1
Ｊ ａ 北 361 昼間 67.4 67.4 <1
  南 361 昼間 67.4 67.5 <1
 ｂ 北 897 昼間 69.7 69.8 <1
  南 897 昼間 69.7 69.8 <1
 ｃ 東 175 昼間 64.3 64.5 <1
  西 175 昼間 64.3 64.6 <1
 ｆ 東 351 昼間 65.5 65.7 <1
  西 351 昼間 65.5 65.6 <1
Ｋ No.1 西 528 昼間 75.4 75.6 <1
  東 528 昼間 75.7 75.8 <1
 No.2 西 526 昼間 75.3 75.5 <1
  東 526 昼間 75.6 75.8 <1
Ｌ No.1 南側 104 昼間 77.0 77.0 <1
 No.1 北側 104 昼間 76.0 76.0 <1
 No.2 南側 104 昼間 76.0 76.0 <1
 No.2 北側 104 昼間 77.0 77.0 <1
Ｍ 7 北東側 550 昼間 65.0 66.0 1
 7 南西側 550 昼間 65.0 66.0 1
Ｎ No.1 - 145 昼間 75.2 75.3 <1
Ｐ No.1 東側 452 昼間 64.0 65.0 1
 No.1 西側 452 昼間 64.0 65.0 1
 No.5 北側 452 昼間 67.0 67.0 <1
 No.5 南側 452 昼間 67.0 67.0 <1
 No.6 北側 452 昼間 67.0 68.0 1
 No.6 南側 452 昼間 67.0 68.0 1

注）ピーク時車両台数とは、事業工事に伴い発生する工事車両のうち各予測地点を通過する交通量とした。 
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表 5-8-8(2)  既存事例におけるピーク時工事用車両台数と騒音レベルの状況 

事例 

番号 
地点 方向 

ピーク時 

車両台数 

（台/日） 

時間 

区分 

 

道路工事予測結果（ LAeq） 

工事中基礎

交通量 

（dB） 

工事中 

交通量 

（dB） 

騒音レベル

増加分 

（dB） 
Ｑ No.1 - 86 昼間 68.3 68.4 <1
 No.2 - 86 昼間 67.4 67.4 <1
 No.3 - 8 昼間 70.6 70.6 <1
Ｒ ａ 北側 144 昼間 75.9 76.0 <1
 ａ 南側 144 昼間 76.4 76.4 <1
 ｂ 北側 146 昼間 75.8 75.9 <1
 ｂ 南側 146 昼間 75.3 75.3 <1
Ｓ ｆ 北東側 300 昼間 71.0 72.0 1
Ｔ - - 126 昼間 67.1 67.4 <1
Ｕ 1 - 27 昼間 63.0 63.0 <1
 2 - 26 昼間 64.0 64.0 <1
 3 - 346 昼間 65.0 65.0 <1
 4 - 2,682 昼間 72.0 72.0 <1
Ｖ B 北東 247 昼間 70.2 70.3 <1
 B 南西 247 昼間 70.2 70.2 <1
 D 東 247 昼間 65.3 65.4 <1
 D 西 247 昼間 65.3 65.4 <1
 F 北 246 昼間 69.0 69.2 <1
 F 南 246 昼間 69.0 69.1 <1
 G 東 246 昼間 69.7 69.8 <1
 G 西 246 昼間 69.7 69.8 <1
Ｗ A - 79 昼間 65.6 65.7 <1
 B - 323 昼間 69.8 70.1 <1
 C - 79 昼間 66.1 66.3 <1
 D - 79 昼間 65.5 65.7 <1
 E - 503 昼間 71.2 71.7 <1
 F - 371 昼間 68.6 69.0 <1
 G - 359 昼間 69.0 69.3 <1
 H - 359 昼間 70.8 71.1 <1
Ｘ No.1 - 130 昼間 68.8 69.0 <1
 No.1 - 130 夜間 66.7 67.0 <1
 No.2 - 181 昼間 70.2 70.2 <1
 No.2 - 181 夜間 68.1 68.2 <1
 No.3 - 233 昼間 68.8 68.8 <1
 No.3 - 233 夜間 65.4 65.5 <1
 No.4 - 181 昼間 70.5 70.5 <1
 No.4 - 181 夜間 68.6 68.7 <1
 No.6 - 104 昼間 70.3 70.3 <1
 No.6 - 104 夜間 67.5 67.5 <1
Ｙ A - 34 昼間 54.9 55.2 <1
 C - 318 昼間 62.8 64.4 2
 D - 318 昼間 63.3 64.0 <1
Ｚ No.1 西 578 昼間 68.1 68.5 <1
 No.1 東 578 昼間 67.8 68.0 <1
 No.2 西 413 昼間 68.7 68.9 <1
 No.2 東 413 昼間 68.5 69.0 <1
 No.3 南 825 昼間 67.0 67.2 <1
 No.3 北 825 昼間 67.0 67.4 <1
 No.4 西 660 昼間 64.1 65.0 <1
 No.4 東 660 昼間 64.1 64.6 <1
AA No.1 - 2,866 昼間 64.0 66.2 2
AB No.1 東 742 昼間 70.4 70.7 <1
 No.1 西 742 昼間 70.3 70.6 <1
 No.2 北 741 昼間 64.7 65.4 <1
 No.2 南 741 昼間 67.8 68.2 <1
 No.3 東 741 昼間 67.5 68.0 <1
 No.3 西 741 昼間 67.8 68.9 1
 No.4 東 742 昼間 71.1 71.5 <1
 No.4 西 742 昼間 71.3 71.5 <1
 No.5 北 666 昼間 67.1 67.8 <1
 No.5 南 666 昼間 67.7 68.8 1
AC No.1 南 286 昼間 67.5 67.5 <1
 No.1 北 286 昼間 67.7 67.8 <1
 No.2 西 849 昼間 75.4 75.6 <1
 No.2 東 849 昼間 75.1 75.6 <1
 No.3 南 286 昼間 62.7 63.5 <1
 No.6 北 429 昼間 67.9 68.1 <1
AE No.1 - 19 昼間 67.2 67.2 <1
 No.2 - 341 昼間 73.1 73.2 <1
 No.3 - 233 昼間 62.2 62.8 <1

注）ピーク時車両台数とは、事業工事に伴い発生する工事車両のうち各予測地点を通過する交通量とした。 
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③  建設機械の稼働に伴う影響の予測方法 

建設機械の稼働に伴って発生する騒音レベルは、各会場において建設機械の稼働台数が

ピークとなる時に発生する騒音レベルについて予測を行った。 

予測は、既存事例におけるピーク時の建設機械稼働台数と騒音レベルの関係から得られ

た関係式等と各会場で想定したピーク時の建設機械稼働台数から予測することとした。 

予測の手順は、図 5-8-6 に示すとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-8-6  建設機械の稼働に伴う騒音レベルの予測手順 

 

建設機械の稼働に伴う騒音レベルの予測手順 

＜施設計画（想定）＞ 

・施設の延床面積 

建設機械総稼働台数（全工期） 

建設機械日平均稼働台数 

建設機械稼働台数（ピーク時） 

＜仮設（プレハブ）・仮設観客席の場合）＞ 

各会場の仮設プレハブ及び仮設観客席を運搬するた

めの車両台数から想定（工事用運搬車両台数の想定

結果より） 

騒音レベルの予測（建設機械の 

稼働に伴う敷地境界での騒音レベル） 

手順１ 

手順２ 

手順３ 

手順４ 

＜恒設施設及び仮設のうち大規模建物の場合＞ 

既存事例による延床面積と建設機械稼働総台数 

（全工期）の関係 

＜施設計画（想定）＞ 

・工事期間 ・１ヶ月当たりの稼働日数 

既存事例による建設機械のピーク時 

稼働台数の関係と騒音レベルの関係 

既存事例による建設機械日平均台数と

ピーク時稼働台数の関係 
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(ｲ) 建設機械稼働台数の設定 

各会場における建設機械のピーク時の稼働台数については、既存事例における建物の延

床面積、工事期間、建設機械稼働台数（期間合計、日平均稼働台数、ピーク時）の関係と

各会場における延床面積、工事期間等から想定した。 

既存事例について建物の延床面積、工事期間、建設機械稼働台数（期間合計、日平均稼

働台数、ピーク時）について整理した結果は、表 5-8-9 に示すとおりである。 

なお、この検討においては表 5-8-5(p5-8-10～5-8-15)に示す事例のうち、工事期間が

13 年間と長期工事である事例 B、土壌汚染対策関連機械が多い特殊な工事である事例 C、

貯水池の大規模な覆蓋工事を伴う特殊な工事である事例 AB、工事期間合計稼働台数が不明

確な事例 AE 等は不適な事例と判断し、それら不適な事例を除外した 26 事例を対象として

整理することとした。 

 

表 5-8-9  既存事例における延床面積と建設機械の稼働台数の状況 

事例名 
延床面積 
（ａ） 

工事期間 
（ｂ） 

1 ヶ月 
当たりの
工事日数

工事期間 
合計稼働台数

(ｆ) 

工事期間 
日平均 

稼働台数 

ピーク時 
稼働台数 

（ｍ2） (ヵ月) （日） （台） （台/日） （台/日） 

Ａ 335,000 48 22 53,658 51 116

Ｄ 5,339 12 25 824 3 12

Ｅ-1 27,897 27 25 2,826 4 12

Ｅ-2 19,751 22 25 2,160 4 13

Ｆ 134,450 47 25 17,365 15 64

Ｈ 249,000 34 20 16,380 24 55

Ｉ 107,300 21 25 7,742 15 55

Ｊ 93,300 13 20 5,260 20 43

Ｋ 140,600 14 25 7,000 20 35

Ｌ 95,300 8 25 2,300 12 19

Ｍ 98,600 11 25 3,175 12 22

Ｎ 33,100 13 20 2,636 10 22

Ｏ-1 12,757 11 27 891 3 6

Ｏ-2 6,151 9 27 459 2 3

Ｐ 135,812 10 21 3,769 18 25

Ｑ 82,000 8 26 3,957 19 36

Ｒ 63,700 10 21 959 5 11

Ｓ 50,500 12 25 3,880 13 28

Ｔ 9,600 21 25 2,950 6 9

Ｕ 631,800 45 25 69,250 62 220

Ｖ 181,000 39 25 56,275 58 127

Ｗ 230,000 42 26 48,048 44 85

Ｘ 200,000 51 26 14,742 11 29

Ｙ 186,000 49 25 16,125 13 33

Ｚ 215,000 33 26 18,720 22 59

AA 170,000 42 26 17,446 16 42

AC 168,000 42 25 54,525 52 93

AD 200,200 48 25 26,750 47 83

注 1）事例Ｅと事例Ｏについては、Ⅰ期工事分とⅡ期工事分をそれぞれ別々に整理した。 

注 2）工事期間日平均稼働台数 ＝ 工事期間合計稼働台数／（工事期間 × 1 月当たり工事日数） 
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(a)  延床面積と建設機械稼働台数（工事期間合計）の関係 

各会場のうち、恒久施設及び仮設（プレハブを除く）建物を建設する際の建設機械稼

働台数（工事期間合計）は、既存事例における延床面積と工事期間合計稼働台数の関係

と各会場の延床面積から想定することとした。 

 

表 5-8-9 (p5-8-23)の既存事例における延床面積（ａ）と工事期間合計稼働台数（ｆ）

の関係は、図 5-8-7 に示すとおりであり、この結果から得られた関係式（式４）を用い

て、各会場における工事中の建設機械稼働台数（工事期間合計）を想定した。 
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図 5-8-7  既存事例における延床面積と工事期間合計稼働台数の関係 

 

なお、各会場における仮設建物のうちプレハブや観客席の設置に係る工事については、

プレハブや組立式の仮設観客席を設置するための建設機械の稼働台数（工事期間合計）

について以下の方法で設定することとした。 

したがって、工事期間合計稼働台数は、式４で求めた建設機械稼働台数に仮設のプレ

ハブ及び観客席の設置に伴う建設機械稼働台数を足し合わせて設定した。 

 

 

 

工事期間合計稼働台数(ｆ)＝0.1285 ×［延床面積（ｍ2）］(a)  式４ 

＜仮設プレハブ、仮設観客席の設置に伴う建設機械稼働台数設定の方法＞ 

「(ｲ)工事用車両台数の設定 (a)延床面積と工事用車両台数(工事期間合計)の関係」に示

す方法（p5-8-18）で仮設プレハブ及び仮設観客席の運搬に伴う工事用車両台数を想定し、そ

の工事用車両台数と同じ台数のクレーンが稼働するものと想定する。 

 

したがって、仮設プレハブ、仮設観客席の運搬に伴う大型トラックの台数を 100 台と設定

した場合には、建設機械（仮設プレハブ、仮設観客席の配置に用いるクレーン）も 100 台稼

働するものと設定する。 
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(b)  工事期間合計稼働台数とピーク時稼働台数の関係 

各会場におけるピーク時の建設機械稼働台数は、既存事例における工事期間合計稼働

台数とピーク時稼働台数の関係から想定することとした。 

表 5-8-9 (p5-8-23)の既存事例における工事期間日平均稼働台数とピーク時稼働台数

の関係は、図 5-8-8 に示すとおりである。この結果から得られた関係式（式６）を用い

てピーク時建設機械稼働台数を想定した。 
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図 5-8-8  工事期間と工事期間合計稼働台数に占めるピーク時稼働台数の関係 

 

 

 

 

 

 

工事期間日平均稼働台数(台/日) 

＝（［工事期間合計稼働台数(ｆ)(台)］+［仮設プレハブ・観客席工事分稼働台数］(台)） 

       ／（工事期間(ｂ)（ヶ月）×一月当たり稼働日（日/ヶ月））   式５ 

ピーク時稼働台数（台/日）＝ 2.3653 × 工事期間日平均稼働台数（台/日） 式６ 
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(ﾛ) 建設機械の稼働に伴って発生する騒音レベルの設定 

各会場における建設機械の稼働に伴って発生する騒音レベルは、既存事例における建設

機械稼働台数、敷地面積を用いて推定した騒音レベルと既存事例で予測された騒音レベル

の関係を用いて予測することとした。 

なお、この検討においては表 5-8-5(p5-8-10～5-8-15)に示す事例のうち、土壌汚染対策

関連機械が多い事例 C、ビル解体工事を評価している事例 X、評価項目として選定されてお

らず予測結果が記載されていない事例 A 等は不適な事例と判断し、それら不適な事例を除

外した 21 事例を対象として整理することとした。 

既存事例における予測された騒音レベル、建設機械稼働台数、敷地面積及び稼働建設機械

の種類について整理した結果は表 5-8-10 に示すとおりである。これらの事例を用いて、

点音源の距離減衰式を当てはめることで建設機械稼働台数及び敷地面積から騒音レベル推

定を算出した。騒音レベル推定値の算出方法は、１台当たり音響パワーレベルを一定値と

してピーク時稼働台数分を積算し、事例全体の音源を点音源とみなして算出した「音響パ

ワーレベル」及び、敷地面積の平方根の半分として算出した「音源からの平均距離」を点

音源の距離減衰式に当てはめて算出した。 

以上の算出方法により得られた各事例の騒音レベル推定値は表 5-8-11 に示した通りで

あり、既存事例に示されている騒音レベルの予測値と推定値の相関は図 5-8-9 (p5-8-27)

となった。この結果から得られた関係式（式７）を用いて各会場の敷地境界騒音レベル（dB）

を想定した。 

注 5：１台当たり音響パワーレベルは、注 2 の式により算出した「騒音レベル推定値」の平均値が、「騒音レベル予測結果」

の平均値と等しくなる値として 106(dB)を設定した。 

 

 

 予測値（dB）＝ 0.431 × 騒音レベル推定値（dB）+41.027          式７ 

但し、騒音レベル推定値(dB)＝[音響パワーレベル]－20×log([音源からの平均距離])－８ 

音響パワーレベル＝10×log(10＾([１台当たり音響パワーレベル]/10)×[ピーク時稼働台数])、 

１台当たり音響パワーレベルは 106(dB)とした（表 5-8-11(p5-8-28 参照)）。また、音源からの平均距

離＝（[敷地面積(m2)]＾0.5）/２ とした。 
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表 5-8-10 大騒音レベル及び各事例の工事状況 

事例 

番号 

敷地境界におけ

る騒音レベル 

（dB） 

敷地 

面積 

(m2) 

敷地境界における騒音レベルが 大となる工事の際の 

建設機械種（日稼働台数） 

Ｂ 68 345,400 油圧破砕機(23 台)、バックホウ(7 台)、トラクターショベル(8 台)、ブルドーザー(8 台)

Ｄ 75 21,693 油圧クレーン(1 台)、ロードローラー(1 台)、バックホウ(2 台)、ブルドーザ(1 台) 

Ｆ 74 29,890 
発電機(4 台)、バックホウ(16 台)、クラムシェル(8 台)、コンプレッサー(12 台)、ハン

ドブレーカー(24 台) 

Ｈ 72 17,100 
バックホウ(35 台)、クラムシェル(2 台)、クローラクレーン(3 台)、ラフタークレーン

(6 台)、ポンプ車(9 台)、生コン車(9 台) 

Ｉ 75 32,400 

バックホウ(15 台)、トラッククレーン 100ｔ(2 台)、ラフタークレーン 50ｔ(3 台)、ラ

フタークレーン 25ｔ(3 台)、ハンドブレーカー(30 台)、ポンプ車(2 台)、生コン車(4

台) 

Ｋ 77 44,505 
中堀式杭打機(6 台)、三点式杭打機(3 台)、アースオーガ(3 台)、バックホウ(16 台)、

クローラクレーン 80ｔ(4 台)、ラフタークレーン 50ｔ(3 台) 

Ｌ 65 96,800 バックホウ(8 台)、ダンプトラック(4 台)、コンクリートポンプ車(1 台) 

Ｍ 66 55,700 
ラフタークレーン 50ｔ(1 台)、ラフタークレーン 25ｔ(1 台)、三点式杭打機(5 台)、ア

ースオーガ(5 台)、バックホウ(10 台) 

Ｐ 74 132,000 
バックホウ(10 台)、ラフタークレーン 25ｔ(3 台)、ラフタークレーン 50ｔ(11 台)、コ

ンクリートポンプ車(2 台) 

Ｑ 70 38,000 
バックホウ(10 台)、ダンプ(10 台)、ラフタークレーン(1 台)、三点式杭打機(2 台)、発

電機(2 台)、大型ポンプ車(1 台) 

Ｒ 59 72,000 バックホウ(5 台)、トラッククレーン 50ｔ(2 台)、トラッククレーン 25ｔ(4 台) 

Ｓ 79 27,800 
ラフタークレーン 50ｔ(2 台)、ラフタークレーン 25ｔ(1 台)、コンクリートポンプ車(2

台)、生コンクリート車(2 台)、高所作業車(3 台) 

Ｔ 72 52,481 油圧ニブラー(1 台)、バックホウ(1 台) 

Ｕ 66 192,100 

油圧ショベル(29 台)、コンクリート圧砕機(8 台)、ジャイアントブレーカー(6 台)、三

点支持式杭打機(4 台)、アースドリル(6 台)、グラウトミキサー(14 台)、クローラクレ

ーン(4 台)、発電機(10 台) 

Ｖ 79 16,200 

コンクリート破砕機(30 台)、大型ブレーカー(23 台)、杭打機(1 台)、バックホウ(43 

台)、コンプレッサー(3 台)、コンクリートポンプ車(5 台)、クローラクレーン 80ｔ(4

台)、クローラクレーン 50ｔ(1 台)、ラフタークレーン 50ｔ(3 台)、ラフタークレーン

25ｔ(12 台) 

Ｗ 72 39,700 

バックホウ(54 台)、クラムシェル(4 台)、破砕機(4 台)、コンプレッサー(7 台)、ラフ

タークレーン 60ｔ(2 台)、クローラクレーン 80ｔ(4 台)、クローラクレーン 150ｔ(2 台)、

発電機(8 台) 

Ｙ 76 16,700 
クローラクレーン 50ｔ(7 台)、バックホウ(6 台)、アースドリル(5 台)、ＳＭＷ三軸掘

削機(5 台)、発電機(10 台) 

AA 78 25,200 

バックホウ(10 台)、発電機(2 台)、コンクリートポンプ車(7 台)、クラムシェル(5 台)、

クローラクレーン 80ｔ(3 台)、クローラクレーン 50ｔ(2 台)、油圧クレーン(2 台)、フ

ォークリフト(4 台) 

AB 73 49,500 
油圧ショベル(25 台)、クラムシェル(8 台)、ラフタークレーン(5 台)、クローラクレー

ン(8 台)、コンクリート圧砕機(4 台)、コンクリートポンプ車(5 台)、ユニック車(1 台)

AD 76 19,200 
バックホウ(20 台)、クラムシェル(2 台)、油圧破砕機(8 台)、ジャイアントブレーカー

(2 台)、クローラクレーン(3 台)、ラフタークレーン(3 台)、発電機(2 台) 

AE 71 32,900 
バックホウ(36 台)、クラムシェル(12 台)、コンプレッサー(25 台)、ラフタークレーン

(4 台) 

大 79 345,400  

平均 72 64,632 

注 1）敷地境界までの距離とは、複数の稼働機械と敷地境界までの距離における 小値を示している。 

注 2）敷地境界までの距離において、数値に約と併記の場合は配置図の読取値のため誤差があるため留意が必要である。 
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表 5-8-11 既存事例における建設機械台数および敷地面積を用いた騒音レベルの推定値 

事例

番号 

敷地境界にお

ける騒音レベ

ル予測結果 

ピーク時 

稼働台数 
敷地面積 

音源中心から

の平均距離の

推定値 

敷地境界にお

ける騒音レベ

ルの推定値 

(dB) (台/日) (m2) （ｍ） （dB） 
B 68 46 345,400 294 65.3 
D 75 5 21,693 74 67.6 
F 74 64 29,890 86 77.3 
H 72 64 17,100 65 79.8 
I 75 59 32,400 90 76.6 
K 77 35 44,505 105 73.0 
L 65 13 96,800 156 65.3 
M 66 22 55,700 118 70.0 
P 74 26 132,000 182 67.0 
Q 70 26 38,000 97 72.4 
R 59 11 72,000 134 65.9 
S 79 10 27,800 83 69.6 
T 72 2 52,481 115 59.8 
U 66 81 192,100 219 70.3 
V 79 125 16,200 64 82.9 
W 72 85 39,700 100 77.3 
Y 76 33 16,700 65 77.0 

AA 78 35 25,200 79 75.4 
AB 73 56 49,500 111 74.6 
AD 76 40 19,200 69 77.2 
AE 71 77 32,900 91 77.7 

注 1：敷地境界における騒音レベル予測結果、ピーク時稼働台数及び敷地面積は、既存事例の環境影響評価書に記載された

値である。 

注 2：敷地境界における騒音レベル推定値(dB) ＝[音響パワーレベル]－20×log([音源中心からの平均距離])－８ 

注 3：音響パワーレベル＝10×log(10＾([１台当たり音響パワーレベル]/10)×[ピーク時稼働台数]) 

注 4：音源中心からの平均距離推定値=（敷地面積^0.5）/2 と仮定した。 

注 5：１台当たり音響パワーレベルは、注 2 の式により算出した「騒音レベル推定値」の平均値が、「騒音レベル予測結果」

の平均値と等しくなる値として 106(dB)を設定した。 
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図 5-8-9  既存事例における予測値と推定値の関係 
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④  予測のための条件設定 

(ｲ) 延床面積の設定 

各会場において建設する施設の延床面積は現段階の計画に基づき、表 5-8-12(p5-8-30)

に示すとおり設定した。 

 

(ﾛ) 工事期間・一月当たりの稼働日数の設定 

各会場における施設建設にかかる工事期間は、表 5-8-12(p5-8-30)に示すとおりである。 

各会場における工事期間（開催前及び開催後）については、現時点での計画に基づく工

事期間に準じて設定した。なお、一月当たりの稼働日数（工事の実施日数）は、いずれの

会場においても 25 日間とした。 

 

(ﾊ) 工事用車両台数 

各会場における延床面積、工事期間、一月当たりの稼働日数の値に既存事例の整理結果

から求めた関係式等を用いて設定した各会場におけるピーク時の工事用車両台数は、表 

5-8-13(p5-8-31)に示すとおりである。 

 

(ﾆ) 建設機械稼働台数 

各会場における延床面積、工事期間、一月当たりの稼働日数の値に既存事例の整理結果

から求めた関係式等を用いて設定した各会場におけるピーク時の建設機械稼働台数は、表 

5-8-14 (p5-8-32)に示すとおりである。 

 

 

 

○工事用車両台数の算定に用いる式 

工事期間合計車両台数(ｃ)＝1.9223 ×［延床面積（ｍ2）］   式１ 

工事期間日平均台数(ｄ)＝ 

（［工事期間合計車両台数(ｃ)］＋［仮設プレハブ・観客席工事分車両台数］） 

／（工事期間（ヶ月）× 一月当たりの工事日数（日/ヶ月））  式２ 

（注：仮設プレハブ及び観客席工事分は、p5-8-18 に示す方法により別途算定する） 

ピーク時車両台数＝1.8500×[工事期間平均台数(台) (ｄ)]   式３ 
 
○工事用車両の走行に伴う騒音レベル増加分の算定方法 

ピーク時工事用車両が 2,800 台/日より少ない場合の騒音レベル増加分は２dB 以下とする 
  

○建設機械稼働台数の算定に用いる式 

工事期間合計稼働台数(ｆ)＝0.1285 ×［延床面積（ｍ2）］           式４ 

工事期間日平均稼働台数 

＝（［工事期間合計稼働台数(ｆ)］+［仮設プレハブ・観客席工事分稼働台数］） 

       ／（工事期間（ヶ月）×一月当たり稼働日（日/ヶ月））    式５ 

（注：仮設プレハブ及び観客席工事分は、p5-8-24 に示す方法により別途算定する） 

ピーク時車両台数 ＝ 2.3653 × 工事期間日平均稼働台数（台/日）］）   式６ 
 

○建設機械の稼働に伴って発生する騒音レベルの算定方法 

   予測値（dB）＝ 騒音レベル（dB）＝0.431 × 騒音レベル推定値（dB）+41.037  式７ 

但し、騒音レベル推定値(dB)＝[音響パワーレベル]－20×log([音源からの平均距離])－８ 

音響パワーレベル＝10×log(10＾([１台当たり音響パワーレベル]/10)×[ピーク時稼働台数])、 

１台当たり音響パワーレベル=106(dB)、音源からの平均距離＝（[敷地面積(m2)]＾0.5）/２ とした。 
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表 5-8-12  予測条件の設定結果  

プレハブ
以外

プレハブ 工事期間
(ヵ月)

一月当たりの
稼働日数

(日／1ヵ月)

工事期間
(ヵ月)

一月当たりの
稼働日数

(日／1ヵ月)

1 オリンピックスタジアム(国立霞ヶ丘競技場) 113,000 290,000 0 2,800 80,000 0 55 25 4 25

2 東京体育館 46,000 0 0 970 8,080 2,080 3 25 4 25

3 国立代々木競技場 91,000 0 2,800 3,800 12,000 2,800 3 25 4 25

4 日本武道館 13,000 1,005 0 4,600 11,000 400 21 25 4 25

5 皇居外苑 106,000 0 0 7,170 1,000 1,000 2 25 4 25

6 東京国際フォーラム 27,000 0 0 0 5,000 0 - - - -

7 国技館 18,000 0 1,560 2,020 10,000 5,000 4 25 4 25

8 有明アリーナ 39,000 41,400 0 700 15,000 2,300 43 25 4 25

9 有明ＢＭＸコース 0 7,350 0 5,000 5,000 24 25 4 25

10 有明ベロドローム 0 25,000 0 5,000 5,000 24 25 4 25

11 有明体操競技場 96,000 0 29,100 1,600 12,000 12,000 24 25 4 25

12 有明テニスの森 163,000 17,760 0 1,850 20,500 4,500 21 25 4 25

13 お台場海浜公園 75,000 0 0 6,100 10,000 10,000 24 25 4 25

14 潮風公園 155,000 0 0 7,205 12,000 12,000 24 25 4 25

15～16 東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂ 243,000 0 0 14,770 19,000 19,000 15 25 4 25

17 大井ホッケー競技場 282,000 4,745 0 3,694 15,000 11,000 31 25 4 25

18 海の森クロスカントリーコース 880,000 0 1,635 7,620 0 0 24 25 4 25

19 海の森水上競技場 289,000 9,350 0 11,845 14,000 12,000 49 25 4 25

20 海の森マウンテンバイクコース 642,000 0 0 7,350 2,000 2,000 24 25 4 25

21 若洲オリンピックマリーナ 39,000 1,950 0 7,140 2,000 2,000 48 25 4 25

22 葛西臨海公園 806,000 845 0 7,235 12,000 12,000 31 25 4 25

23～24 夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ 84,470 0 1,500 25,000 2,990 35 25 4 25

25 夢の島公園 0 0 14,780 7,000 7,000 25 25 4 25

26 夢の島競技場 226,000 0 11,495 11,696 14,000 12,400 15 25 4 25

27～28
オリンピックアクアティクスセンター
ウォーターポロアリーナ

124,000 43,180 49,810 4,200 26,500 21,300 45 25 4 25

29 武蔵野の森総合スポーツ施設 66,000 0 0 0 8,000 1,400 39 25 4 25

30 東京スタジアム 177,000 0 0 1,600 50,000 0 3 25 4 25

31 武蔵野の森公園 347,000 0 0 6,941 1,000 1,000 3 25 4 25

32 陸上自衛隊朝霞訓練場 235,000 0 11,295 5,500 7,600 7,600 14 25 4 25

33 霞ヶ関カンツリークラブ 1,361,000 0 0 5,180 1,000 1,000 3 25 4 25

34 札幌ドーム 305,000 0 0 2,390 41,000 0 3 25 4 25

35 宮城スタジアム 1,244,000 0 0 1,200 50,000 0 3 25 4 25

36 埼玉スタジアム2002 300,000 0 0 4,490 64,000 0 3 25 4 25

37 横浜国際総合競技場 164,000 0 0 3,510 72,000 0 3 25 4 25

OV 選手村 443,000 368,315 13,000 109,730 0 0 43 25 13 25

IBC/MPC 東京ビッグサイト(IBC/MPC) 243,000 45,700 0 0 0 0 24 25 - -

工事期間及び稼働日数

会場
Ｎｏ

開催前 開催後
（仮設撤去）

仮設
延床面積施設名称

観客席数
（席）

恒設
延床面積

工事対象構造物

の延床面積（m
2
)

仮設数総数

100,000

343,000

敷地面積

（m
2
)

 

 

 

 

 

 

 

注 1：会場 No.は、表 1-3-37（p1-85～1-86）に示す会場 No.に準ずる。 

注 2：工事対象構造物の延床面積には、建物以外の構造物（歩行者デッキ等）の面積を含む。 

注 3：観客席の総数は恒設分、既存施設分、仮設分の総数で、立ち見席は含めていない。 

なお、影響予測の条件として、恒設分は各建物の延床面積に含まれているものとし、仮設分のみ別途対象とした。 

注 4：工事期間については、各会場の現時点における工事計画に基づく期間に準じて設定した。 
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表 5-8-13  工事用車両の設定結果 

観客席数
（席）

プレハブ
以外

プレハブ ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ以外 ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ 観客席 工事期間 一月当たりの
稼働日数

(日／1ヵ月)

工事期間 一月当たりの
稼働日数

(日／1ヵ月)

工事期間日
平均台数
（台／日）

ピーク時
工事用

車両台数
（台／日）

工事期間日
平均台数
（台／日）

ピーク時
工事用

車両台数
（台／日）

1 オリンピックスタジアム(国立霞ヶ丘競技場) 290,000 0 2,800 0 557,467 0 124 0 55 25 4 25 406 750 1 2
2 東京体育館 0 0 970 2,080 0 0 43 42 3 25 4 25 1 2 1 2
3 国立代々木競技場 0 2,800 3,800 2,800 0 5,382 169 56 3 25 4 25 75 138 56 104
4 日本武道館 1,005 0 4,600 400 1,932 0 204 8 21 25 4 25 4 8 2 4
5 皇居外苑 0 0 7,170 1,000 0 0 318 20 2 25 4 25 7 13 3 6
6 東京国際フォーラム 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - -

7 国技館 0 1,560 2,020 5,000 0 2,999 90 100 4 25 4 25 32 59 32 59
8 有明アリーナ 41,400 0 700 2,300 79,583 0 31 46 43 25 4 25 74 137 1 1
9 有明ＢＭＸコース 0 7,350 0 5,000 0 14,129 0 100 24 25 4 25 24 44 142 263

10 有明ベロドローム 0 25,000 0 5,000 0 48,058 0 100 24 25 4 25 80 148 482 891
11 有明体操競技場 0 29,100 1,600 12,000 0 55,939 71 240 24 25 4 25 94 173 563 1,041
12 有明テニスの森 17,760 0 1,850 4,500 34,140 0 82 90 21 25 4 25 65 121 2 3
13 お台場海浜公園 0 0 6,100 10,000 0 0 270 200 24 25 4 25 1 1 5 9
14 潮風公園 0 0 7,205 12,000 0 0 319 240 24 25 4 25 1 2 6 10

15～16 東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂ 0 0 14,770 19,000 0 0 655 380 15 25 4 25 3 5 10 19
17 大井ホッケー競技場 4,745 0 3,694 11,000 9,121 0 164 220 31 25 4 25 12 23 4 7
18 海の森クロスカントリーコース 0 1,635 7,620 0 0 3,143 338 0 24 25 4 25 6 11 35 64
19 海の森水上競技場 9,350 0 11,845 12,000 17,974 0 525 240 49 25 4 25 15 28 8 14
20 海の森マウンテンバイクコース 0 0 7,350 2,000 0 0 326 40 24 25 4 25 1 1 4 7
21 若洲オリンピックマリーナ 1,950 0 7,140 2,000 3,748 0 317 40 48 25 4 25 3 6 4 7
22 葛西臨海公園 845 0 7,235 12,000 1,624 0 321 240 31 25 4 25 3 5 6 10

23～24 夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ 84,470 0 1,500 2,990 162,377 0 67 60 35 25 4 25 186 344 1 2
25 夢の島公園 0 0 14,780 7,000 0 0 655 140 25 25 4 25 1 2 8 15
26 夢の島競技場 0 11,495 11,696 12,400 0 22,097 519 248 15 25 4 25 61 113 229 423

27～28
オリンピックアクアティクスセンター
ウォーターポロアリーナ

43,180 49,810 4,200 21,300 83,005 95,750 186 426 45 25 4 25 159 295 964 1,783

29 武蔵野の森総合スポーツ施設 0 0 0 1,400 0 0 0 28 39 25 4 25 0 0 0 1
30 東京スタジアム 0 0 1,600 0 0 0 71 0 3 25 4 25 1 2 1 1
31 武蔵野の森公園 0 0 6,941 1,000 0 0 308 20 3 25 4 25 4 8 3 6
32 陸上自衛隊朝霞訓練場 0 11,295 5,500 7,600 0 21,712 244 152 14 25 4 25 63 117 221 409
33 霞ヶ関カンツリークラブ 0 0 5,180 1,000 0 0 230 20 3 25 4 25 3 6 2 5
34 札幌ドーム 0 0 2,390 0 0 0 106 0 3 25 4 25 1 3 1 2
35 宮城スタジアム 0 0 1,200 0 0 0 53 0 3 25 4 25 1 1 1 1
36 埼玉スタジアム2002 0 0 4,490 0 0 0 199 0 3 25 4 25 3 5 2 4
37 横浜国際総合競技場 0 0 3,510 0 0 0 156 0 3 25 4 25 2 4 2 3
OV 選手村 368,315 13,000 109,730 0 708,012 24,990 4,864 0 43 25 13 25 686 1,270 92 170

IBC/MPC 東京ビッグサイト(IBC/MPC) 45,700 0 0 0 87,849 0 0 0 24 25 - - 146 271 - -

工事用車両台数

開催前 開催後
（仮設撤去）

開催後
（仮設撤去）

開催前

工事期間及び稼働日数工事対象構造物

の延床面積（m
2
)

工事用車両台数　工事期間中
延べ台数（台）

会場
Ｎｏ

会場名

恒設
延床面積

仮設
延床面積

仮設数 仮設恒設

 

注：会場 No.は、表 1-3-37（p1-85～1-86）に示す会場 No.に準ずる。 



 

5
-8
-3
2 

表 5-8-14  建設機械稼働台数の設定結果 

観客席数
（席）

プレハブ
以外

プレハブ ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ以外 ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ 観客席 工事期間 一月当たりの
稼働日数

(日／1ヵ月)

工事期間 一月当たりの
稼働日数

(日／1ヵ月)

工事期間
日平均台数
（台／日）

ピーク時
建設機械
稼働台数

（台／日）

工事期間
日平均台数
（台／日）

ピーク時
建設機械
稼働台数

（台／日）

1 オリンピックスタジアム(国立霞ヶ丘競技場) 290,000 0 2,800 0 37,265 0 124 0 55 25 4 25 27 64 1 3
2 東京体育館 0 0 970 2,080 0 0 43 42 3 25 4 25 1 3 1 2
3 国立代々木競技場 0 2,800 3,800 2,800 0 360 169 56 3 25 4 25 8 18 6 14
4 日本武道館 1,005 0 4,600 400 129 0 204 8 21 25 4 25 1 2 2 5
5 皇居外苑 0 0 7,170 1,000 0 0 318 20 2 25 4 25 7 16 3 8
6 東京国際フォーラム 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - -

7 国技館 0 1,560 2,020 5,000 0 200 90 100 4 25 4 25 4 9 4 9
8 有明アリーナ 41,400 0 700 2,300 5,320 0 31 46 43 25 4 25 5 12 1 2
9 有明ＢＭＸコース 0 7,350 0 5,000 0 944 0 100 24 25 4 25 2 4 10 25

10 有明ベロドローム 0 25,000 0 5,000 0 3,213 0 100 24 25 4 25 6 13 33 78
11 有明体操競技場 0 29,100 1,600 12,000 0 3,739 71 240 24 25 4 25 7 16 41 96
12 有明テニスの森 17,760 0 1,850 4,500 2,282 0 82 90 21 25 4 25 5 11 2 4
13 お台場海浜公園 0 0 6,100 10,000 0 0 270 200 24 25 4 25 1 2 5 11
14 潮風公園 0 0 7,205 12,000 0 0 319 240 24 25 4 25 1 2 6 13

15～16 東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂ 0 0 14,770 19,000 0 0 655 380 15 25 4 25 3 7 10 24
17 大井ホッケー競技場 4,745 0 3,694 11,000 610 0 164 220 31 25 4 25 1 3 4 9
18 海の森クロスカントリーコース 0 1,635 7,620 0 0 210 338 0 24 25 4 25 1 2 5 13
19 海の森水上競技場 9,350 0 11,845 12,000 1,201 0 525 240 49 25 4 25 2 4 8 18
20 海の森マウンテンバイクコース 0 0 7,350 2,000 0 0 326 40 24 25 4 25 1 1 4 9
21 若洲オリンピックマリーナ 1,950 0 7,140 2,000 251 0 317 40 48 25 4 25 1 1 4 8
22 葛西臨海公園 845 0 7,235 12,000 109 0 321 240 31 25 4 25 1 2 6 13

23～24 夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ 84,470 0 1,500 2,990 10,854 0 67 60 35 25 4 25 13 30 1 3
25 夢の島公園 0 0 14,780 7,000 0 0 655 140 25 25 4 25 1 3 8 19
26 夢の島競技場 0 11,495 11,696 12,400 0 1,477 519 248 15 25 4 25 6 14 22 53

27～28
オリンピックアクアティクスセンター
ウォーターポロアリーナ

43,180 49,810 4,200 21,300 5,549 6,401 186 426 45 25 4 25 11 26 70 166

29 武蔵野の森総合スポーツ施設 0 0 0 1,400 0 0 0 28 39 25 4 25 0 0 0 1
30 東京スタジアム 0 0 1,600 0 0 0 71 0 3 25 4 25 1 2 1 2
31 武蔵野の森公園 0 0 6,941 1,000 0 0 308 20 3 25 4 25 4 10 3 8
32 陸上自衛隊朝霞訓練場 0 11,295 5,500 7,600 0 1,451 244 152 14 25 4 25 5 12 18 44
33 霞ヶ関カンツリークラブ 0 0 5,180 1,000 0 0 230 20 3 25 4 25 3 8 2 6
34 札幌ドーム 0 0 2,390 0 0 0 106 0 3 25 4 25 1 3 1 3
35 宮城スタジアム 0 0 1,200 0 0 0 53 0 3 25 4 25 1 2 1 1
36 埼玉スタジアム2002 0 0 4,490 0 0 0 199 0 3 25 4 25 3 6 2 5
37 横浜国際総合競技場 0 0 3,510 0 0 0 156 0 3 25 4 25 2 5 2 4
OV 選手村 368,315 13,000 109,730 0 47,328 1,671 4,864 0 43 25 13 25 50 119 20 48

IBC/MPC 東京ビッグサイト(IBC/MPC) 45,700 0 0 0 5,872 0 0 0 24 25 - - 10 23 - -

開催前 開催後
（仮設撤去）

建設機械稼働台数

仮設数 仮設

工事期間及び稼働日数建設機械稼働台数　工事期間中
延べ稼働台数（台）

会場
Ｎｏ

会場名

工事対象構造物

の延床面積（m
2
)

開催後
（仮設撤去）

恒設 開催前恒設
延床面積

仮設
延床面積

 

注：会場 No.は、表 1-3-37（p1-85～1-86）に示す会場 No.に準ずる。 
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2)  競技の実施（開催中）、後利用（開催後）による影響の予測方法 

①  駐車場の利用及び熱源施設の供用に伴う影響 

オ各会場の供用（競技の実施、後利用）に伴う騒音による影響の程度について、現段階

においては各競技会場における詳細な施設計画が固まっていないことから、東京都等の条

例に基づいて環境影響評価を実施した事業の規模、予測評価の結果等を参考として、競技

の実施（開催中）及び後利用時（開催後）における影響の予測評価を行った。 

 

(ｲ) 予測評価の内容 

各会場における施設の供用（競技の実施及び後利用）に伴う騒音による影響の程度につ

いての予測評価の内容は、表 5-8-15 に示すとおりである。 

 

表 5-8-15  予測評価の内容（競技の実施、後利用） 

予測項目 予測する事項 予測評価の内容 

環境騒音 各会場の駐車場の利

用に伴う騒音レベル 

駐車場の利用が 大となる時の敷地

境界における騒音レベル 

各会場の熱源等施設

の供用に伴う騒音レ

ベル 

熱源等施設の供用に伴う敷地境界に

おける騒音レベル 

 

 

(ﾛ) 駐車場の利用に伴う影響の予想方法 

各会場における駐車場の利用に伴って発生する騒音の程度について予測を行った。 

予測は、既存事例における１日当たりの駐車場利用台数と騒音レベルの関係式等と各会

場で想定した１日当たりの駐車場利用台数から予測することとした。 

予測手順は、図 5-8-10 に示すとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-8-10  駐車場の利用に伴う騒音レベルの予測手順 

 

駐車場の供用に伴う騒音レベルの予測 

＜事業計画（想定）＞ 

・１日当たりの駐車場利用台数 

敷地境界における騒音レベルを予測 

既存事例による 

駐車場利用台数と騒音

レベルの関係 
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(a)  駐車場利用台数と騒音レベルの関係 

会場における駐車場の利用に伴う騒音レベルは、既存事例における駐車場利用台数と敷

地境界における騒音レベル（ 大値）の関係を用いて予測することとした。 

なお、この検討においては各会場の駐車場の規模等を想定した上で、表 5-8-5(p5-8-10

～5-8-15)に示す事例のうち、駐車場利用台数と騒音レベルの関係が記載されている７事例

を対象として整理した。 

 

既存事例における１日当たりの駐車場利用台数と敷地境界における騒音レベル（ 大値）

の関係について整理した結果は、表 5-8-16 及び図 5-8-11 に示すとおりである。 

この結果から得られた関係式（式７）を用いて、各会場における駐車場の利用に伴う騒

音レベルを想定した。 

 

表 5-8-16  駐車場利用台数と騒音レベルの関係 

事例 

番号 

１日当たり 

駐車場利用台数

（台／日） 

敷地境界における

大騒音レベル 

（dB） 

Ｉ 4,414 49

Ｊ 6,300 54.3

Ｌ 9,140 54.9

Ｍ 6,795 43

Ｑ 5,090 57

Ｒ 5,750 53

Ｓ 4,787 42
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図 5-8-11  駐車場利用台数と騒音レベルの関係 

敷地境界における最大騒音レベル(dB) 

＝0.001 ×［駐車場利用台数(台/日)］＋ 44.532     式７ 
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(ﾊ) 熱源施設の供用と騒音レベルの関係 

各会場における熱源等施設の供用（稼働）に伴って発生する騒音の程度について予測を

行った。 

予測は、既存事例における熱源等施設台数と騒音レベルの関係式等と各会場で想定した

熱源等施設台数から予測することとした。 

予測手順は、図 5-8-12 に示すとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-8-12  熱源等施設の稼働に伴う騒音レベルの予測手順 

 

 

(a)  熱源施設台数と騒音レベルの関係 

各会場における熱源等施設の供用に伴う騒音レベルは、既存事例における熱源等施設台

数と敷地境界における騒音レベル（ 大値）の関係を用いて予測することとした。 

なお、この検討においては各会場の規模等を想定した上で、表 5-8-5(p5-8-10～5-8-15)

に示す事例のうち、熱源施設台数と騒音レベルの関係が記載されている 10 事例を対象とし

て整理した。 

 

既存事例における、熱源等施設からの騒音源の数と敷地境界における騒音レベル（ 大

値）の関係は、表 5-8-17(p5-8-36)及び図 5-8-13(p5-8-36)に示すとおりである。 

この結果から得られた関係式（式８）を用いて、各会場における熱源等施設の供用に伴

う騒音レベルを想定した。 

熱源施設の供用に伴う騒音レベルの予測 

＜事業計画（想定）＞ 

・熱源施設の数 

敷地境界における騒音レベルを予測 

既存事例による 

施設台数と騒音レベルの

関係 
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表 5-8-17  熱源等施設等台数と騒音レベルの関係 

事例 

番号 

熱源等施設台数 

（台） 

敷地境界における 

大騒音レベル 

（dB） 

Ｉ 3 21 

Ｋ 4 24 

Ｒ 87 39 

Ｓ 85 44 

Ｕ 48 48 

Ｖ 8 49 

Ｗ 12 41 

Ｙ 15 41 

AB 16 49 

AE 164 59 

注）1.熱源等施設台数は、冷却塔、空調機、給排気口などの騒音源の数を示す。 

2.各事例における熱源等施設の稼働時間は 24 時間を想定する。 
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図 5-8-13  熱源等施設の稼働に伴う騒音レベルの予測手順 

 

敷地境界における最大騒音レベル(dB) 

＝0.129 ×［熱源等施設台数(台/日)］＋ 35.827     式８ 
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(ﾆ) 予測のための条件設定（競技の実施、後利用） 

(a)  １日当たりの駐車場利用台数（ 大値）の設定 

駐車場の台数は、各会場の計画値を基に、１日当たりの駐車場利用率を考慮して設定し

た。各会場の利用率は、いずれの場合においても競技実施中のみ利用されるものと想定し

て、１日 大利用率を 100％と設定した。 

各会場の１日当たりの駐車場利用台数は、表 5-8-18(p5-8-38)に示すとおりである。 

 

(b)  熱源等施設台数及び１日当たりの稼働時間の設定 

熱源等施設の施設台数及び稼働時間の設定は、各会場のうち新設や改築によって大規模

な恒久施設の建設を伴うオリンピックスタジアム（国立霞ヶ丘競技場）、有明アリーナ、大

井ホッケー競技場、海の森水上競技場、若洲オリンピックマリーナ、葛西臨海公園、夢の

島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ、夢の島公園、オリンピックアクアティクスセンター、

ウォーターポロアリーナ、武蔵野の森総合スポーツ施設、選手村、東京ビッグサイト

(IBC/MPC)の 14 会場を対象として行い、その他の会場については新たな熱源等施設の設置

はないものとした。 

対象とした会場における熱源等施設台数は、いずれの会場においても既存事例のうちの

大値である 164 台とし、１日当たりの稼働時間は、 も負荷が大きい場合を想定してい

ずれの会場においても 24 時間稼働とした。 

対象とする会場における熱源等施設の台数は、表 5-8-18(p5-8-38)に示すとおりである。 

 

 

 

 
○駐車場の利用に伴う騒音レベルの算定方法 

敷地境界における最大騒音レベル(dB) 

＝0.001 ×［駐車場利用台数(台/日)］＋ 44.532           式７ 
 

○熱源等施設の稼働に伴う騒音レベルの算定方法 

敷地境界における最大騒音レベル(dB) 

＝0.129 ×［熱源等施設台数(台/日)］＋ 35.827           式８ 
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表 5-8-18  １日当たりの駐車場利用台数及び熱源施設台数・稼働時間の設定結果 

既存台数
（台）

開催時の
増設台数
（恒設）
（台）

開催時の
増設台数
（仮設）
（台）

開催後の
増設台数
 （恒設）

（台）

開催時
利用台数

（台）

後利用時
利用台数

　（台）

設置台数
（台）

1日当りの
稼働時間

（ｈ）

1 オリンピックスタジアム(国立霞ヶ丘競技場) B 94 667 - 59 761 820 164 24

2 東京体育館 E 66 - 112 - 178 - - -

3 国立代々木競技場 E 58 - 120 - 178 - - -

4 日本武道館 D 567 - - - 178 - - -

5 皇居外苑 C 0 - 458 - 458 - - -

6 東京国際フォーラム E 420 - - - 178 - - -

7 国技館 E 91 - 82 - 173 - - -

8 有明アリーナ A 0 140 119 - 259 140 164 24

9 有明ＢＭＸコース C 0 - 366 - 366 - - -

10 有明ベロドローム C 0 - 366 - 366 - - -

11 有明体操競技場 C 0 - 255 - 255 - - -

12 有明テニスの森 D 320 - - - 304 320 164 24

13 お台場海浜公園 C 345 - - - 305 - - -

14 潮風公園 C 408 - - - 249 - - -

15～16 東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂ E 3,168 - - - 356 - - -

17 大井ホッケー競技場 A 290 - - - 183 290 164 24

18 海の森クロスカントリーコース C 0 - 514 - 514 - - -

19 海の森水上競技場 A 0 - 544 - 544 0 164 24

20 海の森マウンテンバイクコース C 0 - 323 - 323 - - -

21 若洲オリンピックマリーナ A 300 - 123 - 423 300 164 24

22 葛西臨海公園 A 2,700 - - - 193 2,700 164 24

23～24 夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ A 455 - - - 433 455 164 24

25 夢の島公園 A 455 - - - 193 455 164 24

26 夢の島競技場 E 280 - - - 534 - - -

27～28
オリンピックアクアティクスセンター
ウォーターポロアリーナ

A 125 - 200 - 325 125 164 24

29 武蔵野の森総合スポーツ施設 B 0 - 208 - 208 0 164 24

30 東京スタジアム E 900 - - - 233 - - -

31 武蔵野の森公園 C 309 - 207 - 516 - - -

32 陸上自衛隊朝霞訓練場 C 0 - 173 - 173 - - -

33 霞ヶ関カンツリークラブ E 617 - - - 249 - - -

34 札幌ドーム E 1,591 - - - 223 - - -

35 宮城スタジアム E 5,379 - - - 223 - - -

36 埼玉スタジアム2002 E 1,460 - - - 223 - - -

37 横浜国際総合競技場 E 718 - - - 223 - - -

OV 選手村 A 0 1,120 - 280 1,120 1,400 164 24

IBC/MPC 東京ビッグサイト(IBC/MPC) D 3,168 - - - 1,346 3,168 164 24

会場
Ｎｏ

会場名

会
場
類
型

熱源施設駐車場利用台数駐車場台数

 

 
注 1：会場 No.は、表 1-3-37（p1-85～1-86）に示す会場 No.に準ずる。 

注 2：開催時の利用台数は、既存の駐車場台数に開催時の増設台数（仮設又は恒設）を考慮して算出した。 

注 3：後利用時の利用台数は、恒久会場または既存会場（改修あり）を対象に、既存の駐車場台数に開催時及び開催後

の増設台数（恒設）を考慮して算出した。また、日本武道館は既存会場（改修あり）であるが、恒設部分の施設

利用は想定されないため、「－」として示した。 

注 4：開催時の利用台数は、大会関係者専用の利用台数である。観客やスタッフについては 100％公共交通機関を利用

する計画となっているため、利用台数が既存の駐車場台数を下回っている会場がある。 
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②  歓声や声援等による影響 

競技の実施の際に、各会場における歓声や声援等に伴って発生する騒音による影響につ

いて、競技の形態(屋内/屋外)、騒音の継続時間、周辺の土地利用状況等を踏まえて予測し

た。また、観客やスタッフの移動に伴い発生する騒音による影響について、観客やスタッ

フの移動手段、移動経路等を踏まえて予測した。 

 

(3) 予測評価の結果 

1)  開催前（工事の実施による影響） 

①  一次評価 

工事の実施に伴って発生する騒音による影響の程度について、騒音の発生要因となるよ

うな工事を実施しない東京国際フォーラムを除く 38 会場を対象として予測評価を行った。 

各会場における工事用車両の走行に伴う道路交通騒音レベル増加分の予測結果及び建設

機械の稼働に伴って発生する敷地境界におけるは騒音レベルの予測結果は表 

5-8-19(p5-8-40)に示すとおりである。 

ピーク時の工事用車両の走行に伴う道路交通騒音レベルの増加は、いずれの会場におい

ても２dB 以下であると予測した。 

また、建設機械の稼働に伴って発生する敷地境界におけるピーク時の騒音レベルは、各

会場 80dB 未満であると予測した。 

これらの騒音レベルの変化が、周辺の生活環境に大きな影響を及ぼすことはないと考え

られるものの、工事の実施に伴って一時的ではあるが、新たな騒音が発生すると予測した。 

したがって、各会場の評価結果は、いずれも「－１」とした。 
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表 5-8-19  工事の実施に伴って発生する騒音レベル予測結果  

予測条件
騒音レベル
予測結果

騒音レベル
予測結果

ピーク時
工事用

車両台数
（台／日）

ピーク時
道路交通騒音
レベル増加分

（dB)

ピーク時
建設機械
稼働台数

（台／日）

ピーク時
敷地境界における

騒音レベル
推定値
（dB）

ピーク時
敷地境界における

騒音レベル
予測値
（dB)

1 オリンピックスタジアム(国立霞ヶ丘競技場) 750 2以下 64 71.6 72

2 東京体育館 2 2以下 3 61.6 68

3 国立代々木競技場 138 2以下 18 67.1 70

4 日本武道館 8 2以下 2 64.6 69

5 皇居外苑 13 2以下 16 65.8 69

6 東京国際フォーラム 0 － 0 － －

7 国技館 59 2以下 9 70.9 72

8 有明アリーナ 137 2以下 12 68.8 71

9 有明ＢＭＸコース 44 2以下 4 60.2 67

10 有明ベロドローム 148 2以下 13 65.2 69

11 有明体操競技場 173 2以下 16 66.2 70

12 有明テニスの森 121 2以下 11 62.3 68

13 お台場海浜公園 1 2以下 2 57.9 66

14 潮風公園 2 2以下 2 55.7 65

15～16 東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂ 5 2以下 6 58.2 66

17 大井ホッケー競技場 23 2以下 3 54.3 64

18 海の森クロスカントリーコース 11 2以下 2 47.9 62

19 海の森水上競技場 28 2以下 4 55.1 65

20 海の森マウンテンバイクコース 1 2以下 1 47.5 62

21 若洲オリンピックマリーナ 6 2以下 1 58.9 66

22 葛西臨海公園 5 2以下 2 48.1 62

23～24 夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ 344 2以下 30 63.4 68

25 夢の島公園 2 2以下 3 53.5 64

26 夢の島競技場 113 2以下 14 62.0 68

27～28
オリンピックアクアティクスセンター
ウォーターポロアリーナ

295 2以下 27 67.3 70

29 武蔵野の森総合スポーツ施設 0 － 0 － －

30 東京スタジアム 2 2以下 2 55.0 65

31 武蔵野の森公園 8 2以下 10 58.8 66

32 陸上自衛隊朝霞訓練場 117 2以下 12 61.2 67

33 霞ヶ関カンツリークラブ 6 2以下 8 51.6 63

34 札幌ドーム 3 2以下 3 54.4 65

35 宮城スタジアム 1 2以下 2 45.3 61

36 埼玉スタジアム2002 5 2以下 6 57.2 66

37 横浜国際総合競技場 4 2以下 5 58.8 66

OV 選手村 1,270 2以下 119 68.3 70

IBC/MPC 東京ビッグサイト(IBC/MPC) 271 2以下 23 63.8 69

会場
Ｎｏ

会場名

工事用車両

予測条件

建設機械

 

注：会場 No.は、表 1-3-37（p1-85～1-86）に示す会場 No.に準ずる。 
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②  ミティゲーション 

一次評価の結果をふまえ、各会場において、工事の実施に伴って発生する騒音レベルの

低減を目的として想定したミティゲーションの内容は、表 5-8-20 に示すとおりである。 

 

表 5-8-20  工事に伴う騒音の低減に関して想定したミティゲーションの内容 

対 象 ミティゲーションの内容 

全会場 ・ 工事の実施に際しては可能な限り、 新の低騒音型建設機械を

使用する等、 新技術の導入により工事に伴う騒音の低減を図

る。 

・ 工事用車両に対して規制速度の遵守、走行ルートの限定、安全

走行、過積載の防止等を指導し、道路交通騒音及び振動の低減

を図る。 

・ 待機中の工事用車両はアイドリングストップを厳守し、不必要

な空ぶかしを行わない。 

・ 適切な工事工程管理並びに建設機械の稼働時間の調整を行う

等、建設機械の稼働が一時的に集中しないように配慮する。 

・ 各会場において近隣に他の会場が密集する場合には、「防音」対

策を実施することで、周辺の会場に対する騒音による影響を低

減する。 

・ 複数の会場について工事期間が重複する場合には、工事用車両

の走行時間及び経路等の観点から交通量を分散させることで、

工事用車両の走行に伴う騒音を低減する。 

 

③  二次評価 

一次評価の結果によると各会場において、工事の実施に伴って騒音の発生が予測された

ことから評価は「－１」であったが、各会場とも工事用車両の走行に伴う道路交通騒音レ

ベルの増加分は小さく、また、建設機械の稼働に伴う敷地境界での騒音レベルも東京都環

境確保条例に基づく勧告基準（80dB）を満足していること、さらに工事の実施の際には、

騒音の低減を目的として想定したミティゲーションの実施により、会場周辺の生活環境に

影響を及ぼすことのない程度の騒音レベルが維持されるものと予測した。 

したがって、各会場の評価結果は、いずれも「０」とした。 
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2)  開催中（競技の実施による影響） 

①  一次評価 

各会場において競技を実施する際の駐車場の利用及び熱源施設の供用に伴って発生する

騒音による周辺の生活環境への影響の程度、さらに、各会場における歓声や声援（応援）

等により発生する騒音による影響の程度について、すべての会場を対象として予測評価を

行った。 

 

(ｲ) 駐車場の利用及び熱源施設の供用による影響 

各会場における駐車場の利用及び熱源等施設の供用に伴って発生する騒音レベルの予測

結果は、表 5-8-21(p5-8-43)に示すとおりである。 

駐車場の利用に伴って発生する騒音レベルは 44.7～45.9dB であり、熱源等施設の供用に

伴って発生する騒音レベルはいずれの施設においても 57.0dB である。予測結果は敷地境界

線における騒音レベルであり、会場周辺の住宅地等の保全対象施設までの距離を考慮する

と、駐車場の利用に伴う騒音、熱源等施設の供用に伴う騒音のいずれも住居系地域の昼間

(6～22 時)に適用される環境基準 55dB を満足できるレベルであると予測した。 

なお、駐車場は大会関係者専用であり、観客やスタッフについては 100％公共交通機関

を使って移動する計画であることから、競技の観戦を目的とした自動車交通量の増加に伴

って発生する騒音が会場周辺の生活環境に影響を及ぼすことはない。 

したがって、各会場の評価結果は、いずれも「０」とした。 

 

(ﾛ) 歓声や声援等による影響 

競技の実施の際に、各会場における歓声や声援等に伴って発生する騒音による影響につ

いて予測評価した結果は、表 5-8-22(p5-8-44)に示すとおりである。 

また、競技の観戦を目的とした観客やスタッフについては 100％公共交通機関を使って

移動する計画であることから、各会場近傍の駅から会場までの道のりにおいて観客等が集

中し、話し声や声援、鳴り物、拡声器等の騒音の発生、テレビ局、警察、消防等における

ヘリコプターによる騒音の発生が想定されるものの、その影響は一時的なものであり、会

場周辺の生活環境に影響を及ぼすものではないと予測した。 

以上のことより、各会場の評価結果は、いずれも「０」とした。 
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表 5-8-21  開催中における競技の実施に伴って発生する騒音レベル予測結果 

駐車場利用
状況

駐車場利用 設備稼働

敷地境界 大騒音
レベル(dB)

敷地境界 大騒音
レベル(dB)

1 オリンピックスタジアム(国立霞ヶ丘競技場) 761 164 24 45.3 57.0

2 東京体育館 178 - - 44.7 -

3 国立代々木競技場 178 - - 44.7 -

4 日本武道館 178 - - 44.7 -

5 皇居外苑 458 - - 45.0 -

6 東京国際フォーラム 178 - - 44.7 -

7 国技館 173 - - 44.7 -

8 有明アリーナ 259 164 24 44.8 57.0

9 有明ＢＭＸコース 366 - - 44.9 -

10 有明ベロドローム 366 - - 44.9 -

11 有明体操競技場 255 - - 44.8 -

12 有明テニスの森 304 164 24 44.8 57.0

13 お台場海浜公園 305 - - 44.8 -

14 潮風公園 249 - - 44.8 -

15～16 東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂ 356 - - 44.9 -

17 大井ホッケー競技場 183 164 24 44.7 57.0

18 海の森クロスカントリーコース 514 - - 45.0 -

19 海の森水上競技場 544 164 24 45.1 57.0

20 海の森マウンテンバイクコース 323 - - 44.9 -

21 若洲オリンピックマリーナ 423 164 24 45.0 57.0

22 葛西臨海公園 193 164 24 44.7 57.0

23～24 夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ 433 164 24 45.0 57.0

25 夢の島公園 193 164 24 44.7 57.0

26 夢の島競技場 534 - - 45.1 -

27～28
オリンピックアクアティクスセンター
ウォーターポロアリーナ

325 164 24 44.9 57.0

29 武蔵野の森総合スポーツ施設 208 164 24 44.7 57.0

30 東京スタジアム 233 - - 44.8 -

31 武蔵野の森公園 516 - - 45.0 -

32 陸上自衛隊朝霞訓練場 173 - - 44.7 -

33 霞ヶ関カンツリークラブ 249 - - 44.8 -

34 札幌ドーム 223 - - 44.8 -

35 宮城スタジアム 223 - - 44.8 -

36 埼玉スタジアム2002 223 - - 44.8 -

37 横浜国際総合競技場 223 - - 44.8 -

OV 選手村 1,120 164 24 45.7 57.0

IBC/MPC 東京ビッグサイト(IBC/MPC) 1,346 164 24 45.9 57.0

騒音レベル予測結果熱源施設

会場
Ｎｏ

会場名 1日当りの
稼働時間

（ｈ）

設置台数
（台）

開催時駐車場
利用台数
（台/日）

 

 注：会場 No.は、表 1-3-37（p1-85～1-86）に示す会場 No.に準ずる。 
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表 5-8-22  歓声や声援による騒音影響の予測評価結果 

会場

No 
会場名 

評価結果 

(一次評価)
予測評価 

1 オリンピックスタジアム

（国立霞ヶ丘競技場） 

０ 

開会式、閉会式及びサッカー（決勝）の競技実施時

に、歓声による騒音の影響が想定されるが、これらの

影響は一時的なものであり、周辺地域の生活環境に影

響を及ぼすものではないと予測した。 

したがって、評価結果は「０」とした。 

8 

27～

28 

有明アリーナ 

オリンピックアクアティ

クスセンター 

ウォーターポロアリーナ 
０ 

これらの３会場は、新しく建設する施設ではある

が、屋内競技（バレーボール、水泳）の実施会場とな

ることから、競技の実施の際、歓声や声援が会場の外

部に漏れ、周辺地域の生活環境に影響を及ぼすことは

ないものと予測した。 

したがって、評価結果は「０」とした。 

17 

19 

21 

 

22 

23～

24 

25 

大井ホッケー競技場 

海の森水上競技場 

若洲オリンピックマリー

ナ 

葛西臨海公園 

夢の島ユース・プラザ・ア

リーナＡ、Ｂ 

夢の島公園 

０ 

これらの７会場は、臨海部の埋立地や海上、公園内

に新設される会場であり、会場の周辺には、騒音の発

生により生活環境に影響が及ぶような居住地等は存

在しないことから、影響はないものと予測した。 

したがって、各会場の評価結果は、いずれも「０」

とした。 

OV 選手村 

０ 

選手村の各施設の利用形態として、競技の開催中の

選手等の生活の場となることから、周辺地域の生活環

境に影響を及ぼすような騒音の発生はないものと予

測した。 

したがって、評価結果は「０」とした。 

IBC 

/MPC 

東京ビッグサイト 

(IBC/MPC) 

０ 

IBC/MPC の各施設の利用形態は、競技の開催中に報

道関係者等が利用する専用の施設であり、周辺地域の

生活環境に影響を及ぼすような騒音の発生はないも

のと予測した。 

したがって、評価結果は「０」とした。 

 その他の 26 会場 

０ 

その他の会場については、既存施設を改築、改修し

て使用することから、現状においても、競技会場やイ

ベント会場として利用されており、歓声や声援よる騒

音の発生は現況と同じレベルであると予測した。 

さらに、屋内競技を実施する会場の場合において

は、歓声等が会場の外に漏れ、周辺地域の生活環境に

影響を及ぼすことはないものと予測した。 

また、仮設施設で競技を実施する会場においても、

競技の実施の際の歓声や声援等による騒音は競技の

開催中の一時的なものであり、会場周辺地域の生活環

境に影響を及ぼすものではないと予測した。 

したがって、各会場の評価結果は、いずれも「０」

とした。 

 注：会場 No.は、表 1-3-37（p1-85～1-86）に示す会場 No.に準ずる。 



 5-8-45

 

(ﾊ) まとめ 

上記の検討結果を併せて検討した各会場の評価結果は、いずれも「０」とした。 

 

②  ミティゲーション 

一次評価の結果、いずれの会場においても、競技の実施の際の施設の利用に伴って発生

する騒音や、歓声や声援等に伴って発生する騒音が各会場周辺地域の生活環境に影響を及

ぼすことはないと予測した。 

したがって、現時点でミティゲーションは想定していないが、実施段階における計画の

具体化に併せ、拡声器の音量調整や鳴り物を控える、関係車両やヘリコプター台数の 小

化、深夜時間帯における音の大きさの規制等の対応が考えられ、騒音低減の対策等につい

て検討を行う。 

 

③  二次評価 

一次評価の結果、各会場における駐車場の利用、熱源施設の供用に伴って発生する騒音、

歓声や声援等に伴って発生する騒音は周辺環境に影響を及ぼす程度のものではないと予測

されたことから、現時点でミティゲーションは想定していない。 

したがって、各会場の評価結果は一次評価と同様、いずれも「０」とした。 

 

 

3)  開催後（工事の実施による影響） 

①  一次評価 

仮設撤去に係る工事の実施に伴って発生する騒音による影響の程度について、仮設撤去

の工事を行わない東京国際フォーラム、武蔵野の森総合スポーツ施設、東京ビックサイト

（IBC/MPC）を除く 36 会場を対象として予測評価を行った。 

仮設撤去工事に伴う工事用車両の走行及び建設機械の稼働に伴って発生する騒音レベル

の予測結果は、表 5-8-23(p5-8-46)に示すとおりである。 

ピーク時の工事用車両の走行に伴う道路交通騒音レベルの増加は、いずれの会場におい

ても２dB 以下であると予測した。 

また、建設機械の稼働に伴って発生する敷地境界におけるピーク時の騒音レベルは、各

会場とも 80dB 未満であると予測した。 

これらの騒音レベルの変化が、周辺の生活環境に大きな影響を及ぼすことはないと考え

られるものの、工事の実施に伴って一時的ではあるが、新たな騒音の発生を予測した。 

したがって、各会場の評価結果は、いずれも「－１」とした。 
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表 5-8-23  仮設撤去工事の実施に伴って発生する騒音レベル予測結果 

予測条件
騒音レベル
予測結果

騒音レベル
予測結果

ピーク時
工事用

車両台数
（台／日）

ピーク時
道路交通騒音
レベル増加分

（dB)

ピーク時
建設機械
稼働台数

（台／日）

ピーク時
敷地境界における

騒音レベル
推定値
（dB）

ピーク時
敷地境界における

騒音レベル
予測値
（dB)

1 オリンピックスタジアム(国立霞ヶ丘競技場) 2 2以下 3 58.2 66

2 東京体育館 2 2以下 2 60.4 67

3 国立代々木競技場 104 2以下 14 65.8 69

4 日本武道館 4 2以下 5 69.7 71

5 皇居外苑 6 2以下 8 62.8 68

6 東京国際フォーラム 0 － 0 － －

7 国技館 59 2以下 9 71.0 72

8 有明アリーナ 1 2以下 2 60.7 67

9 有明ＢＭＸコース 263 2以下 25 67.9 70

10 有明ベロドローム 891 2以下 78 73.0 72

11 有明体操競技場 1,041 2以下 96 74.0 73

12 有明テニスの森 3 2以下 4 58.0 66

13 お台場海浜公園 9 2以下 11 65.7 69

14 潮風公園 10 2以下 13 63.3 68

15～16 東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂ 19 2以下 24 64.0 69

17 大井ホッケー競技場 7 2以下 9 59.1 67

18 海の森クロスカントリーコース 64 2以下 13 55.7 65

19 海の森水上競技場 14 2以下 18 62.0 68

20 海の森マウンテンバイクコース 7 2以下 9 55.3 65

21 若洲オリンピックマリーナ 7 2以下 8 67.4 70

22 葛西臨海公園 10 2以下 13 56.2 65

23～24 夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ 2 2以下 3 53.4 64

25 夢の島公園 15 2以下 19 61.4 68

26 夢の島競技場 423 2以下 53 67.7 70

27～28
オリンピックアクアティクスセンター
ウォーターポロアリーナ

1,783 2以下 166 75.3 73

29 武蔵野の森総合スポーツ施設 1 － 1 － －

30 東京スタジアム 1 2以下 2 53.8 64

31 武蔵野の森公園 6 2以下 8 57.5 66

32 陸上自衛隊朝霞訓練場 409 2以下 44 66.7 70

33 霞ヶ関カンツリークラブ 5 2以下 6 50.4 63

34 札幌ドーム 2 2以下 3 53.2 64

35 宮城スタジアム 1 2以下 1 44.1 60

36 埼玉スタジアム2002 4 2以下 5 56.0 65

37 横浜国際総合競技場 3 2以下 4 57.5 66

OV 選手村 170 2以下 48 64.3 69

IBC/MPC 東京ビッグサイト(IBC/MPC) 0 － 0 － －

会場
Ｎｏ

会場名

工事用車両 建設機械

予測条件

 

注：会場 No.は、表 1-3-37（p1-85～1-86）に示す会場 No.に準ずる。 
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②  ミティゲーション 

一次評価の結果をふまえ、各会場における仮設撤去工事の実施に伴って発生する騒音レ

ベルの低減を目的として想定したミティゲーションの内容は、表 5-8-24 に示すとおりで

ある。 

 

表 5-8-24  工事に伴う騒音の低減に関して想定したミティゲーションの内容 

対 象 ミティゲーションの内容 

全会場 ・ 工事の実施に際しては可能な限り、 新の低騒音型建設機械を

使用する等、 新技術の導入により工事に伴う騒音の低減を図

る。 

・ 工事用車両に対して規制速度の遵守、走行ルートの限定、安全

走行、過積載の防止等を指導し、道路交通騒音及び振動の低減

を図る。 

・ 待機中の工事用車両はアイドリングストップを厳守し、不必要

な空ぶかしを行わない。 

・ 適切な工事工程管理並びに建設機械の稼働時間の調整を行う

等、建設機械の稼働が一時的に集中しないように配慮する。 

・ 各会場において近隣に他の会場が密集する場合には、「防音」対

策を実施することで、周辺の会場に対する騒音による影響を低

減する。 

 

 

③  二次評価 

一次評価の結果によると各会場において、仮設撤去工事の実施に伴って騒音の発生が予

測されたことから評価は「－１」であったが、各会場とも工事用車両の走行に伴う道路交

通騒音レベルの増加分は小さく、また、建設機械の稼働に伴う敷地境界での騒音レベルも

東京都環境確保条例に基づく勧告基準（80dB）を満足していること、さらに仮設撤去工事

の実施の際には、騒音の低減を目的として想定したミティゲーションの実施により、会場

周辺の生活環境に影響を及ぼすことのない程度の騒音レベルが維持されるものと予測した。 

したがって、各会場の評価結果は、いずれも「０」とした。 
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4)  開催後（後利用による影響） 

①  一次評価 

各会場の後利用について、競技やイベント等の開催時の駐車場の利用及び熱源施設の供

用に伴う騒音による影響の程度について、開催前に恒久施設を建設し開催後も同施設を利

用するオリンピックスタジアム（国立霞ヶ丘競技場）、有明アリーナ、有明テニスの森、大

井ホッケー競技場、海の森水上競技場、若洲オリンピックマリーナ、葛西臨海公園、夢の

島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ、夢の島公園、オリンピックアクアティクスセンター、

ウォーターポロアリーナ、武蔵野の森総合スポーツ施設、選手村、東京ビッグサイト

(IBC/MPC)の 15 会場を対象として予測評価を行った。 

また、海の森水上競技場は、利用者用駐車場の整備は現時点では行わない計画であるこ

とから「(ｲ)駐車場の利用及び熱源施設の供用における影響」については予測評価の対象外

とした。日本武道館については、新たに建設した恒久施設がイベント開催会場等として一

般利用されることは想定していないため予測評価の対象外とした。 

 

(ｲ) 駐車場の利用及び熱源施設の供用による影響 

恒久施設である会場のうち 13 会場を対象として行った、駐車場の利用及び熱源施設の供

用に伴う騒音レベルの予測結果は、表 5-8-25 に示すとおりである。 

駐車場の利用に伴って発生する騒音レベルは、44.5～49.9dB（平均 45.3dB）の範囲であ

り、熱源等施設の供用に伴って発生する騒音レベルは、いずれも 57.0dB であると予測した。

以上のことから、駐車場の利用及び熱源等施設の供用に伴って発生する騒音はいずれも環

境基準を満足するレベルであると予測した。 

なお、オリンピックスタジアム（国立霞ヶ丘競技場）及び選手村は新たに大規模な駐車

場を整備することから、その台数に相当する交通量が増加し、それに伴う騒音による影響

が想定されるが、増加する交通量は周辺道路の交通量に比べて少ないこと、オリンピック

スタジアム（国立霞ヶ丘競技場）はイベント開催時に限られること、選手村は住宅として

利用され、公共交通機関の利便性も良く、平日における車の使用頻度もそれほど高くない

ものと想定されることから、会場周辺の生活環境に与える影響は小さいものと予測した。 

したがって、各会場の評価結果は、いずれも「０」とした。 
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表 5-8-25  開催後における施設の供用に伴って発生する騒音レベル予測結果 

駐車場
利用台数

駐車場利用 設備稼働

敷地境界
大騒音

レベル
(dB)

敷地境界
大騒音

レベル
(dB)

1 オリンピックスタジアム(国立霞ヶ丘競技場) B 94 667 59 820 164 24 45.4 57.0

2 東京体育館 E 66 - - - - - 44.6 -

3 国立代々木競技場 E 58 - - - - - 44.6 -

4 日本武道館 D 567 - - - - - 45.1 -

5 皇居外苑 C 0 - - - - - 44.5 -

6 東京国際フォーラム E 420 - - - - - 45.0 -

7 国技館 E 91 - - - - - 44.6 -

8 有明アリーナ A 0 140 - 140 164 24 44.7 57.0

9 有明ＢＭＸコース C 0 - - - - - 44.5 -

10 有明ベロドローム C 0 - - - - - 44.5 -

11 有明体操競技場 C 0 - - - - - 44.5 -

12 有明テニスの森 D 320 - - 320 164 24 44.9 57.0

13 お台場海浜公園 C 345 - - - - - 44.9 -

14 潮風公園 C 408 - - - - - 44.9 -

15～16 東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂ E 3,168 - - - - - 47.7 -

17 大井ホッケー競技場 A 290 - - 290 164 24 44.8 57.0

18 海の森クロスカントリーコース C 0 - - - - - 44.5 -

19 海の森水上競技場 A 0 - - 0 164 24 44.5 57.0

20 海の森マウンテンバイクコース C 0 - - - - - 44.5 -

21 若洲オリンピックマリーナ A 300 - - 300 164 24 44.8 57.0

22 葛西臨海公園 A 2,700 - - 2,700 164 24 47.2 57.0

23～24 夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ A 455 - - 455 164 24 45.0 57.0

25 夢の島公園 A 455 - - 455 164 24 45.0 57.0

26 夢の島競技場 E 280 - - - - - 44.8 -

27～28
オリンピックアクアティクスセンター
ウォーターポロアリーナ

A 125 - - 125 164 24 44.7 57.0

29 武蔵野の森総合スポーツ施設 B 0 - - 0 164 24 44.5 57.0

30 東京スタジアム E 900 - - - - - 45.4 -

31 武蔵野の森公園 C 309 - - - - - 44.8 -

32 陸上自衛隊朝霞訓練場 C 0 - - - - - 44.5 -

33 霞ヶ関カンツリークラブ E 617 - - - - - 45.1 -

34 札幌ドーム E 1,591 - - - - - 46.1 -

35 宮城スタジアム E 5,379 - - - - - 49.9 -

36 埼玉スタジアム2002 E 1,460 - - - - - 46.0 -

37 横浜国際総合競技場 E 718 - - - - - 45.3 -

OV 選手村 A 0 1,120 280 1,400 164 24 45.9 57.0

IBC/MPC 東京ビッグサイト(IBC/MPC) D 3,168 - - 3,168 164 24 47.7 57.0

会場
Ｎｏ

会場名

会
場
類
型

騒音レベル予測結果熱源施設

設置台数
（台）

1日当りの
稼働時間

（ｈ）

後利用時
（台）

開催後の
増設台数
 （恒設）

（台）

既存台数
（台）

駐車場台数

開催時の
増設台数
 （恒設）

（台）

 
    

注 1：会場 No.は、表 1-3-37（p1-85～1-86）に示す会場 No.に準ずる。 

注 2：後利用時の利用台数は、恒久会場または既存会場（改修あり）を対象に、既存の駐車場台数に開催時

及び開催後の増設台数（恒設）を考慮して算出した。また、日本武道館は既存会場（改修あり）であ

るが、恒設部分の施設利用は想定されないため、「－」として示した。 
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(ﾛ) 歓声や声援等による影響 

競技の実施やイベントの開催時に、各会場における歓声や声援等に伴って発生する騒音

による影響について予測評価した結果は、表 5-8-26(p5-8-50～5-8-51)に示すとおりであ

る。 

なお、各会場におけるイベント開催時に、公共交通機関を利用して来場する観客等が会

場近傍の駅から会場までの道のりにおいて集中し、話し声や声援等の騒音が発生すること

も想定されるものの、その影響は一時的なものであり、会場周辺の生活環境に影響を及ぼ

すものではないと予測した。 

 

表 5-8-26(1)  歓声や声援による騒音影響の予測評価結果 

会場

No. 
会場名 

評価結果 

(一次評価)
予測評価 

1 オリンピックスタジアム

（国立霞ヶ丘競技場） 

－１ 

オリンピックスタジアム（国立霞ヶ丘競技場）は

新設の会場であり、競技の開催後においても、競技

会場やイベント会場として恒久的に利用されるこ

とから、競技等の開催時に歓声や声援による騒音が

発生する。これらの騒音はスタジアムを建設する前

から発生していたが、一時的ではあるが、継続的に

発生することから、周辺地域の生活環境に継続的な

影響を及ぼす可能性があるものと予測した。 

したがって、評価結果は「－１」とした。 

8 有明アリーナ 

０ 

開催後の後利用の形態としては、屋内競技や屋内

でのイベント会場等としての利用が想定され、イベ

ント等開催時の歓声や声援が、周辺地域の生活環境

に影響を及ぼすことはないものと予測した。 

したがって、評価結果は「０」とした。 

12 有明テニスの森 

０ 

開催後の後利用の形態としては、競技の開催中と

同様、テニスコートとして利用される。もともとテ

ニスを楽しむための公園であることから、開催後に

おいても利用形態に大きな違いはないことから、新

たに周辺地域の生活環境に影響を及ぼすことはな

いものと予測した。 

したがって、評価結果は「０」とした。 

17 大井ホッケー競技場 

０ 

後利用の形態としては、競技の開催中と同様、ホ

ッケー競技会場として利用される。野球場やその他

のグランド等がいくつも整備されスポーツ活動の

場として賑わう大井ふ頭中央海浜公園内の既存の

野球グランドを改修してつくられる施設であり、周

辺に住居等は存在していないことから、騒音の発生

により、新たに周辺地域の生活環境に影響を及ぼす

ことはないものと予測した。 

したがって、評価結果は「０」とした。 

19 海の森水上競技場 

０ 

開催後の後利用の形態としては、水辺のレクリエ

ーション施設として利用される。周辺には住居等も

存在していない地域であり、周辺の生活環境に影響

を及ぼすことはないものと予測した。 

したがって、評価結果は「０」とした。 

 注：会場 No.は、表 1-3-37（p1-85～1-86）に示す会場 No.に準ずる。 
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表 5-8-26(2)  歓声や声援による騒音影響の予測評価結果 

会場

No. 
会場名 

評価結果 

(一次評価)
予測評価 

21 若洲オリンピックマリー

ナ 

０ 

後利用の形態としては、競技の開催中と同様、マ

リーナとして利用される。海に面した若洲海浜公園

内の施設であり、周辺には住居等は存在していない

ことから、新たに周辺地域の生活環境に影響を及ぼ

すような騒音の発生はないものと予測した。 

したがって、評価結果は「０」とした。 

22 葛西臨海公園 

０ 

後利用の形態としては、競技の開催中と同様に、

カヌーの競技会場として利用される。葛西臨海公園

内で海に面した場所にあり、周辺には住宅等は存在

しない、週末には多くの人で賑わう公園であり、カ

ヌー施設の利用において、新たに周辺地域の生活環

境に影響を及ぼすような騒音の発生はないものと

予測した。 

したがって、評価結果は「０」とした。 

23～ 

24 

夢の島ユース・プラザ・ 

アリーナＡ、Ｂ 

０ 

開催後の後利用の形態としては、競技の開催中と

同様、屋内スポーツ競技会場、体育館やイベント会

場等として利用される。夢の島公園内で現在もスポ

ーツ文化館として広く利用されている施設を改築

することから、新たに周辺の生活環境に影響を及ぼ

すことはないものと予測した。 

したがって、評価結果は「０」とした。 

25 夢の島公園 

０ 

開催後の後利用の形態としては、競技の開催中と

同様、アーチェリーの競技会場として利用される。

夢の島公園内の施設であり、周辺には住宅等は存在

していないことから、また、アーチェリーについて

も大声を出して応援するような競技ではないこと

からも周辺の生活環境に影響を及ぼすことはない

ものと予測した。 

したがって、評価結果は「０」とした。 

27～

28 

オリンピックアクアティ

クスセンター 

ウォーターポロアリーナ ０ 

開催後の後利用の形態としては、水泳競技場（プ

ール）として利用される。周辺は公園や運河であり、

また、屋内競技であることから、声援等周辺の生活

環境に影響を及ぼすことはないものと予測した。 

したがって、評価結果は「０」とした。 

29 武蔵野の森総合スポーツ

施設 

０ 

開催後の後利用の形態としては、屋内競技や屋内

でのイベント会場等としての利用が想定され、イベ

ント等開催時の歓声や声援が、周辺地域の生活環境

に影響を及ぼすことはないものと予測した。 

したがって、評価結果は「０」とした。 

OV 選手村 

０ 

後利用の形態としては、選手村の施設を活用した

住宅として利用されることから、周辺地域の生活環

境に影響を及ぼすような騒音の発生はないものと

予測した。 

したがって、評価結果は「０」とした。 

IBC/ 

MPC 

東 京 ビ ッ グ サ イ ト

(IBC/MPC) 

０ 

後利用の形態としては、東京ビッグサイトと同じ

屋内展示場として利用されるため、周辺地域の生活

環境に影響を及ぼすような騒音の発生はないもの

と予測した。 

したがって、評価結果は「０」とした。 

 注：会場 No.は、表 1-3-37（p1-85～1-86）に示す会場 No.に準ずる。 
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②  ミティゲーション 

一次評価の結果をふまえ、オリンピックスタジアム（国立霞ヶ丘競技場）において会場

の後利用の際に発生する騒音による周辺地域の生活環境への影響を低減することを目的と

し想定したミティゲーションの内容は、表 5-8-27 に示すとおりである。 

なお、オリンピックスタジアム（国立霞ヶ丘競技場）以外の会場については、一次評価

の結果、会場の後利用の際に発生する騒音が周辺地域の生活環境に与える影響はないもの

と予測した。 

したがって、現時点でミティゲーションは想定していないが、実施段階においては計画

の具体化に併せ、騒音低減等の対策について検討を行う。 

 

表 5-8-27  騒音の発生の低減に関して想定したミティゲーションの内容 

対 象 ミティゲーションの内容 

オリンピックスタジ

アム 

（国立霞ヶ丘競技場） 

・ スタジアムの観客席部分を屋根で覆う 

・ 競技やイベント開催時においてスタジアムを使用する時間に配

慮する（夜間、早朝の使用を避ける等） 

・ 応援の際の鳴物の使用の制限等により発生する音をコントロー

ルする 

 

 

③  二次評価 

一次評価の結果によるとオリンピックスタジアム（国立霞ヶ丘競技場）は、会場の後利

用に伴って発生する騒音により、周辺地域の生活環境に影響を及ぼすものと予測し、評価

結果は「－１」としたが、騒音による影響の低減を目的として想定したミティゲーション

を実施することにより、周辺の生活環境への影響を及ぼさない程度の騒音に抑えられるも

のと予測した。 

したがって、評価結果は、「０」とした。 

また、その他の会場については、後利用により競技の開催前の騒音レベル以上の騒音は

発生せず、周辺地域の生活環境に影響を及ぼすことはないものと予測されたことから、現

時点でミティゲーションは想定していない。 

したがって、オリンピックスタジアム（国立霞ヶ丘競技場）を除く各会場の評価結果は

一次評価と同様、いずれも「０」とした。 

 

 

(4) 評価結果の総括 

各会場に対する評価結果は、表 5-8-28(p5-8-53)に示すとおりである。 

開催前及び開催後の工事の実施時には、建設機械の集中稼動を避ける等の対策により、す

べての会場で「０」とした。 

オリンピックスタジアム（国立霞ヶ丘競技場）では、後利用において影響があると予測さ

れたが、観客席部分を屋根で覆う等の対策により、周辺の生活環境に影響を及ぼさない程度

の騒音レベルに抑えられることから「０」とした。 
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表 5-8-28  各施設に対する騒音の評価結果総括表 

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

1 オリンピックスタジアム(国立霞ヶ丘競技場) -1 － 0 -1 -1 0 － 0 0 0

2 東京体育館 -1 － 0 -1 － 0 － 0 0 －

3 国立代々木競技場 -1 － 0 -1 － 0 － 0 0 －

4 日本武道館 -1 － 0 -1 － 0 － 0 0 －

5 皇居外苑 -1 － 0 -1 0 － 0 0

6 東京国際フォーラム － － 0 － － － － 0 － －

7 国技館 -1 － 0 -1 － 0 － 0 0 －

8 有明アリーナ -1 － 0 -1 0 0 － 0 0 0

9 有明ＢＭＸコース -1 － 0 -1 0 － 0 0

10 有明ベロドローム -1 － 0 -1 0 － 0 0

11 有明体操競技場 -1 － 0 -1 0 － 0 0

12 有明テニスの森 -1 － 0 -1 0 0 － 0 0 0

13 お台場海浜公園 -1 － 0 -1 0 － 0 0

14 潮風公園 -1 － 0 -1 0 － 0 0

15～16 東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂ -1 － 0 -1 － 0 － 0 0 －

17 大井ホッケー競技場 -1 － 0 -1 0 0 － 0 0 0

18 海の森クロスカントリーコース -1 － 0 -1 0 － 0 0

19 海の森水上競技場 -1 － 0 -1 0 0 － 0 0 0

20 海の森マウンテンバイクコース -1 － 0 -1 0 － 0 0

21 若洲オリンピックマリーナ -1 － 0 -1 0 0 － 0 0 0

22 葛西臨海公園 -1 － 0 -1 0 0 － 0 0 0

23～24 夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ -1 － 0 -1 0 0 － 0 0 0

25 夢の島公園 -1 － 0 -1 0 0 － 0 0 0

26 夢の島競技場 -1 － 0 -1 － 0 － 0 0 －

27～28
オリンピックアクアティクスセンター
ウォーターポロアリーナ

-1 － 0 -1 0 0 － 0 0 0

29 武蔵野の森総合スポーツ施設 -1 － 0 － 0 0 － 0 － 0

30 東京スタジアム -1 － 0 -1 － 0 － 0 0 －

31 武蔵野の森公園 -1 － 0 -1 0 － 0 0

32 陸上自衛隊朝霞訓練場 -1 － 0 -1 0 － 0 0

33 霞ヶ関カンツリー倶楽部 -1 － 0 -1 － 0 － 0 0 －

34 札幌ドーム -1 － 0 -1 － 0 － 0 0 －

35 宮城スタジアム -1 － 0 -1 － 0 － 0 0 －

36 埼玉スタジアム2002 -1 － 0 -1 － 0 － 0 0 －

37 横浜国際総合競技場 -1 － 0 -1 － 0 － 0 0 －

OV 選手村 -1 － 0 -1 0 0 － 0 0 0

IBC/MPC 東京ビッグサイト(IBC/MPC) -1 － 0 － 0 0 － 0 － 0

開催前 開催中 開催後 開催前 開催中 開催後

会場 評価点(一次) 評価点(二次)

No. 名称

 

 

 

 

 

 

 

 

※会場 No は、表 1-3-37（p1-85～1-86）に示す会場 No を表す。 
 
※評価点の目安は以下のとおりである。 

+2: 大きなプラスの影響       -1: ある程度のマイナスの影響 

+1: ある程度のプラスの影響     -2: 大きなマイナスの影響 

0: 中立 
 
－ : 予測評価の検討において対象外とした影響 

■ : 網掛けは非該当項目のため対象外とした影響 
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5-8-3  予測評価（競技別） 

(1) 評価の指標及び目安 

競技別検討における評価の指標及び目安は、表 5-8-29 に示すとおりである。 

 

表 5-8-29  評価の指標及び目安 

評価の指標 評価の基準 
評価の目安 

－２ －１ ０ ＋１ ＋２ 

環境・交通騒
音レベル 

①環境基準
及び法令等
による基準 
 
②現況の騒
音レベル 

基準より良
好な現況が
基準より悪
化、基準を満
たさない現
況がさらに
悪化（周辺環
境に大きな
影響を及ぼ
す程度の騒
音） 

現況より悪
化（周辺環境
に影響を及
ぼす程度の
騒音）するが
基準より良
好 

現況と変わ
らない（周辺
環境に影響
を及ぼさな
い程度の騒
音） 

基準を満た
しつつ現況
より改善 

改善の結果、
基準を満足
する 

 

 

(2) 予測評価の方法 

競技別には、陸上競技（マラソン）、陸上競技（競歩）、自転車競技（ロード・レース）、ト

ライアスロン、水泳（マラソン 10km）、カヌー（スプリント）、カヌー（スラローム）、ボー

ト、セーリングの９競技を対象として、開催中（競技の実施による影響）の騒音による周辺

環境への影響について予測評価を行った。 

それぞれの時期における予測評価の方法は、表 5-8-30 に示すとおりである。 

 

表 5-8-30  予測評価方法（競技別） 

予測評価の時期 予測評価の方法 

開催中 
競技の実施に

よる影響 

屋外における競技の実施に伴う会場周辺の観客等による声援、応援等に

よる騒音、競技の実施に伴う先導車や中継車等の車両の走行に伴って発生

する騒音が周辺の生活環境に与える影響について定性的に予測評価を行っ

た。 
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(3) 予測評価の結果 

1)  開催中（競技の実施による影響） 

①  一次評価 

競技の実施にともなって発生する騒音の程度について予測評価を行った。 

各競技における予測評価の結果は、表 5-8-31 に示すとおりである。 

 

表 5-8-31  屋外競技の実施に伴う騒音の予測評価結果 

競技名 
評価結果 

(一次評価) 
予測評価 

陸上競技（マラソン） 

０ 

陸上競技（マラソン）については、オリンピックスタジアム（国

立霞ヶ丘競技場）を競技のスタート会場及びゴール会場としてお

り、コースの主要な経由地としては、四谷三丁目、四谷見附、飯

田橋、一ツ橋、大手門、祝田橋、日比谷、銀座四丁目、浅草橋、

吾妻橋がある。 

競技の実施に併せて先導車、大会・選手関係者の車、報道関係

車の走行、報道・消防・警察に関連したヘリコプターに伴う騒音

の発生が想定されるが、台数は少なく、競技実施中に限った一過

性のものである。また、競技の実施にあたっては、一般車両等の

規制が行われることから、全体として競技の実施における車両の

走行に伴って発生する騒音が、競技会場周辺の生活環境に影響を

及ぼすことはほとんどないものと予測した。 

また、競技の実施の際に、観客の声援や応援による騒音の発生

が想定されるが、いずれも屋外で実施する競技であり、スタジア

ム等で行う競技とは異なり、声援や応援による声が集中して大き

な騒音を発生させることはない。更に、陸上競技（マラソン）の

開催コース各所での騒音発生が も大きくなる時間帯は選手通

過時の数回のみで、それぞれ極短い発生時間となり、競技実施区

域周辺の生活環境に影響を及ぼすことはほとんどないものと予

測した。 

したがって、各競技の評価結果は、いずれも「０」とした 

陸上競技（競歩） 

０ 

陸上競技（競歩）については、オリンピックスタジアム（国立

霞ヶ丘競技場）を競技のスタート会場及びゴール会場としてお

り、コースの主な経由地としては、外苑西通り及び青山通りがあ

る。また、青山通りにおいて南青山三丁目、表参道、南青山五丁

目付近の１㎞は周回コースとして利用される。 

競技の実施に併せて先導車、大会・選手関係者の車、報道関係

車の走行、報道・消防・警察に関連したヘリコプターに伴う騒音

の発生が想定されるが、台数は少なく、競技実施中に限った一過

性のものである。また、競技の実施にあたっては、一般車両等の

規制が行われることから、全体として競技の実施における車両の

走行に伴って発生する騒音が、競技会場周辺の生活環境に影響を

及ぼすことはほとんどないものと予測した。 

また、競技の実施の際に、観客の声援や応援による騒音の発生

が想定されるが、屋外で実施する競技であり、スタジアム等で行

う競技とは異なり、声援や応援による声が集中して大きな騒音を

発生させることはない。更に、陸上競技（競歩）の開催コースの

一部は周回コースとなり、声援や応援による騒音の発生が想定さ

れるものの、競技の開催時間は昼間の数時間と限定的であり、競

技会場周辺の生活環境に影響を及ぼすことはほとんどないもの

と予測した。 

したがって、評価結果は「０」とした。  



 5-8-56

競技名 
評価結果 

(一次評価) 
予測評価 

自転車競技（ロード・

レース） 

０ 

自転車競技（ロード・レース）については、皇居外苑を競技の

スタート会場、武蔵野の森公園をゴール会場としており、コース

の主要な経由地としては、新宿通り（国道 20 号線）、鶴川街道、

川崎街道がある。 

競技の実施に併せて先導車、大会・選手関係者の車、報道関係

車の走行、報道・消防・警察に関連したヘリコプターに伴う騒音

の発生が想定されるが、台数は少なく、競技実施中に限った一過

性のものである。また、競技の実施にあたっては、一般車両等の

規制が行われることから、全体として競技の実施における車両の

走行に伴って発生する騒音が、競技会場周辺の生活環境に影響を

及ぼすことはほとんどないものと予測した。 

また、競技の実施の際に、観客の声援や応援による騒音の発生

が想定されるが、いずれも屋外で実施する競技であり、スタジア

ム等で行う競技とは異なり、声援や応援による声が集中して大き

な騒音を発生させることはない。更に、自転車競技（ロード・レ

ース）の開催コース各所での騒音発生が も大きくなる時間帯は

選手通過時の数回のみで、それぞれ極短い発生時間となり、競技

実施区域周辺の生活環境に影響を及ぼすことはほとんどないも

のと予測した。 

したがって、各競技の評価結果は、いずれも「０」とした。 

トライアスロン 

/パラトライアスロン 

０ 

トライアスロンについては、お台場海浜公園を競技のスタート

会場及びゴール会場としており、コースの主要な経由地として

は、お台場、青海一丁目、青海二丁目、潮風公園がある。 

トライアスロンについては、競技の実施に併せて先導車、大

会・選手関係者の車、報道関係車の走行、報道・消防・警察に関

連したヘリコプターに伴う騒音の発生が想定されるが、台数は少

なく、競技実施中に限った一過性のものである。また、競技の実

施にあたっては、一般車両等の規制が行われることから、全体と

して競技の実施における車両の走行に伴って発生する騒音が、競

技会場周辺の生活環境に影響を及ぼすことはほとんどないもの

と予測した。 

また、競技の実施の際に、観客の声援や応援による騒音の発生

が想定されるが、いずれも屋外で実施する競技であり、スタジア

ム等で行う競技とは異なり、声援や応援による声が集中して大き

な騒音を発生させることはない。更に、トライアスロンの開催コ

ース各所での騒音発生が も大きくなる時間帯は選手通過時の

数回のみで、それぞれ極短い発生時間となり、競技会場周辺の生

活環境に影響を及ぼすことはほとんどないものと予測した。 

したがって、各競技の評価結果は、いずれも「０」とした。 

水泳(マラソン 10km) 

０ 

水泳(マラソン 10km)については、お台場海浜公園で競技が実施

される。 

先導車、大会・選手関係者の車、報道関係車を伴うことはない

と想定されることから、競技の実施による車両の走行に伴う騒音

の発生はないものと予測した。なお、競技の実施の際には、観客

の声援や応援による騒音の発生が想定されるが、いずれも屋外で

実施する競技であり、スタジアム等で行う競技とは異なり、声援

や応援による声が集中して大きな騒音を発生させることはない

ことから、競技会場周辺の生活環境に影響を及ぼすことはほとん

どないものと予測した。 

したがって、各競技の評価結果は、いずれも「０」とした。 
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競技名 
評価結果 

(一次評価) 
予測評価 

カヌー(スプリント）/

パラカヌー 

０ 

カヌー（スプリント）については、海の森水上競技場で競技が

実施され、周囲には保全対象施設は存在していない。 

先導車、大会・選手関係者の車、報道関係車を伴うことはない

と想定されることから、競技の実施による車両の走行に伴う騒音

の発生はないものと予測した。なお、競技の実施の際には、観客

の声援や応援による騒音の発生が想定されるが、いずれも屋外で

実施する競技であり、スタジアム等で行う競技とは異なり、声援

や応援による声が集中して大きな騒音を発生させることはない

ことから、競技会場周辺の生活環境に影響を及ぼすことはほとん

どないものと予測した。 

したがって、各競技の評価結果は、いずれも「０」とした。 

カヌー(スラローム) 

０ 

カヌー（スラローム）については、葛西臨海公園で競技が実施

される。 

先導車、大会・選手関係者の車、報道関係車を伴うことはない

と想定されることから、競技の実施による車両の走行に伴う騒音

の発生はないものと予測した。なお、競技の実施の際には、観客

の声援や応援による騒音の発生が想定されるが、いずれも屋外で

実施する競技であり、スタジアム等で行う競技とは異なり、声援

や応援による声が集中して大きな騒音を発生させることはない

ことから、競技会場周辺の生活環境に影響を及ぼすことはほとん

どないものと予測した。 

したがって、各競技の評価結果は、いずれも「０」とした。 

ボート 

０ 

ボートについては、海の森水上競技場で競技が実施され、周囲

には保全対象施設は存在していない。 

先導車、大会・選手関係者の車、報道関係車を伴うことはない

と想定されることから、競技の実施による車両の走行に伴う騒音

の発生はないものと予測した。なお、競技の実施の際には、観客

の声援や応援による騒音の発生が想定されるが、いずれも屋外で

実施する競技であり、スタジアム等で行う競技とは異なり、声援

や応援による声が集中して大きな騒音を発生させることはない

ことから、競技会場周辺の生活環境に影響を及ぼすことはほとん

どないものと予測した。 

したがって、各競技の評価結果は、いずれも「０」とした。 

セーリング 

０ 

セーリングについては、若洲オリンピックマリーナから出航し

た後に洋上で競技が実施され、周囲には保全対象施設は存在して

いない。 

先導車、大会・選手関係者の車、報道関係車を伴うことはない

と想定されることから、競技の実施による車両の走行に伴う騒音

の発生はないものと予測した。なお、競技の実施の際には、観客

の声援や応援による騒音の発生が想定されるが、いずれも屋外で

実施する競技であり、スタジアム等で行う競技とは異なり、声援

や応援による声が集中して大きな騒音を発生させることはない

ことから、競技会場周辺の生活環境に影響を及ぼすことはほとん

どないものと予測した。 

したがって、各競技の評価結果は、いずれも「０」とした。 
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②  ミティゲーション 

一次評価の結果、競技の実施の際の先導車等の車両の走行に伴って発生する騒音や声援

や応援等による騒音によって、会場周辺の生活環境に影響を及ぼすことはないと予測した。 

したがって、現時点でミティゲーションは想定していないが、実施段階においては計画

の具体化に併せ、拡声器の音量調整や鳴り物を控える、関係車両やヘリコプター台数の

小化、深夜時間帯における音の大きさの規制等の対応が考えられ、騒音低減等の対策につ

いて検討を行う。 

 

③  二次評価 

一次評価の結果、競技中の先導車等の車両の走行に伴って発生する騒音や声援、応援等

に伴って発生する騒音が会場周辺の生活環境に影響を及ぼすことはないものと予測された

ことから、現時点でミティゲーションは想定していない。 

したがって、各競技の評価結果は一次評価と同様、いずれも「０」とした。 

 

 

(4) 評価結果の総括 

各競技に対する評価結果は、表 5-8-32 に示すとおりである。 

観客の声援や応援によって、競技会場周辺の生活環境に影響を及ぼすようなことはほとん

どなく、すべての競技で「０」となる。 

 

表 5-8-32  各競技に対する騒音の評価結果総括表 

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

1 陸上競技（マラソン） 0 0

2 陸上競技（競歩） 0 0

3 自転車競技（ロード･レース） 0 0

4
トライアスロン/パラトライアスロ
ン

0 0

5 水泳（マラソン 10km） 0 0

6 カヌー（スプリント）/パラカヌー 0 0

7 カヌー（スラローム） 0 0

8 ボート 0 0

9 セーリング 0 0

開催前 開催中 開催後 開催前 開催中 開催後

競技 評価点(一次) 評価点(二次)

No. 名称

 

 

※競技 No は、表 1-3-38（p1-87）に示す競技 No を表す。 
 
※評価点の目安は以下のとおりである。 

+2: 大きなプラスの影響       -1: ある程度のマイナスの影響 

+1: ある程度のプラスの影響     -2: 大きなマイナスの影響 

0: 中立 
 
－ : 予測評価の検討において対象外とした影響 

■ : 網掛けは非該当項目のため対象外とした影響 
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5-9  日影 

5-9-1  現況 

各会場の会場エリアの北側（北を中心に西から東にかけての範囲）における用途地域の指

定状況（日影規制の対象外を含む）及び住居等の保全すべき施設の存在について確認した結

果は、表 5-9-1(p5-9-1～5-9-4)及び図 5-9-1(p5-9-5～5-9-13)に示すとおりである。 

なお、保全すべき施設等の存在の確認については、各会場の会場エリアから 500ｍ程度の

範囲までを対象に行った。 

これによると、会場エリアの北側（北を中心に西から東にかけての範囲 500ｍ程度）に保

全すべき施設のある会場は、オリンピックスタジアム（国立霞ヶ丘競技場）、東京体育館、国

立代々木競技場、日本武道館、国技館、有明アリーナ、有明ＢＭＸコース、有明テニスの森、

お台場海浜公園、大井ホッケー競技場、夢の島公園、夢の島競技場、オリンピックアクアテ

ィクスセンター、ウォーターポロアリーナ、武蔵野の森総合スポーツ施設、選手村の 16 会場

であった。 

 

表 5-9-1(1)  各会場周辺の用途地域の指定状況及び保全すべき施設の分布状況 

会場

No. 
会場名 

施設内容 

（屋外） 

用途地域の状況及び会場の北側における 

保全すべき施設の分布状況 

1 オリンピックスタジアム

（国立霞ヶ丘競技場） 

恒久施設あり オリンピックスタジアム（国立霞ヶ丘競技場）の

建設予定地の北側 200ｍのところに、教育施設や医

療施設等が存在している。また、東側は会場敷地

内であり、西側は東京体育館の敷地となっている。

＜図 5-9-1(1) (p5-9-5)参照＞ 

2 東京体育館 仮設のみ 東京体育館の会場エリア（改変エリア）の西側す

ぐの位置に住宅、教育文化施設等が多数存在して

いる。また、北側 50ｍの位置にも住宅が存在して

いるが、改変エリアからは 200ｍ以上離れている。

＜図 5-9-1(1) (p5-9-5)参照＞ 

3 国立代々木競技場 仮設のみ 国立代々木競技場の会場エリアの東側 100ｍ程度

のところに多数の住宅が存在しているが、改変エ

リアからは 150ｍ程度離れている。また、北側、西

側はすべて代々木公園の敷地内である。 

＜図 5-9-1(2) (p5-9-5)参照＞ 

4 日本武道館 恒久施設あり 会場エリアの西側及び北側 100ｍのところに、住宅

や教育文化施設（学校等）が存在している。また、

東側には会場エリアに隣接して住宅が存在してい

るが、改変エリアから北側、東側の施設までは 300

ｍ以上、西側の施設までは 200ｍ程度離れている。

＜図 5-9-1(3) (p5-9-6)参照＞ 

5 皇居外苑 仮設のみ 皇居外苑の会場エリアから 500ｍ以内に住宅等の

保全すべき施設は存在していない。 

＜図 5-9-1(4) (p5-9-6)参照＞ 

6 東京国際フォーラム 工事なし 東京国際フォーラムの会場エリア内はすべて日影

の規制対象外であり、500ｍ以内に住宅等の保全す

べき施設は存在していない。 

＜図 5-9-1(4) (p5-9-6)参照＞ 

 注：会場 No.は、表 1-3-37（p1-85～1-86）に示す会場 No.に準ずる。 
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表 5-9-1(2)  各会場周辺の用途地域の指定状況及び保全すべき施設の分布状況 

会場

No. 
会場名 建設区分 

用途地域の状況及び会場の北側における 

保全すべき施設の分布状況 

7 国技館 仮設のみ 国技館の会場エリアの北側 50ｍ程度の所に、住宅、

厚生医療施設等の保全すべき施設が存在してい

る。 

＜図 5-9-1(5) (p5-9-7)参照＞ 

8 有明アリーナ 恒久施設あり 有明アリーナの建設予定地の北側は運河であり、

西側は有明ＢＭＸコースの敷地となっている。ま

た、会場エリアの東側へ 300ｍ程度のところに住宅

が存在しているが、改変エリアから離れているた

めに影響が及ぶことは想定できない。 

＜図 5-9-1(6) (p5-9-7)参照＞ 

9 有明ＢＭＸコース 仮設のみ 有明ＢＭＸコースの建設予定地の周辺には会場エ

リアの東側へ 200ｍ程度のところに、住宅等の保全

すべき施設が存在しているが、日影規制の対象外

である。北側は運河であり、西側は有明ベロドロ

ームの敷地となっている。 

＜図 5-9-1(6) (p5-9-7)参照＞ 

10 有明ベロドローム 仮設のみ 有明ベロドロームの建設予定地の周辺は日影規制

の対象外であり、会場エリアから 500ｍ以内に住宅

等の保全すべき施設は存在していない。 

＜図 5-9-1(6) (p5-9-7)参照＞ 

11 有明体操競技場 仮設のみ 有明体操競技場の建設予定地の周辺は日影規制の

対象外であり、会場エリアから 500ｍ以内に住宅等

の保全すべき施設は存在していない。 

＜図 5-9-1(6) (p5-9-7)参照＞ 

12 有明テニスの森 恒久施設あり 有明テニスの森の周辺は、会場エリアの北側すぐ

のところに住宅が存在しているが、改変エリアか

らは 100ｍ程度離れている。 

＜図 5-9-1(7) (p5-9-8)参照＞ 

13 お台場海浜公園 仮設のみ お台場海浜公園の会場エリアの北側すぐのところ

に、教育文化施設及び住宅等の保全すべき施設が

存在している。 

＜図 5-9-1(8) (p5-9-8)参照＞ 

14 潮風公園 仮設のみ 潮風公園の会場エリアから 500ｍ以内に住宅等の

保全すべき施設は存在していない。 

＜図 5-9-1(9) (p5-9-9)参照＞ 

15～

16 

東京ビッグサイト・ホー

ルＡ、Ｂ 

仮設のみ 東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂの会場エリアか

ら 500ｍ以内に住宅等の保全すべき施設は存在し

ていない。 

＜図 5-9-1(10) (p5-9-9)参照＞ 

17 大井ホッケー競技場 恒久施設あり 大井ふ頭中央海浜公園の会場エリアの北側に住宅

が存在しているが、300ｍ以上離れている。 

＜図 5-9-1(11) (p5-9-10)参照＞ 

 注：会場 No.は、表 1-3-37（p1-85～1-86）に示す会場 No.に準ずる。 
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表 5-9-1(3)  各会場周辺の用途地域の指定状況及び保全すべき施設の分布状況 

会場

No. 
会場名 建設区分 

用途地域の状況及び会場の北側における 

保全すべき施設の分布状況 

18 海の森クロスカントリー

コース 

仮設のみ 海の森は東京港の埋立地で、日影規制の対象外で

あり、住宅等の保全すべき施設は存在していない。

＜図 5-9-1(12) (p5-9-10)参照＞ 

19 海の森水上競技場 恒久施設あり 中央防波堤外側東西水路周辺は東京港の埋立地

で、日影規制の対象外であり、住宅等の保全すべ

き施設は存在していない。 

＜図 5-9-1(12) (p5-9-10)参照＞ 

20 海の森マウンテンバイク

コース 

仮設のみ 中央防波堤外側埋立地は東京港の埋立地で、日影

規制の対象外であり、住宅等の保全すべき施設は

存在していない。 

＜図 5-9-1(12) (p5-9-10)参照＞ 

21 若洲オリンピックマリー

ナ 

恒久施設あり 若洲海浜公園のうち、改変エリアの大部分は日影

規制の対象外であり、会場エリアから 500ｍ以内に

住宅等の保全すべき施設は存在していない。 

＜図 5-9-1(13) (p5-9-11)参照＞ 

22 葛西臨海公園 恒久施設あり 葛西臨海公園の北側は日影の規制対象区域であ

り、会場エリアから 500ｍ以内に住宅等の保全すべ

き施設は存在していない。 

＜図 5-9-1(14) (p5-9-11)参照＞ 

23～

24 

夢の島ユース・プラザ・

アリーナＡ、Ｂ 

恒久施設あり 夢の島ユース・プラザの北側には住居等の保全す

べき施設は存在しないものの、日影の規制地域と

なっている。 

＜図 5-9-1(15) (p5-9-12)参照＞ 

25 夢の島公園 恒久施設あり 夢の島公園（ユースプラザを除く）の北東側 100

ｍの所に厚生医療施設（福祉施設）が存在してい

る。 

＜図 5-9-1(15) (p5-9-12)参照＞ 

26 夢の島競技場 仮設のみ 夢の島競技場の会場エリアの北側に住宅が存在し

ているが、300ｍ以上離れている。 

＜図 5-9-1(15) (p5-9-12)参照＞ 

27～

28 

オリンピックアクアティ

クスセンター 

ウォーターポロアリーナ 

恒久施設あり 辰巳の森海浜公園の会場エリアの西側 50～100ｍ

程度のところに住宅や教育文化施設等の保全すべ

き施設が多数存在しているが、改変エリアからは

200ｍ以上離れている。また、北東側 100ｍに住宅

が存在している。 

＜図 5-9-1(16) (p5-9-12)参照＞ 

 注：会場 No.は、表 1-3-37（p1-85～1-86）に示す会場 No.に準ずる。 
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表 5-9-1(4)  各会場周辺の用途地域の指定状況及び保全すべき施設の分布状況 

会場
No. 

会場名 建設区分 
用途地域の状況及び会場の北側における 

保全すべき施設の分布状況 

29 武蔵野の森総合スポーツ施
設 

恒久施設あり 武蔵の森総合スポーツ施設の会場エリアから
西側 100ｍ程度のところに医療施設が存在して
おり、東側すぐに第一種低層住居専用地域が存
在するが、それぞれ改変エリアからは 200ｍ以
上離れている。また、北側 100ｍ程度のところ
に、厚生施設が存在している。 
＜図 5-9-1(17) (p5-9-13)参照＞ 

30 東京スタジアム 仮設のみ 仮設施設はすべて会場エリア内に含まれ、それ
らの仮設施設の北側には保全すべき施設は存
在しない。 

31 武蔵野の森公園 仮設のみ 

32 陸上自衛隊朝霞訓練場 仮設のみ 

33 霞ヶ関カンツリー倶楽部 仮設のみ 

34 札幌ドーム 仮設のみ 

35 宮城スタジアム 仮設のみ 

36 埼玉スタジアム 2002 仮設のみ 

37 横浜国際総合競技場 仮設のみ 

OV 選手村 恒久施設あり 選手村の建設予定地の周辺には会場エリアの
東端から北側へ 200ｍ程度のところに、住宅が
存在している。 
＜図 5-9-1(18) (p5-9-13)参照＞ 

IBC/ 
MPC 

東京ビッグサイト(IBC/MPC) 恒久施設あり 東京ビッグサイト(IBC/MPC)の北側は同施設の
西展示棟となっている。建設予定地も含め周辺
は日影規制対象外区域となっている。 
＜図 5-9-1(10) (p5-9-9)参照＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：会場 No.は、表 1-3-37（p1-85～1-86）に示す会場 No.に準ずる。 

 

日影による中高層の建築物の制限（建築基準法別表第四） 

地域 
制限を受ける 

建築物 

平均 

地盤面

からの

高さ 1)

地方公共

団体の

指定 2)

高さ制限の判断基準となる日影時間 

敷地境界線からの水平

距離が 5ｍを超え 10

ｍ以内の範囲における

日影時間３) 

敷地境界線からの水平

距離が 10ｍを超える

範囲における 

日影時間３) 

1 
第一種低層住居専用地域 

第二種低層住居専用地域 

軒の高さが 7ｍを

超える建築物又は

地階を除く階数が

3 階以上の建築物

1.5ｍ

(一) 3 時間（2 時間） 2 時間（1.5 時間） 

(二) 4 時間（3 時間） 2.5 時間（2 時間） 

(三) 5 時間（4 時間） 3 時間（2.5 時間） 

2 
第一種中高層住居専用地域 

第二種中高層住居専用地域 

高さが 10ｍを超え

る建築物 

4ｍ 

又は 

6.5ｍ

(一) 3 時間（2.5 時間） 2 時間（1.5 時間） 

(二) 4 時間（3 時間） 2.5 時間（2 時間） 

(三) 5 時間（4 時間） 3 時間（2.5 時間） 

3 

第一種住居地域、第二種住居

地域、準住居地域、近隣商業

地域、準工業地域 

高さが 10ｍを超え

る建築物 

4ｍ 

又は 

6.5ｍ

(一) 4 時間（3 時間） 2.5 時間（2 時間） 

(二) 5 時間（4 時間） 3 時間（2.5 時間） 

4 用途地域の指定のない地域 
高さが 10ｍを超え

る建築物 
4ｍ 

(一) 4 時間（3 時間） 2.5 時間（2 時間） 

(二) 5 時間（4 時間） 3 時間（2.5 時間） 

注 1）：「平均地盤面からの高さ」は当該建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面からの高さをいう。 

2）：地方公共団体がその地方の気候及び風土、土地利用の状況等を勘案して条例で指定する号を示す。 

3）：日影時間の（ ）内の数値は水平距離からの当該範囲が「道の区域内」にある場合の日影時間である。 

4）：「商業地域、工業地域、工業専用地域」は対象外である。また、対象となる地域であっても、容積率、高度地区の違い

によって対象外となる地域がある。 

5）：対象外の地域内にある建築物であっても、対象区域内に日影を落とす場合は規制の対象となる。 

メ モ 
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図 5-9-1(1)  会場周辺の日影規制の状況等 

 

図 5-9-1(2)  会場周辺の日影規制の状況等 

東京体育館 

オリンピックスタジアム 

（国立霞ヶ丘競技場） 

国立代々木競技場 
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図 5-9-1(3)  会場周辺の日影規制の状況等 

 

図 5-9-1(4)  会場周辺の日影規制の状況等 

日本武道館 

皇居外苑 

東京国際フォーラム 
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図 5-9-1(5)  会場周辺の日影規制の状況 

 

図 5-9-1(6)  会場周辺の日影規制の状況等 

国技館 

有明アリーナ 

有明ＢＭＸコース 

有明ベロドローム 

有明体操競技場 
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図 5-9-1(7)  会場周辺の日影規制の状況等 

 

図 5-9-1(8)  会場周辺の日影規制の状況等 

有明テニスの森 

お台場海浜公園 
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図 5-9-1(9)  会場周辺の日影規制の状況等 

 

図 5-9-1(10)  会場周辺の日影規制の状況等 

潮風公園 

東京ビッグサイト・ 

ホールＡ、Ｂ 

東京ビッグサイト 
(IBC/MPC) 

有明テニスの森 
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図 5-9-1(11)  会場周辺の日影規制の状況等 

 

図 5-9-1(12)  会場周辺の日影規制の状況等 

大井ホッケー競技場 

海の森クロスカントリー 
コース 

海の森水上競技場 

海の森マウンテンバイクコース 
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図 5-9-1(13)  会場周辺の日影規制の状況等 

 

図 5-9-1(14)  会場周辺の日影規制の状況等 

若洲オリンピック 
マリーナ 

葛西臨海公園 
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図 5-9-1(15)  会場周辺の日影規制の状況等 

 

図 5-9-1(16)  会場周辺の日影規制の状況等 

夢の島ユース・プラザ・ 
アリーナＡ、Ｂ 

夢の島公園 

夢の島競技場 

オリンピック 

アクアティクスセンター 

ウォーターポロアリーナ 

オリンピックアクアティクスセンター 

ウォーターポロアリーナ 

夢の島競技場 

夢の島 
公園 
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図 5-9-1(17)  会場周辺の日影規制の状況等 

 

図 5-9-1(18)  会場周辺の日影規制の状況等 

武蔵野の森スポーツ施設 

選手村 
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5-9-2  予測評価（会場別） 

(1) 評価の指標及び目安 

会場別検討における評価の指標及び目安は、表 5-9-2 に示すとおりである。 

 

表 5-9-2  評価の指標及び目安 

評価の指標 評価の基準 
評価の目安 

－２ －１ ０ ＋１ ＋２ 

日照の阻害の
有無（阻害を
受ける住戸等

の有無） 

現状の日照
阻害の状況 

冬至日の日
影時間が４
時間以上の
影響を受け
る住戸等が
発生する 

冬至日の日
影時間が４
時間未満（２
時間以上）の
影響を受け
る住戸等が
発生する 

住居等への
影響が発生
しない 

現状の日照
阻害の状況
が改善（冬至
日の日影時
間が４時間
以上の影響
を受ける住
戸等が無く
なる）される 

現状の日照
阻害の状況
が完全に改
善される 

 

 

(2) 予測評価の方法 

会場別には、開催前（工事の実施による影響）、開催中（施設の存在による影響）、開催中

（競技の実施による影響）、開催後（工事の実施による影響）、開催後（後利用による影響）

における日照の阻害の状況について予測評価の検討を行った。 

それぞれの時期における予測評価の方法は、表 5-9-3 に示すとおりである。 

 

表 5-9-3  予測評価方法（会場別） 

予測評価の時期 予測評価の方法 

開催前 
工事の実施によ

る影響 

各会場の工事の実施に伴い、構造物の完成までの段階において、日影に

影響が及ぶことも想定されるが、構造物における影響は完成後の最大の状

況において検討することとし、工事の実施による影響については、予測評

価の対象外とした。 

開催中 

施設の存在によ

る影響 

高さが 10ｍ以上の構造物を建設する会場でかつ敷地の北側に日影の規

制区域があり、さらに住居等の保全すべき施設が存在する場合において、

建築物の高さ、形状を設定し、冬至日における日影図を作成し、各会場周

辺の住居等への影響の有無を定量的に予測評価した。 

その他の会場については、保全すべき施設の分布状況、建物の高さ、

仮設であるかどうかを踏まえ、日照阻害の影響の有無を予測評価した。

競技の実施によ

る影響 

各会場において、競技の実施により日影に影響を及ぼすような要因は想

定できないことから、予測評価の対象外とした。 

開催後 

工事の実施によ

る影響 

工事中の影響については、開催前と同様、予測評価の対象外とした。 

後利用による影

響 

恒久施設として新たに建設される施設を対象として、開催中と開催後に

おいて施設の形状等に変化があるかどうかを確認することにより、定性的

に予測評価した。なお、施設の状況が大きく変化する会場については変化

後の形状を考慮して各会場周辺の住居等への影響を定量的に予測評価し

た。 
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1)  日影図の作成方法 

①  対象とする会場 

日影図を作成して影響の有無の確認を行う会場は以下の条件を満たす会場とした。 

① 高さが 10ｍ以上の施設を新たに建設する会場 

② 会場エリア北側に日影規制区域又は保全すべき施設が含まれている会場 

 

会場周辺で日影の影響を受けると想定される地域には低層住居専用地域は存在しないこ

とを踏まえ、その他の地域における日影による制限（建築基準法第五十六条の二）を受け

る建築物の高さのうち最も厳しい値として予測対象建築物の高さ 10ｍ以上を設定した。 

日影図の作成により定量的に検討する会場は、表 5-9-4(p5-9-16～5-9-17)に示すとおり

であり、オリンピックスタジアム（国立霞ヶ丘競技場）、有明テニスの森、大井ホッケー競

技場、夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ、オリンピックアクアティクスセンター、

ウォーターポロアリーナ、武蔵野の森総合スポーツ施設、選手村の９会場である。 

 

なお、仮設施設についても、建築物の高さ及び周辺の保全対象の有無等の整理を行った

が、仮設施設は建築物の高さが最大でも 25ｍ以下であること、10ｍ以上の仮設施設により

日影が４時間以上となる範囲は会場エリア内のみであることが計算で確認されたことから、

日影の影響は考えられないため、日影の予測・評価は恒久施設を対象に行った。 

 

②  対象構造物の高さの設定 

日影図の作成により検討する９会場における構造物の高さは、図 5-9-2(p5-9-18～

5-9-21)に示すとおり設定した。 

なお、現段階では各会場における施設計画が確定していないことから、現段階での施設

計画図等をもとに高さを設定するとともに、施設の天井等の形状はフラット（一様な高さ）

と想定した。 

 

③  日影図の作成 

冬至日の午前８時から午後４時までの時間について、高さ４ｍにおける日影図を作成し、

そのうち２時間、３時間、４時間、５時間連続して日影となる位置と範囲を予測した。 

なお、会場に適用される日影時間の規制値（日影による中高層の建築物の制限（p5-9-4）

参照）は４時間または５時間であり、このうちより安全側の値である４時間を評価の目安

とした。 

会場周辺で日影の影響を受けると想定される地域には低層住居専用地域は存在しないこ

とを踏まえ、その他の地域における最も厳しい値として平均地盤面の高さを４ｍとして設

定した。 
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表 5-9-4(1)  日影図作成の対象となる会場の選定 

会場

No. 
会場名 建物形態 最高高さ 会場エリア北側の状況 

選

定

1 オリンピックスタジアム

（国立霞ヶ丘競技場） 

恒久施設あり 70ｍ 会場エリアとその周辺は 

日影規制区域に含まれている。

＜図 5-9-2(1)(p5-9-18)参照＞ 

○

2 東京体育館 仮設のみ 10ｍ未満 会場エリアとその周辺は 

日影規制区域に含まれている。
×

3 国立代々木競技場 仮設のみ 10ｍ未満 会場エリアとその周辺は 

日影規制区域に含まれている。
×

4 日本武道館 恒久施設あり 10ｍ未満 会場エリアとその周辺は 

日影規制区域に含まれている。
×

5 皇居外苑 仮設のみ 10ｍ未満 会場エリアとその周辺は 

日影規制区域に含まれている。
×

6 東京国際フォーラム 工事なし 10ｍ未満 会場エリアとその周辺は 

日影規制対象外となっている。
×

7 国技館 仮設のみ 10ｍ未満 会場エリアとその周辺は 

日影規制対象外となっている。
×

8 有明アリーナ 恒久施設あり 27.8ｍ 会場エリアとその周辺は 

日影規制対象外となっている。
×

9 有明ＢＭＸコース 仮設のみ 11.7ｍ 会場エリアとその周辺は 

日影規制対象外となっている。
×

10 有明ベロドローム 仮設のみ 25.0ｍ 会場エリアとその周辺は 

日影規制対象外となっている。
×

11 有明体操競技場 仮設のみ 25.0ｍ 会場エリアとその周辺は 

日影規制対象外となっている。
×

12 有明テニスの森 恒久施設あり 12.0ｍ 会場エリアとその周辺は 

日影規制区域に含まれている。

＜図 5-9-2(2)(p5-9-18)参照＞ 

○

13 お台場海浜公園 仮設のみ 10ｍ未満 会場エリアとその周辺は 

日影規制対象外となっている。
×

14 潮風公園 仮設のみ 22.6ｍ 会場エリアとその周辺は日影規

制区域に含まれている。 

また、10ｍ以上の仮設施設による

影響範囲は会場エリア内のみで

ある。 

×

15～

16 

東京ビッグサイト・ホール

Ａ、Ｂ 

仮設のみ 10ｍ未満 会場エリアとその周辺は 

日影規制対象外となっている。
×

17 大井ホッケー競技場 恒久施設 

あり 

22.0ｍ 会場エリアとその周辺は 

日影規制区域に含まれている。

＜図 5-9-2(3)(p5-9-19)参照＞ 

○

18 海の森クロスカントリー

コース 

仮設のみ 10ｍ未満 会場エリアとその周辺は 

日影規制対象外となっている。
×

注 1：会場 No.は、表 1-3-37（p1-85～1-86）に示す会場 No.に準ずる。 

注 2：既存施設を除く。 

注 3：最高高さは恒久施設、仮設施設を含めた高さである。 
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表 5-9-4(2)  日影図作成の対象となる会場の選定 

会場

No. 
会場名 建物形態 最高高さ 会場エリア北側の状況 

選

定
19 海の森水上競技場 恒久施設あり 15.0ｍ 会場エリアとその周辺は 

日影規制対象外となっている。
×

20 海の森マウンテンバイク
コース 

仮設のみ 10ｍ未満 会場エリアとその周辺は 

日影規制対象外となっている。
×

21 若洲オリンピックマリー
ナ 

恒久施設あり 10ｍ未満 会場エリアとその周辺は 
日影規制対象外となっている。

×

22 葛西臨海公園 恒久施設あり 10ｍ未満 会場エリアとその周辺は 
日影規制区域に含まれている。

×

23～
24 

夢の島ユース・プラザ・ア
リーナＡ、Ｂ 

恒久施設あり 37.0ｍ 会場エリアとその周辺は 
日影規制区域に含まれている。
＜図 5-9-2(4)(p5-9-19)参照＞ 

○

25 夢の島公園 恒久施設あり 25.0ｍ 会場エリアとその周辺は 
日影規制区域に含まれている。
また、10ｍ以上の仮設施設による
影響範囲は会場エリア内のみで
ある。注 4 

×

26 夢の島競技場 仮設のみ 18.0ｍ 会場エリアとその周辺は日影規
制区域に含まれている。 
また、10ｍ以上の仮設施設による
影響範囲は会場エリア内のみで
ある。 

×

27～
28 

アクアティクスセンター 
ウォーターポロアリーナ 

恒久施設あり 41.0ｍ 会場エリアとその周辺は 
日影規制区域に含まれている。
＜図 5-9-2(5)(p5-9-20)参照＞ 

○

29 武蔵野の森総合スポーツ
施設 

恒久施設あり 71.7ｍ 会場エリアとその周辺は 
日影規制区域に含まれている。
＜図 5-9-2(6)(p5-9-20)参照＞ 

○

30 東京スタジアム 仮設のみ 10ｍ未満 会場エリアとその周辺は日影規
制区域に含まれている。 

×

31 武蔵野の森公園 仮設のみ 10ｍ未満 会場エリアとその周辺は日影規
制区域に含まれている。 

×

32 陸上自衛隊朝霞訓練場 仮設のみ 21.0ｍ 会場エリアとその周辺は日影規
制区域に含まれている。 
また、10ｍ以上の仮設施設による
影響範囲は会場エリア内のみで
ある。 

×

33 霞ヶ関カンツリー倶楽部 仮設のみ 10ｍ未満 会場エリアとその周辺は日影規
制区域に含まれている。 

×

34 札幌ドーム 仮設のみ 10ｍ未満 会場エリアとその周辺は 
日影規制対象外となっている。

×

35 宮城スタジアム 仮設のみ 10ｍ未満 会場エリアとその周辺は 
日影規制対象外となっている。

×

36 埼玉スタジアム 2002 仮設のみ 10ｍ未満 会場エリアとその周辺は日影規
制区域に含まれている。 

×

37 横浜国際総合競技場 仮設のみ 10ｍ未満 会場エリアとその周辺は 
日影規制対象外となっている。

×

OV 選手村 恒久施設あり 94.2ｍ 会場エリアとその周辺は日影規
制対象外となっているが、東から
北側へ 200ｍ程度のところに住
宅施設が存在する。 
＜図 5-9-2(7)(p5-9-21)参照＞ 

○

IBC/ 
MPC 

東 京 ビ ッ グ サ イ ト
(IBC/MPC) 

恒久施設あり 25.0ｍ 
 

会場エリアとその周辺は日影規
制対象外となっている。 

×

注 1：会場 No.は、表 1-3-37（p1-85～1-86）に示す会場 No.に準ずる。 

注 2：既存施設を除く。 

注 3：最高高さは恒久施設、仮設施設を含めた高さである。 

注 4：夢の島公園における恒設施設は 10ｍ未満のみである。 
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図 5-9-2(1)  構造物の高さの設定（オリンピックスタジアム（国立霞ヶ丘競技場）） 

 

図 5-9-2(2)  構造物の高さの設定（有明テニスの森） 



 5-9-19

 

図 5-9-2(3)  構造物の高さの設定（大井ホッケー競技場） 

 

図 5-9-2(4)  構造物の高さの設定（夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ） 
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図 5-9-2(5)  構造物の高さの設定 

（オリンピックアクアティクスセンター、ウォーターポロアリーナ）） 

 

図 5-9-2(6)  構造物の高さの設定（武蔵野の森総合スポーツ施設） 
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図 5-9-2(6)  構造物の高さの設定（選手村） 
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(3) 予測評価の結果 

1)  開催中（施設の存在による影響） 

①  一次評価 

各会場における施設の存在による日影が、会場エリア周辺の保全すべき施設に与える影

響（日照阻害）の有無について予測評価を行った。 

各会場における評価結果は、表 5-9-5 に示すとおりである。 

これによると、オリンピックスタジアム（国立霞ヶ丘競技場）、オリンピックアクアティ

クスセンター、ウォーターポロアリーナ、武蔵野の森総合スポーツ施設の４会場において

恒久施設による日影が会場外の日影規制区域または北側の施設に及ぶ事から評価結果は

「－１」とし、その他の会場においては影響がないことから「０」とした。 

なお、東京国際フォーラムについては既存施設を活用し新たな施設（恒久、仮設）の建

設は行わないことから予測評価の対象外とした。 

 

表 5-9-5(1)  各会場における日照阻害の予測結果 

会場

No. 
会場名称 

評価結果 

(一次評価)
予測評価 

1 オリンピックスタジアム

（国立霞ヶ丘競技場） 

－１ 

オリンピックスタジアム（国立霞ヶ丘競技場）の施

設の存在による日影の予測結果は、図 5-9-3(p5-9-24)

に示すとおりである。 

保全すべき施設に影響は及ばないものの、恒久施設

による日影が一部で会場エリア外にまで及び、日影規

制地域に４時間以上の日影が生じるものと予測され

た。 

したがって、評価結果は「－１」とした。 

12 有明テニスの森 

０ 

有明テニスの森における施設の存在による日影の予

測結果は、図 5-9-4(p5-9-25)に示すとおりである。 

高さ 10ｍ以上の施設として新たにインドアテニス

コートが新設されるが、インドアテニスコートの屋根

による日影はすべて、会場エリア内に収まっており、

周辺地域に日影の影響が及ぶことはないと予測した。

したがって、評価結果は「０」とした。 

17 大井ホッケー競技場 

０ 

大井ホッケー競技場における施設の存在による日影

の予測結果は、図 5-9-5(p5-9-26)に示すとおりであ

る。 

恒久施設による日影はすべて会場エリア内に収まる

ことから、周辺地域に日影の影響が及ぶことはないと

予測した。 

したがって、評価結果は「０」とした。 

23～

24 

夢の島ユース・プラザ・ 

アリーナＡ、Ｂ 

０ 

夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂにおける施

設の存在による日影の予測結果は、図 5-9-6(p5-9-27)

に示すとおりである。 

恒久施設による日影はすべて会場エリア内に収まる

ことから、周辺地域に日影の影響が及ぶことはないと

予測した。 

したがって、評価結果は「０」とした。 

注：会場 No.は、表 1-3-37（p1-85～1-86）に示す会場 No.に準ずる。 
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表 5-9-5(2)  各会場における日照阻害の予測結果 

会場

No. 
会場名称 

評価結果 

(一次評価)
予測評価 

27～

28 

オリンピックアクアティ

クスセンター 

ウォーターポロアリーナ 

－１ 

オリンピックアクアティクスセンター、ウォーター

ポロアリーナの施設の存在による日影の予測結果は、

図 5-9-7(p5-9-28)に示すとおりである。 

会場エリアの北側にある保全すべき施設に影響が及

ぶことはないが、恒久施設により会場エリア北側の日

影規制地域に４時間以上の日影が生じるものと予測さ

れた。 

したがって、評価結果は「－１」とした。 
29 武蔵野の森総合スポーツ

施設 

－１ 

武蔵野森総合スポーツ施設の存在による日影の予測

結果は、図 5-9-8(p5-9-29)に示すとおりである。 

恒久施設による日影が一部で会場エリア外にまで及

び、保全すべき施設の一部に２時間以上４時間未満の

日影が生じるものと予測された。 

したがって、評価結果は「－１」とした。 

OV 選手村 

０ 

選手村の施設の存在による日影の予測結果は、図

5-9-9(p5-9-30)に示すとおりである。 

恒久施設による日影が一部で会場エリア外にまで及

ぶが、周辺地域は日影規制対象外地域であり、会場の

北側に存在する保全すべき施設にまで日影の影響が及

はないことから、周辺地域に日影の影響が及ぶことは

ないと予測した。 

したがって、評価結果は「０」とした。 

 その他の会場 

０ 

その他の会場については、各会場の北側（北を中心

に西から東までの範囲）に住居等の保全すべき施設が

存在していない、建物の高さが 10ｍ未満である、開催

期間中に一時的に使用する仮設のみであるのいずれか

に該当していること、各会場において新たに建設する

施設による日影が各会場周辺地域に影響を及ぼすこと

はないと予測した。 

したがって、評価結果はいずれも「０」とした。 

 

 

注：会場 No.は、表 1-3-37（p1-85～1-86）に示す会場 No.に準ずる。 
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図 5-9-3  オリンピックスタジアム（国立霞ヶ丘競技場）における日影の予測結果
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図 5-9-4  有明テニスの森における日影の予測結果 



 

5
-9
-2
6 

 
図 5-9-5  大井ホッケー競技場における日影の予測結果 
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図 5-9-6  夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂにおける日影の予測結果
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図 5-9-7  オリンピックアクアティクスセンター、ウォーターポロアリーナにおける日影の予測結果 
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図 5-9-8  武蔵野の森総合スポーツ施設における日影の予測結果 
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図 5-9-9  選手村における日影の予測結果 
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②  ミティゲーション 

一次評価の結果をふまえ、施設の存在に伴う日影の影響を回避することを目的として想

定したミティゲーションの内容は、表 5-9-6 に示すとおりである。 

また、オリンピックスタジアム（国立霞ヶ丘競技場）、オリンピックアクアティクスセン

ター、ウォーターポロアリーナ及び武蔵野の森総合スポーツ施設の４会場以外の会場につ

いては、一次評価の結果、施設の存在に伴う日影が各会場の周辺地域における保全すべき

施設に影響を及ぼすことはないと予測されたことから、現時点でミティゲーションは想定

していないが、いずれの会場においても、建築計画の具体化に伴い、より詳細な調査を行

い周辺地域への影響を予測した上で適切な配慮を行う。 

 

表 5-9-6  日影による影響回避に関して想定したミティゲーションの内容 

会場名 ミティゲーションの内容 

オリンピックスタジア

ム（国立霞ヶ丘競技場） 

 

・ オリンピックスタジアム（国立霞ヶ丘競技場）の建物の高さを可

能な限り抑え、会場エリアの北側にみられる日照阻害を回避す

る。 

・ 建物の屋根の形状に丸みを持たせる、角の部分を削るなどによ

り、会場エリアの北側にみられる日照阻害を回避する。 

・ 建物を可能な限り南側に建設する、あるいは建築面積を計画・設

計の段階で最小化することにより、会場エリアの北側にみられる

日照阻害を回避する。 

オリンピックアクアテ

ィクスセンター 

ウォーターポロアリー

ナ 

・ オリンピックアクアティクスセンター、ウォーターポロアリーナ

の建物の高さを可能な限り抑え、会場エリアの北側にみられる日

照阻害を回避する。 

・ 建物の屋根の形状に丸みを持たせる、角の部分を削るなどによ

り、会場エリアの北側にみられる日照阻害を回避する。 

・ 建物を可能な限り運河側に建設する、あるいは建築面積を計画・

設計の段階で最小化することにより、会場エリアの北側にみられ

る日照阻害を回避する。 

武蔵野の森総合スポー

ツ施設 

・ 武蔵野の森総合スポーツ施設（メインアリーナ）の高さを可能な

限り抑え、会場エリアの北側に見られる日照阻害を回避する。 

・ 建物の屋根の形状に丸みを持たせる、角の部分を削るなどによ

り、会場エリアの北側にみられる日照阻害を回避する。 

 

③  二次評価 

一次評価の結果、オリンピックスタジアム（国立霞ヶ丘競技場）、オリンピックアクアテ

ィクスセンター、ウォーターポロアリーナ及び武蔵野の森総合スポーツ施設の４会場につ

いては、施設の存在に伴う日影が会場エリア北側の日影に関する規制地域にまで及ぶと予

測されたことから評価は「－１」としたが、日影による影響を回避することを目的とした

ミティゲーションを実施することにより、会場エリアの北側における影響を回避できると

予測した。 

したがって、各会場の評価結果は、いずれも「０」とした。 

また、オリンピックスタジアム（国立霞ヶ丘競技場）、オリンピックアクアティクスセン

ター、ウォーターポロアリーナ及び武蔵野の森総合スポーツ施設の４会場以外の会場につ

いては、施設の存在に伴う日影が各会場の周辺地域における生活環境に影響を及ぼすこと

はないものと予測され評価は「０」としたことから、現時点で日影による影響を回避する

ことを目的としたミティゲーションの実施は想定していない。 
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したがって、各会場の評価結果は一次評価と同様、いずれも「０」とした。 

 

2)  開催後（後利用による影響） 

①  一次評価 

開催後の各会場の施設の存在による日影が、会場エリア周辺の保全すべき施設に与える

影響（日照阻害）の有無について、開催中に恒久施設を建設した会場を対象として予測評

価を行った。 

開催中（施設の存在による影響）における評価結果と同様、オリンピックスタジアム（国

立霞ヶ丘競技場）、オリンピックアクアティクスセンター、ウォーターポロアリーナ及び武

蔵野の森総合スポーツ施設の４会場では、施設の存在による日影が会場エリアの北側にお

いて影響を及ぼすことが予測されることから、４会場の評価結果は、いずれも「－１」と

した。 

その他の会場については、施設の存在による日影は概ね会場エリア内に留ること、会場

エリアの北側に存在する保全すべき施設にまで影響が及ぶことはないことから、評価結果

は、いずれも「０」とした。 

 

②  ミティゲーション 

一次評価の結果を踏まえ、オリンピックスタジアム（国立霞ヶ丘競技場）、オリンピック

アクアティクスセンター、ウォーターポロアリーナ及び武蔵野の森総合スポーツ施設の４

会場については、開催中（施設の存在による影響）と同様、施設の存在に伴う日影による

影響を回避するためのミティゲーション（表 5-9-6(p5-9-31)参照）を実施する。 

その他の会場については、一次評価の結果、施設の存在に伴う日影が各会場の周辺地域

における生活環境に影響を及ぼすことはないと予測されたことから、現時点でミティゲー

ションは想定していないが、いずれの会場においても、建築計画の具体化に伴い、より詳

細な調査を行い周辺地域への影響を予測した上で適切な配慮を行う。 

 

③  二次評価 

一次評価の結果、オリンピックスタジアム（国立霞ヶ丘競技場）、オリンピックアクアテ

ィクスセンター、ウォーターポロアリーナ及び武蔵野の森総合スポーツ施設の４会場につ

いては、開催後においても施設の存在に伴う日影が会場エリア北側の日影に関する規制地

域にまで及ぶと予測されたことから評価は「－１」としたが、日影による影響を回避する

ことを目的としたミティゲーションの実施により、会場エリアの北側における影響を回避

できると予測した。 

したがって、各会場の評価結果は、いずれも「０」とした。 

また、その他の会場については、開催後においても施設の存在に伴う日影が各会場の周

辺地域における生活環境に影響を及ぼすことはないものと予測され評価は「０」としたこ

とから、現時点で日影による影響を回避することを目的としたミティゲーションの実施は

想定していない。 

したがって、各会場の評価結果は一次評価と同様、いずれも「０」とした。 

 

(4) 評価結果の総括 

各会場に対する評価結果は、表 5-9-7(p5-9-33)に示すとおりである。 
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オリンピックススタジアム、オリンピックアクアティクスセンター、ウォーターポロアリ

ーナ及び武蔵野の森総合スポーツ施設において、施設の存在による日照阻害の影響が懸念さ

れるものの、建物の屋根の形状に配慮する等のミティゲーションを実施することにより、日

照阻害による周辺地域の生活環境への影響が回避できることから、すべての会場で「０」と

なる。 

 

表 5-9-7  各会場に対する日影の評価結果総括表 

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

1 オリンピックスタジアム(国立霞ヶ丘競技場) -1 － -1 0 － 0

2 東京体育館 0 － － 0 － －

3 国立代々木競技場 0 － － 0 － －

4 日本武道館 0 － － 0 － －

5 皇居外苑 0 － 0 －

6 東京国際フォーラム － － － － － －

7 国技館 0 － － 0 － －

8 有明アリーナ 0 － 0 0 － 0

9 有明ＢＭＸコース 0 － 0 －

10 有明ベロドローム 0 － 0 －

11 有明体操競技場 0 － 0 －

12 有明テニスの森 0 － 0 0 － 0

13 お台場海浜公園 0 － 0 －

14 潮風公園 0 － 0 －

15～16 東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂ 0 － － 0 － －

17 大井ホッケー競技場 0 － 0 0 － 0

18 海の森クロスカントリーコース 0 － 0 －

19 海の森水上競技場 0 － 0 0 － 0

20 海の森マウンテンバイクコース 0 － 0 －

21 若洲オリンピックマリーナ 0 － 0 0 － 0

22 葛西臨海公園 0 － 0 0 － 0

23～24 夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ 0 － 0 0 － 0

25 夢の島公園 0 － 0 0 － 0

26 夢の島競技場 0 － － 0 － －

27～28
オリンピックアクアティクスセンター
ウォーターポロアリーナ

-1 － -1 0 － 0

29 武蔵野の森総合スポーツ施設 -1 － -1 0 － 0

30 東京スタジアム 0 － － 0 － －

31 武蔵野の森公園 0 － 0 －

32 陸上自衛隊朝霞訓練場 0 － 0 －

33 霞ヶ関カンツリー倶楽部 0 － － 0 － －

34 札幌ドーム 0 － － 0 － －

35 宮城スタジアム 0 － － 0 － －

36 埼玉スタジアム2002 0 － － 0 － －

37 横浜国際総合競技場 0 － － 0 － －

OV 選手村 0 － 0 0 － 0

IBC/MPC 東京ビッグサイト(IBC/MPC) 0 － 0 0 － 0

開催前 開催中 開催後 開催前 開催中 開催後

会場 評価点(一次) 評価点(二次)

No. 名称

 

 

 

 

 

 

 

※会場 No は、表 1-3-37（p1-85～1-86）に示す会場 No を表す。 
 
※評価点の目安は以下のとおりである。 

+2: 大きなプラスの影響       -1: ある程度のマイナスの影響 

+1: ある程度のプラスの影響     -2: 大きなマイナスの影響 

0: 中立 
 
－ : 予測評価の検討において対象外とした影響 

■ : 網掛けは非該当項目のため対象外とした影響 
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5-10  景観 

5-10-1  現況 

5-10-1-1 緑視率 

緑視率については、「現況の緑視率」を評価基準として評価する。現況の緑視率は、対象となる

各会場の 寄りの公共交通機関の駅からのアクセスルートにおけるものとし、現地調査を行うこ

とによって把握した。 

現地調査の対象としたのは、緑視率に影響を与えると考えられる新設恒久施設、既存施設及び

外部を改築又は改修する施設のある会場、ならびにアクセスルートより視認できる仮設のある会

場とした。調査の対象とした会場を表5-10-1（p5-10-2～5-10-4）に示す。 

なお、東京スタジアム、札幌ドーム、宮城スタジアム、埼玉スタジアム2002、横浜国際総合競

技場については、土地の改変は行われないため評価対象外とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「緑視率」とは、日常生活の実感として捉えられる緑の量として、ある決まった方
法（ここでは、アクセスルート上で、見晴らしの良い地点もしくは人が集まりやす
い地点、初めて施設が視界に入った地点と施設の直前を結ぶ中央付近、又は施設の
全景が視界に入る地点等とし、人間が通常見ている視界に近い状態を想定して撮
影）で撮影した写真の中に占める緑の割合のことをいう。 
 

メ モ 
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表 5-10-1(1) 緑視率調査対象会場一覧 

会場No. 会場名 調査対象 寄り駅 路線名 

1 オリンピックスタジアム 

(国立霞ヶ丘競技場) 

○(新設恒久施設) ①千駄ヶ谷 

②信濃町 

③国立競技場 

④外苑前 

⑤青山一丁目 

 

①ＪＲ中央線・総武線 

①ＪＲ中央線・総武線 

③都営大江戸線 

④東京メトロ銀座線 

⑤東京メトロ銀座線・半蔵門

線・都営大江戸線 

2 東京体育館 ○(外部の仮設) ①千駄ヶ谷 

②信濃町 

③国立競技場 

④外苑前 

⑤青山一丁目 

①ＪＲ中央線・総武線 

②ＪＲ中央線・総武線 

③都営大江戸線 

④東京メトロ銀座線 

⑤東京メトロ銀座線・半蔵門

線・都営大江戸線 

3 国立代々木競技場 ○(仮設) ①原宿 

②明治神宮前 

③代々木公園 

④代々木八幡 

①ＪＲ山手線 

②東京メトロ千代田線 

③東京メトロ千代田線 

④小田急小田原線 

4 日本武道館 ○(仮設) ①九段下 

 

②竹橋 

①東京メトロ半蔵門線・東西

線、都営新宿線 

②東京メトロ 

5 皇居外苑 ○(仮設) ①東京 

②有楽町 

③二重橋前 

④大手町 

 

 

⑤日比谷 

 

⑥桜田門 

①ＪＲ山手線、京浜東北線 

②ＪＲ山手線、京浜東北線 

③東京メトロ千代田線 

④東京メトロ丸の内線、東西

線、千代田線、半蔵門線、都

営三田線 

⑤東京メトロ日比谷線、千代

田線、都営三田線 

⑥東京メトロ有楽町線 

6 東京国際フォーラム ×(外部の仮設なし) 

 

①有楽町 

②東京 

③二重橋前 

④大手町 

 

 

⑤日比谷 

①ＪＲ山手線、京浜東北線 

②ＪＲ山手線、京浜東北線 

③東④東京メトロ丸の内線、

東西線、千代田線、半蔵門線、

都営三田線 

京メトロ千代田線 

⑤東京メトロ日比谷線、千代

田線、都営三田線 

7 国技館 ×(外部の仮設なし) 両国 ＪＲ総武線、都営大江戸線 

8 有明アリーナ ○(新設恒久施設) ①有明テニスの森 

②有明 

③市場前 

④国際展示場 

⑤東雲 

①ゆりかもめ 

②ゆりかもめ 

③ゆりかもめ 

④りんかい線 

⑤りんかい線 

9 有明ＢＭＸコース ○(仮設) ①有明テニスの森 

②有明 

③市場前 

④国際展示場 

⑤東雲 

①ゆりかもめ 

②ゆりかもめ 

③ゆりかもめ 

④りんかい線 

⑤りんかい線 

※グレーの塗りつぶしは、緑視率調査の対象としない会場または評価対象外の会場である 
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  表 5-10-1（2）緑視率調査対象会場一覧 

会場No. 会場名 調査対象 寄り駅 路線名 

10 有明ベロドローム ○(仮設) ①有明テニスの森 

②有明 

③市場前 

④国際展示場 

⑤東雲 

①ゆりかもめ 

②ゆりかもめ 

③ゆりかもめ 

④りんかい線 

⑤りんかい線 

11 有明体操競技場 ○(仮設) ①有明テニスの森 

②有明 

③市場前 

④国際展示場 

⑤東雲 

①ゆりかもめ 

②ゆりかもめ 

③ゆりかもめ 

④りんかい線 

⑤りんかい線 

12 有明テニスの森 ○(恒久施設、仮設) ①有明 

②国際展示場 

①ゆりかもめ 

②りんかい線 

13 お台場海浜公園 ○(仮設) ①台場 

②お台場海浜公園 

③東京テレポート 

①ゆりかもめ 

②ゆりかもめ 

③りんかい線 

14 潮風公園 ○(仮設) ①台場 

②お台場海浜公園 

③船の科学館 

④東京テレポート 

①ゆりかもめ 

②ゆりかもめ 

③ゆりかもめ 

④りんかい線 

15～16 東京ビッグサイト・ホール

Ａ、Ｂ 

○(外部の仮設) ①国際展示場正門 

②有明 

③国際展示場 

④有明客船ターミナル 

①ゆりかもめ 

②ゆりかもめ 

③りんかい線 

④水上バス 

17 大井ホッケー競技場 ○(恒久施設、仮設) 大井競馬場前 東京モノレール 

18 海の森クロスカントリーコ

ース 

×(現況が未利用の埋め立て地

で立ち入り禁止のため、調査対

象外) 

テレコムセンター 

 

ゆりかもめ 

19 海の森水上競技場 ×(現況が未利用の埋め立て地

で立ち入り禁止のため、調査対

象外) 

テレコムセンター 

 

ゆりかもめ 

20 海の森マウンテンバイクコ

ース 

×(現況が未利用の埋め立て地

で立ち入り禁止のため、調査対

象外) 

テレコムセンター 

 

ゆりかもめ 

21 若洲オリンピックマリーナ ○(仮設) 新木場 ＪＲ京葉線、東京メトロ有楽

町線、りんかい線 

22 葛西臨海公園 ○(新設恒久施設、仮設) 葛西臨海公園 ＪＲ京葉線、武蔵野線 

23～ 

24 

夢の島ユース・プラザ・ア

リーナＡ、Ｂ 

○(恒久施設) 新木場 ＪＲ京葉線、東京メトロ有楽

町線、りんかい線 

25 夢の島公園 ○(恒久施設、仮設) 新木場 ＪＲ京葉線、東京メトロ有楽

町線、りんかい線 

26 夢の島競技場 ○(恒久施設、仮設) 新木場 ＪＲ京葉線、東京メトロ有楽

町線、りんかい線 

27～28 オリンピックアクアティク

スセンター、 

ウォーターポロアリーナ 

○(恒久施設、仮設) ①辰巳 

②新木場 

 

③潮見 

①東京メトロ有楽町線 

②ＪＲ京葉線、東京メトロ有

楽町線、りんかい線 

③ＪＲ京葉線 

29 武蔵野の森総合スポーツ施

設 

○(恒久施設) ①飛田給 

②多磨 

①京王電鉄京王線 

②西武鉄道多摩川線 

※会場No.は表1-3-37(p1-85～p1-86)に示す会場No.を表す。        

※グレーの塗りつぶしは、緑視率調査の対象としない会場または評価対象外の会場である
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  表 5-10-1（3）緑視率調査対象会場一覧 

会場No. 会場名 調査対象 寄り駅 路線名 

30 東京スタジアム ×(評価対象外) ①飛田給 

②多磨 

①京王電鉄京王線 

②西武鉄道多摩川線 

31 武蔵野の森公園 ○(外部の仮設) 多磨 西武鉄道多摩川線 

32 陸上自衛隊朝霞訓練場 ○(仮設) ①朝霞 

 

②和光市 

①東武鉄道東上本線、東京メトロ

有楽町線、副都心線 

②東武鉄道東上本線、東京メトロ

有楽町線、副都心線 

33 霞ヶ関カンツリークラブ ○(外部の仮設) 笠幡 ＪＲ川越線 

34 札幌ドーム ×(評価対象外) 福住 札幌市営地下鉄東豊線 

35 宮城スタジアム ×(評価対象外) ①菅谷台３丁目 

②菅谷台４丁目 

①宮城交通バス 

②宮城交通バス 

36 埼玉スタジアム2002 ×(評価対象外) 浦和三園 埼玉高速鉄道 

37 横浜国際総合競技場 ×(評価対象外) ①新横浜駅 

 

②小机 

①横浜市営地下鉄、ＪＲ横浜線、

東海道新幹線 

②ＪＲ横浜線 

OV 選手村 ○(新規) 勝どき 都営大江戸線 

IBC/MPC 東京ビッグサイト(IBC/MPC) ○(既設、一部恒久施設) ①国際展示場正門 

②有明 

③国際展示場 

④有明客船ターミナル

①ゆりかもめ 

②ゆりかもめ 

③りんかい線 

④水上バス 

※会場No.は表1-3-37(p1-85～p1-86)に示す会場No.を表す。        

※グレーの塗りつぶしは、緑視率調査の対象としない会場または評価対象外の会場である



 

5-10-5 

 

 

アクセスルートは、 寄りの公共交通機関の駅を起点とし、会場までのルートのうち、当該施

設のホームページ等で推奨しているルート又は現地案内板等の 短距離を選択した。 

撮影地点は、アクセスルート上で、見晴らしの良い地点もしくは人が集まりやすい地点（橋、

歩行者デッキ、広場などの視点場）、初めて施設が視界に入った地点と施設の直前を結ぶ中央付近、

又は施設の全景が視界に入る地点等とし、人間が通常見ている視界に近い状態（50mmレンズ（35mm

版換算）相当の画角、高さ1.5m程度）を想定して撮影した。また、調査は出来る限り晴天の日に

実施した。 

各撮影地点における緑視率は、画像ソフト（Adobe Photoshop (アドビシステムズ株式会社)）

によって抽出した緑(樹木・草、水域も含む)が被覆しているピクセル数を計算し、写真全体のピ

クセル数に占める割合を算出した（緑色の人工物は除いた）。 

アクセスルート及び写真撮影地点と施設計画図を図 5-10-1(p5-10-5～5-10-16)に、撮影した現

況写真を図 5-10-2(p5-10-17～5-10-28)に示す。 

また、算出した現況の緑視率は、表5-10-2 (p5-10-29)に示すとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-10-1（1） アクセスルート及び写真撮影地点 

（1～2 オリンピックスタジアム（国立霞ヶ丘競技場）、東京体育館） 

 

③

⑥

② 

① 

④

⑤

⑦

撮影地点及び撮影番号 

千駄ヶ谷駅 

青山一丁目駅 

外苑前駅

東京体育館 

オリンピックスタジアム 

（国立霞ヶ丘競技場） 

信濃町駅 
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図 5-10-1（2） アクセスルート及び写真撮影地点（3 国立代々木競技場） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-10-1（3） アクセスルート及び写真撮影地点（4 日本武道館） 

撮影地点及び撮影番号 

代々木八幡駅 

代々木公園駅 

原宿駅 

国立代々木競技場 

明治神宮前駅 

④ 

③

②

①

日本武道館 

九段下駅 

②

①

③ 

④ 

    撮影地点及び撮影番号 

竹橋駅 
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図 5-10-1（4） アクセスルート及び写真撮影地点（5 皇居外苑） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-10-1（5）アクセスルート及び写真撮影地点 

（8～11 有明アリーナ、有明ＢＭＸコース、有明ベロドローム、有明体操競技場） 

①
②

③

④

⑤

↑大手町駅 

有楽町駅 日比谷駅 

    撮影地点及び撮影番号 

皇居外苑 

東京国際フォーラム 

東京駅 

二重橋前駅 

桜田門駅 

    撮影地点及び撮影番号 

有明アリーナ

有明BMXコース

有明ベロドローム

有明体操競技場 

有明駅 

有明テニスの森駅 

市場前駅 

国際展示場駅 

⑥

④ 

① 

②

⑤

③⑦ 東雲駅 
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図 5-10-1（6） アクセスルート及び写真撮影地点（12 有明テニスの森） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-10-1（7） アクセスルート及び写真撮影地点（13 お台場海浜公園） 

①

③

④

②

    撮影地点及び撮影番号 有明テニスの森駅

国際展示場駅

有明駅 

有明テニスの森 

    撮影地点及び撮影番号 

お台場海浜公園 

台場駅

お台場海浜公園駅

東京テレポート駅 

⑤

②
①

③

④ 
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図 5-10-1（8） アクセスルート及び写真撮影地点（14 潮風公園） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-10-1（9） アクセスルート及び写真撮影地点 

 （15～16 東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂ、東京ビッグサイト（IBC/MPC）） 

①

②
③

   撮影地点及び撮影番号 

船の科学館駅 

台場駅 

潮風公園 

有明客船ターミナル 

国際展示場正門駅 

①

②

    撮影地点及び撮影番号 

東京ビッグサイトホールＡ，Ｂ 

東京ビッグサイト(IBC/MPC)

有明駅 
国際展示場駅 
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図 5-10-1（10） アクセスルート及び写真撮影地点（17 大井ホッケー競技場） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-10-1（11） アクセスルート及び写真撮影地点（21 若洲オリンピックマリーナ） 

① 

②

③④

⑤

若洲オリンピックマリーナ 

↑至 新木場駅 

    撮影地点及び撮影番号 

①

②

    撮影地点及び撮影番号 

大井競馬場前駅 

大井ホッケー競技場
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図 5-10-1（12） アクセスルート及び写真撮影地点（22 葛西臨海公園） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-10-1（13） アクセスルート及び写真撮影地点 

（23～25 夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ、夢の島公園） 

葛西臨海公園 

葛西臨海公園駅 

①

②

④

③

    撮影地点及び撮影番号 

新木場駅 

夢の島競技場 

夢の島公園 

夢の島ユース・プラザ・ 

アリーナＡ、Ｂ 

    撮影地点及び撮影番号 

①

②

③ ④

⑧
⑦

⑤
⑥



 

5-10-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-10-1（14） アクセスルート及び写真撮影地点（26 夢の島競技場） 

夢の島公園 

夢の島ユース・プラザ・

アリーナＡ、Ｂ

新木場駅 

夢の島競技場 

①

②
③

④
⑤

⑥

    撮影地点及び撮影番号 



 

5-10-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｚ 

 

 

 

図 5-10-1（15） アクセスルート及び写真撮影地点 

（27～28 オリンピックアクアティクスセンター、ウォーターポロアリーナ） 

オリンピック 

アクアティクスセンター

ウォーターポロアリーナ

⑦

⑥
⑤

① 

④

③

②

至 新木場駅→ 

辰巳駅

    撮影地点及び撮影番号 

潮見駅 
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図 5-10-1（16） アクセスルート及び写真撮影地点（29 武蔵野の森総合スポーツ施設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-10-1（17） アクセスルート及び写真撮影地点（31 武蔵野の森公園） 

武蔵野の森 

総合スポーツ施設 

東京スタジアム 

飛田給駅 
    撮影地点及び撮影番号 

① 

②

③
④ 

武蔵野の森公園 

多磨駅 

↓至 東京スタジアム

    撮影地点及び撮影番号 

①②

③

⑤ ④ 
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図 5-10-1（18） アクセスルート及び写真撮影地点（32 陸上自衛隊朝霞訓練場） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-10-1（19） アクセスルート及び写真撮影地点（33 霞ヶ関カンツリークラブ） 

至 朝霞駅 ↑ 

陸上自衛隊朝霞訓練場

④ 

①

②

③

    撮影地点及び撮影番号 

    撮影地点及び撮影番号 

霞ヶ関カンツリークラブ

笠幡駅 

④① 

②

③
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図 5-10-1（20） アクセスルート及び写真撮影地点（OV 選手村） 

 

 

 

選手村 

勝どき駅

有明客船ターミナル

①

③

④

②

    撮影地点及び撮影番号 



 

5-10-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1～2 オリンピックスタジアム（国立霞ヶ丘競技

場）、東京体育館 撮影地点① 

 

 

 

 

 

 

 

 

1～2 オリンピックスタジアム（国立霞ヶ丘競技

場）、東京体育館 撮影地点② 

 

 

 

 

 

 

 

 

1～2 オリンピックスタジアム（国立霞ヶ丘競技

場）、東京体育館 撮影地点③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1～2 オリンピックスタジアム（国立霞ヶ丘競技

場）、東京体育館 撮影地点④ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1～2 オリンピックスタジアム（国立霞ヶ丘競技

場）、東京体育館 撮影地点⑤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1～2 オリンピックスタジアム（国立霞ヶ丘競技

場）、東京体育館 撮影地点⑥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1～2 オリンピックスタジアム（国立霞ヶ丘競技

場）、東京体育館 撮影地点⑦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 国立代々木競技場 撮影地点① 

図 5-10-2（1） 撮影写真 
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3 国立代々木競技場 撮影地点② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 国立代々木競技場 撮影地点③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 国立代々木競技場 撮影地点④ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 日本武道館 撮影地点① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 日本武道館 撮影地点② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 日本武道館 撮影地点③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 日本武道館 撮影地点④ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 皇居外苑 撮影地点① 

図 5-10-2（2） 撮影写真 
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5 皇居外苑 撮影地点② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 皇居外苑 撮影地点③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 皇居外苑 撮影地点④ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 皇居外苑 撮影地点⑤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

8～11 有明アリーナ、有明ＢＭＸコース、有明ベ

ロドローム、有明体操競技場  撮影地点① 

 

 

 

 

 

 

 

 

8～11 有明アリーナ、有明ＢＭＸコース、有明ベ

ロドローム、有明体操競技場  撮影地点② 

 

 

 

 

 

 

 

 

8～11 有明アリーナ、有明ＢＭＸコース、有明ベ

ロドローム、有明体操競技場  撮影地点③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

8～11 有明アリーナ、有明ＢＭＸコース、有明ベ

ロドローム、有明体操競技場  撮影地点④ 

図 5-10-2（3） 撮影写真 
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8～11 有明アリーナ、有明ＢＭＸコース、有明ベ

ロドローム、有明体操競技場  撮影地点⑤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

8～11 有明アリーナ、有明ＢＭＸコース、有明ベ

ロドローム、有明体操競技場  撮影地点⑥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

8～11 有明アリーナ、有明ＢＭＸコース、有明ベ

ロドローム、有明体操競技場  撮影地点⑦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 有明テニスの森 撮影地点① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 有明テニスの森 撮影地点② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 有明テニスの森 撮影地点③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 有明テニスの森 撮影地点④ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 お台場海浜公園 撮影地点① 

図 5-10-2（4） 撮影写真 
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13 お台場海浜公園 撮影地点② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 お台場海浜公園 撮影地点③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 お台場海浜公園 撮影地点④ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 お台場海浜公園 撮影地点⑤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 潮風公園 撮影地点① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 潮風公園 撮影地点② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 潮風公園 撮影地点③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

15～16 東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂ、 

東京ビッグサイト（IBC/MPC） 撮影地点① 

図 5-10-2（5） 撮影写真 
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15～16 東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂ、 

東京ビッグサイト（IBC/MPC） 撮影地点② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 大井ホッケー競技場 撮影地点① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 大井ホッケー競技場 撮影地点② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 若洲オリンピックマリーナ 撮影地点① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 若洲オリンピックマリーナ 撮影地点② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 若洲オリンピックマリーナ 撮影地点③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 若洲オリンピックマリーナ 撮影地点④ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 若洲オリンピックマリーナ 撮影地点⑤ 

図 5-10-2（6） 撮影写真 
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22 葛西臨海公園 撮影地点① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 葛西臨海公園 撮影地点② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 葛西臨海公園 撮影地点③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 葛西臨海公園 撮影地点④ 

 

 

 

 

 

 

 

 

23～24 夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ、

夢の島公園 撮影地点① 

 

 

 

 

 

 

 

 

23～24 夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ、

夢の島公園 撮影地点② 

 

 

 

 

 

 

 

 

23～24 夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ、

夢の島公園 撮影地点③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

23～24 夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ、

夢の島公園 撮影地点④ 

図 5-10-2（7） 撮影写真 
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23～24 夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ、

夢の島公園 撮影地点⑤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

23～24 夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ、

夢の島公園 撮影地点⑥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

23～24 夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ、

夢の島公園 撮影地点⑦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

23～24 夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ、

夢の島公園 撮影地点⑧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 夢の島競技場 撮影地点① 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 夢の島競技場 撮影地点② 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 夢の島競技場 撮影地点③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 夢の島競技場 撮影地点④ 

図 5-10-2（8） 撮影写真 
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26 夢の島競技場 撮影地点⑤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 夢の島競技場 撮影地点⑥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

27～28 オリンピックアクアティクスセンター、

ウォーターポロアリーナ 撮影地点① 

 

 

 

 

 

 

 

 

27～28 オリンピックアクアティクスセンター、

ウォーターポロアリーナ 撮影地点② 

 

 

 

 

 

 

 

 

27～28 オリンピックアクアティクスセンター、

ウォーターポロアリーナ 撮影地点③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

27～28 オリンピックアクアティクスセンター、

ウォーターポロアリーナ 撮影地点④ 

 

 

 

 

 

 

 

 

27～28 オリンピックアクアティクスセンター、

ウォーターポロアリーナ 撮影地点⑤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

27～28 オリンピックアクアティクスセンター、

ウォーターポロアリーナ 撮影地点⑥ 

図 5-10-2（9） 撮影写真 
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27～28 オリンピックアクアティクスセンター、

ウォーターポロアリーナ 撮影地点⑦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 武蔵野の森総合スポーツ施設 撮影地点① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 武蔵野の森総合スポーツ施設 撮影地点② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 武蔵野の森総合スポーツ施設 撮影地点③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 武蔵野の森総合スポーツ施設 撮影地点④ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 武蔵野の森公園 撮影地点① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 武蔵野の森公園 撮影地点② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 武蔵野の森公園 撮影地点③ 

図 5-10-2（10） 撮影写真 
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31 武蔵野の森公園 撮影地点④ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 武蔵野の森公園 撮影地点⑤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 陸上自衛隊朝霞訓練場 撮影地点① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 陸上自衛隊朝霞訓練場 撮影地点② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 陸上自衛隊朝霞訓練場 撮影地点③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 陸上自衛隊朝霞訓練場 撮影地点④ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 霞ヶ関カンツリークラブ 撮影地点① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 霞ヶ関カンツリークラブ 撮影地点② 

図 5-10-2（11） 撮影写真 
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33霞ヶ関カンツリークラブ 撮影地点③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 霞ヶ関カンツリークラブ 撮影地点④ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OV 選手村 撮影地点① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OV 選手村 撮影地点② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OV 選手村 撮影地点③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OV 選手村 撮影地点④ 

図 5-10-2（11） 撮影写真 
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表 5-10-2 調査地点における現況の緑視率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会場No. 会場名
評価地点

番号
現況緑視率

（％）

① 2.5

② 0.9

③ 66.1

④ 53.8

⑤ 61.2

⑥ 47.4

⑦ 47.6

① 25.9

② 44.5

③ 60.0

④ 76.4

① 62.3

② 65.7

③ 82.3

④ 47.1

① 61.1

② 45.9

③ 90.9

④ 69.0

⑤ 41.2

① 9.0

② 47.4

③ 6.0

④ 12.9

⑤ 7.9

⑥ 3.8

⑦ 52.7

① 11.9

② 3.9

③ 13.5

④ 3.7

① 10.7

② 61.3

③ 74.2

④ 37.8

⑤ 44.0

① 16.3

② 59.8

③ 66.5

① 12.9

② 23.6

① 53.9

② 45.1

① 23.6

② 25.1

③ 37.3

④ 39.0

⑤ 33.4

17 大井ホッケー競技場

21 若洲オリンピックマリーナ

14 潮風公園

15～16
IBC/MPC

東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂ、
東京ビッグサイト（IBC/MPC）

5 皇居外苑

8～11
有明アリーナ、有明BMXコース、
有明ベロドローム、有明体操競技場

13 お台場海浜公園

オリンピックスタジアム
(国立霞ヶ丘競技場)、
東京体育館

1～2

12 有明テニスの森

3 国立代々木競技場

4 日本武道館

会場No. 会場名
評価地点

番号
現況緑視率

（％）

① 56.7

② 25.0

③ 38.6

④ 25.5

① 67.6

② 47.2

③ 51.8

④ 58.0

⑤ 43.8

⑥ 91.6

⑦ 65.7

⑧ 57.0

① 20.3

② 8.5

③ 26.3

④ 47.0

⑤ 41.5

⑥ 11.6

① 44.0

② 15.1

③ 15.6

④ 16.0

⑤ 66.1

⑥ 79.5

⑦ 69.9

① 16.5

② 3.9

③ 24.8

④ 17.2

① 81.0

② 46.2

③ 61.2

④ 21.9

① 79.6

② 75.0

③ 72.1

④ 44.0

⑤ 48.0

① 59.6

② 18.2

③ 61.2

④ 56.1

① 37.9

② 30.1

③ 16.8

④ 43.9

霞ヶ関カンツリークラブ33

26 夢の島競技場

22 葛西臨海公園

OV 選手村

27～28
オリンピックアクアティクスセンター、
ウォーターポロアリーナ

30 陸上自衛隊朝霞訓練場

29 武蔵野の森総合スポーツ施設

武蔵野の森公園31

23～25
夢の島ユース・プラザ・アリーナA、B、
夢の島公園
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5-10-1-2 優れた眺望又は景観の阻害 

(ｲ) 周辺の視点場から眺望できる優れた眺望景観の阻害の有無 

視点場については、景観形成特別地区内にある公共の視点場（公園等の展望デッキなど）の

ほか、様々な立場の人が利用でき、観光等で利用される頻度の高い眺望点として、一般に無料

で開放された民間の施設も予測評価の対象とした。視点場とした眺望点を表 5-10-3 

(p5-10-31)、眺望点の位置を図 5-10-3（p5-10-31）に示す。また、周辺の視点場からの撮影写

真を図 5-10-26～図 5-10-40 (p5-10-107～5-10-115)に示す。 

視点場から視認できる会場は、オリンピックスタジアム（国立霞ヶ丘競技場）、東京体育館、

国立代々木競技場、お台場海浜公園、有明ＢＭＸコース、有明ベロドローム、有明体操競技場、

若洲オリンピックマリーナ、海の森クロスカントリーコース、海の森水上競技場、選手村、東

京ビッグサイト（IBC/MPC）である。（表 5-10-4参照） 

 

 

 

 

 

 

 

「視点場」とは、「視点」が位置する場所のことで、視点は景観を見
る人自体。視点場は視点である人が位置する場所を指す。 
また、見られる対象のことを「視対象」という。 
 

メ モ
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図 5-10-3 眺望点位置 

 

 表 5-10-3 眺望点一覧及び所在地 

視点場名称 所在地 種別

新宿センタービル展望ロビー 東京都新宿区西新宿 1-25-1 民間

新宿住友ビル展望ロビー 東京都新宿区西新宿 2-6-1 民間

東京都庁展望室（南展望室） 東京都新宿区西新宿 2-8-1 公共

新宿野村ビル展望ロビー 東京都 新宿区 西新宿 1-26-2  民間

カレッタ汐留 46 階展望スペース 東京都港区東新橋 1-8-2 民間

恵比寿ガーデンプレイス展望スペース 東京都 渋谷区 恵比寿 4-20 恵比寿ガーデンプレイスタワー38・39F 民間

浜離宮恩賜庭園 東京都中央区浜離宮庭園 1-1 公共

日の出桟橋 東京都港区海岸 2-7-104 公共

お台場海浜公園（展望デッキ） 東京都港区台場 公共

デックス東京ビーチ 東京都港区台場 民間

台場公園 東京都港区台場 公共

晴海客船ターミナル 東京都中央区晴海 5-7-1 公共

晴海ふ頭公園（広場） 東京都中央区晴海 公共

水の広場公園（広場） 東京都中央区晴海 公共

有明西ふ頭公園 東京都中央区晴海 公共

葛西臨海公園 東京都江戸川区臨海町 6 公共

東京ゲートブリッジ 東京都江東区若洲 公共

キャロットタワー 東京都世田谷区太子堂 4-1-1 公共

出典：※1観光レクリエーションの手びき  東京 東京都平成9年版 

※2東京都展望台 タワー一覧 goo (http://map.goo.ne.jp/kanko/27/13/) 

※3海上公園ガイド

キャロットタワー 

晴海客船ターミナル

恵比寿ガーデンプレイス

展望スペース 

台場公園

お台場海浜公園

有明西ふ頭公園

東京ゲートブリッジ

葛西臨海公園

晴海ふ頭公園 

浜離宮恩賜庭園 

東京都庁展望室 

新宿センタービル 

展望ロビー 

新宿野村ビル展望ロビー

カレッタ汐留 46 階

展望スペース 

日の出桟橋 

凡例 

：眺望点 

：会場 

：水辺景観形成特別地区の区域 

※会場№は表1-3-37（p1-86～1-87）に示す会場№を表す。

新宿住友ビル展望ロビー 

水の広場公園

デックス東京ビーチ
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表 5-10-4 視点場から視認できる会場 

視点場名称 視認できる会場 

新宿センタービル展望ロビー 
視点場より視認できる会場はオリンピックスタジアム（国立霞ヶ丘競技場）、

東京体育館、国立代々木競技場などである。 
新宿住友ビル展望ロビー 

東京都庁展望室（南展望室） 

新宿野村ビル展望ロビー 視点場より視認できる会場はない。 

カレッタ汐留  

46階展望スペース 

視点場より視認できる会場は、有明ＢＭＸコース、有明ベロドローム、有明体

操競技場、選手村、などである。 

恵比寿ガーデンプレイス展望ス

ペース 
視点場より視認できる会場は国立代々木競技場である。 

浜離宮恩賜庭園 視点場より視認できる会場は選手村である。 

日の出桟橋 視点場より視認できる会場は選手村である。 

お台場海浜公園（展望デッキ） 視点場より視認できる会場はお台場海浜公園である。 

デックス東京ビーチ 視点場より視認できる会場はお台場海浜公園である。 

台場公園 視点場より視認できる会場はお台場海浜公園である。 

晴海客船ターミナル 
視点場より視認できる会場は有明ＢＭＸコース、有明ベロドローム、有明体操

競技場などである。 

晴海ふ頭公園（広場） 視点場より視認できる会場はお台場海浜公園である。 

水の広場公園（広場） 視点場より視認できる会場は東京ビッグサイト（IBC/MPC）である。 

有明西ふ頭公園 視点場より視認できる会場は東京ビッグサイト（IBC/MPC）である。 

葛西臨海公園 視点場より視認できる会場は若洲オリンピックマリーナである。 

東京ゲートブリッジ 
視点場より視認できる会場は、海の森クロスカントリーコース、海の森水上競

技場である。 

キャロットタワー 視点場より視認できる会場はない。 
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(ﾛ) 景観形成特別地区の景観 

景観形成特別地区は、美しく風格のある首都東京を実現するための具体的な施策を示した「東

京都景観計画」（2011 年４月改訂、東京都）で、景観形成の先行的なモデル地区として定めた

地区である。2012年現在、観光振興を図る上で重要な「水辺景観形成特別地区」及び「文化財

庭園等景観形成特別地区（浜離宮恩賜庭園、旧芝離宮恩賜庭園、清澄庭園、新宿御苑、小石川

後楽園、六義園、旧岩崎邸庭園、旧古河庭園の８箇所）」、2011年に世界自然遺産に登録された

「小笠原（父島二見港周辺）景観形成特別地区」の３つを設定している。 

景観形成特別地区内に該当する会場は13会場である（表 5-10-5参照）。 

 

表 5-10-5 景観形成特別地区内に位置する会場 

会場 

№ 
会場名 建物区分と 高高さ（m） 該当する景観形成特別地区 

1 
オリンピックスタジアム(国立霞

ヶ丘競技場) 
恒久施設（70 m） 

新宿御苑景観形成特別地区 

（景観誘導区域） 

2 東京体育館 仮設（1Ｆ程度） 
新宿御苑景観形成特別地区 

（景観誘導区域） 

8 有明アリーナ 恒久施設（27.8 m） 水辺景観形成特別地区 

9 有明ＢＭＸコース 仮設（11.7 m） 水辺景観形成特別地区 

10 有明ベロドローム 仮設（25 m） 水辺景観形成特別地区 

11 有明体操競技場 仮設（25 m） 水辺景観形成特別地区 

12 有明テニスの森 恒久施設（12m程度） 水辺景観形成特別地区 

13 お台場海浜公園 仮設（9.0 m） 水辺景観形成特別地区 

14 潮風公園 仮設（22.6 m） 水辺景観形成特別地区 

15～16 
東京ビッグサイト・ 

ホールＡ、Ｂ 
仮設（1Ｆ程度） 水辺景観形成特別地区 

OV 選手村 恒久施設（94.2m） 水辺景観形成特別地区 

IBC/MPC 
東京ビッグサイト 

(IBC/MPC) 
恒久施設（21m） 水辺景観形成特別地区 

 

水辺景観形成特別地区には、有明アリーナ、有明ＢＭＸコース、有明ベロドローム、有明体

操競技場、有明テニスの森、お台場海浜公園、潮風公園、東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂ、

選手村、東京ビッグサイト（IBC/MPC）の計11会場が該当している（図 5-10-4（p5-10-34）参

照）。文化財庭園等景観形成特別地区には、特別地区に該当する会場はないが、新宿御苑景観形

成特別地区に伴う景観誘導区域にオリンピックスタジアム（国立霞ヶ丘競技場）、東京体育館の

２会場が該当している（図 5-10-5(p5-10-34)参照）。 
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図 5-10-4 水辺景観形成特別地区位置 

出典：「東京都景観計画」（2011年 4月改訂）より作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-10-5 文化財庭園等景観形成特別地区（新宿御苑） 

出典：「東京都景観計画」（2011年 4月改訂）より作成 

選手村 

有明アリーナ、有明ＢＭＸコー

ス、有明ベロドローム、有明体操

競技場 

有明テニスの森 

お台場海浜公園 

潮風公園 

東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂ、

東京ビッグサイト（IBC/MPC） 

東京体育館 

新宿御苑

凡例 

赤線の内側：景観形成特別地区（高さ20ｍ以上の建築物を

対象に、色彩や広告の規制、形態・高さ・意匠を誘導する

地域） 

青線の内側：大規模建築物等の建築等に係る誘導区域（大

規模建築物を対象に、事前協議を通じて色彩、広告、高さ、

緑化などについて誘導する地域） 

オリンピックスタジアム 

（国立霞ヶ丘競技場） 



 

5-10-35 

 

○景観形成特別地区 

［景観形成特別地区］ 
「東京都景観計画」(2011 年 4 月改訂、東京都)では、文化財や歴史的な施設など点的な景観要

素を持つ地域や、他とは性格の異なる景観や観光資源をもつ一定の広がりのある地域とその周辺を
「景観形成特別地区」として指定し、景観形成の方針や基準を設け、一定の規模以上の建築物等に対
する景観誘導や屋外広告物の表示についての基準を定めている。 
 
 
［文化財庭園等景観形成特別地区］ 

文化財庭園等の周辺を景観形成特別地区に指定し、庭園等の内部からの眺望を意識し、その周辺に
おける建築物の外壁の色彩や隣棟間隔、屋外広告物の表示などについて、適切に規制・誘導を行って
いく。 

 
①景観形成の目標 

国際的な観光資源としてふさわしい、庭園からの眺望景観を保全し、歴史的・文化的景観を次世
代に継承する。 
②景観形成の方針 

１）庭園内からの眺望を阻害しない周辺景観の誘導 
庭園周辺に立地し、庭園の内部から見える建築物等を対象として、その配置や色彩など

を適切に誘導し、庭園の持つ歴史的・文化的景観を保全・継承する。 
２）屋外広告物の規制による景観保全 

庭園周辺において、庭園の内部から見える箇所に屋外広告物を表示することを規制し、
庭園の持つ歴史的・文化的景観を保全・継承する。 

③良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項 
文化財庭園等景観形成特別地区において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、景観

法及び東京都景観条例に基づき、知事に対して届出（国の機関又は地方公共団体が行う行為につい
ては通知）を行うものとする。 

届出対象行為の種類、規模及び景観形成基準は、次に示すとおりとする。 
＜建築物の建築等＞ 
・届出行為  ：建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若

しくは模様替又は色彩の変更 
・届出規模  ：建築物の高さ≧２０ｍ 
・景観形成基準：下表の通り  

 景観形成基準

配置 
 隣地間隔や隣棟間隔を十分確保し、庭園からの眺望の開放感を阻害しないようにする。 
 敷地内に庭園の築造と関係のある歴史的に重要な遺構や残すべき自然などがある場合

は、これらを生かした建築物の配置とする。 

高さ・
規模 

 庭園内部の主要な眺望点からの見え方をシミュレーションし、庭園からの眺望を阻害
する高さや規模とならないように配慮する。 

 庭園外周部と隣接している敷地においては、庭園外周部の樹木の高さを著しく超える
ことのないよう計画する。 

形態・
意匠・
色彩 

 色彩は別途定める色彩基準に適合するとともに周辺景観と調和を図る。 
 建築物全体及び隣接する建築物等との形態のバランスを検討し、特に庭園景観の背景

としてふさわしい落ち着いた意匠とする。 
 長大な壁面を生じさせないようにし、壁面を分割するなど、庭園からの眺望に対して、

圧迫感を感じさせないようにする。 
 建築物に附帯する構造物や設備等は、建築物本体と調和を図り、庭園からの眺望を阻

害しないものとする。 
 建築物の外装材は、反射素材などの庭園からの眺望を阻害する素材の使用を避ける。

屋根、屋上に設備がある場合、庭園側に露出させないようにする。 
 バルコニーや設備などは、建築物本体との調和を図る。 
 窓面の内側から広告物等を庭園に向け表示しない。 

公開空
地・外
構等 

 夜間の景観を検討し、過度な照明を庭園側に向けない。 
 敷地外周部は緑化を図り、庭園の緑との連続性を確保し、潤いのある空間を創出する。 
 緑化に当たっては、庭園樹種と同一性のある樹種を選定する。 
 対象行為により、庭園内の重要な樹木及び湧水等に悪影響を及ぼさないようにする。 

屋根・
屋上 

 屋上緑化や壁面緑化を行い、都市における緑の創出に積極的に寄与する。 
 突出した形状を避け、庭園外周部の樹木のスカイラインと調和したものとする。 
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［水辺景観形成特別地区］ 
豊かな水辺空間を有する区域内において、新たに重点的な取組が必要な地域を景観形成特別地区と

して指定し、観光施策等と連携して、水辺空間の魅力向上を進めていく。 
 
①景観形成の目標 

水辺の散策路や観光スポットを結ぶルートにおいて、移動しながら景色の変化を楽しめる、魅力
的で連続性のある景観を形成する。 

また、観光まちづくりと連携し、東京を訪れる人に印象的で魅力的な景観形成を進める。 
②景観形成の方針 

１）水辺を生かした景観形成 
水辺の散策路や水上バスなど、水路や水上からの視点に配慮し、水辺を生かした開放感

のある景観を形成する。 
２）環状第２号線沿道の街並み形成 

環状第２号線の延伸に合わせて、地区計画などの地域のまちづくりと連携を図りながら、
街並みの連続性に配慮した良好な沿道景観を誘導する。 

３）水辺の街並みに調和した広告景観の形成 
屋外広告物は、水辺や背後地の街並みとの調和に配慮した表示・掲出とし、開放的で、潤

いのある水辺を生かした景観を形成する。 
また、屋外広告物の光源は、原則として建築物の低層部に使用し、夜間において、商業施

設を中心とする賑わいを創出し、また散策路等沿いの水面に映る光を楽しめるような、魅力
ある景観を形成する。 

③良好な景観形成のための行為の制限に関する事項 

水辺景観形成特別地区のうち、水域に面する区域（道路・公園などを介して水域に面する場合も
含む）及び環状第２号線に面する区域において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、
景観法及び東京都景観条例に基づき、知事に対して届出（国の機関又は地方公共団体が行う行為に
ついては通知）を行うものとする。 

届出対象行為の種類、規模及び景観形成基準は、次に示すとおりとする。 
＜建築物の建築等＞ 
・届出行為  ：建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若

しくは模様替又は色彩の変更 
・届出規模  ：建築物の高さ≧１５ｍ 又は 延べ床面積≧３,０００ｍ２ 

（臨海景観基本軸の区域） 
・景観形成基準：下表の通り 

 景観形成基準

配置 

 水辺沿いや沿道に建築物の顔を向けた配置とする。
 水辺沿いでは、隣接する建築物との隣棟間隔を十分確保し、水辺の開放感が得られる

配置とする。 
 水域に面する建築物の間口の長さに配慮し、水域側に空地を設けるなど建築物の圧迫

感を軽減するような配置とする。 
 隣接する建築物における壁面の位置は、水辺沿いや沿道の街並みの連続性を確保する。
 歴史的な資源や残すべき自然がある場合には、これらを生かした建築物の配置とする。

高さ・
規模 

 高さは、水辺沿いや沿道の街並みの建築物群のスカイラインとの調和を図る。 
 水上や周辺の主要な眺望点（対岸、公園、橋梁など）からの見え方に配慮した規模と

する。 

形態・
意匠・
色彩 

 形態・意匠は、建築物自体のバランスだけでなく、水辺沿いや沿道の街並みとの調和
や連続性を確保する。 

 背後地から水域への見通し、水辺の開放感を確保した形態とする。 
 色彩は別途定める色彩基準に適合するとともに周辺景観と調和を図る。 
 外壁は、長大な壁面を避けるなど、圧迫感を感じさせない工夫をする。 
 屋根・屋上部の形態、意匠及び色彩は、建築物全体のバランスや背景との調和を図り、

設備等がある場合は、周囲からの見え方に配慮する。 
 建築物に附帯する構造物や設備等は、建築物本体と調和を図る。 

公開空
地・外
構等 

 水辺空間に開かれたオープンスペースや視点場を設ける。また、隣接するオープンス
ペースとの連続性を確保する。 

 敷地内はできる限り緑化を図り、周辺の緑と連続させる。また、屋上や壁面の緑化を
積極的に検討する。 

 緑化に当たっては、水辺の植生に適した樹種を選定し、周辺の景観と調和を図るとと
もに、植物の良好な生育が可能となるよう、植栽地盤を工夫する。 

 敷地と水域又は道路の境界は、開放性のあるものにする。 
 夜間においては、水面に映り込む光の演出やランドマークとなる施設のライトアップ

などの実施により、水辺の夜間景観の形成を図る。 
 ベンチや照明灯などの施設は、地域の中での統一性に配慮する。 
 外構計画は、敷地内のデザインのみを捉えるのではなく、水辺沿いや沿道の街並みと

の調和や連続性を確保する。 
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5-10-2  予測評価（会場別） 

5-10-2-1 緑視率 

(1) 評価の指標及び目安 

会場別の予測評価における評価の指標及び目安は、表5-10-6に示すとおりである。緑視率は、

評価地点で撮影された写真の中に緑（樹木・草及び水域）が占める割合とした。 

 

表 5-10-6 評価の指標及び目安 

評価の指標 評価の基準 
評価の目安 

－２ －１ ０ ＋１ ＋２ 

緑視率 現況の緑視
率 

緑視率が減少
（20ポイント
以上減少） 

緑視率が減少
（５以上 20
ポイント未満
減少） 

現況と変わら
ない（±５ポ
イント未満の
増減） 

緑視率が増加
（５以上 20
ポイント未満
増加） 

緑視率が増加
（20ポイント
以上増加） 

 

(2) 予測評価の方法 

開催中（施設の存在による影響）、開催後（後利用による影響）における現況の緑視率の変化

について、それぞれ表5-10-7（p5-10-38）に示す方法により予測評価を行った。 

現地調査を実施した各会場の評価地点は、 寄りの公共交通機関の駅からのアクセスルート

上で、以下のいずれかの基準に当てはまる場所とした。 

a) 見晴らしの良い地点もしくは人が集まりやすい地点（橋、歩行者デッキ、広場などの視点

場）で、会場内の施設が見える地点。 

b) ライン上で施設が見通せる場合は、初めて会場内の施設が視界に入った地点と施設の直前

を結ぶ中央付近、又は施設の全景が視界に入る地点。 

c) 見通せるラインがない場合は、 も影響が大きいと考えられる地点、又は初めて会場内の

施設が視界に入った地点。 

アクセスルート上で会場内の施設が見える部分が複数箇所ある場合は、見える距離が も長

い部分で、上記a～cの基準のいずれかに該当する地点とする。 

なお、サッカーの予選会場である東京スタジアム、札幌ドーム、宮城スタジアム、埼玉スタ

ジアム2002、横浜国際総合競技場の５会場は、既存施設の利用が主体で外部施設はコンパウン

ドのみであり樹木等の改変は行われないため、評価対象から除外した。また、陸上自衛隊朝霞

訓練場は自衛隊の専用施設であり、後利用で公共的な利用が想定されないことから、後利用の

評価対象から除外した。同じ会場エリアにあるオリンピックスタジアム（国立霞ヶ丘競技場）

及び東京体育館、東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂ及び東京ビッグサイト（IBC/MPC）は、同時

に評価した。 

 



 

5-10-38 

 

表 5-10-7 予測評価方法 

予測評価の時期 予測・評価の方法 

開催中 施設の存在による影

響 

現地調査の対象とした会場については、評価地点における

現況の写真と施設計画平面図及び側面図を比較することによ

り、会場内の施設の存在により現況の緑視率がどの程度変化

するか予測した。また、この変化を軽減又は改善するための

対策メニューを想定し、対策を実施した場合の状況(効果)に

ついて定量的に予測評価を行った。 

開催後 後利用による影響 仮設の撤去及び施設の後利用により、現況の緑視率がどの

程度変化するか定量的に予測評価を行った。 

 

 

図 5-10-6～図 5-10-25 (p5-10-40～5-10-81)に、調査対象会場のアクセスルートと施設計画

図を重ね合わせた図及び評価に用いた写真撮影地点における現況写真を示す。 

また、施設整備により、現況で視認できる緑が影響を受けると考えられる場合については、

想定した建物等を青色で塗りつぶした写真、または影響を受けると予測される部分を青枠で示

した写真を開催中及び開催後それぞれについて示している。 

なお、各会場における評価地点の選定根拠は、表5-10-8（p5-10-39）に示すとおりである。 
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表 5-10-8 各会場における評価地点の選定根拠 

会場 

No. 
会場名 

評価

地点

評価地点選定根拠 

分類 備考 

1～2 
オリンピックスタジアム（国立霞

ヶ丘競技場）、東京体育館 
⑤ b 

初めて会場内施設が視界に入った地点と施設の直前を

結ぶ中央付近 

3 国立代々木競技場 ③ a 歩道橋の上で見通しが良い 

4 日本武道館 ④ c 初めて会場内施設が目に入る地点 

5  皇居外苑 ② c 初めて会場内施設が視界に入る地点 

8～10 

有明アリーナ、 

有明ＢＭＸコース、 

有明ベロドローム 

③ a 
有明テニスの森駅、有明駅、市場前駅からのアクセス

ルート上にあり、人が集まりやすい 

11 有明体操競技場 ④ a 
有明テニスの森駅、有明駅、市場前駅からのアクセス

ルート上にあり、人が集まりやすい 

12  有明テニスの森 ④ a 歩道橋の上で見通しが良い 

13 お台場海浜公園 ① b 
初めて会場内施設が視界に入った地点と施設の直前を

結ぶ中央付近 

14 潮風公園 ③ c 初めて会場内施設が目に入る地点 

15～

16, 
IBC/MPC  

東京ビッグサイト・ホールＡ,Ｂ 

東京ビッグサイト（IBC/MPC） 
② a 

アクセスチェックポイント付近であり、人が集まりや

すい 

17  大井ホッケー競技場 ② b 
初めて会場内施設が視界に入った地点と施設の直前を

結ぶ中央付近 

21 若洲オリンピックマリーナ 

① c 【開催中】初めて会場内施設が視界に入る地点 

④ a 
【開催後】公園の休憩施設付近であり、人が集まりや

すい 

22 葛西臨海公園 
① c 【開催中】初めて会場内施設が視界に入る地点 

④ a 【開催後】広場となっており、人が集まりやすい 

23～24 
夢の島ユース・プラザ・アリーナ

Ａ，Ｂ 
⑤ b 

初めて会場内施設が視界に入った地点と施設の直前を

結ぶ中央付近 

25 夢の島公園 ② b 初めて会場内施設が視界に入る地点 

26 夢の島競技場 ④ a 広場となっており、人が集まりやすい 

27～28 
オリンピックアクアティクスセ

ンター、ウォーターポロアリーナ 
③ a 歩道橋の上であり、見通しがよい 

29 武蔵野の森総合スポーツ施設 ② a 歩道橋の上であり、見通しがよい 

31 武蔵野の森公園 ② c 初めて会場内施設が視界に入る地点 

32 陸上自衛隊朝霞訓練場 ③ a 
【開催中】会場エリア入口付近であり、人が集まりや

すい 

33 霞ヶ関カンツリークラブ ④ a 
アクセスチェックポイント付近であり、人が集まりや

すい 

OV 選手村 ① a 

【開催中・開催後】開催中・後の 寄り駅となる勝ど

き駅からのアクセスルート上において初めて会場内施

設が目に入る地点 
※「評価地点」は、現地調査時の写真撮影番号を示す。 

「分類」は、以下に示す評価地点の選定理由の分類である。 

a: 見晴らしの良い地点もしくは人が集まりやすい地点（橋、歩行者デッキ、広場などの視点場）で会場内の施設が見える

地点。 

b: ライン上で会場が見通せる場合は、初めて会場内の施設が視界に入った地点と施設の直前を結ぶ中央付近、又は会場の

全景が視界に入る地点。 

c: 見通せるラインがない場合は、 も影響が大きいと考えられる地点、又は初めて会場内の施設が視界に入った地点。 
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図 5-10-6（1） 1～2 オリンピックスタジアム（国立霞ヶ丘競技場）、東京体育館における 

 アクセスルート、評価地点及び撮影方向 

評価地点及び撮影方向 

千駄ヶ谷駅 

青山一丁目駅 

外苑前駅

東京体育館 

オリンピックスタジアム 

（国立霞ヶ丘競技場） 

信濃町駅 
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図 5-10-6（2） 1～2 オリンピックスタジアム（国立霞ヶ丘競技場）、東京体育館における 

評価地点の現況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-10-6（3） 1～2 オリンピックスタジアム（国立霞ヶ丘競技場）、東京体育館における 

開催中（左）及び開催後（右）の影響予測 

開催中：青斜線で示した部分に仮設のフェンス（高さ3m）が設置されることを想定している。 

開催後：仮設が撤去され、現況に戻ることを想定している。

     ：建物等の想定 

     ：施設整備に伴う土地改変等により影響を受ける緑視部分 
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図 5-10-7（1） 3 国立代々木競技場におけるアクセスルート、評価地点及び撮影方向 

    評価地点及び撮影方向 

代々木八幡駅 

代々木公園駅 

原宿駅 

国立代々木競技場 

明治神宮前駅 



 

5-10-43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-10-7（2） 3 国立代々木競技場における評価地点の現況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-10-7（3） 3 国立代々木競技場における 開催中の影響予測（左）と開催後の影響予測（右） 

開催中：青斜線で示した部分に設置される歩行者デッキ及び設置に伴う樹木の除去を想定してい

る。 

開催後：仮設歩行者デッキの撤去後、街路樹は影響を受けた状態であることを想定している。 

 

     ：建物等の想定 

     ：施設整備に伴う土地改変等により影響を受ける緑視部分 
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図 5-10-8（1） 4 日本武道館におけるアクセスルート、評価地点及び撮影方向 

    評価地点及び撮影方向 

日本武道館 

九段下駅 

竹橋駅 
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図 5-10-8（2） 4 日本武道館における評価地点の現況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

図 5-10-8（3） 4 日本武道館における開催中の影響予測（左）と開催後の影響予測（右） 

開催中：青斜線で示した部分に高さ4～7ｍの仮設の施設が見えることを想定している。 

開催後：仮設が撤去され、現況に戻ることを想定している。 

 

     ：建物等の想定 

     ：施設整備に伴う土地改変等により影響を受ける緑視部分 
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図 5-10-9（1） 5 皇居外苑におけるアクセスルート、評価地点及び撮影方向 

 

 

↑大手町駅 

有楽町駅 日比谷駅 

皇居外苑 

東京国際フォーラム 

東京駅 

二重橋前駅 

桜田門駅 

    評価地点及び撮影方向 
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図 5-10-9（2） 5 皇居外苑における評価地点の現況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-10-9（3） 5 皇居外苑における開催中の影響予測（左）と開催後の影響予測（右） 

開催中：青斜線で示した部分に仮設フェンス（高さ約3ｍ）、及び仮設の施設（高さ約7ｍ）が

見えることを想定している。 

開催後：仮設が撤去され、現況に戻ることを想定している。

     ：建物等の想定 

     ：施設整備に伴う土地改変等により影響を受ける緑視部分 
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図 5-10-10（1） 8～11 有明アリーナ、有明ＢＭＸコース、有明ベロドローム、 

有明体操競技場におけるアクセスルート、評価地点及び撮影方向 

有明アリーナ、有明BMXコース、

有明ベロドローム 評価地点 

有明体操競技場 

評価地点 

    評価地点及び撮影方向 

有明アリーナ

有明BMXコース

有明ベロドローム

有明体操競技場 

有明駅 

有明テニスの森駅 

市場前駅 

国際展示場駅 

東雲駅 
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図 5-10-10（2） 8～10 有明アリーナ、有明ＢＭＸコース、有明ベロドロームにおける 

 評価地点の現況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-10-10（3） 8～10 有明アリーナ、有明ＢＭＸコース、有明ベロドロームにおける 

開催中の影響予測（左）と開催後の影響予測（右） 

開催中：青斜線で示した部分に仮設フェンス（高さ 3ｍ）及び仮設の有明ベロドローム（高

さ25ｍ）が見えることを想定している。 

開催後：青斜線で示した部分に恒久施設である有明アリーナ（高さ 27.8m）の施設が残り、

開催後は未利用地に戻るため草地が整地された状態であることを想定している。  

 

 

 

 

 

     ：建物等の想定 

     ：施設整備に伴う土地改変等により影響を受ける緑視部分 
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図 5-10-10（4） 11 有明体操競技場における 評価地点の現況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-10-10（5） 11 有明体操競技場における開催中の影響予測（左）と開催後の影響予測（右） 

開催中：青斜線で示した部分に仮設フェンス（高さ3ｍ）及び仮設の施設（高さ25ｍ）が設置

され、青枠で示した部分が整地に伴い改変されることを想定している。 

開催後：開催後は未利用地に戻るため整地された状態であることを想定している。 

 

 

     ：建物等の想定 

     ：施設整備に伴う土地改変等により影響を受ける緑視部分 
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図 5-10-11（1） 12 有明テニスの森におけるアクセスルート、評価地点及び撮影方向 

有明テニスの森駅

国際展示場駅

有明駅 

有明テニスの森 

    評価地点及び撮影方向 
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図 5-10-11（2） 12 有明テニスの森における評価地点の現況写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-10-11（3） 12 有明テニスの森における開催中及び開催後の影響予測 

開催中：仮設の施設の設置及び土地整備に伴い、青枠部分の樹木が影響を受けることを想定し

ている。 

開催後：仮設撤去後も、開催中と同様に樹木は改変された状態であることを想定している。 

 

     ：建物等の想定 

     ：施設整備に伴う土地改変等により影響を受ける緑視部分 
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評価地点及び撮影方向 

お台場海浜公園 

台場駅

お台場海浜公園駅

東京テレポート駅 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-10-12（1） 13 お台場海浜公園におけるアクセスルート、評価地点及び撮影方向 
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図 5-10-12（2） 13 お台場海浜公園における評価地点の現況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-10-12（3） 13 お台場海浜公園における開催中の影響予測（左）と開催後の影響予測（右） 

開催中：青斜線で示した部分に仮設フェンス（高さ約 3ｍ）及び仮設観客席（高さ約 20m）が見

え、整地に伴い樹木が一部影響を受けることを想定している。 

開催後：仮設は撤去されるが、樹木は改変されたままであることを想定している。 

 

 

     ：建物等の想定 

     ：施設整備に伴う土地改変等により影響を受ける緑視部分 
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図 5-10-13（1） 14 潮風公園におけるアクセスルート、評価地点及び撮影方向 

 

   評価地点及び撮影方向 

船の科学館駅 

台場駅 

潮風公園 
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図 5-10-13（2） 14 潮風公園における評価地点の現況写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-10-13（3） 14 潮風公園における開催中の影響予測（左）と開催後の影響予測（右） 

開催中：青斜線で示した部分に高さ23ｍ程度の仮設の施設が見えることを想定している。  

開催後：仮設撤去後、青枠の部分が改変された状態で残っていることを想定している。 

 

     ：建物等の想定 

     ：施設整備に伴う土地改変等により影響を受ける緑視部分 
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図 5-10-14（1） 15～16 東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂ、東京ビッグサイト（IBC/MPC） 

におけるアクセスルート、評価地点及び撮影方向 

有明客船ターミナル 

国際展示場正門前 

    評価地点及び撮影方向 

東京ビッグサイトホールＡ，Ｂ 

東京ビッグサイト(IBC/MPC)

有明駅 
国際展示場駅 
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図 5-10-14（2） 15～16 東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂ、東京ビッグサイト（IBC/MPC） 

における評価地点の現況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-10-14（3） 15～16 東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂ、東京ビッグサイト（IBC/MPC） 

における開催中の影響予測（左）と開催後の影響予測（右） 

開催中：青斜線で示した部分に仮設の歩行者デッキ（高さ7m程度）が見えることを想定して

いる。 

開催後：仮設の歩行者デッキの撤去後、街路樹が改変された状態であることを想定している。 

     ：建物等の想定 

     ：施設整備に伴う土地改変等により影響を受ける緑視部分 
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図 5-10-15（1） 17 大井ホッケー競技場におけるアクセスルート、評価地点及び撮影方向 

 

 

    評価地点及び撮影方向 

大井競馬場前駅 

大井ホッケー競技場
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図 5-10-15（2） 17 大井ホッケー競技場における評価地点の現況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-10-15（3） 17 大井ホッケー競技場における開催中の影響予測（左）と開催後の影響予測（右） 

開催中：青斜線で示した部分に恒久施設の観客席及び高さ3m程度の仮設フェンスが見えるこ

とを想定している。また、開催中は土地整備に伴い、青枠の部分の緑視が影響を受け

る。 

開催後：仮設撤去後、樹木や芝生が除去された状態が続くことを想定している。 

     ：建物等の想定 

     ：施設整備に伴う土地改変等により影響を受ける緑視部分 
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図 5-10-16（1） 21 若洲オリンピックマリーナにおけるアクセスルート、評価地点及び撮影方向 

 

若洲オリンピックマリーナ

↑至 新木場駅 

開催中 

開催後

    評価地点及び撮影方向 
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図 5-10-16（2） 21 若洲オリンピックマリーナにおける 

評価地点の現況（左：開催中の評価地点、右：開催後の評価地点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-10-16（3） 21 若洲オリンピックマリーナにおける 

開催中の影響予測（左）と開催後の影響予測（右） 

開催中：青斜線で示した部分に、仮設フェンスが見えることを想定している。また、青枠の部

分の緑視が改変されることを想定している。 

開催後：仮設撤去後、青枠の部分が改変された状態であることを想定している。 

 

 

 

 

     ：建物等の想定 

     ：施設整備に伴う土地改変等により影響を受ける緑視部分 
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図 5-10-17（1） 22 葛西臨海公園におけるアクセスルート、評価地点及び撮影方向 

葛西臨海公園 

葛西臨海公園駅 

    評価地点及び撮影方向 

開催中 

開催後 
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図 5-10-17（2） 22 葛西臨海公園における 

評価地点の現況（左：開催中の評価地点、右：開催後の評価地点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-10-17（3） 22 葛西臨海公園における開催中の影響予測（左）と開催後の影響予測（右） 

開催中：青斜線で示した部分に仮設フェンス（高さ約3ｍ）が見えることを想定している。 

開催後：青斜線で示した部分に恒久施設であるのカヌーコースが見えることを想定している。 

     ：建物等の想定 

     ：施設整備に伴う土地改変等により影響を受ける緑視部分 
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図 5-10-18（1） 23～25 夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ、夢の島公園における 

アクセスルート、評価地点及び撮影方向 

 

新木場駅

夢の島競技場 
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アリーナＡ、Ｂ 
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評価地点 

    評価地点及び撮影方向 

夢の島公園 
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図 5-10-18（2） 23～24 夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂにおける評価地点の現況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-10-18（3） 23～24 夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂにおける 

開催中及び開催後の影響予測 

開催中：青斜線で示した部分に高さ37ｍ程度の恒久施設が見えることを想定している。 

開催後：開催中と同様に恒久施設が見えることを想定している。 

 

         

 

     ：建物等の想定 

     ：施設整備に伴う土地改変等により影響を受ける緑視部分 
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図 5-10-18（4） 25 夢の島公園における評価地点の現況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-10-18（5） 25 夢の島公園における開催中の影響予測（左）と開催後の影響予測（右） 

開催中：恒久施設の整備及び整地により、青枠で示した部分の樹木が影響を受け、青斜線で示

した部分に仮設のフェンスが見えることを想定している。 

開催後：仮設撤去後も樹木は影響を受けたままであり、青枠の部分は改変されたままであるこ

とを想定している。 

 

     ：建物等の想定 

     ：施設整備に伴う土地改変等により影響を受ける緑視部分 
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図 5-10-19（1） 26 夢の島競技場におけるアクセスルート、評価地点及び撮影方向 

 

夢の島公園 
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夢の島競技場 

    評価地点及び撮影方向 
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図 5-10-19（2） 26 夢の島競技場における評価地点の現況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-10-19（3） 26 夢の島競技場における開催中及び開催後の影響予測 

開催中：歩行者デッキの整備に伴い、青枠で示した部分の緑視が影響を受けることを想定して

いる。 

開催後：歩行者デッキは恒久施設のため、開催中と同様に樹木が影響を受ける状態が続くこと

を想定している。 

     ：建物等の想定 

     ：施設整備に伴う土地改変等により影響を受ける緑視部分 
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図 5-10-20（1） 27～28 オリンピックアクアティクスセンター、ウォーターポロアリーナ 

におけるアクセスルート、評価地点及び撮影方向 

 

オリンピック 

アクアティクスセンター

ウォーターポロアリーナ

至 新木場駅 

辰巳駅 

    評価地点及び撮影方向 

潮見駅 
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図 5-10-20（2） 27～28 オリンピックアクアティクスセンター、ウォーターポロアリーナ 

における評価地点の現況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-10-20（3） 27～28 オリンピックアクアティクスセンター、ウォーターポロアリーナ 

における開催中の影響予測（左）と開催後の影響予測（右） 

開催中：恒久施設及び仮設の設置のための整地に伴い、青枠で示した部分の緑視が影響を受け

ることを想定している。 

開催後：仮設撤去後も、青枠の部分の樹木が影響を受けている状態が続くことを想定している。 

 

         

     ：建物等の想定 

     ：施設整備に伴う土地改変等により影響を受ける緑視部分 
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図 5-10-21（1） 29 武蔵野の森総合スポーツ施設における 

アクセスルート、評価地点及び撮影方向 

 

武蔵野の森 

総合スポーツ施設 

  評価地点及び撮影方向 
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図 5-10-21（2） 29 武蔵野の森総合スポーツ施設における評価地点の現況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-10-21（3） 29 武蔵野の森総合スポーツ施設における開催中及び開催後の影響予測 

開催中：青斜線で示した部分に恒久施設（ 高高さ71.7m）が見えることを想定している。 

開催後：恒久施設が残り、開催中と同様に緑視に影響を与えることを想定している。 

 

     ：建物等の想定 

     ：施設整備に伴う土地改変等により影響を受ける緑視部分 
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図 5-10-22（1） 31 武蔵野の森公園におけるアクセスルート、評価地点及び撮影方向 

武蔵野の森公園 

多磨駅 

↓至 東京スタジアム

    評価地点及び撮影方向 
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図 5-10-22（2） 31 武蔵野の森公園における評価地点の現況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-10-22（3） 31 武蔵野の森公園における開催中の影響予測（左）と開催後の影響予測（右） 

開催中：青斜線で示した部分に仮設の観客席が設置されることを想定している。 

開催後：仮設撤去後は、現況と同じ状態に戻ることを想定している。 

 

     ：建物等の想定 

     ：施設整備に伴う土地改変等により影響を受ける緑視部分 
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図 5-10-23（1） 32 陸上自衛隊朝霞訓練場におけるアクセスルート、評価地点及び撮影方向 

    評価地点及び撮影方向 

至 朝霞駅 ↑ 

陸上自衛隊朝霞訓練場
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図 5-10-23（2） 32 陸上自衛隊朝霞訓練場における評価地点の現況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-10-23（3） 32 陸上自衛隊朝霞訓練場における 

開催中の影響予測（左）と開催後の影響予測（右） 

開催中：仮設の施設は樹木の後ろ側に設置されることを想定している。 

開催後：仮設撤去後は、現況と同じ状態に戻ることを想定している。

     ：建物等の想定 

     ：施設整備に伴う土地改変等により影響を受ける緑視部分 
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図 5-10-24（1） 33 霞ヶ関カンツリークラブにおけるアクセスルート、評価地点及び撮影方向 

    評価地点及び撮影方向 

霞ヶ関カンツリークラブ

笠幡駅 
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図 5-10-24（2） 33 霞ヶ関カンツリークラブにおける評価地点の現況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-10-24（3） 33 霞ヶ関カンツリークラブにおける開催中及び開催後の影響予測 

開催中：仮設の施設が建設されるが、既存施設により視認できない高さであることを想

定している。 

開催後：仮設撤去後は、現況と同じ状態に戻ることを想定している。 

     ：建物等の想定 

     ：施設整備に伴う土地改変等により影響を受ける緑視部分 
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図 5-10-25（1） OV 選手村におけるアクセスルート、評価地点及び撮影方向 

 

選手村 

    評価地点及び撮影方向 勝どき駅

有明客船ターミナル
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図 5-10-25（2） OV 選手村における評価地点の現況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-10-25（3） OV 選手村における開催中及び開催後の影響予測 

開催中：現況で視認できる緑はすべて会場内施設の手前であり、緑視率に変化はない。 

開催後：恒久施設（ 高高さ 94.2m）として残るが、現況で視認できる緑はすべて会場内施

設の手前であり、緑視率に変化はない。

     ：建物等の想定 

     ：施設整備に伴う土地改変等により影響を受ける緑視部分 



 

5-10-82 

 

 

(3) 予測評価の結果 

1)  開催中（施設の存在による影響） 

①  一次評価 

各会場の施設の存在により、緑視率がどの程度変化するか予測評価を行った。開催中におけ

る評価地点の緑視率算出結果及び予測評価の結果を表 5-10-9（p5-10-83～5-10-85）に示す。 

緑視率が現況よりも５ポイント以上低下すると予測されるのは、有明体操競技場、お台場海

浜公園、大井ホッケー競技場、夢の島公園、夢の島競技場、オリンピックアクアティクスセン

ター及びウォーターポロアリーナの７会場であった。 

 

施設の整備に伴い、有明体操競技場では約9.3ポイント、お台場海浜公園では約9.0ポイン

ト、大井ホッケー競技場では約10.6ポイント、夢の島競技場では約7.8ポイント、オリンピッ

クアクアティクスセンター及びウォーターポロアリーナでは約15.0ポイント、現況よりも緑視

率が低下する。したがって、これら６つの会場の評価結果は「－１」とした。 

 

夢の島公園は現況よりも約32.0ポイント緑視率が減少すると予測し、評価結果は「－２」と

した。 

 

予測評価の対象とした会場のうち、これら７会場以外では、±５ポイント以上の変化はなく、

評価結果は「０」とした。 

 

海の森クロスカントリーコース、海の森水上競技場、海の森マウンテンバイクコースについ

ては、現況が未利用の埋立地であるため、緑視率は現況と同程度になると予測し、評価結果は

「０」とした。緑視率調査の対象外とした東京国際フォーラム、国技館については、施設内部

の改修であるか又はアクセスルートから仮設が視認できない会場であるため、緑視率への影響

はないと予測し、評価結果は「０」とした。 
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表 5-10-9（1） 各会場の緑視率の算出結果及び予測評価結果（開催中：一次評価） 

会場 

No. 
会場名 

評価 

地点 

現況 

緑視率

（％） 

一次 

評価 

緑視率

（％） 

増減 

ポイント

（一次）

評価 

結果 

（一次）

予測評価 

（一次） 

1 
オリンピックスタジアム 

（国立霞ヶ丘競技場） 
⑤ 61.2 61.2 0 0 

開催中に仮設フェンスが

設置されるが、視認できる

緑はすべて施設手前であ

り、緑視率は現況と変わら

ない。 
2 東京体育館 

3 国立代々木競技場 ③ 60.0 56.4 -3.6 0 

仮設の歩行者デッキの設

置により、樹木が影響を受

けるが、緑視率の減少は

約 3.6 ポイントであり、現況

と変わらない。 

4  日本武道館 ④ 47.1 44.6 -2.5 0 

仮設の設置により、緑視が

阻害されるが、緑視率の減

少は約 2.5 ポイントであり、

現況と変わらない。 

5  皇居外苑 ② 45.9 42.0 -3.9 0 

仮設の設置により、一部の

緑視が阻害されるが、緑視

率の減少は約 3.9 ポイント

であり、現況と変わらない。

6 東京国際フォーラム - - - - 0 
施設内部の改修であるた

め、現況と変わらない 

7 国技館 - - - - 0 
施設内部の改修であるた

め、現況と変わらない 

8  有明アリーナ 

③ 6.0 4.7 -1.3 0 

仮設の設置により、一部の

緑が改変されるが、緑視率

の減少は約 1.3 ポイントで

あり、現況と変わらない。 

9 有明ＢＭＸコース 

10 有明ベロドローム 

11 有明体操競技場 ④ 12.9 3.6 -9.3 -1 

整地及び仮設の設置に伴

い、一部の緑が改変され、

緑視率は現況よりも約 9.3

ポイント減少する。 

12  有明テニスの森 ④ 3.7 2.8 -0.9 0 

施設の設置により、会場エ

リア内の大部分が改変され

るが、緑視率の減少は約

0.9 ポイントであり、現況と

変わらない。 

13 お台場海浜公園 ① 10.7 1.7 -9.0 -1 

仮設の観客席及び仮設の

フェンスの設置により緑視

が阻害され、緑視率は約

9.0 ポイント減少する。 

※「評価地点」は、現地調査時の写真撮影番号を示す。 

※評価点の目安 

■ -2：緑視率が大きく減少（-20ポイント以上） 

■ -1：緑視率が減少（-20ポイント未満） 

□  0：現況と変わらない（±5ポイント未満） 

■ +1：緑視率が大きく増加（＋20ポイント未満） 

■ +2：緑視率が増加（＋20ポイント以上）
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表 5-10-9（2） 各会場の緑視率の算出結果及び予測評価結果（開催中：一次評価） 

会場 

No. 
会場名 

評価 

地点 

現況 

緑視率

（％） 

一次 

評価 

緑視率

（％） 

増減 

ポイント

（一次） 

評価 

結果 

（一次）

予測評価 

（一次） 

14 潮風公園 ③ 66.5 65.1 -1.4 0 

仮設の観客席の設置に

より、芝生地が改変され

るが、緑視率の減少は

約 1.4 ポイントであり、現

況と変わらない。 

15～16 
東京ビッグサイト・ホールＡ、

Ｂ 
② 23.6 23.3 -0.3 0 

仮設の歩行者デッキの

設置により緑視が阻害さ

れるが、緑視率の減少

は約 0.3 ポイントであり、

現況と変わらない。 
IBC/MPC 

東 京 ビ ッ グ サ イ ト

（IBC/MPC） 

17  大井ホッケー競技場 ② 45.1 34.5 -10.6 -1 

恒久施設及び仮設の設

置に伴う整地により、樹

木が影響を受けるため、

緑視率は現況よりも約

10.6 ポイント減少する。 

18 
海の森クロスカントリーコー

ス 
－ － － － 0 

緑視率は現況と変わら

ないと想定した。 

19 海の森水上競技場 － - - - 0 
緑視率は現況と変わら

ないと想定した。 

20 
海の森マウンテンバイクコー

ス 
－ - - - 0 

緑視率は現況と変わら

ないと想定した。 

21 若洲オリンピックマリーナ ① 23.6 22.4 -1.2 0 

仮設フェンスの設置及

び会場内の整地による

緑視率の減少は約 1.2

ポイントであり、現況と変

わらない。 

22 葛西臨海公園 ① 56.7 56.7 0 0 

視認できる緑はすべて

施設手前であり、現況と

変わらない。 

23～24 
夢の島ユース・プラザ・アリ

ーナＡ，Ｂ 
⑤ 43.8 43.4 -0.4 0 

恒久のアリーナの設置

による緑視率の減少は

約 0.4 ポイントであり、現

況と変わらない。 

25  夢の島公園 ② 47.2 15.2 -32.0 -2 

仮設のアーチェリーフィ

ールド、広場の整備によ

り、現況で視認できる緑

のほとんどが改変され、

緑視率は約32.0 ポイント

減少する。 

26  夢の島競技場 ④ 47.0 39.2 -7.8 -1 

恒久の歩行者デッキの

設置により、現況で広場

となっている部分の植栽

が改変され、緑視率は

約7.8ポイント減少する。

※「評価地点」は、現地調査時の写真撮影番号を示す。 

※評価点の目安 

■ -2：緑視率が大きく減少（-20ポイント以上） 

■ -1：緑視率が減少（-20ポイント未満） 

□  0：現況と変わらない（±5ポイント未満） 

■ +1：緑視率が大きく増加（＋20ポイント未満） 

■ +2：緑視率が増加（＋20ポイント以上）
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表 5-10-9（3） 各会場の緑視率の算出結果及び予測評価結果（開催中：一次評価） 

会場 

No. 
会場名 

評価

地点

現況 

緑視率

（％） 

一次 

評価 

緑視率

（％） 

増減 

ポイント

（一次）

評価 

結果 

（一次）

予測評価 

（一次） 

27～28 

オリンピックアクアティクスセ

ンター、 

ウォーターポロアリーナ 

③ 15.6 0.6 -15.0 -1 

恒久施設の整備により樹

木が影響を受け、緑視率

は約 15.0 ポイント減少す

る。 

29 
武蔵野の森総合スポーツ施

設 
② 3.9 2.4 -1.5 0 

恒久施設の設置により緑

視が阻害されるが、緑視

率の減少は約 1.5 ポイン

トであり、現況と変わらな

い。 

31 武蔵野の森公園 ② 75.0 74.8 -0.2 0 

仮設観客席の設置により

緑視が阻害されるが、緑

視率の減少は約 0.2 ポイ

ントであり、現況と変わら

ない。 

32 陸上自衛隊朝霞訓練場 ③ 61.2 61.2 0 0 

仮設の射撃場が設置さ

れるが、視認できる緑は

すべて施設手前であり、

緑視率は現況と変わらな

い。 

33 霞ヶ関カンツリークラブ ④ 56.1 56.1 0 0 

仮設の施設が設置される

が、評価地点の緑視率に

は影響しない。 

OV 選手村 ① 37.9 37.9 0 0 

視認できる緑はすべて施

設手前であり、緑視率は

現況と変わらない。 

※「評価地点」は、現地調査時の写真撮影番号を示す。 

※評価点の目安 

■ -2：緑視率が大きく減少（-20ポイント以上） 

■ -1：緑視率が減少（-20ポイント未満） 

□  0：現況と変わらない（±5ポイント未満） 

■ +1：緑視率が大きく増加（＋20ポイント未満） 

■ +2：緑視率が増加（＋20ポイント以上） 
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②  ミティゲーション 

一次評価の結果をふまえ、緑視率の変化を軽減又は緑視率を改善するためのミティゲーショ

ンは、表5-10-10に示すとおりである。 

一次評価の結果、±５ポイント以上の変化はなく、評価結果を「０」とした会場についても、

実施段階における計画の具体化に併せ、屋上・壁面緑化の推進などにより都市空間のすきまに

可能な限り緑を創出するほか、仮設を含めたあらゆる施設の緑化を可能な限り行い、積極的に

緑視率の向上に努めることとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「緑化計画の手引」（東京都環境局、2008） 

 

 

 

 

樹木は、その高さから「高木」、「中木」、「低木」の３種類に分けられる。 
① 高木 
 高木とは、通常の成木の高さが３ｍ以上の樹木をいい、植栽時に２ｍ以上であるものをいう。 
② 中木 
 中木とは、通常の成木の高さが２ｍ以上の樹木をいい、植栽時に 1.2ｍ以上であるものをいう。 
③ 低木 
 低木とは、高木、中木以外で植栽時に 0.3ｍ以上であるものをいう。なお、竹類は低木に含まれる。
 

メ モ 
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表 5-10-10 緑視率に関するミティゲーション（開催中） 

会場 

No. 
会場名 ミティゲーションの内容 

1 
オリンピックスタジアム（国立霞

ヶ丘競技場） 

会場エリアの街路樹を充実させ、会場内に緑地を整備する。 

2 東京体育館 

3 国立代々木競技場 
仮設歩行者デッキの設置により影響を受ける樹木については、

会場エリア内に移植を行う。 

8 有明アリーナ 
施設の建設に伴い、緑地を整備するとともに、周囲の街路樹整

備を行う。 

9 有明ＢＭＸコース 
施設の建設に伴い、緑地を整備するとともに、周囲の街路樹整

備を行う。 

10 有明ベロドローム 
施設の建設に伴い、緑地を整備するとともに、周囲の街路樹整

備を行う。 

11 有明体操競技場 
施設の建設に伴い、緑地を整備するとともに、周囲の街路樹整

備を行う。 

12 有明テニスの森 
恒久施設及び仮設のコートの設置により影響を受ける樹木につ

いては、会場エリア内に移植を行う。 

17 大井ホッケー競技場 
恒久施設及び仮設の観客席の設置により影響を受ける樹木につ

いては、会場エリア内に移植を行う。 

18 海の森クロスカントリーコース 2020年までに海の森が完成している。（p5-10-102） 

19 海の森水上競技場 
施設の建設に伴い、緑地を整備するとともに、周囲の街路樹整

備を行う。 

20 海の森マウンテンバイクコース 
施設の建設に伴い、緑地を整備するとともに、周囲の街路樹整

備を行う。 

21 若洲オリンピックマリーナ 
仮設の観客席の設置により影響を受ける樹木については、会場

エリア内に移植を行う。 

22 葛西臨海公園 
恒久施設のカヌー（スラローム）コースの水路間の芝生化、低

木植栽を行う。 

23～

24 

夢の島ユース・プラザ・アリーナ

Ａ、Ｂ 

周囲との緑の調和を図り、アリーナの屋上緑化、建物周囲の緑

化を行う。 

25 夢の島公園 
恒久施設及び仮設のアーチェリーフィールドの整備により影響

を受ける樹木については、会場エリア内に移植を行う。 

26 夢の島競技場 
恒久の歩行者デッキ及び仮設の設置により影響を受ける樹木に

ついては、会場エリア内に移植を行う。 

27～

28 

オリンピックアクアティクスセ

ンター、 

ウォーターポロアリーナ 

仮設の競技場の整備により影響をうける樹木については、会場

エリア内に移植を行う。また、会場周辺の緑地を整備する。 

29 武蔵野の森総合スポーツ施設 会場エリア内の植樹を充実させ、会場周辺の緑化を図る。 

31 武蔵野の森公園 
施設の緑化等は想定しないが、仮設の設置は可能な限り街路樹

をさけて設置する。 

33 霞ヶ関カンツリークラブ 
施設の緑化等は想定しないが、改変地の樹木は可能な限り会場

内へ移植する。 

OV 選手村 

アクセスルートの街路樹の整備・充実を図る。現況の街路樹に

おける高木間の中木植栽を行う。また、屋上緑化や壁面緑化を

適切に配置する。 

IBC 

/MPC 

東京ビッグサイト（IBC/MPC） ＭＰＣを屋上緑化する。 
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③  二次評価 

二次評価の結果は表 5-10-11（p5-10-89～5-10-91）に示すとおりである。 

海の森クロスカントリーコースは、海の森の整備を行い、埋立地を豊かな緑が覆う計画である

ため（p5-10-102）、緑視率は現況よりも５ポイント以上増加しすると予測し、評価結果を「＋

１」とした。 

 

夢の島公園では、施設の整備に影響を受ける樹木は、会場エリア内及び造成される広場への

移植を行い、夢の島競技場では歩行者デッキの設置に伴い影響をうける植栽を会場エリア内へ

移植する。これら２つの会場の移植は、現況の緑視率と同程度の緑視率となるように配置され

ると想定し、評価結果を「０」とした。オリンピックアクアティクスセンター及びウォーター

ポロアリーナは、仮設の設置に伴い影響を受ける樹木を会場エリア内へ移植するとともに、会

場周辺の緑化を図ることを想定した。緑を整備することで、緑視率は現況と同程度になると想

定し、評価結果を「０」とした。 

 

お台場海浜公園、大井ホッケー競技場では、仮設の影響を受ける樹木を会場エリア内に移植

するが、評価地点の緑視率には影響しない。したがって、緑視率は一次評価と同様に「－１」

と評価した。 

 

調査の対象外とした海の森水上競技場、海の森マウンテンバイクコースの予定地は、現況で

未利用の埋立地となっているが、開催中は施設建設に伴い緑地を整備するとともに、周囲の街

路樹整備等を行うことから、これらの２つの会場については、評価結果を「＋１」とした。 

 

 予測評価の対象としたこれらの会場以外では、±５ポイント以上の変化はなく、評価結果は

「０」とした。 

 

現段階ではミティゲーションを想定していないその他の会場においては、一次評価と同様、

評価結果は「０」とした。これらの施設についても、実施段階における計画の具体化に併せ、

屋上・壁面緑化の推進などにより都市空間のすきまに可能な限り緑を創出するほか、仮設を含

めたあらゆる施設の緑化を可能な限り行い、積極的に緑視率の向上に努めることとする

（p5-10-102参照）。 

 

 

 



 

5-10-89 

 

表 5-10-11（1） 各会場の緑視率の算出結果及び予測評価結果（開催中：二次評価） 

会場 

No. 
会場名 

評価

地点

現況 

緑視率

（％） 

二次 

評価 

緑視率

（％） 

増減 

ポイント

（二次）

評価 

結果 

（二次）

予測評価 

（二次） 

1 
オリンピックスタジアム 

（国立霞ヶ丘競技場） 
⑤ 61.2 61.2 0 0 

会場エリアの街路樹を整

備するが、評価地点の緑

視率は、現況と変わらな

い。 
2 東京体育館 

3 国立代々木競技場 ③ 60.0 56.4 -3.6 0 

影響を受ける樹木につい

ては、会場エリア内への

移植を行う。評価地点の

緑視率の減少は一次評

価と同じく約3.6ポイントで

あり、現況と変わらない。 

4  日本武道館 ④ 47.1 44.6 -2.5 0 

仮設の設置に伴い、緑視

が阻害されるが、緑視率

の減少は約 2.5 ポイントで

あり、現況と変わらない。 

5  皇居外苑 ② 45.9 42.0 -3.9 0 

開催中に設置される仮設

フェンスにより、一部の緑

視が阻害されるが、緑視

率の減少は約 3.9 ポイント

であり、現況と変わらな

い。 

6 東京国際フォーラム - - - - 0 
施設内部の改修であるた

め、現況と変わらない 

7 国技館 - - - - 0 
施設内部の改修であるた

め、現況と変わらない 

8  有明アリーナ 

③ 6.0 6.0 0 0 

会場エリア内に緑地が整

備され、周辺に街路樹が

整備されるため、緑視率

は現況と同等の緑視率と

なると想定する。 

9 有明ＢＭＸコース 

10 有明ベロドローム 

11 有明体操競技場 ④ 12.9 12.9 0 0 

会場エリア内に緑地が整

備され、周辺に街路樹が

整備されるため、緑視率

は現況と同等の緑視率と

なると想定する。 

12  有明テニスの森 ④ 3.7 2.8 -0.9 0 

施設の設置の影響を受け

る樹木は会場内に移植さ

れるが、緑視率の減少は

約 0.9 ポイントであり、現

況と変わらない。 

13 お台場海浜公園 ① 10.7 1.7 -9.0 -1 

影響を受ける樹木は、会

場内に移植されるが、緑

視率の減少は約 9.0 ポイ

ントで一次評価と変わらな

い。 

※「評価地点」は、現地調査時の写真撮影番号を示す。 

※評価点の目安 

■ -2：緑視率が大きく減少（-20ポイント以上） 

■ -1：緑視率が減少（-20ポイント未満） 

□  0：現況と変わらない（±5ポイント未満） 

■ +1：緑視率が大きく増加（＋20ポイント未満） 

+2：緑視率が増加（＋20ポイント以上）
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表 5-10-11（2） 各会場の緑視率の算出結果及び予測評価結果（開催中：二次評価） 

会場 

No. 
会場名 

評価 

地点 

現況 

緑視率

（％） 

二次 

評価 

緑視率

（％） 

増減 

ポイント

（二次）

評価 

結果 

（二次）

予測評価 

（二次） 

14 潮風公園 ③ 66.5 65.1 -1.4 0 

仮設の観客席の設置によ

り、芝生地が改変される

が、緑視率の減少は約 1.4

ポイントであり、現況と変わ

らない。 

15～16 
東京ビッグサイト・ホール

Ａ、Ｂ 
② 23.6 23.3 -0.3 0 

MPC の屋上を緑化する

が、評価地点の緑視率の

減少は約 0.3 ポイントであ

り、現況と変わらない。 
IBC/MPC 

東 京 ビ ッ グ サ イ ト

（IBC/MPC） 

17  大井ホッケー競技場 ② 45.1 34.5 -10.6 -1 

影響を受ける樹木につい

ては、会場エリア内への移

植を行うが、評価地点の緑

視率には影響しない。緑

視率は、一次評価と同様

に現況よりも約 10.6 ポイン

ト減少する。 

18 
海の森クロスカントリーコ

ース 
－ － － － +1 

海の森の整備を行い現況

よりも緑視率が 5 ポイント以

上増加すると想定する。 

19 海の森水上競技場 － - - - +1 

施設の整備に伴い、緑地

を造成するため、緑視率は

増加すると想定する。 

20 
海の森マウンテンバイクコ

ース 
－ - - - +1 

施設の整備に伴い、緑地

を造成するため、緑視率は

増加すると想定する。 

21 若洲オリンピックマリーナ ① 23.6 22.4 -1.2 0 

改変の影響を受ける樹木

は会場エリア内に移植を

行うが、評価地点の緑視に

は影響しないため、緑視率

の減少は約 1.2 ポイントで

あり、現況と変わらない。 

22 葛西臨海公園 ① 56.7 56.7 0 0 

カヌーコース水路間の芝

生化、低木植栽を想定す

るが、視認できる緑はすべ

て施設手前であり、現況と

変わらない。 

23～24 
夢の島ユース・プラザ・アリ

ーナＡ，Ｂ 
⑤ 43.8 43.4 -0.4 0 

屋上緑化、建物周囲の緑

化を想定するが、緑視率

の減少は約 0.4 ポイントで

あり、現況と変わらない。 
※「評価地点」は、現地調査時の写真撮影番号を示す。 

※評価点の目安 

■ -2：緑視率が大きく減少（-20ポイント以上） 

■ -1：緑視率が減少（-20ポイント未満） 

□  0：現況と変わらない（±5ポイント未満） 

■ +1：緑視率が大きく増加（＋20ポイント未満） 

■ +2：緑視率が増加（＋20ポイント以上） 
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表 5-10-11（3） 各会場の緑視率の算出結果及び予測評価結果（開催中：二次評価） 

会場 

No. 
会場名 

評価 

地点 

現況 

緑視率

（％） 

二次 

評価 

緑視率

（％） 

増減 

ポイント

（二次）

評価 

結果 

（二次）

予測評価 

（二次） 

25  夢の島公園 ② 47.2 47.2 0 0 

施設の設置により影響を受

ける樹木は、施設建設に伴

い造成される広場への移

植を行うため、現況と同等

の緑視率となると想定す

る。 

26  夢の島競技場 ④ 47.0 47.0 0 0 

影響を受ける樹木について

は会場エリア内への移植を

行うため、現況と同等の緑

視率となると想定する。 

27～

28 

オリンピックアクアティクス

センター、 

ウォーターポロアリーナ 

③ 15.6 15.6 0 0 

影響を受ける樹木について

会場エリア内への移植を行

い、会場周辺の緑化を図る

ため、現況と同等の緑視率

となると想定する。 

29 
武蔵野の森総合スポーツ

施設 
② 3.9 3.9 0 0 

施設の整備に伴い、会場

エリア内を緑化し、現況と同

等の緑視率となると想定す

る。 

31 武蔵野の森公園 ② 75.0 74.8 -0.2 0 

樹木の移植を行うが、緑視

率の減少は約 0.2 ポイント

であり、現況と変わらない。

32 陸上自衛隊朝霞訓練場 ③ 61.2 61.2 0 0 

仮設の射撃場が設置される

が、視認できる緑はすべて

施設手前であり、緑視率は

現況と変わらない。 

33 霞ヶ関カンツリークラブ ④ 56.1 56.1 0 0 

仮設の設置は可能な限り街

路樹をさけて設置するが、

緑視率には影響しないた

め、現況と変わらない。 

OV 選手村 ① 37.9 37.9
+5.0

未満
0 

会場エリア内への植樹、屋

上緑化・壁面緑化を行う

が、緑視率は、＋５ポイント

未満であると想定し、現況

と変わらない。 
※「評価地点」は、現地調査時の写真撮影番号を示す。 

※評価点の目安 

■ -2：緑視率が大きく減少（-20ポイント以上） 

■ -1：緑視率が減少（-20ポイント未満） 

□  0：現況と変わらない（±5ポイント未満） 

■ +1：緑視率が大きく増加（＋20ポイント未満） 

■ +2：緑視率が増加（＋20ポイント以上）
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2)  開催後（後利用における影響） 

①  一次評価 

各会場施設の後利用において、緑視率がどの程度変化するのか予測評価を行った。開催後に

おける評価地点の緑視率算出結果及び予測評価の結果を表 5-10-12(p5-10-93～p5-10-94)に示

す。 

 

緑視率が現況よりも５ポイント以上低下すると予測されるのは、有明体操競技場、大井ホッ

ケー競技場、若洲オリンピックマリーナ、葛西臨海公園、夢の島公園、夢の島競技場、オリン

ピックアクアティクスセンター及びウォーターポロアリーナの８会場であった。 

 

有明体操競技場、大井ホッケー競技場では、仮設の設置に伴う整地により樹木が除去された

状態が続くため、緑視率は開催中と同程度減少する。葛西臨海公園は、恒久のカヌーコースの

設置により、樹木や芝生地が改変された状態が続くため、緑視率は約19.8ポイント減少する。

夢の島競技場では、恒久の歩行者デッキにより植栽が改変された状態が続き、オリンピックア

クアティクスセンター及びウォーターポロアリーナでは仮設撤去後も樹木が改変された状態が

続くため、緑視率の減少は開催中と変わらない。以上より、これら６会場の評価結果は「－１」

とした。 

 

若洲オリンピックマリーナでは、開催後は評価地点が異なるが、仮設撤去後も整地された状

態が続き、草地が改変されたままであるため、緑視率は現況よりも約22.1ポイント減少する。

夢の島公園では、施設の整備に伴い、芝生が改変され樹木が除去された状態が続くため、約32.0

ポイント減少する。したがって、これら２つの会場の評価結果は「－２」とした。 

 

これらの８会場以外では、±５ポイント以上の変化はなく、評価結果は「０」とした。 

 

海の森クロスカントリーコース、海の森水上競技場、海の森マウンテンバイクコースについ

ては、現況が未利用の埋立地であるため、開催後も緑視率は現況と同程度になると予測し、評

価結果は「０」とした。緑視率調査の対象外とした東京国際フォーラム、国技館については、

施設内部の改修であるか又はアクセスルートから仮設が視認できない会場であるため、開催中

と同様に緑視率は現況と変わらないと予測し、評価結果は「０」とした。 
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表 5-10-12（1）各会場の緑視率の算出結果及び予測評価結果（開催後：一次評価） 

会場 

No. 
会場名 

評価 

地点 

現況 

緑視率

（％） 

一次 

評価 

緑視率

（％） 

増減 

ポイント 

（一次） 

評価 

結果 

（一次）

予測評価 

（一次） 

1 
オリンピックスタジアム（国

立霞ヶ丘競技場） ⑤ 61.2 61.2 0 0 

仮設が撤去されるが、緑

視率は現況と変わらな

い。 2 東京体育館 

3 国立代々木競技場 ③ 60.0 59.9 -0.1 0 

仮設の歩行者デッキが

撤去された後も、樹木が

改変された状態が続く。

緑視率の減少は約0.1 ポ

イントであり、現況と変わ

らない。 

4  日本武道館 ④ 47.1 47.1 0 0 

仮設が撤去されるが、緑

視率は現況と変わらな

い。 

5  皇居外苑 ② 45.9 45.9 0 0 

仮設が撤去されるが、緑

視率は現況と変わらな

い。 

6 東京国際フォーラム - - - - 0 
施設内部の改修であるた

め、現況と変わらない。 

7 国技館 - - - - 0 
施設内部の改修であるた

め、現況と変わらない。 

8  有明アリーナ 

③ 6.0 4.7 -1.3 0 

仮設撤去後、草地が改

変された状態が続くが、

緑視率の減少は 1.3 ポイ

ントであり、現況と変わら

ない。 

9 有明ＢＭＸコース 

10 有明ベロドローム 

11 有明体操競技場 ④ 12.9 3.6 -9.3 -1 

仮設撤去後、草地が改

変された状態が続くた

め、緑視率は現況より約

9.3 ポイント減少する。 

12  有明テニスの森 ④ 3.7 2.8 -0.9 0 

樹木の改変による緑視率

の減少は、約 0.9 ポイント

であり、現況と変わらな

い。 

13 お台場海浜公園 ① 10.7 8.8 -1.9 0 

仮設の観客席及び仮設

フ ェ ンス が撤去さ れ る

が、樹木は改変された状

態が続くが、緑視率の減

少は約 1.9 ポイントであ

り、現況と変わらない。 

14 潮風公園 ③ 66.5 66.1 -0.4 0 

仮設撤去後も、芝生地は

改変された状態が続くが

緑視率の減少は約0.4 ポ

イントであり、現況と変わ

らない。 
※「評価地点」は、現地調査時の写真撮影番号を示す。 

※評価点の目安 

■ -2：緑視率が大きく減少（-20ポイント以上） 

■ -1：緑視率が減少（-20ポイント未満） 

□  0：現況と変わらない（±5ポイント未満） 

■ +1：緑視率が大きく増加（＋20ポイント未満） 

■ +2：緑視率が増加（＋20ポイント以上） 
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 表 5-10-12 (2) 各会場の緑視率の算出結果及び予測評価結果（開催後：一次評価） 

会場 

No. 
会場名 

評価 

地点 

現況 

緑視率

（％） 

一次 

評価 

緑視率

（％） 

増減 

ポイント

（一次）

評価 

結果 

（一次）

予測評価 

（一次） 

15～16 
東京ビッグサイト・ホールＡ、

Ｂ 
② 23.6 23.4 -0.2 0 

仮設の歩行者デッキが

撤去されるが、樹木が改

変された状態が続くた

め、現況から約0.2ポイン

ト減少する。 
IBC/MPC 

東 京 ビ ッ グ サ イ ト

（IBC/MPC） 

17  大井ホッケー競技場 ② 45.1 34. 9 -10.2 -1 

仮設撤去後も樹木が改

変された状態が続くた

め、緑視率は、現況より

約 10.2 ポイント減少す

る。 

18 
海の森クロスカントリーコー

ス 
－ - - - 0 

緑視率は現況と変わらな

いと想定する。 

19 海の森水上競技場 － - - - 0 

一部が未利用地に戻る。

緑視率は現況と変わらな

いと想定する。 

20 
海の森マウンテンバイクコー

ス 
－ - - - 0 

未利用地に戻るため、緑

視率は現況と変わらない

と想定する。 

21 若洲オリンピックマリーナ ④ 39.0 16.9 -22.1 -2 

仮設撤去後も会場エリア

内は整地されているた

め、緑視率は現況よりも

約 22.1 ポイント減少す

る。 

22 葛西臨海公園 ④ 25.5 5.7 -19.8 -1 

仮設の観客席が撤去さ

れるが、恒久施設の存在

により緑視が阻害された

状態が続くため、緑視率

は約 19.8 ポイント減少し

た状態が続く。 

23～24 
夢の島ユース・プラザ・アリ

ーナＡ，Ｂ 
⑤ 43.8 43.4 -0.4 ０ 

恒久のアリーナの整備に

よる緑視率の減少は約

0.4 ポイントであり、現況と

変わらない。 

25  夢の島公園 ② 47.2 15.2 -32.0 -2 

仮設の施設及び広場は

撤去されるが、現況で視

認できる緑のほとんどが

改変され、緑視率は約

32.0 ポイント減少する。 

26  夢の島競技場 ④ 47.0 39.2 -7.8 -1 

恒久の歩行者デッキによ

り、植栽が改変された状

態が続く。緑視率は、開

催中と同じく約 7.8 ポイン

ト減少する。 

※「評価地点」は、現地調査時の写真撮影番号を示す。 

※評価点の目安 

■ -2：緑視率が大きく減少（-20ポイント以上） 

■ -1：緑視率が減少（-20ポイント未満） 

□  0：現況と変わらない（±5ポイント未満） 

■ +1：緑視率が大きく増加（＋20ポイント未満） 

■ +2：緑視率が増加（＋20ポイント以上）
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表 5-10-12（3） 各会場の緑視率の算出結果及び予測評価結果（開催後：一次評価） 

会場 

No. 
会場名 

評価 

地点 

現況 

緑視率 

（％） 

一次 

評価 

緑視率

（％） 

増減 

ポイント 

（一次） 

評価 

結果 

（一次）

予測評価 

（一次） 

27～

28 

オリンピックアクアティク

スセンター、 

ウォーターポロアリーナ 

③ 15.6 0.6 -15.0 -1 

仮設撤去後も、樹木が改変

された状態が続くため、緑視

率の減少は約 15.0 ポイントと

なる。 

29 
武蔵野の森総合スポー

ツ施設 
② 3.9 2.4 -1.5 0 

恒久施設の設置により緑視

が阻害された状態が続くた

め、緑視率の減少は一次評

価と同様に約 1.5 ポイントで

あり、現況と変わらない。 

31 武蔵野の森公園 ② 75.0 75.0 0 0 
仮設が撤去されるが、緑視

率は現況と変わらない。 

32 陸上自衛隊朝霞訓練場 － － － － － 開催後は評価しない。 

33 霞ヶ関カンツリークラブ ④ 56.1 56.1 0 0 
仮設が撤去されるが、緑視

率は現況と変わらない。 

OV 選手村 ① 37.9 37.9 0 0 

視認できる緑はすべて施設

手前であり、緑視率は現況と

変わらない。 

※「評価地点」は、現地調査時の写真撮影番号を示す。 

※評価点の目安 

■ -2：緑視率が大きく減少（-20ポイント以上） 

■ -1：緑視率が減少（-20ポイント未満） 

□  0：現況と変わらない（±5ポイント未満） 

■ +1：緑視率が大きく増加（＋20ポイント未満） 

■ +2：緑視率が増加（＋20ポイント以上）
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②  ミティゲーション 

一次評価の結果をふまえ、緑視率の変化を軽減又は緑視率を改善するためのミティゲーショ

ンは、表 5-10-13（p5-10-97）に示すとおりである。 

一次評価の結果、±５ポイント以上の変化はなく、評価結果を「０」とした会場についても、

実施段階における計画の具体化に併せ、屋上・壁面緑化の推進などにより都市空間のすきまに

可能な限り緑を創出するほか、仮設を含めたあらゆる施設の緑化を可能な限り行い、積極的に

緑視率の向上に努めることとする（p5-10-102参照）。 
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表 5-10-13 緑視率に関するミティゲーション（開催後） 

会場 

No. 
会場名 ミティゲーションの内容 

1 
オリンピックスタジアム 

（国立霞ヶ丘競技場） 

会場エリア内に整備した緑地を維持する。 

2 東京体育館 

3 国立代々木競技場 
仮設の歩行者デッキの撤去後、会場エリア内に移植した樹木を原状復帰す

る。 

8 有明アリーナ 会場エリア内に整備した樹木を維持する。 

9 有明ＢＭＸコース 
仮設撤去後の後利用は未定だが、草本の播種などにより現況と同等の草地

とする。 

10 有明ベロドローム 
仮設撤去後の後利用は未定だが、草本の播種などにより現況と同等の草地

とする。 

11 有明体操競技場 
仮設撤去後の後利用は未定だが、草本の播種などにより現況と同等の草地

とする。 

12 有明テニスの森 
歩行者デッキ階段下の広場、テニスコート間に移植した樹木を開催後も維

持する。 

13 お台場海浜公園 仮設撤去後に、会場エリア内に移植した樹木を原状復帰する。 

14 潮風公園 仮設撤去後に芝生の原状復帰を行う。 

17 大井ホッケー競技場 仮設撤去後に会場エリア内に移植した樹木を原状復帰する。 

18 海の森クロスカントリーコース 2020年までに海の森が完成している。（p5-10-102） 

19 海の森水上競技場 仮設撤去後も会場エリア内に整備した樹木を一部維持する。 

21 若洲オリンピックマリーナ 
仮設観客席撤去後に芝生を原状復帰するとともに、その周囲の芝生を維持

する。 

22 葛西臨海公園 
仮設観客席撤去後に原状復帰を行い、カヌー（スラローム）コースの水路

間の芝生・低木植栽を開催後も維持する。 

23～

24 

夢の島ユース・プラザ・アリーナ

Ａ、Ｂ 

アリーナの屋上緑化、建物周囲の緑化を開催後も維持する。仮設の水泳競

技場撤去の後に、会場内に移植された樹木の原状復帰を行う。 

25 夢の島公園 

仮設のアーチェリーフィールド撤去後に樹木の原状復帰を行う。恒久施設

の影響により広場に移植された樹木を開催後も維持する。 

また、仮設の広場の芝生を原状復帰する。 

26 夢の島競技場 会場エリア内に移植した樹木を維持する。 

27～

28 

オリンピックアクアティクスセン

ター、 

ウォーターポロアリーナ 

周囲との緑の調和を図り、アリーナの屋上緑化、建物周囲の緑化を行う。

29 武蔵野の森総合スポーツ施設 施設の設置に伴い整備した緑地、周囲の街路樹を開催後も維持する。 

31 武蔵野の森公園 仮設撤去後に改変地の原状復帰を行う。 

33 霞ヶ関カンツリークラブ 仮設撤去後に改変地の原状復帰を行う。 

OV 選手村 
アクセスルートの街路樹の整備・充実を図る。現況の街路樹における高木

間の中木植栽を行う。また、屋上緑化や壁面緑化を適切に配置する。 

IBC 

/MPC 

東京ビッグサイト（IBC/MPC） MPCの屋上緑化を開催後も維持する。 
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③  二次評価 

二次評価の結果は、表 5-10-14 (p5-10-99～p5-10-100)に示すとおりである。 

海の森クロスカントリーコースは、海の森の整備を行い、埋立地を豊かな緑が覆う。開催後

も植樹した樹木を維持することを想定し、緑視率は現況よりも５ポイント以上増加すると予測

し、評価結果を「＋１」とした。夢の島公園では、仮設のアーチェリーフィールド撤去後に樹

木の原状復帰を行い、恒久施設の影響により広場へ移植された樹木を維持し、さらに芝生の原

状復帰を行うことを想定した。これにより評価地点の緑視率は５ポイント以上増加すると予測

し、評価結果を「＋１」とした。 

 

お台場海浜公園、大井ホッケー競技場、オリンピックアクアティクスセンター及びウォータ

ーポロアリーナでは、仮設撤去後に会場エリア内に移植されていた樹木を原状復帰することを

想定し、若洲オリンピックマリーナでは、芝生地を造成して原状復帰することを想定した。し

たがって、評価結果は現況と変わらない「０」とした。 

 

葛西臨海公園では、恒久のカヌーコースが残るが、開催中に整備した芝生や樹木を維持し、

夢の島競技場では、恒久の歩行者デッキの設置に伴い移植した樹木を維持することを想定した。

整備された緑地は、現況と同等の緑視率となるように配置されていると予測し、評価結果を「０」

とした。 

 

有明アリーナでは開催中に整備された樹木を維持することを想定した。また、有明ＢＭＸコ

ース、有明ベロドローム、有明体操競技場では、仮設撤去後は整地された状態であり未利用地

に戻るが、種を播くなど現況と同様な草地を回復させると予測し、現況と同程度の緑視率にな

ると予測した。したがって、これらの会場の評価結果は「０」とした。 

調査の対象外とした海の森水上競技場、海の森マウンテンバイクコースでは、現況で未利用

の埋立地となっており、開催後の緑視率も現況と同定度になると予測し、評価結果は「０」と

した。 

 

これらの15会場以外では、±５ポイント以上の変化はなく、評価結果は「０」とした。 

 

現段階ではミティゲーションを想定していないその他の会場においては、一次評価と同様、

評価結果は「０」とした。これらの会場においても、実施段階における計画の具体化に併せ、

屋上・壁面緑化の推進などにより都市空間のすきまに可能な限り緑を創出するほか、仮設を含

めたあらゆる施設の緑化を可能な限り行い、積極的に緑視率の向上に努めることとする。 
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表 5-10-14（1） 各会場の緑視率算出結果及び予測評価結果（開催後：二次評価） 

会場 

No. 
会場名 

評価 

地点 

現況 

緑視率

（％） 

二次 

評価 

緑視率

（％） 

増減 

ポイント

（二次）

評価 

結果 

（二次）

予測評価 

（二次） 

1 
オリンピックスタジアム（国

立霞ヶ丘競技場） ⑤ 61.2 61.2 0 0 

会場エリア内に整備された

緑地を維持する。緑視率は

現況と変わらない。 2 東京体育館 

3 国立代々木競技場 ③ 60.0 60.0 0 0 

会場エリア内に移植してい

た樹木を原状復帰する。緑

視率は現況と変わらない。 

4  日本武道館 ④ 47.1 47.1 0 0 
仮設が撤去されるが、緑視

率は現況と変わらない。 

5  皇居外苑 ② 45.9 45.9 0 0 
仮設が撤去されるが、緑視

率は現況と変わらない。 

6 東京国際フォーラム - - - - 0 
施設内部の改修であるた

め、現況と変わらない 

7 国技館 - - - - 0 
施設内部の改修であるた

め、現況と変わらない 

8  有明アリーナ 

③ 6.0 6.0 0 0 

有明アリーナでは開催中に

整備された樹木を維持す

る。また、仮設撤去後は草

本の種を播くなどして、現

在と同様の植生となるた

め、緑視率は現況と変わら

ない。 

9 有明ＢＭＸコース 

10 有明ベロドローム 

11 有明体操競技場 ④ 12.9 12.9 0 0 

仮設の撤去後は、未利用

地に戻るが整地された状態

が残る。草本の種を播くな

どして、現在と同様の植生

となるため、緑視率は現況

と変わらない。 

12  有明テニスの森 ④ 3.7 2.8 -0.9 0 

会場エリア内に移植された

樹木が開催後も維持される

ことを想定する。緑視率の

減少は約 0.9 ポイントであ

り、現況と変わらない。 

13 お台場海浜公園 ① 10.7 10.7 0 0 

仮設撤去後、樹木の原状

復帰を行うため、緑視率は

現況と変わらない。 

14 潮風公園 ③ 66.5 66.5 0 0 

仮設撤去後、芝生地の原

状復帰を行うため、緑視率

は現況と変わらない。 

15～16 
東京ビッグサイト・ホール

Ａ、Ｂ 
② 23.6 23.6 0 0 

仮設撤去後、樹木の原状

復帰を行うため、緑視率は

現況と変わらない。 IBC/MPC 
東 京 ビ ッ グ サ イ ト

（IBC/MPC） 

※「評価地点」は、現地調査時の写真撮影番号を示す。 

※評価点の目安 

■ -2：緑視率が大きく減少（-20ポイント以上） 

■ -1：緑視率が減少（-20ポイント未満） 

□  0：現況と変わらない（±5ポイント未満） 

■ +1：緑視率が大きく増加（＋20ポイント未満） 

■ +2：緑視率が増加（＋20ポイント以上）
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表 5-10-14 (2) 各会場の緑視率の算出結果及び予測評価結果（開催後：二次評価） 

会場 

No. 
会場名 

評価 

地点 

現況 

緑視率

（％） 

二次 

評価 

緑視率

（％） 

増減 

ポイント

（二次）

評価 

結果 

（二次）

予測評価 

（二次） 

17  大井ホッケー競技場 ② 45.1 45.1 0 0 

仮設撤去後、恒久施設は

残るが、樹木の原状復帰を

行うため、緑視率は現況と

変わらない。 

18 
海の森クロスカントリーコー

ス 
－ － －

＋5.0 

以上
+1 

造成された海の森を維持

するため、緑視率は、現況

よりも 5 ポイント以上増加す

る。 

19 海の森水上競技場 － － － － 0 

開催後は一部が未利用地

に戻る。緑視率は現況と変

わらないと想定した。 

20 
海の森マウンテンバイクコー

ス 
－ － － － 0 

開催後は未利用地に戻る

ため、緑視率は現況と変わ

らないと想定した。 

21 若洲オリンピックマリーナ ④ 39.0 39.0 0 0 

仮設撤去後、芝生地の原

状復帰を行うため、緑視率

は現況と変わらない。 

22 葛西臨海公園 ④ 25.5 25.5 0 0 

恒久のカヌーコースが残る

が、開催中に整備した芝生

や樹木を維持する。整備さ

れた緑地は現況と同等の

緑視率となるように配置さ

れていることを想定する。 

23～24 
夢の島ユース・プラザ・アリ

ーナＡ，Ｂ 
⑤ 43.8 43.4 -0.4 0 

屋上緑化及び建物周囲の

緑化の維持を想定するが、

緑視率は現況と変わらな

い。 

25  夢の島公園 ② 47.2
52.2

以上

＋5.0 

以上 
+1 

仮設撤去後に樹木の原状

復帰を行い、恒久施設の

影響により広場へ移植され

た樹木は維持することを想

定する。開催後は植栽に

加えて芝生も原状復帰す

ることを想定し、緑視率は、

5.0 ポイント以上増加する。

26  夢の島競技場 ④ 47.0 47.0 0 0 

会場エリア内に移植した樹

木を維持する。移植は、現

況と同等の緑視率となると

想定する。 

※「評価地点」は、現地調査時の写真撮影番号を示す。 

※評価点の目安 

■ -2：緑視率が大きく減少（-20ポイント以上） 

■ -1：緑視率が減少（-20ポイント未満） 

□  0：現況と変わらない（±5ポイント未満） 

■ +1：緑視率が大きく増加（＋20ポイント未満） 

■ +2：緑視率が増加（＋20ポイント以上）
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表 5-10-14（3） 各会場の緑視率の算出結果及び予測評価結果（開催後：二次評価） 

会場 

No. 
会場名 

評価 

地点 

現況 

緑視率

（％） 

二次 

評価 

緑視率 

（％） 

増減 

ポイント

（二次）

評価 

結果 

（二次）

予測評価 

（二次） 

27～

28 

オリンピックアクアティクス

センター、 

ウォーターポロアリーナ 

③ 15.6 15.6 0 0 

仮設撤去後、樹木を原状復

帰し、恒久施設の周囲の緑

化や壁面緑化を図ることに

より、現況と同等の緑視率と

なることを想定する。 

29 
武蔵野の森総合スポーツ

施設 
② 3.9 3.9 0 0 

恒久施設の設置に伴い整

備した樹木を開催後も維持

する。樹木は、現況と同等

の緑視率となるように配置さ

れていることを想定し、現況

と変わらない。 

31 武蔵野の森公園 ② 75.0 75.0 0 0 

仮設撤去後、改変地の原状

復帰を行う。緑視率は現況

と変わらない。 

32 陸上自衛隊朝霞訓練場 － － － － － 開催後は評価しない。 

33 霞ヶ関カンツリークラブ ④ 56.1 56.1 0 0 

仮設撤去後、改変地の原状

復帰を行う。緑視率は現況

と変わらない。 

OV 選手村 ① 37.9 37.9
±5.0

未満
0 

開催後も壁面緑化を維持す

る。緑視率は±5.0 ポイント

未満であることを想定し、現

況と変わらない。 

※「評価地点」は、現地調査時の写真撮影番号を示す。 

※評価点の目安 

■ -2：緑視率が大きく減少（-20ポイント以上） 

■ -1：緑視率が減少（-20ポイント未満） 

□  0：現況と変わらない（±5ポイント未満） 

■ +1：緑視率が大きく増加（＋20ポイント未満） 

■ +2：緑視率が増加（＋20ポイント以上）
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「２０２０年の東京 ～大震災を乗り越え、日本の再生を牽引する～」（東京都、2011） 

○水と緑の回廊で包まれた、美しいまち東京を復活させる 

 

≪緑のネットワークをつなげ、自然豊かな東京を次世帯へ継承する≫ 

目 標 2020 年の東京の姿 これからの政策展開 

都市空間の緑

化の推進 

・「10 年後の東京」(2008)で掲げた「1,000ha

の新たな緑の創出」が達成されるとともに、新

たに都市公園等 433ha の整備が進むなど、緑

あふれる都市東京が実現している.。 

・東京を緑あふれる都市への変えていくため、今後 5 年

間で「1,000ha の緑の創出」を達成するとともに、今

後 10 年間で都市公園等 433ha の整備を進めるなど、

あらゆる都市空間において緑化を推進していく。 

「グリーンロ

ード・ネット

ワーク」の充

実 

・街路樹が 100 万本整備されるとともに、5 万

本の「大径木再生大作戦」の展開により街路樹

の回復・更新が進んでいる。 

・今後 5 年間で「10 年後の東京」(2008)で掲げた「街

路樹 100 万本」を展開し街路樹の回復・更新を進める。

 

・荒川から石神井川、調布保谷線を通じて多摩川

へつながる直径 30km の緑のリングが形成さ

れるなど、公園や緑地を街路樹や緑化された河

川で結ぶ「グリーンロード・ネットワーク」が

充実している。 

・道路・河川と一体となった公園整備を進め、荒川から石

神井川、調布保谷線を通じて多摩川へつながる直径

30km の緑のリングを形成する。 

・河川や運河の護岸の緑化や遊歩道の緑を充実させること

により、水辺空間における緑化を推進する。 

「緑のムーブ

メント」の定

着・発展 

・緑のムーブメントが定着し、都民・企業等によ

る主体的な緑化や保全活動が活性化している。

・「緑の東京募金」で醸成された「緑のムーブメント」を

定着・発展させ、都民や企業が積極的に緑化や保全活動

に参加する取組を展開する。 

・都民やＮＰＯ等が参加する植樹祭やボランティア活動

により４５ha の植樹を行うなど「海の森」の整備を推

進し、平成２８年(2016 年)に慨成させる。 

緑の戦略的な

保全 

・東京に残された貴重な緑である農地や森林など

が保全されている。 

・身近な緑である都市農地等を保全するとともに、美しい

森林を復活させるための取組を展開する。 

生物多様性の

保全・回復 

・生態系に配慮した緑が確保され、希少種等の保

全が進んでいる。 

・都民の生物多様性への理解を深めるとともに、多様な主

体の参加により東京の希少種や既存の生態系の保全を

図っていく。 
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※会場№は、表1-3-37（p1-85～1-86）に示す会場№を表す。 

※評価点の目安は以下のとおりである。 

+2: 大きなプラスの影響 

+1: ある程度のプラスの影響 

0: 中立 

-1: ある程度のマイナスの影響 

-2: 大きなマイナスの影響 

－ : 予測評価の検討において対象外とした影響 

■ : 網掛けは非該当項目のため対象外とした影響 

(4) 評価結果の総括 

景観(緑視率)の一次評価及び二次評価結果をとりまとめると下表のとおりとなる。 

二次評価の結果、開催中はお台場海浜公園、大井ホッケー競技場でマイナスとなるが、評価

対象としたその他の会場ではミティゲーションの実施により「０」又はプラスとなる。後利用

では、評価対象としたすべての会場において、ミティゲーションの実施により「０」又はプラ

スとなる。 

表 5-10-15 景観の評価結果表(緑視率)  

 

 

 

 

 

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

1 オリンピックスタジアム(国立霞ヶ丘競技場) 0 0 0 0

2 東京体育館 0 0 0 0

3 国立代々木競技場 0 0 0 0

4 日本武道館 0 0 0 0

5 皇居外苑 0 0 0 0

6 東京国際フォーラム 0 0 0 0

7 国技館 0 0 0 0

8 有明アリーナ 0 0 0 0

9 有明ＢＭＸコース 0 0 0 0

10 有明ベロドローム 0 0 0 0

11 有明体操競技場 -1 -1 0 0

12 有明テニスの森 0 0 0 0

13 お台場海浜公園 -1 0 -1 0

14 潮風公園 0 0 0 0

15～16 東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂ 0 0 0 0

17 大井ホッケー競技場 -1 -1 -1 0

18 海の森クロスカントリーコース 0 0 +1 +1

19 海の森水上競技場 0 0 +1 0

20 海の森マウンテンバイクコース 0 0 +1 0

21 若洲オリンピックマリーナ 0 -2 0 0

22 葛西臨海公園 0 -1 0 0

23～34 夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ 0 0 0 0

25 夢の島公園 -2 -2 0 +1

26 夢の島競技場 -1 -1 0 0

27～28
オリンピックアクアティクスセンター、
ウォーターポロアリーナ

-1 -1 0 0

29 武蔵野の森総合スポーツ施設 0 0 0 0

30 東京スタジアム － － － －

31 武蔵野の森公園 0 0 0 0

32 陸上自衛隊朝霞訓練場 0 － 0 －

33 霞ヶ関カンツリークラブ 0 0 0 0

32 札幌ドーム － － － －

33 宮城スタジアム － － － －

34 埼玉スタジアム2002 － － － －

35 横浜国際総合競技場 － － － －

OV 選手村 0 0 0 0

IBC/MPC 東京ビッグサイト(IBC/MPC) 0 0 0 0

開催中 開催後

会場 評価点(一次) 評価点(二次)

No. 名称

開催前 開催中 開催後 開催前
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5-10-2-2 優れた眺望又は景観の阻害 

(1) 評価の指標及び目安 

優れた眺望又は景観の阻害は、周辺の視点場から眺望できる優れた眺望景観の阻害の有無と、

景観形成特別地区の景観を阻害しないことを評価基準とした。 

評価の指標及び目安は、表5-10-16に示すとおりである。 

 

表 5-10-16 評価の指標及び目安 

評価の指標 評価の基準 
評価の目安 

－２ －１ ０ ＋１ ＋２ 

優れた眺望又
は景観の阻害 

①周辺の視
点場から眺
望できる優
れた眺望景
観の阻害の
有無 
②景観形成
特別地区の
景観を阻害
しないこと 

主要部の眺望
阻害あり、又
は景観形成特
別地区主要部
の阻害あり 

周縁部の眺望
阻害あり、又
は景観形成特
別地区周縁部
の阻害あり 

現況と変わら
ない 

電線の地中化
等によって景
観の改善が図
られる 

景観阻害要素
が 2 つ以上消
滅する等によ
って良好な景
観が形成され
る 

 

(2) 予測評価の方法 

開催中（施設の存在による影響）、開催後（後利用による影響）の優れた眺望又は景観の阻害

は、「周辺の視点場から眺望できる優れた眺望景観の阻害の有無」の基準について、視点場より

「東京都景観計画」（2011 年４月改訂、東京都）に記載された「景観特別形成地区」を望んだ

場合、各会場の施設が景観を阻害するか否かについて、景観写真より定性的に予測評価した。

また、「景観形成特別地区の景観を阻害しないこと」の基準について、対象施設が景観形成特別

地区にかかっているか否か、かかっている場合は景観形成の目標及び方針に適合するか否かに

ついて景観写真又は施設配置図により定性的に予測評価した。（表5-10-17参照） 

なお東京都区部ではない９会場については、評価の基準②にあてはまらないため、予測評価

の対象外とした。 

表5-10-17 予測評価方法 

予測評価の時期 予測・評価の方法 

開催中 施設の存在による影響 評価基準①「周辺の視点場から眺望できる優れた眺望景観の阻

害の有無」については、視点場より「東京都景観計画」（2011年、

東京都）に記載された「景観形成特別地区」を望んだ場合、会

場の施設が景観を阻害するか否かについて、景観写真より定性

的に予測評価した。 

評価基準②「景観形成特別地区の景観を阻害しないこと」につ

いては、対象施設が景観形成特別地区にかかっているか否か、

またかかっている場合は景観形成の目標及び方針に適合するか

否かについて定性的に予測評価した。 

開催後 後利用による影響 開催中同様、会場施設の後利用による優れた眺望又は景観の阻

害について、定性的に予測評価した。 
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(3) 予測評価の結果 

1)  開催中（施設の存在による影響） 

①  一次評価 

(ｲ) 周辺の視点場から眺望できる優れた眺望景観の阻害の有無 

会場の施設の存在による、周辺の視点場から眺望できる優れた眺望景観の阻害の有無につい

ての予測評価を行った。周辺の視点場からの撮影写真を図 5-10-26～図 5-10-40(p5-10-107～

5-10-115)に示す。視認されると想定される施設は青枠で示した。 

オリンピックスタジアム(国立霞ヶ丘競技場)、東京体育館、国立代々木競技場、有明ＢＭＸ

コース、有明ベロドローム、有明体操競技場、お台場海浜公園、海の森クロスカントリーコー

ス、海の森水上競技場、若洲オリンピックマリーナ、選手村、東京ビッグサイト(IBC/MPC)が視

認されるが、いずれも優れた眺望景観を阻害することはないと予測した。したがって、各会場

の評価結果は、いずれも「０」とした（表 5-10-18（p5-10-106））。 



 

5-10-106 

 

 

表 5-10-18 視点場から眺望できる優れた眺望景観の阻害の有無についての予測評価結果（開催中） 

会場 

№ 
会場名 

評価結果 

（一次評価）
予測評価 

1 

オリンピックスタジ

アム(国立霞ヶ丘競

技場) 

0 

新宿ビル群より建て替え前の既存施設が視認される。現況の30ｍから

70ｍの高さとなるが、遠景であること、スタジアム手前の緑地の見え

方にはほとんど変化がないことから、視点場からの眺望に影響を与え

ることはないと予測した。したがって、評価結果は「0」とした。 

2 東京体育館 0 

新宿ビル群より既存施設の屋根が視認される。新設される施設は建物

高さの低い仮設のみであるため、視点場からの眺望に影響を与えるこ

とはないと予測した。したがって、評価結果は「0」とした。 

3 国立代々木競技場 0 

新宿ビル群、恵比寿ガーデンプレイスより既存施設の屋根が視認され

る。新設される施設は建物高さの低い仮設及び歩道橋であるため、視

点場からの眺望に影響を与えることはないと予測した。したがって、

評価結果は「0」とした。 

9 有明ＢＭＸコース 0 

カレッタ汐留、晴海客船ターミナルから視認される。視点場からの眺

望においては、遠景であること、新規施設の手前に既存のビル等が見

えることから、特に景観を阻害することはないと予測した。したがっ

て、評価結果は「0」とした。 

10 有明ベロドローム 0 

カレッタ汐留、晴海客船ターミナルから視認される。視点場からの眺

望においては、遠景であること、新規施設の手前に既存のビル等が見

えることから、特に景観を阻害することはないと予測した。したがっ

て、評価結果は「0」とした。 

11 有明体操競技場 0 

カレッタ汐留、晴海客船ターミナルから視認される。視点場からの眺

望においては、遠景であること、新規施設の手前に既存のビル等が見

えることから、特に景観を阻害することはないと予測した。したがっ

て、評価結果は「0」とした。 

13 お台場海浜公園 0 

お台場海浜公園展望デッキ、デックス東京ビーチ、晴海ふ頭公園より

視認される。お台場海浜公園展望デッキ、デックス東京ビーチからの

眺望においては、視対象は海辺の開けた景観であり、仮設は海面上に

張り出さないこと、後背にある既存施設より高さが低いことから、特

に景観を阻害することはないと予測した。晴海ふ頭公園からの眺望に

おいては、遠景であること、新規施設の手前に既存のビル等が見える

ことから、特に景観を阻害することはないと予測した。したがって、

評価結果は「0」とした。 

18 
海の森クロスカント

リーコース 
0 

東京ゲートブリッジから視認される。対象施設である競技コースは視

点場の高さよりかなり低いことから、特に景観を阻害することはない

と予測した。したがって、評価結果は「0」とした。 

19 海の森水上競技場 0 

東京ゲートブリッジから視認される。対象施設であるボート競技場

は、視点場の高さよりかなり低いことから、特に景観を阻害すること

はないと予測した。したがって、評価結果は「0」とした。 

21 
若洲オリンピックマ

リーナ 
0 

葛西臨海公園から視認される。視点場からの視対象は海であること、

仮設手前に既存の公園施設等が見えることから、特に景観を阻害する

ことはないと予測した。したがって、評価結果は「0」とした。 

OV 選手村 0 

カレッタ汐留、浜離宮恩賜庭園、日の出桟橋より視認される。カレッ

タ汐留、浜離宮恩賜庭園においては、選手村は景観計画における景観

形成基準に従って建設されること、手前に既存の建物群があることか

ら、特に景観を阻害することはないと予測した。日の出桟橋において

も、景観形成基準に従って建設されることから、特に景観を阻害する

ことはないと予測した。したがって、評価結果は「0」とした。 

IBC 

/MPC 

東京ビッグサイト

(IBC/MPC) 
0 

水の広場公園、有明西ふ頭公園より視認される。新設される施設であ

るＭＰＣは景観計画における景観形成基準に従って建設されること、

建設予定地手前に有明西ふ頭公園の樹木があるため、施設の上部しか

視認できないことから、特に景観を阻害することはないと予測した。

したがって、評価結果は「0」とした。 
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図 5-10-26（1） 視点場からの現況及び予測（新宿センタービル展望ロビー） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-10-26（2） 視点場からの現況及び予測（新宿センタービル展望ロビー） 

 

国立代々木競技場 

オリンピックスタジアム

(国立霞ヶ丘競技場） 

（高さ 70m） 東京体育館
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図 5-10-27 視点場からの現況及び予測（新宿住友ビル展望ロビー） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-10-28（1） 視点場からの現況及び予測（東京都庁展望室（南展望室）） 

国立代々木競技場 

国立代々木競技場
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図 5-10-28（2） 視点場からの現況及び予測（東京都庁展望室（南展望室）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-10-29 視点場からの現況及び予測（カレッタ汐留46階展望スペース） 

選手村 

（高さ 94.2ｍ） 

有明体操競技場 

（高さ 25ｍ） 

有明ベロドローム 

（高さ 25ｍ） 

有明ＢＭＸコース 

（高さ 11.7ｍ） 

オリンピックスタジアム

(国立霞ヶ丘競技場） 

（高さ 70m） 



 

5-10-110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-10-30 視点場からの現況及び予測（恵比寿ガーデンプレイス展望スペース） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-10-31 視点場からの現況及び予測（浜離宮恩賜庭園） 

 

国立代々木競技場 

選手村 

（高さ 94.2m） 
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図 5-10-32 視点場からの現況及び予測（日の出桟橋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-10-33 視点場からの現況及び予測（お台場海浜公園（展望デッキ）） 

お台場海浜公園仮設 

（高さ9m） 

選手村（高さ94.2m）
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図 5-10-34（1） 視点場からの現況及び予測（デックス東京ビーチ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-10-34（2） 視点場からの現況及び予測（台場公園） 

お台場海浜公園仮設 

（高さ 9m） 

仮設観客席（高さ 20ｍ） 
仮設（高さ 9ｍ） 
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図 5-10-35 視点場からの現況及び予測（晴海客船ターミナル（展望台）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-10-36 視点場からの現況及び予測（晴海埠頭公園） 

 

お台場海浜公園仮設観客席 

（高さ 20ｍ） 

有明ＢＭＸコース 

（高さ 11.7ｍ） 

有明ベロドローム 

（高さ 25ｍ） 

有明体操競技場 

（高さ 25ｍ） 
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図 5-10-37 視点場からの現況及び予測（水の広場公園） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-10-38 視点場からの現況及び予測（有明西ふ頭公園） 

東京ビッグサイト 

MPC 

東京ビッグサイト 

MPC 
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図 5-10-39 視点場からの現況及び予測（葛西臨海公園） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-10-40 視点場からの現況及び予測（東京ゲートブリッジ展望スペース） 

 

若洲オリンピックマリーナ仮設観客席 

（高さ７ｍ） 

海の森クロスカントリーコース 

海の森水上競技場 
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(ﾛ) 景観形成特別地区の景観を阻害しないこと 

水辺景観形成特別地区に該当した11会場（図 5-10-4(p5-10-34)参照）、文化財庭園等景観

形成特別地区（景観誘導区域のみ）に該当した２会場（図 5-10-5(p5-10-34)参照）について、

各会場の施設の存在が、景観形成特別地区の景観を阻害するかどうか予測評価を行った。評

価は、景観形成特別地区の特性を踏まえて定性的に実施した。 

水辺景観形成特別地区については景観形成の方針が「水辺を生かした景観形成（水際や水

上からの視点に配慮し、水辺を活かした開放感のある景観）」（p5-10-24）であることから、

「景観形成特別地区主要部の阻害」は水際が改変、もしくは施設が水辺に近接して建設され、

解放感のある景観を阻害する場合とし、「景観形成特別地区周縁部の阻害」は、水辺の景観を

一部阻害する場合とした。 

文化財庭園等景観形成特別地区は「庭園内からの眺望」（東京都景観計画に記載のある眺望

地点からの眺望）を阻害するか（図 5-10-41（p5-10-118）参照）で判断した。 

 

有明ＢＭＸコース、有明ベロドローム、有明体操競技場、お台場海浜公園、潮風公園はい

ずれも水辺から見える場所に施設が設置されるが、施設から水際までには距離があることか

ら、「水辺を活かした開放感のある景観」周縁部の景観を阻害すると予測した。したがって、

一次評価を「-１」とした。 

有明アリーナ（高さ 27.8m）、選手村（高さ 94.2m）、東京ビッグサイト（IBC/MPC）（高さ

21m）については、東京都景観計画の水辺景観形成特別地区の景観形成基準（東京都景観計

画,2011 年４月）に従い設計・建設されるため、影響は低減され、景観を阻害することはな

いと予測した。したがって、一次評価を「０」とした。 

有明テニスの森については、新設のコート高さは12ｍであること、水辺に面していないこ

と、有明テニスの森は樹木で囲まれていることから、景観を阻害することはないと予測した。

従って、一次評価を「０」とした。 

東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂについては、改修・改築は当該施設の内部であり、仮設

の高さは１階程度で既存施設よりも低いことから、景観を阻害することはないと予測した。

したがって、一次評価を「０」とした。 

 

東京体育館については、新宿御苑内の眺望地点から仮設までの間に仮設よりも大きい既存

施設があるため、仮設は眺望地点より視認できず、景観を阻害することはないと予測した。

したがって、一次評価を「０」とした。 

オリンピックスタジアム（国立霞ヶ丘競技場）については、現況のスタジアムを建て替え

る新規の恒久施設であり、現況スタジアム（30m）よりも建て替え後（70m）の方が建物の高

さが高くなる。しかし、眺望地点からはほぼ視認されず、景観を阻害することはないと予測

した。したがって、一次評価を「０」とした。 

評価結果の詳細を表 5-10-19(p5-10-117)、表 5-10-20(p5-10-118)に示す。 
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表 5-10-19 各会場の施設による水辺景観形成特別地区への景観阻害予測評価結果 

（開催中:一次評価） 

会場 

№ 
会場名 

評価結果 

（一次評価）
予測評価 

8 有明アリーナ 0 

新設恒久施設の高さは 27.8ｍであり、景観形成特別地区の規制の

かかる高さ（15ｍ以上）である。景観形成基準（水辺の開放感が

得られる配置や、水辺空間に開かれたオープンスペース、周辺と

の調和や連続性を確保した形態・意匠、色彩基準に適合した色彩

など）にしたがって建設されることより、影響は低減され、景観

を阻害することはないと予測した。したがって、評価結果は「0」

とした。 

9 有明ＢＭＸコース -1 

仮設のみであるが、水辺（海）から見える場所に建設されること、

今まで未利用地だった場所に建設されることから、水辺を活かし

た開放感のある景観の周縁部を阻害すると予測した。したがって、

評価結果は「-1」とした。 

10 有明ベロドローム -1 

仮設のみであるが、水辺（海）から見える場所に建設されること、

今まで未利用地だった場所に建設されることから、水辺を活かし

た開放感のある景観の周縁部を阻害すると予測した。したがって、

評価結果は「-1」とした。 

11 有明体操競技場 -1 

仮設のみであるが、水辺（海）から見える場所に建設されること、

今まで未利用地だった場所に建設されることから、水辺を活かし

た開放感のある景観の周縁部を阻害すると予測した。したがって、

評価結果は「-1」とした。 

12 有明テニスの森 0 

恒久施設の高さは 12ｍであるが、水辺に面していないこと、有明

テニスの森が樹木で囲まれていることから、景観を阻害すること

はないと予測した。したがって、評価結果は「0」とした。 

13 お台場海浜公園 -1 

仮設のみであるが、水辺（海）から見える場所に建設されること、

水上バスの航路が近いことから、水辺を活かした開放感のある景

観の周縁部を阻害すると予測した。したがって、評価結果は「-1」

とした。 

14 潮風公園 -1 

仮設のみであるが、水辺（海）から見える場所に建設されること、

水上バスの航路に近いことから、水辺を活かした開放感のある景

観周縁部を阻害すると予測した。したがって、評価結果は「-1」

とした。 

15～

16 

東京ビッグサイト・ホ

ールＡ、Ｂ 
0 

改修・改築は当該施設の内部であり、仮設の高さは 1 階程度で既

存施設よりも低いことから、景観を阻害することはないと予測し

た。したがって、評価結果は「0」とした。 

OV 選手村 0 

新設の 大高さは 94.2ｍであり、景観形成特別地区の規制のかか

る高さ（15ｍ以上）である。景観形成基準（水辺の開放感が得ら

れる配置や、水辺空間に開かれたオープンスペース、周辺との調

和や連続性を確保した形態・意匠、色彩基準に適合した色彩など）

にしたがって建設されることより、影響は低減され、景観を阻害

することはないと予測した。したがって、評価結果は「0」とした。

IBC/ 

MPC 

東京ビッグサイト

(IBC/MPC) 
0 

新設の 大高さは 21ｍであり、景観形成特別地区の規制のかかる

高さ（15ｍ以上）である。景観形成基準（水辺の開放感が得られ

る配置や、水辺空間に開かれたオープンスペース、周辺との調和

や連続性を確保した形態・意匠、色彩基準に適合した色彩など）

にしたがって建設されることより、影響は低減され、景観を阻害

することはないと予測した。したがって、評価結果は「0」とした。
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①

②

③

④
⑤⑥

⑦

東京体育館 

オリンピックスタジアム

（国立霞ヶ丘競技場） 

新宿御苑 

 

表 5-10-20各会場の施設による文化財庭園等景観形成特別地区への景観阻害予測評価結果 

（開催中：一次評価） 

会場 

№ 
会場名 

評価結果 

（一次評価）
予測評価 

1 

オリンピックスタジアム（国立

霞ヶ丘競技場） 

（新宿御苑景観形成特別地区

に伴う景観誘導区域） 

0 

新設恒久施設であり、現況スタジアム（30m）よりも建て

替え後（70m）の方が建物高さが高くなる。しかし、苑内

の眺望地点からはほぼ視認されず、景観を阻害すること

はないと予測した。したがって、評価結果は「0」とした。

2 
東京体育館（新宿御苑景観形成

特別地区に伴う景観誘導区域） 
0 

仮設のみであり、仮設と新宿御苑の間には既存施設や建

築物があるため、景観を阻害することはないと予測した。

したがって、評価結果は「0」とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ：眺望地点（図内番号）より見た場合、影響を与えると考えられる仮設 

           ：眺望地点（図内番号）より見た場合、影響を与えると考えられる恒久施設 

           ：新設と新宿御苑の間の既存施設 

           ：景観形成特別地区（高さ 20ｍ以上の建築物を対象に、色彩や広告の規制、 

            形態・高さ・意匠を誘導する地域） 

図 5-10-41  庭園内眺望に影響を与えると考えられる施設（新宿御苑） 

背景地図：2012 ZENRIN．CO．，LTD．（Z12BC第 435号）  

    注）図中の番号は、東京都景観計画（2011）で「保全対象庭園に係る眺望地点（庭園の作庭上、重要な 

視点場として設計された場所）として記載された地点である。 

このうち会場に近い④～⑥の 3 地点で撮影を行った。 
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図 5-10-42（1） 新宿御苑 眺望地点④ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-10-42（2）新宿御苑 眺望地点⑤ 



 

5-10-120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-10-42（3）新宿御苑 眺望地点⑥ 

オリンピックスタジアム

（国立霞ヶ丘競技場） 

（高さ70m） 
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②  ミティゲーション 

実施するミティゲーションの内容は、表 5-10-21に示すとおりである。 

一次評価の結果をふまえ、景観形成特別地区の景観阻害の低減を目的として、仮設施設のみ

の有明ＢＭＸコース、有明ベロドローム、有明体操競技場、お台場海浜公園、潮風公園につい

ては、水辺景観形成特別地区の景観形成基準（色彩、意匠など）に準じた施設とする。 

また、2020 年までに、選手村のあるエリアを含め、都心部の面的な無電柱化を実施する

（p5-10-127参照）。 

その他の会場は、一次評価の結果、周辺の視点場から眺望できる優れた眺望景観を阻害しな

いこと、また、景観形成特別地区の景観を阻害していないことから、現時点ではミティゲーシ

ョンは想定していない。 

なお、新設の施設である有明アリーナ、選手村、東京ビッグサイト（IBC/MPC）の設計・建設

にあたっては、水辺景観形成特別地区の景観形成基準に加え、美しい景観形成をリードする自

然共生型都市のシンボルとなるよう、自然や都市景観と調和したデザインとする。また、事業

実施段階における計画の具体化に併せ、近景からの景観に着目し、圧迫感を抑制するようなデ

ザインとするよう努める。 

 

表 5-10-21  景観についてのミティゲーション（開催中） 

会場№ 会場名 ミティゲーションの内容 

9 有明ＢＭＸコース 

仮設施設であり、規制の対象外であるが、水辺景観形成特別地区の

景観形成基準（色彩、意匠など）に準じた施設とする。 

10 有明ベロドローム 

11 有明体操競技場 

13 お台場海浜公園 

14 潮風公園 

OV 選手村 

会場周辺の電線の地中化（無電柱化）を実施する。 

施設の配置、公開空地の設置など、圧迫感を極力抑制する環境に配

慮した施設計画とするよう努める。 

その他評価対象とした会場 

一次評価の結果、周辺の視点場から眺望できる優れた眺望景観を阻

害しないこと、また景観形成特別地区の景観を阻害しないことか

ら、現時点ではミティゲーションは想定していない。 
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③  二次評価 

(ｲ) 周辺の視点場から眺望できる優れた眺望景観の阻害の有無 

一次評価の結果、各会場の施設は周辺の視点場から眺望できる優れた眺望景観を阻害しない

ことから、現時点ではミティゲーションを実施しないため、各会場の評価結果は一次評価と同

様、いずれも「０」とした。 

 

(ﾛ) 景観形成特別地区の景観を阻害しないこと 

ミティゲーションの実施による二次評価を行った。評価の結果を表 5-10-22に示す。 

有明ＢＭＸコース、有明ベロドローム、有明体操競技場、お台場海浜公園、潮風公園につい

ては、水辺景観形成特別地区の景観阻害の低減を目的としたミティゲーションを実施すること

で、景観を阻害することはないと予測した。したがって、評価結果は「０」とした。 

選手村については、会場周辺の電線の地中化等によって景観の改善が図られることから、評

価結果は「＋１」とした。 

その他７会場については、一次評価の結果、景観形成特別地区の景観を阻害しないことから

現時点ではミティゲーションは実施しない。したがって、評価結果は一次評価と同様、いずれ

も「０」とした。 

 

表 5-10-22 各会場の施設による景観形成特別地区への景観阻害予測評価結果（開催中：二次評価） 

会場 

№ 
会場名 

評価結果 

（二次評価）
予測評価 

1 
オリンピックスタジア

ム（国立霞ヶ丘競技場） 
0 

一次評価の結果、文化財庭園等景観形成特別地区の景観を阻害

しないことから、現時点ではミティゲーションは想定していな

い。したがって、評価結果は一次評価と同様「0」とした。 
2 東京体育館 0 

8 有明アリーナ 0 

一次評価の結果、水辺景観形成特別地区の景観を阻害しないこ

とから、現時点ではミティゲーションは想定していない。 

したがって、評価結果は一次評価と同様「0」とした。 

9 有明ＢＭＸコース 0 水辺景観形成特別地区の景観形成基準（色彩、意匠など）に準

拠した施設とすることで、景観を阻害することはないと予測し

た。したがって、評価結果は「0」とした。 10 有明ベロドローム 0 

11 有明体操競技場 0 

12 有明テニスの森 0 

一次評価の結果、水辺景観形成特別地区の景観を阻害しないこ

とから、現時点ではミティゲーションは想定していない。 

したがって、評価結果は一次評価と同様「0」とした。 

13 お台場海浜公園 0 水辺景観形成特別地区の景観形成基準（色彩、意匠など）に準

拠した施設とすることで、景観を阻害することはないと予測し

た。したがって、評価結果は「0」とした。 14 潮風公園 0 

15～

16 

東京ビッグサイト・ホー

ルＡ、Ｂ 
0 

一次評価の結果、水辺景観形成特別地区の景観を阻害しないこ

とから、現時点ではミティゲーションは想定していない。 

したがって、評価結果は一次評価と同様「0」とした。 

OV 選手村 +１ 

一次評価の結果、水辺景観形成特別地区の景観を阻害しないこ

と、施設周辺の電線の地中化等によって景観の改善が図られる

ことから、評価結果は「+1」とした。 

IBC/ 

MPC 

東京ビッグサイト

(IBC/MPC) 
0 

一次評価の結果、水辺景観形成特別地区の景観を阻害しないこ

とから、現時点ではミティゲーションは想定していない。 

したがって、評価結果は一次評価と同様「0」とした。 
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2)  開催後（後利用による影響） 

①  一次評価 

(ｲ) 周辺の視点場から眺望できる優れた眺望景観の阻害の有無 

後利用による、周辺の視点場から眺望できる優れた眺望景観の阻害の有無についての予測評

価を行った。一次評価の結果を表 5-10-23（p5-10-124）に示す。 

周辺の視点場より、オリンピックスタジアム(国立霞ヶ丘競技場)、東京体育館、国立代々木

競技場、お台場海浜公園、海の森クロスカントリーコース、海の森水上競技場、若洲オリンピ

ックマリーナ、選手村、東京ビッグサイト(IBC/MPC)が視認されるが、いずれも優れた眺望景観

を阻害することはないと予測した。また、有明ＢＭＸコース、有明ベロドローム、有明体操競

技場の３会場については仮設であり、開催後は撤去されるため、景観を阻害することはない。 

したがって、各会場の評価結果は、いずれも「０」とした。 
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表 5-10-23 視点場から眺望できる優れた眺望景観の阻害の有無についての評価 

（開催後：一次評価） 

会場 

№ 
会場名 

評価結果 

（一次評価）
予測評価 

1 

オリンピックスタジ

アム(国立霞ヶ丘競

技場) 

0 

新宿ビル群より、オリンピックスタジアムが視認される。後利用での

改修・改築はないことから、眺望景観を特に阻害することはないと予

測した。 

したがって、評価結果は「0」とした。 

2 東京体育館 0 

新宿ビル群より既存施設の屋根が視認される。仮設施設は撤去される

ことから、眺望景観を阻害することはないと予測した。したがって、

評価結果は「0」とした。 

3 国立代々木競技場 0 

新宿ビル群、恵比寿ガーデンプレイスより既存施設の屋根が視認され

る。仮設施設は撤去されること、後利用での改修・改築はないことか

ら、眺望景観を阻害することはないと予測した。 

したがって、評価結果は「0」とした。 

9 有明ＢＭＸコース 0 

カレッタ汐留、晴海客船ターミナルから視認される。仮設施設は撤去

されることから、眺望景観を阻害することはないと予測した。したが

って、評価結果は「0」とした。 

10 有明ベロドローム 0 

カレッタ汐留、晴海客船ターミナルから視認される。仮設施設は撤去

されることから、眺望景観を阻害することはないと予測した。したが

って、評価結果は「0」とした。 

11 有明体操競技場 0 

カレッタ汐留、晴海客船ターミナルから視認される。仮設施設は撤去

されることから、眺望景観を阻害することはないと予測した。したが

って、評価結果は「0」とした。 

13 お台場海浜公園 0 

お台場海浜公園展望デッキ、デックス東京ビーチ、晴海ふ頭公園より

視認される。仮設施設は撤去されることから、眺望景観を阻害するこ

とはないと予測した。したがって、評価結果は「0」とした。 

18 
海の森クロスカント

リーコース 
0 

東京ゲートブリッジから視認される。仮設施設は撤去されることか

ら、景観を特に阻害することはないと予測した。したがって、評価結

果は「0」とした。 

19 海の森水上競技場 0 

東京ゲートブリッジから視認される。仮設施設は撤去されることか

ら、景観を阻害することはないと予測した。したがって、評価結果は

「0」とした。 

21 
若洲オリンピックマ

リーナ 
0 

葛西臨海公園から視認される。視点場からの視対象は海であること、

仮設手前に既存の公園施設等が見えることから、景観を阻害すること

はないと予測した。したがって、評価結果は「0」とした。 

OV 選手村 0 

カレッタ汐留、浜離宮恩賜庭園、日の出桟橋より視認される。選手村

は景観計画における景観形成基準に従って建設されること、カレッタ

汐留、浜離宮恩賜庭園からの眺望は手前に既存の建物群があることか

ら、景観を特に阻害することはないと予測した。したがって、評価結

果は「0」とした。 

IBC 

/MPC 

東京ビッグサイト

(IBC/MPC) 
0 

水の広場公園、有明西ふ頭公園より視認される。新設される施設であ

るＭＰＣは景観計画における景観形成基準に従って建設されること、

建設予定地手前に有明西ふ頭公園の樹木があるため、施設の上部しか

視認できないことから、景観を阻害することはないと予測した。した

がって、評価結果は「0」とした。 
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(ﾛ) 景観形成特別地区の景観を阻害しないこと 

水辺景観形成特別地区に該当した11会場、文化財庭園等景観形成特別地区（景観誘導区域

のみ）に該当した２会場について、後利用による景観形成特別地区の景観阻害の有無につい

て予測評価を行った。 

いずれの会場の施設についても、景観形成特別地区の景観を阻害することはないと予測し

た（表 5-10-24、表 5-10-25）。 

したがって、各会場の評価結果は、いずれも「０」とした。 

 

表 5-10-24 各会場の施設による水辺景観形成特別地区への景観阻害予測評価結果 

（開催後:一次評価） 

会場 

№ 
会場名 

評価結果 

（一次評価）
予測評価 

8 有明アリーナ 0 

後利用での改修・改築はないこと、仮設は撤去されることから、

景観を阻害することはないと予測した。 

したがって、評価結果は「0」とした。 

9 有明ＢＭＸコース 0 
仮設は撤去されることから、景観を阻害することはないと予測し

た。したがって、評価結果は「0」とした。 

10 有明ベロドローム 0 
仮設は撤去されることから、景観を阻害することはないと予測し

た。したがって、評価結果は「0」とした。 

11 有明体操競技場 0 
仮設は撤去されることから、景観を阻害することはないと予測し

た。したがって、評価結果は「0」とした。 

12 有明テニスの森 0 

後利用での改修・改築はないこと、仮設は撤去されることから、

景観を阻害することはないと予測した。 

したがって、評価結果は「0」とした。 

13 お台場海浜公園 0 
仮設は撤去されることから、景観を阻害することはないと予測し

た。したがって、評価結果は「0」とした。 

14 潮風公園 0 
仮設は撤去されることから、景観を阻害することはないと予測し

た。したがって、評価結果は「0」とした。 

15～

16 

東京ビッグサイト・ホ

ールＡ、Ｂ 
0 

後利用での改修・改築はないこと、仮設は撤去されることから、

景観を阻害することはないと予測した。 

したがって、評価結果は「0」とした。 

OV 選手村 0 

後利用の改築・改修においても、景観形成基準に則った施設とす

るため、影響は低減され、景観を阻害することはないと予測した。

したがって、評価結果は「0」とした。 

IBC/ 

MPC 

東京ビッグサイト

(IBC/MPC) 
0 

後利用の改築・改修においても、景観形成基準に則った施設とす

るため、影響は低減され、景観を阻害することはないと予測した。

したがって、評価結果は「0」とした。 

 



 

5-10-126 

 

 

表 5-10-25 各会場の施設による文化財庭園等景観形成特別地区への景観阻害予測評価結果 

（開催後:一次評価） 

会場 

№ 
会場名 

評価結果 

（一次評価）
予測評価 

1 

オリンピックスタジ

アム（国立霞ヶ丘競技

場）（新宿御苑景観形

成特別地区に伴う景

観誘導区域） 

0 

後利用での改修・改築はないこと、仮設は撤去されることから、

景観を阻害することはないと予測した。 

したがって、評価結果は「0」とした。 

2 

東京体育館（新宿御苑

景観形成特別地区に

伴う景観誘導区域） 

0 

仮設は撤去されることから、景観を阻害することはないと予測し

た。したがって、評価結果は「0」とした。 

 

 

②  ミティゲーション 

景観形成特別地区に該当する選手村周辺のエリアでは、2020年までに、都心部の面的な無電

柱化を実施する（p5-10-127参照）。その他の会場については、一次評価の結果、後利用による

周辺の視点場からの眺望景観の阻害及び、景観形成特別地区の景観の阻害はないことから、現

時点ではミティゲーションは想定していない。 

 

 

③  二次評価 

(ｲ) 周辺の視点場から眺望できる優れた眺望景観の阻害の有無 

一次評価の結果、各会場の施設は周辺の視点場から眺望できる優れた眺望景観を阻害しな

いことから、現時点ではミティゲーションは想定していない。 

したがって、各会場の評価結果は一次評価と同様、いずれも「０」とした。 

 

(ﾛ) 景観形成特別地区の景観を阻害しないこと 

ミティゲーションの実施による二次評価を行った結果、選手村については、会場周辺の電

線の地中化等によって景観の改善が図られることから、開催中と同様に評価結果は「+１」と

した。 

その他の会場については、一次評価の結果、後利用による影響はいずれの施設においても、

景観形成特別地区の景観を阻害しないことから、現時点ではミティゲーションは想定してお

らず、一次評価と同様、いずれも「０」とした。 
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「２０２０年の東京～大震災を乗り越え、日本の再生を牽引する～」（東京都、2011） 

 ○無電柱化の推進 

 

【これまでの取り組み】 

○ 良好な都市景観の創出、安全で快適な歩行空間の確保、都市防災機能の強化のために都道の無電

柱化および信号機の地下線化を推進し、センター・コア・エリア内は地中化率が、６７％（のべ

３９１km）に向上した。 

○ 多摩地域及び周辺区部は緊急輸送道路等、３０８km が完了した。 

○ 区市町村に対し、技術的支援を実施するとともに、平成２０年度より財政支援を実施し、面的な

無電柱化を促進してきた。 

 

【２０２０年の東京の姿】 

 ○水辺沿いに連続した魅力的な空間を形成

するため、船上からの眺望や上空からのア

プローチを意識した統一感のある景観形

成をは図る。 

 ○センター・コア・エリア内の都道の無電

柱化を完了させる。 

 ○多摩地域及び周辺部の都道の無電柱化の

整備延長を２０１０年比で約２倍（約６０

０km）に拡大する。 

 

 

 

（出典：10年後の東京（東京都、2006）） 

※有明アリーナから有明テニスの森付近のエリアについては、

無電柱化済（2012年現在）。 

（出典：2020年の東京（東京都、2011））
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(4) 評価結果の総括 

景観（優れた眺望又は景観の阻害)の一次評価及び二次評価結果をとりまとめると下表のとお

りとなり、二次評価の結果、開催中・開催後とも、選手村で「+１」、その他評価対象としたす

べての会場で「０」となる。 

 

表 5-10-26 景観の評価結果総括表(優れた眺望又は景観の阻害) 

 

 

 

 

 

 

 

※会場№は、表1-3-37（p1-85～1-86）に示す会場№を表す。 

※評価点の目安は以下のとおりである。 

+2: 大きなプラスの影響 

+1: ある程度のプラスの影響 

0: 中立 

-1: ある程度のマイナスの影響 

-2: 大きなマイナスの影響 

－ : 予測評価の検討において対象外とした影響 

■ : 網掛けは非該当項目のため対象外とした影響 

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

1 オリンピックスタジアム(国立霞ヶ丘競技場) 0 0 0 0

2 東京体育館 0 0 0 0

3 国立代々木競技場 0 0 0 0

4 日本武道館 0 0 0 0

5 皇居外苑 0 0 0 0

6 東京国際フォーラム 0 0 0 0

7 国技館 0 0 0 0

8 有明アリーナ 0 0 0 0

9 有明ＢＭＸコース -1 0 0 0

10 有明ベロドローム -1 0 0 0

11 有明体操競技場 -1 0 0 0

12 有明テニスの森 0 0 0 0

13 お台場海浜公園 -1 0 0 0

14 潮風公園 -1 0 0 0

15～16 東京ビッグサイト・ホールＡ・Ｂ 0 0 0 0

17 大井ホッケー競技場 0 0 0 0

18 海の森クロスカントリーコース 0 0 0 0

19 海の森水上競技場 0 0 0 0

20 海の森マウンテンバイクコース 0 0 0 0

21 若洲オリンピックマリーナ 0 0 0 0

22 葛西臨海公園 0 0 0 0

23～34 夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ・Ｂ 0 0 0 0

25 夢の島公園 0 0 0 0

26 夢の島競技場 0 0 0 0

27～28
オリンピックアクアティクスセンター、
ウォーターポロアリーナ

0 0 0 0

29 武蔵野の森総合スポーツ施設 － － － －

30 東京スタジアム － － － －

31 武蔵野の森公園 － － － －

32 陸上自衛隊朝霞訓練場 － － － －

33 霞ヶ関CC － － － －

32 札幌ドーム － － － －

33 宮城スタジアム － － － －

34 埼玉スタジアム2○○2 － － － －

35 横浜国際総合競技場 － － － －

OV 選手村 0 0 +1 +1

IBC/MPC 東京ビッグサイト(IBC/MPC) 0 0 0 0

開催中 開催後 開催前 開催中 開催後

会場 評価点(一次) 評価点(二次)

No. 名称

開催前
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5-11  自然との触れ合い活動の場 

5-11-1  現況 

自然との触れ合い活動の場は、自然公園や緑地保全地区などの自然の観察、体験、学習、研修

等の機能を有する場、野草・野鳥観察や水辺散策など自然散策の機能を有する場、キャンプ場、

海浜、磯、釣り場などレクリエーション機能を有する場を対象とした。 

表 5-11-1 に示す情報をもとに現況の自然との触れ合い活動の場について整理した（図 

5-11-1(p5-11-3)参照）。会場の集中する８km 圏内の公園のうち会場が含まれる公園緑地は、海

上公園、総合公園、特殊公園(動・植物)であり、公園管理者である（財）東京都公園協会・国民

公園協会・東京都HPの情報に基づいて公園区分を整理すると、海上公園（東京都港湾局）、国民

公園((財)国民公園協会)、都立公園((財)東京都公園協会)が対象となる。 

会場の集中する８km 圏内の公園のうち、会場エリア内又は近傍に位置し、緑地や水辺のある

公園は、明治公園（オリンピックスタジアム(国立霞ヶ丘競技場)、東京体育館）、皇居外苑（北

の丸公園）（日本武道館）、有明テニスの森公園（有明テニスの森）、お台場海浜公園（お台場海

浜公園）、潮風公園（潮風公園）、大井ふ頭中央海浜公園（大井ホッケー競技場）、若洲海浜公

園（若洲オリンピックマリーナ）、葛西臨海公園（葛西臨海公園）、夢の島公園（夢の島ユース・

プラザ・アリーナＡ、Ｂ、夢の島公園、夢の島競技場）、辰巳の森海浜公園（オリンピックアク

アティクスセンター、ウォーターポロアリーナ）、晴海ふ頭公園（選手村）の 11 公園(16 会場)

である。 

８km 圏外に位置する会場で緑地・公園緑地以外の公園指定がされているのは、武蔵野の森公

園（武蔵野の森公園）、宮城県総合運動公園（宮城スタジアム）、埼玉スタジアム2002公園(埼玉

スタジアム2002)、新横浜公園(横浜国際総合競技場)の４公園(４会場)である。 

 

表 5-11-1 自然との触れ合い活動の場に関する情報 

区分 

資料 
自然との触れ合い活動の場 自然との触れ合い活動内容

「東京都都市計画地理情報システ

ム、都市計画公園・緑地、平成16

年、東京都」 

（図 5-11-1(p5-11-3)参照） 

 緑地 

 公園緑地（総合公園・特

殊公園・海上公園等） 

－ 

 財団法人東京都公園協会HP 

 財団法人国民公園協会HP 

 都立公園 

 国民公園 
－ 

 東京都港湾局HP 

(海上公園ガイド) 

 財団法人東京都公園協会HP 

 財団法人国民公園協会HP 

－ 

 釣り・磯遊び 

 潮干狩り・親水利用 

 キャンプ 

 自然(野鳥・野草)観察 

 自然(水辺)散策 
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また、東京都港湾局、(財)東京都公園協会、(財)国民公園協会、各公園のホームページを参考

に、公園内における主な自然との触れ合い活動内容を整理した(表 5-11-2参照)。 

自然との触れ合い活動を行う上で重要な機能を担う場所として、砂浜・磯浜・キャンプ場・釣

り場・観察場等、その周縁部で付帯的な機能を担う場所として、芝生・樹林等が存在する。 

都心部に位置する自然との触れ合い活動の場は、人々の生活に潤いや安らぎを与え、都民の憩

いの場や環境学習の場として貴重な空間となっている。特に会場が多数配置されている水辺は、

景観的にも優れ多様な生物が生息・生育することから、その価値が高いといえる。 

 

表 5-11-2 ８km圏内における会場周辺の自然との触れ合い活動の場と主な活動内容 

公園名 

(11公園) 

公園内・近傍の 

会場名 

(16会場) 

会場
No. 公園区分

公園内における 

主な自然との触れ合い活動内容 

釣
り

潮
干
狩
り 

磯
遊
び 

キ
ャ
ン
プ 

野
鳥
観
察 

植
物
観
察 

水
辺
散
策 

明治公園 オリンピックスタジアム(国立

霞ヶ丘競技場) 
1 

都立公園      ●  

東京体育館 2 

皇居外苑（北

の丸公園） 
日本武道館 4 国民公園      ●  

有明テニスの

森公園 
有明テニスの森 12 海上公園      ●  

お台場海浜公

園 
お台場海浜公園 13 海上公園 ● ● ●  ● ● ● 

潮風公園 潮風公園 14 都立公園      ●  

大井ふ頭中央

海浜公園 
大井ホッケー競技場 17 海上公園 ●  ●  ● ● ● 

若洲海浜公園 若洲オリンピックマリーナ 21 海上公園 ●  ● ●  ● ● 

葛西臨海公園 葛西臨海公園 22 都立公園     ● ● ● 

夢の島公園 夢の島ユース・プラザ・アリー

ナＡ、Ｂ 

23～

24 
都立公園      ●  

夢の島公園 25 

夢の島競技場 26 

辰巳の森海浜

公園 

オリンピックアクアティクス
センター 
ウォーターポロアリーナ 

27～

28 
海上公園      ●  

晴海ふ頭公園 選手村 OV 海上公園 ●     ● ● 

注）表中の●は、各公園において行われている自然との触れ合い活動内容 

注） ８km圏外では、武蔵野の森公園(武蔵野の森公園)、宮城県総合運動公園(宮城スタジアム)、埼玉スタジア

ム2002公園(埼玉スタジアム2002)、新横浜公園(横浜国際総合競技場)の４公園(４会場)がある。 

出典：「東京都港湾局HP(海上公園ガイド)」、「財団法人 東京都公園協会HP」、「財団法人 国民公園協会HP」 
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図 5-11-1 公園配置図 

出典：「東京都都市計画地理情報システム、都市計画公園・緑地、平成16年、東京都」、図中の番号は表1-3-37(p1-85～1-86)に示す会場No.を表す。 

会場類型

A 新設恒久会場 

B 新設恒久会場（計画中） 

C 仮設 

D 既存会場（改修あり） 

E 既存会場（改修なし） 
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5-11-2  予測評価（会場別） 

自然との触れ合い活動の場については、「自然との触れ合い活動の場の変化」と「自然と

の触れ合い活動の変化」を評価の指標とする。 

 

5-11-2-1 自然との触れ合い活動の場の変化 

(1) 評価の指標及び目安 

自然との触れ合い活動の場の変化は、自然との触れ合い活動の消失又は改善・創出を評価

の基準とした。 

評価の指標及び目安は、表 5-11-3 に示すとおりである。 

 

表 5-11-3 評価の指標及び目安 

評価の指標 評価の基準 
評価の目安 

－２ －１ ０ ＋１ ＋２ 

自然との触

れ合い活動

の場の変化 

自然との触れ

合い活動の場

の消失又は改

善・創出 

自然との触れ

合い活動の場

の主要部又は

半分以上を改

変 

自然との触れ

合い活動の場

の周縁部又は

半分弱を改変 

現況と変わら

ない 

面 積 が 増 加

（ ＋ 20 ％ 未

満） 

又は質的向上

あり（一部） 

面 積 が 増 加

（ ＋ 20 ％ 以

上） 

又は質的向上

あり（全般） 
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(2) 予測評価の方法 

開催中(施設の存在による影響)、開催後(施設の後利用による影響)については、自然との

触れ合い活動の場の分布（緑被分布図；平成 19 年、国土交通省都市・地域整備局）と、会場

内の改変区域を重ね合わせることにより、施設の存在や後利用による、会場内における自然

との触れ合い活動の場の変化について、定性的な予測評価を行った。 

なお、開催前の工事に伴い改変される面積は工事の進捗とともに増加し、施設の存在時に

大となる。このため、開催前の工事による影響は、改変による影響が 大となる施設の存

在による影響において予測評価を行うこととし、ここでは予測評価の対象外とした。同様に、

開催後の工事による影響は、後利用において一定となる。このため、開催後の工事による影

響はここでは予測評価の対象とせず改変による影響が一定となる後利用による影響において

予測評価を行うこととし、ここでは予測評価の対象外とした。 

自然との触れ合い活動の場の主要部として、自然との触れ合い活動を行う上で重要な機能

を担い、改変されることで自然との触れ合い活動に直接的な影響を及ぼす場所を対象(砂浜、

磯浜、キャンプ場、釣り場、観察場等)とし、周縁部として、自然との触れ合い活動を行う

上での付帯的な機能を担い、改変されることで自然との触れ合い活動に間接的な影響を及ぼ

す場所(芝生、樹林等)を対象とした。 

予測評価の対象とする会場は、工事により地表面が改変される 26 会場とした。 

地表面が改変されない 13 会場(東京体育館、国立代々木競技場、日本武道館、皇居外苑、

東京国際フォーラム、国技館、東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂ、東京スタジアム、札幌ド

ーム、宮城スタジアム、埼玉スタジアム 2002、横浜国際総合競技場)は、影響要因が想定さ

れないため、予測評価の対象外とした。 
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表 5-11-4 予測評価方法（会場別） 

予測評価の時期 予測評価の方法 

開催前 工事による影響 

開催前の工事に伴い改変される面積は工事の進捗とと

もに増加し、施設の存在時に 大となる。このため、工

事による影響は、改変による影響が 大となる施設の存

在による影響において予測評価を行うこととし、ここで

は予測評価の対象外とした。 

開催中 
施設の存在による

影響 

既存情報をもとに整理した自然との触れ合い活動の場

の分布と、改変区域を重ね合わせることにより、施設の

存在による、自然との触れ合い活動の場の変化について、

定性的な予測評価を行った。 

開催後 

工事による影響 

開催後の工事に伴い改変される面積は工事の進捗とと

もに変化し、施設の後利用時に定常状態となる。このた

め、工事による影響は、改変による影響が一定となる後

利用による影響において予測評価を行うこととし、ここ

では予測評価の対象外とした。 

後利用による影響 

既存情報をもとに整理した自然との触れ合い活動の場

の分布と、改変区域を重ね合わせることにより、仮設の

撤去や施設の後利用による、自然との触れ合い活動の場

の変化について、定性的な予測評価を行った。 
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(3) 予測評価の結果 

1)  開催中（施設の存在による影響） 

①  一次評価 

会場内の施設の存在による、自然との触れ合い活動の場の変化について予測評価を行っ

た。予測評価の結果は、表 5-11-5(p5-11-8)に示すとおりである。 

会場毎に自然との触れ合い活動の場の分布（緑被分布図）と各会場の改変区域を重ね合

わせた結果、会場エリアが自然との触れ合い活動の場となっている会場のうち 10 会場で、

自然との触れ合い活動の場が改変されると予測した。 

開催中における施設の存在により、若洲オリンピックマリーナでは、釣り桟橋は残るも

のの、キャンプ場と人工磯のほとんどが改変されることから、自然との触れ合い活動の場

の主要部が改変されると予測し、評価結果は「－２」とした。 

有明テニスの森、夢の島公園、夢の島競技場、選手村については、自然との触れ合い活

動の場の半分以上が改変されることから、評価結果は「－２」とした。 

会場エリアが自然との触れ合い活動の場となっている会場のうち、施設の存在により芝

生、樹林が改変される５会場については、自然との触れ合い活動の場の周縁部が改変され

ると予測し、評価結果は「－１」とした。 

対象とした会場のうち、上記会場を除くその他の会場については、現況と変わらないと

予測し、評価結果は「０」とした。 

自然との触れ合い活動の場が改変される会場について、自然との触れ合い活動の場と改

変区域を重ね合わせたものを図 5-11-2(1)～(9)(p5-11-9～p5-11-14)に示す。 

 



 

 5-11-8

 

表 5-11-5 各会場における自然との触れ合い活動の場の予測評価結果（開催中：一次評価） 

会場

No. 
会場名 

評価結果 

(一次評価)
予測結果 

12 有明テニスの森 

－２ 

施設の存在により、自然との触れ合い

活動の場の半分以上が改変されると予測

した。 

したがって、評価結果は「－２」とし

た。 

25 夢の島公園 

26 夢の島競技場 

OV 選手村 

21 若洲オリンピックマリーナ

施設の存在により、自然との触れ合い

活動の主要部（キャンプ場、人工磯）が

改変されると予測した。 

したがって、評価結果は「－２」とし

た。 

14 潮風公園 

－１ 

施設の存在により、自然との触れ合い

活動の周縁部（芝生、樹林）が改変され

ると予測した。 

したがって、評価結果は「－１」とし

た。 

17 大井ホッケー競技場 

22 葛西臨海公園 

27～

28 

オリンピックアクアティク
スセンター 
ウォーターポロアリーナ 

会場 No.1, 13, 23～24, 31, IBC/MPC

の 6 会場 

０ 

施設の存在による改変部が、自然との

触れ合い活動の場の主要部や周縁部では

ない、又は半分弱に満たないことから、

現況と変わらないと予測した。 

したがって、評価結果は「０」とした。

会場 No.8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 

29, 32, 33 の 10 会場 

自然との触れ合い活動の場となってい

ないことから、現況と変わらないと予測

した。 

したがって、評価結果は「０」とした。

 



 

 5-11-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-11-2(1) 自然との触れ合い活動の場と改変区域の重ね合わせ(12 有明テニスの森) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-11-2(2) 自然との触れ合い活動の場と改変区域の重ね合わせ(14 潮風公園) 

有明テニスの森公園 

潮風公園 

公園

競技施設の存在により、自然との触れ合

い活動の場の半分以上が改変される。 

競技場の存在により、自然との触れ合い活

動の周縁部（芝生、樹林）が改変される。 

公園 

競技場 
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図 5-11-2(3)  自然との触れ合い活動の場と改変区域の重ね合わせ(17 大井ホッケー競技場) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-11-2(4)  自然との触れ合い活動の場と改変区域の重ね合わせ 

(21 若洲オリンピックマリーナ) 

大井ふ頭海浜公園 

若洲海浜公園 

公園 

公園 

競技場の存在により、自然との触れ合い活

動の周縁部（芝生、樹林）が改変される。 

競技施設の存在により、自然との触れ合い活動

の主要部（キャンプ場、人工磯）が改変される。 

競技場 
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図 5-11-2(5)  自然との触れ合い活動の場と改変区域の重ね合わせ(22 葛西臨海公園) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-11-2(6)  自然との触れ合い活動の場と改変区域の重ね合わせ(25 夢の島公園) 

 

夢の島公園 

葛西臨海公園

公園 

公園 

競技用コースの存在により、自然との触れ合い

活動の周縁部（芝生、樹林）が改変される。 

競技施設の存在により、自然との触れ合

い活動の場の半分以上が改変される。 

競技用コース 
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図 5-11-2(7)  自然との触れ合い活動の場と改変区域の重ね合わせ(26 夢の島競技場) 

夢の島公園 

公園 

競技施設の存在により、自然との触れ合

い活動の場の半分以上が改変される。 
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図 5-11-2(8)自然との触れ合い活動の場と改変区域の重ね合わせ 

(27～28 オリンピックアクアティクスセンター、ウォーターポロアリーナ) 

辰巳の森海浜公園 

水上デッキ 

公園 

水泳場の存在により、自然との触れ合い活

動の周縁部（芝生、樹林）が改変される。 

水泳場 
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図 5-11-2(9)  自然との触れ合い活動の場と改変区域の重ね合わせ(OV 選手村) 

晴海ふ頭公園 

公園

選手村の関連施設の存在により、自然との触

れ合い活動の場の半分以上が改変される。 

選手村の関連施設 
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②  ミティゲーション 

ミティゲーションの内容は、表 5-11-6(p5-11-16)に示すとおりである。 

有明アリーナ、有明ＢＭＸコース、有明ベロドローム、有明体操競技場については、現

況では自然との触れ合い活動の場となっていないが、水と緑豊かなうるおいのある新たな

まちづくりの一環として有明親水海浜公園（仮称）を整備し、緩傾斜護岸や汐入など海の

生物に触れ合える水辺空間の形成により、新たな自然との触れ合い活動の場の創出を図

る。 

有明テニスの森については、一次評価の結果をふまえ、入口付近に芝生広場を整備する

とともに改変される樹木を移植することにより、自然との触れ合い活動の場の改善を図

る。 

夢の島公園、夢の島競技場については、一次評価の結果をふまえ、改変される樹木を会

場エリア内に移植することにより、自然との触れ合い活動の場の改善を図る。 

オリンピックアクアティクスセンター、ウォーターポロアリーナについては、一次評価

の結果をふまえ、改変される樹木を移植するとともに、自然と調和した水辺空間(水上デ

ッキ)の整備により、自然との触れ合い活動の場の増加、質の向上を図る。 

潮風公園、大井ホッケー競技場、葛西臨海公園については一次評価の結果、芝生広場が

改変され、若洲オリンピックマリーナについてはキャンプ場や人工磯、選手村については

公園全体が改変されることとなるが、開催中における会場エリア内の利用の主目的は競技

の実施であることから、現段階では会場エリア内における自然との触れ合い活動の場を改

善するためのミティゲーションは想定していない。 

なお、海の森クロスカントリーコースについては、現況では自然との触れ合い活動の場

となっていないが、都心の既存大規模緑地を幹線道路の街路樹で結び、風の道を創出する

「水と緑の回廊」を形成するための起点として水辺空間の整備を行い、新たな自然との触

れ合い活動の場の創出を図る。 

一次評価で、予測対象とした会場のうち、施設の存在による改変部が自然との触れ合い

活動の場の主要部又は周縁部でない、その他の会場については、現況と変わらないことか

ら、現段階ではミティゲーションは想定していない。 

ただし、全ての会場において、実施段階における計画の具体化に併せ、親水性の向上や

魅力ある水辺空間の整備など人と自然のふれあい活動の促進と場の確保について可能な限

り検討することとする。 
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表 5-11-6 自然との触れ合い活動の場の改善・創出に関するミティゲーションの内容（開催中） 

会場

No. 
会場名 ミティゲーションの内容 

8 有明アリーナ 
有明親水海浜公園（仮称）として、緩傾斜護岸や汐

入など海の生物にふれあえる水辺空間の整備により、

新たな自然との触れ合い活動の場の創出を図る。 

9 有明ＢＭＸコース 

10 有明ベロドローム 

11 有明体操競技場 

12 有明テニスの森 

入口付近に芝生広場を整備するとともに改変され

る樹木を移植することにより、自然との触れ合い活動

の場の改善を図る。 

18 
海の森クロスカントリーコ

ース 

「水と緑の回廊」の起点となる大規模な樹林の整備

により、自然との触れ合い活動の場の創出を図る。 

25 夢の島公園 改変される樹木を会場エリア内に移植することに

より、自然との触れ合い活動の場の改善を図る。 26 夢の島競技場 

27～

28 

オリンピックアクアティク

スセンター 

ウォーターポロアリーナ 

改変される樹木を移植するとともに、自然と調和し

た水辺空間(水上デッキ)の整備により、自然との触れ

合い活動の場の改善・創出を図る。 
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③  二次評価 

予測評価の結果は、表 5-11-7(p5-11-18)に示すとおりである。 

有明アリーナ、有明ＢＭＸコース、有明ベロドローム、有明体操競技場については、一

次評価の結果、現況で自然との触れ合い活動の場となっていないが、ミティゲーションの

実施により自然との触れ合い活動の場が新たに創出され、質が一部向上すると予測し、評

価結果は「＋１」とした。 

有明テニスの森、夢の島公園については、一次評価の結果、自然との触れ合い活動の場

の周縁部が改変されることとなるが、ミティゲーションの実施により、自然との触れ合い

活動の場は現況レベルまで改善すると予測し、評価結果は「０」とした。 

若洲オリンピックマリーナ、潮風公園、大井ホッケー競技場、葛西臨海公園、選手村に

ついては、一次評価の結果、自然との触れ合い活動の場が改変されることとなるが、開催

中における会場エリア内の利用の主目的は競技の実施であることから、現段階では会場エ

リア内における自然との触れ合い活動の場を改善するためのミティゲーションは想定せず、

評価結果は「－２」又は「－１」とした。 

海の森クロスカントリーコースについては、一次評価の結果、現況で自然との触れ合い

活動の場となっていないが、ミティゲーションの実施により自然との触れ合い活動の場が

新たに創出され、質が全般的に向上すると予測し、評価結果は「＋２」とした。 

夢の島競技場については、一次評価の結果、自然との触れ合い活動の場が半分以上改変

されることとなるが、改変される樹木を会場エリア内に移植することにより、自然との触

れ合い活動の場が部分的に改善すると予測し、評価結果は「－１」とした。 

オリンピックアクアティクスセンター、ウォーターポロアリーナについては、一次評価

の結果、自然との触れ合い活動の場の周縁部が改変されることとなるが、ミティゲーショ

ンの実施により、自然との触れ合い活動の場が新たに創出され、質が一部向上すると予測

し、評価結果は「＋１」とした。 

また、対象とした会場のうち、会場エリアが自然との触れ合い活動の場となっていない

その他の会場については、現況と変わらないことから現段階ではミティゲーションは想定

しておらず、評価結果は「０」とした。 
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表 5-11-7 各会場における自然との触れ合い活動の場の予測評価結果（開催中：二次評価） 

会場

No. 
会場名 

評価結果 

(二次評価)
予測結果 

8 有明アリーナ 

＋１ 

ミティゲーションの実施により、自然との触

れ合い活動の場が新たに創出され、質が一部向

上すると予測した。 

したがって、評価結果は「＋１」とした。 

9 有明ＢＭＸコース 

10 有明ベロドローム 

11 有明体操競技場 

12 有明テニスの森 

０ 

ミティゲーションの実施により、自然との触

れ合い活動の場が現況レベルまで改善すると

予測した。 

したがって、評価結果は「０」とした。 
25 夢の島公園 

18 
海の森クロスカントリー

コース 
＋２ 

ミティゲーションの実施により、自然との触

れ合い活動の場が新たに創出され、質が全般的

に向上すると予測した。 

したがって、評価結果は「＋２」とした。 

14 潮風公園 

－１ 

施設の存在により、自然との触れ合い活動の

場の周縁部が改変される。 

したがって、評価結果は「－１」とした。 

17 大井ホッケー競技場 

22 葛西臨海公園 

26 夢の島競技場 

施設の存在により、自然との触れ合い活動の

場の半分以上が改変される。ミティゲーション

の実施により、自然との触れ合い活動の場が部

分的に改善すると予測した。 

したがって、評価結果は「－１」とした。 

27～

28 

オリンピックアクアティ

クスセンター 

ウォーターポロアリーナ 

＋１ 

ミティゲーションの実施により、自然との触

れ合い活動の場が新たに創出され、質が一部向

上すると予測した。 

したがって、評価結果は「＋１」とした。 

21 
若洲オリンピックマリー

ナ 
－２ 

施設の存在により、自然との触れ合い活動の

場の主要部又は半分以上が改変される。 

したがって、評価結果は「－２」とした。 OV 選手村 

対象とした会場のうち、上記会場

を除くその他の会場 

（会場 No.1, 13, 19, 20, 23～24, 

29, 31, 32, 33,IBC/MPCの 11会場） 

０ 

自然との触れ合い活動の場は現況と変わら

ない。 

したがって、評価結果は「０」とした。 
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2)  開催後（後利用による影響） 

①  一次評価 

予測評価の結果は、表 5-11-8(p5-11-20)に示すとおりである。 

会場内の仮設の撤去や各会場の後利用による、自然との触れ合い活動の場の変化につい

て予測評価を行った。 

会場毎に自然との触れ合い活動の場の分布（緑被分布図）と各会場の改変区域を重ね合

わせた結果、会場エリアが自然との触れ合い活動の場となっている 10 会場で、自然との

触れ合い活動の場が改変されると予測した。 

有明テニスの森、夢の島公園、夢の島競技場、選手村については、自然との触れ合い活

動の場の主要部は改変されないものの、自然との触れ合い活動の場の半分以上が改変され

ることから、評価結果は「－２」とした。 

若洲オリンピックマリーナについては、施設の後利用により、キャンプ場と人工磯のほ

とんどが改変されたままの状態が継続することから、自然との触れ合い活動の場の主要部

が改変されると予測し、評価結果は「－２」とした。 

その他の５会場については、施設の後利用により芝生、樹林が改変されたままの状態が

継続することから、自然との触れ合い活動の場の周縁部が改変されると予測し、評価結果

は「－１」とした。 

対象とした会場のうち、上記会場を除くその他の会場では現況と変わらないと予測し、

評価結果は「０」とした。 
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表 5-11-8 各会場における自然との触れ合い活動の場の予測評価結果（開催後：一次評価） 

会場

No. 
会場名 

評価結果 

(一次評価)
予測結果 

12 有明テニスの森 

－２ 

施設の後利用により、自然との触れ合い活

動の場の半分以上が改変されると予測した。

したがって、評価結果は「－２」とした。

25 夢の島公園 

26 夢の島競技場 

OV 選手村 

21 
若洲オリンピックマリー

ナ 

施設の後利用においても、キャンプ場、人

工磯のほとんどが改変されたままとなるこ

とから、自然との触れ合い活動の主要部が改

変されると予測した。 

したがって、評価結果は「－２」とした。

14 潮風公園 

－１ 

施設の後利用により、芝生、樹林が改変さ

れたままとなることから、自然との触れ合い

活動の周縁部が改変されると予測した。 

したがって、評価結果は「－１」とした。

17 大井ホッケー競技場 

22 葛西臨海公園 

27～

28 

オリンピックアクアティ

クスセンター 

ウォーターポロアリーナ 

会 場 No.1, 13, 23 ～ 24, 31, 

IBC/MPC の 6 会場 

０ 

施設の後利用による改変部が、自然との触

れ合い活動の場の主要部や周縁部ではない、

又は半分弱に満たないことから、現況と変わ

らないと予測した。 

したがって、評価結果は「０」とした。 

会場 No.8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 

29, 32, 33 の 10 会場 

自然との触れ合い活動の場となっていな

いことから、現況と変わらないと予測した。

したがって、評価結果は「０」とした。 
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②  ミティゲーション 

ミティゲーションの内容は、表 5-11-9(p5-11-22)に示すとおりである。 

有明アリーナ、有明ＢＭＸコース、有明ベロドローム、有明体操競技場については、現

況では自然との触れ合い活動の場となっていないが、水と緑豊かなうるおいのある新たな

まちづくりの一環として有明親水海浜公園（仮称）を整備し、緩傾斜護岸や汐入など海の

生物に触れ合える水辺空間の形成により、新たな自然との触れ合い活動の場の創出を図

る。 

有明テニスの森については、一次評価の結果をふまえ、入口付近に芝生広場を整備する

とともに改変される樹木を移植することにより、自然との触れ合い活動の場の改善を図

る。 

潮風公園、大井ホッケー競技場、夢の島公園、夢の島競技場については、一次評価の結

果をふまえ、仮設撤去後の原状復帰により、自然との触れ合い活動の場の改善を図る。 

海の森クロスカントリーコースについては、現況では自然との触れ合い活動の場となっ

ていないが、都心の既存大規模緑地を幹線道路の街路樹で結び風の道を創出する「水と緑

の回廊」を形成するための起点として水辺空間の整備を行い、新たな自然との触れ合い活

動の場の創出を図る。海の森水上競技場は、東京都民の新しい水辺のレクリエーションの

場として利用する。 

若洲オリンピックマリーナについては、一次評価の結果、自然との触れ合い活動の主要

部が改変されるが、仮設撤去後にキャンプ場を再整備し公園の一部として残すとともに、

施設の後利用として、セーリングの国際大会の他マリンスポーツに利用することにより、

自然との触れ合い活動の場の改善を図る。 

葛西臨海公園については、一次評価の結果、面積の大きな芝生広場が改変されるが、施

設の後利用として、カヌー場など人と自然、水との触れ合いの場として利用することによ

り、自然との触れ合い活動の場の改善を図る。 

オリンピックアクアティクスセンター、ウォーターポロアリーナについては、一次評価

の結果をふまえ、改変される樹木を移植するとともに、自然と調和した水辺空間(水上デ

ッキ・砂浜)の整備により、自然との触れ合い活動の場の増加、質の向上を図る。 

選手村では、一次評価の結果をふまえ、緑あふれるオリンピックパークとして再整備を

行うことにより、自然との触れ合い活動の場の増加、質の向上を図る。 

対象とした会場のうち、上記会場を除くその他の会場については現況と変わらないこと

から、現段階ではミティゲーションは想定していない。なお、実施段階においては、2020

年東京大会開催に伴う付帯施設の機能充実や知名度向上を契機として、開催後により一層

都民に受け入れられるよう、計画の具体化に併せ、親水性の向上や魅力ある水辺空間の整

備など人と自然のふれあい活動の促進と場の確保について可能な限り検討することとす

る。 
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表 5-11-9 自然との触れ合い活動の場の改善・創出に関するミティゲーションの内容（開催後） 

会場

No. 
会場名 ミティゲーションの内容 

8 有明アリーナ 
有明親水海浜公園（仮称）として、緩傾斜護岸や

汐入など海の生物に触れ合える水辺空間の整備によ

り、新たな自然との触れ合い活動の場の創出を図る。

9 有明ＢＭＸコース 

10 有明ベロドローム 

11 有明体操競技場 

12 有明テニスの森 
芝生広場の整備、樹木の会場内移植により、自然

との触れ合い活動の場の改善を図る。 

14 潮風公園 

仮設撤去後の原状復帰により、自然との触れ合い

活動の場の改善を図る。 

17 大井ホッケー競技場 

25 夢の島公園 

26 夢の島競技場 

18 
海の森クロスカントリー

コース 

「水と緑の回廊」の起点となる大規模な樹林の整

備により、自然との触れ合い活動の場の創出を図る。

19 海の森水上競技場 
水辺空間の整備により、自然との触れ合い活動の

場の創出を図る。 

21 
若洲オリンピックマリー

ナ 

仮設撤去後にキャンプ場を再整備し公園の一部と

して残すとともに、施設の後利用として、セーリン

グの国際大会の他マリンスポーツに利用することに

より、自然との触れ合い活動の場の改善を図る。 

22 葛西臨海公園 

カヌー場など人と自然、水との触れ合いの場とし

て利用することにより、自然との触れ合い活動の場

の改善を図る。 

27～28 

オリンピックアクアティ

クスセンター 

ウォーターポロアリーナ 

改変される樹木を移植するとともに、自然と調和

した水辺空間(水上デッキ・砂浜)の整備により、自

然との触れ合い活動の場の創出を図る。 

OV 選手村 

緑あふれるオリンピックパークとして再整備する

ことにより、自然との触れ合い活動の場の創出を図

る。 
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③  二次評価 

予測評価の結果は、表 5-11-10(p5-11-24)に示すとおりである。 

有明アリーナ、有明ＢＭＸコース、有明ベロドローム、有明体操競技場については、ミ

ティゲーションの実施により、自然との触れ合い活動の場が新たに創出され、質が一部向

上すると予測し、評価結果は「＋１」とした。 

海の森クロスカントリーコース、海の森水上競技場については、ミティゲーションの実

施により、自然との触れ合い活動の場が新たに創出され、質が全般的に向上すると予測し、

評価結果は「＋２」とした。 

オリンピックアクアティクスセンター、ウォーターポロアリーナについても、ミティゲ

ーションの実施により、自然との触れ合い活動の場が新たに創出され、質が一部向上する

と予測し、評価結果は「＋１」とした。 

有明テニスの森、潮風公園、大井ホッケー競技場、夢の島公園、夢の島競技場、選手村

については、一次評価の結果、自然との触れ合い活動の場の半分以上の改変、又は周縁部

が改変されることとなるが、ミティゲーションの実施により、自然との触れ合い活動の場

は、現況レベルまで改善すると予測し、評価結果は「０」とした。 

若洲オリンピックマリーナについては、一次評価の結果、自然との触れ合い活動の主要

部であるキャンプ場と人工磯が改変されることとなる。ミティゲーションの実施により、

仮設撤去後にキャンプ場を再整備し公園の一部として残すことで自然との触れ合い活動の

場の改善を図るとともに、施設の後利用として、セーリングの国際大会の他マリンスポー

ツに利用することで新たな自然との触れ合い活動の場を創出するものの、現況レベルまで

は達しないと予測し、評価結果は「－１」とした。 

葛西臨海公園については、施設の後利用により広い面積の芝生広場が消失するが、施設

の後利用として、カヌー場など人と自然、水との触れ合い活動の場として利用することで

新たな自然との触れ合い活動の場を創出するものの、現況レベルまでは達しないと予測し、

評価結果は「－１」とした。 

また、対象とした会場のうち、その他の会場については、現況と変わらないことから、

現段階ではミティゲーションは想定しておらず、評価結果は「０」とした。 



 

 5-11-24

 

表 5-11-10 各会場における自然との触れ合い活動の場の予測評価結果（開催後：二次評価） 

会場

No. 
会場名 

評価結果 

(二次評価)
予測結果 

8 有明アリーナ 

＋１ 

ミティゲーションの実施により、自然との触

れ合い活動の場が新たに創出され、質が一部向

上すると予測した。 

したがって、評価結果は「＋１」とした。 

9 有明ＢＭＸコース 

10 有明ベロドローム 

11 有明体操競技場 

18 
海の森クロスカントリー

コース 
＋２ 

ミティゲーションの実施により、自然との触

れ合い活動の場が新たに創出され、質が全般的

に向上すると予測した。 

したがって、評価結果は「＋２」とした。 
19 海の森水上競技場 

12 有明テニスの森 

０ 

ミティゲーションの実施により、自然との触

れ合い活動の場が現況レベルまで改善すると

予測した。 

したがって、評価結果は「０」とした。 

14 潮風公園 

17 大井ホッケー競技場 

25 夢の島公園 

26 夢の島競技場 

OV 選手村 

27～

28 

オリンピックアクアティ

クスセンター 

ウォーターポロアリーナ 

＋１ 

ミティゲーションの実施により、自然との触

れ合い活動の場が新たに創出され、質が一部向

上すると予測した。 

したがって、評価結果は「＋１」とした。 

21 
若洲オリンピックマリー

ナ 

－１ 

自然との触れ合い活動の場の主要部が改変

されることとなる。ミティゲーションの実施に

より自然との触れ合い活動の場が改善される

とともに、新たな自然との触れ合い活動の場が

創出されるものの、現況レベルまでは達しない

と予測した。 

したがって、評価結果は「－１」とした。 

22 葛西臨海公園 

自然との触れ合い活動の場の周縁部が改変

されることとなる。ミティゲーションの実施に

より新たな自然との触れ合い活動の場が創出

されるものの、現況レベルまでは達しないと予

測した。 

したがって、評価結果は「－１」とした。 

対象とした会場のうち、上記会場

を除くその他の会場 

（会場 No.1, 13, 20, 23～24, 29, 

31, 32, 33,IBC/MPC の 10 会場） 

０ 

自然との触れ合い活動の場は現況と変わら

ない。 

したがって、評価結果は「０」とした。 
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(4) 評価結果の総括 

自然との触れ合い活動の場(自然との触れ合い活動の場の変化)の一次評価及び二次評価

結果をとりまとめると表 5-11-11(p5-11-26)のとおりとなる。 

開催中は、会場エリアが自然との触れ合い活動の場となっている会場でミティゲーショ

ンの実施によりプラス評価となるが、一部の会場では、現段階ではミティゲーションは想

定していないため、二次評価でも一時的にマイナス評価が残る。若洲オリンピックマリー

ナ、葛西臨海公園では、開催後(後利用)においても、マイナス評価が残る。 

有明アリーナ、有明ＢＭＸコース、有明ベロドローム、有明体操競技場、海の森クロス

カントリーコース、海の森水上競技場、オリンピックアクアティクスセンター、ウォータ

ーポロアリーナでは、新たな水辺空間が整備されるため、プラス評価となる。 
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※会場№は、表 1-3-37(p1-85～1-86)に示す会場№を表す。 
※評価点の目安は以下のとおりである。 

+2: 大きなプラスの影響 
+1: ある程度のプラスの影響 
0: 中立 

-1: ある程度のマイナスの影響 
-2: 大きなマイナスの影響 

－ : 予測評価の検討において対象外とした影響 
■ : 網掛けは非該当項目のため対象外とした影響 

 

表 5-11-11 自然との触れ合い活動の場の評価結果総括表(自然との触れ合い活動の場の変化) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

1 オリンピックスタジアム(国立霞ヶ丘競技場) - 0 - 0 - 0 - 0

2 東京体育館 - - - - - - - -

3 国立代々木競技場 - - - - - - - -

4 日本武道館 - - - - - - - -

5 皇居外苑 - - - - - - - -

6 東京国際フォーラム - - - - - - - -

7 国技館 - - - - - - - -

8 有明アリーナ - 0 - 0 - +1 - +1

9 有明ＢＭＸコース - 0 - 0 - +1 - +1

10 有明ベロドローム - 0 - 0 - +1 - +1

11 有明体操競技場 - 0 - 0 - +1 - +1

12 有明テニスの森 - -2 - -2 - 0 - 0

13 お台場海浜公園 - 0 - 0 - 0 - 0

14 潮風公園 - -1 - -1 - -1 - 0

15～16 東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂ - - - - - - - -

17 大井ホッケー競技場 - -1 - -1 - -1 - 0

18 海の森クロスカントリーコース - 0 - 0 - +2 - +2

19 海の森水上競技場 - 0 - 0 - 0 - +2

20 海の森マウンテンバイクコース - 0 - 0 - 0 - 0

21 若洲オリンピックマリーナ - -2 - -2 - -2 - -1

22 葛西臨海公園 - -1 - -1 - -1 - -1

23～24 夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ - 0 - 0 - 0 - 0

25 夢の島公園 - -2 - -2 - 0 - 0

26 夢の島競技場 - -2 - -2 - -1 - 0

27～28
オリンピックアクアティクスセンター
ウォーターポロアリーナ

- -1 - -1 - +1 - +1

29 武蔵野の森総合スポーツ施設 - 0 - 0 - 0 - 0

30 東京スタジアム - - - - - - - -

31 武蔵野の森公園 - 0 - 0 - 0 - 0

32 陸上自衛隊朝霞訓練場 - 0 - 0 - 0 - 0

33 霞ヶ関カンツリー倶楽部 - 0 - 0 - 0 - 0

34 札幌ドーム - - - - - - - -

35 宮城スタジアム - - - - - - - -

36 埼玉スタジアム2002 - - - - - - - -

37 横浜国際総合競技場 - - - - - - - -

OV 選手村 - -2 - -2 - -2 - 0

IBC/MPC 東京ビッグサイト(IBC/MPC) - 0 - 0 - 0 - 0

開催後 開催前 開催中 開催後

会場 評価点(一次) 評価点(二次)

No. 名称

開催前 開催中
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5-11-2-2 自然との触れ合い活動の変化 

(1) 評価の指標及び目安 

自然との触れ合い活動の変化は、自然との触れ合い活動の阻害又は促進の有無を評価の基

準とした。 

評価の指標及び目安は、表 5-11-12 に示すとおりである。 

 

表 5-11-12 評価の指標及び目安 

評価の指標 評価の基準 
評価の目安 

－２ －１ ０ ＋１ ＋２ 

自然との触

れ合い活動

の変化 

自然との触れ

合い活動の阻

害又は促進（場

へのアクセス

性含む）の有無 

活動自体及び

アクセス性の

阻害あり 

活動自体又は

アクセス性の

阻害あり 

現況と変わら

ない 

活 動 の 向 上

（利用者の増

加）又はアク

セス性の向上

があり 

活 動 の 向 上

（利用者の増

加）及びアク

セス性の向上

があり 
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(2) 予測評価の方法 

工事に伴い生じる水質の変化や騒音、アクセス規制、競技の実施に伴い生じる騒音やアク

セス規制、会場内の施設の存在によるアクセス歩道の改変・遮断、後利用に伴い生じる騒音

やアクセス歩道の改変・遮断による、会場エリア内における自然との触れ合い活動の阻害又

は促進(場へのアクセス性含む)について、定性的に予測評価を行った。 

 

表 5-11-13 予測評価方法（会場別） 

予測評価の時期 予測評価の方法 

開催前 工事による影響 

開催前の工事の実施に伴い生じる水質の変化や工事騒

音、アクセス規制による、自然との触れ合い活動の阻害に

ついて、定性的な予測評価を行った。 

開催中 

施設の存在による

影響 

開催中の施設の存在に伴うアクセス歩道の改変・遮断に

よる、自然との触れ合い活動の阻害について、定性的な予

測評価を行った。 

競技の実施による

影響 

開催中の競技の実施に伴い生じる歓声・応援等の騒音や

アクセス規制による、自然との触れ合い活動の阻害につい

て、定性的な予測評価を行った。 

開催後 

工事による影響 

開催後の仮設撤去工事の実施に伴い生じる水質の変化や

工事騒音、アクセス規制による、自然との触れ合い活動の

阻害又は促進について、定性的な予測評価を行った。 

後利用による影響 

開催中の施設の後利用に伴い生じる歓声・応援等の騒音、

アクセス歩道の改変・遮断による、自然との触れ合い活動

の阻害又は促進について、定性的な予測評価を行った。 
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(3) 予測評価の結果 

1)  開催前（工事による影響） 

①  一次評価 

開催中の工事の実施に伴い生じる水質の変化や騒音、アクセス規制による、自然との触

れ合い活動の変化について、予測評価を行った。予測評価の結果は、表 5-11-14 

(p5-11-30)に示すとおりである。 

『5-2 水質』、『5-8 騒音』での予測評価結果によれば、開催中の工事の実施により、一

時的ではあるが、若洲オリンピックマリーナにおいて水質への影響が生じるとともに、各

会場において騒音が生じると予測されている。 

現況で自然との触れ合い活動が行われている 20 会場では、工事に伴って生じる騒音(若

洲オリンピックマリーナは水質も含む)及びアクセス規制により、会場エリア内の自然と

の触れ合い活動自体及びアクセスが阻害されると予測し、評価結果は「－２」とした。 

自然との触れ合い活動が行われていないその他の会場については、現況と変わらないと

予測し、評価結果は「０」とした。 
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表 5-11-14 各会場における自然との触れ合い活動の予測評価結果（開催前：一次評価） 

会場

No. 
会場名 

評価結果 

(一次評価)
予測結果 

1 
オリンピックスタジアム

(国立霞ヶ丘競技場) 

－２ 

開催中の工事に伴い生じる騒音、アクセス

規制により、自然との触れ合い活動自体及び

アクセスが阻害されると予測した。 

したがって、評価結果は「－２」とした。

2 東京体育館 

4 日本武道館 

12 有明テニスの森 

13 お台場海浜公園 

14 潮風公園 

17 大井ホッケー競技場 

22 葛西臨海公園 

23～24 
夢の島ユース・プラザ・ア

リーナＡ、Ｂ 

25 夢の島公園 

26 夢の島競技場 

27～28 

オリンピックアクアティク
スセンター 
ウォーターポロアリーナ 

31 武蔵野の森公園 

35 宮城スタジアム 

36 埼玉スタジアム 2002 

37 横浜国際総合競技場 

OV 選手村 

21 若洲オリンピックマリーナ 

開催中の工事に伴い生じる騒音・水質の変

化、アクセス規制により、自然との触れ合い

活動自体及びアクセスが阻害されると予測し

た。 

したがって、評価結果は「－２」とした。

全会場のうち、上記会場を除くその
他の会場 
（会場 No.3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15

～16, 18, 19, 20, 29, 30, 32, 33, 34, 

IBC/MPC の 19 会場） 

０ 

自然との触れ合い活動が行われていないこ

とから、現況と変わらないと予測した。 

したがって、評価結果は「０」とした。 
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②  ミティゲーション 

一次評価の結果をふまえ、各会場において工事に伴い生じる騒音レベルの低減、代替と

なるアクセスの確保を目的として実施するミティゲーションの内容は表 5-11-15 に示す

とおりである。 

 

表 5-11-15 自然との触れ合い活動の促進に関するミティゲーションの内容（開催前） 

会場 No. 会場名 ミティゲーションの内容 

1 
オリンピックスタジアム

(国立霞ヶ丘競技場) 

○工事騒音レベルの低減 

 低騒音型建設機械の使用、規制速度の遵守、走行ル

ートの限定、安全走行、過積載の防止、防音対策等

を指導し、走路交通騒音の低減を図る。 

○代替アクセスの確保 

 出入口の位置の変更、利用経路の新設、迂回路の設

置など、公園内における自然との触れ合い活動の場

への代替アクセスを確保する。 

2 東京体育館 

4 日本武道館 

12 有明テニスの森 

13 お台場海浜公園 

14 潮風公園 

17 大井ホッケー競技 

22 葛西臨海公園 

23～24 
夢の島ユース・プラザ・ア

リーナＡ、Ｂ 

25 夢の島公園 

26 夢の島競技場 

27～28 

オリンピックアクアティ
クスセンター 
ウォーターポロアリーナ 

31 武蔵野の森公園 

35 宮城スタジアム 

36 埼玉スタジアム 2002 

37 横浜国際総合競技場 

OV 選手村 

21 
若洲オリンピックマリー

ナ 

○工事騒音レベルの低減 

 低騒音型建設機械の使用、規制速度の遵守、走行ル

ートの限定、安全走行、過積載の防止、防音対策等

を指導し、走路交通騒音の低減を図る。 

○水質汚濁の低減 

・ 濁りの発生する工事を実施する際には、工事水域

周辺に汚濁防止膜を展張し、濁りの拡散を抑制す

るなど、濁りの発生の少ない工法を採用する。 

○代替アクセスの確保 

 出入口の位置の変更、利用経路の新設、迂回路の設

置など、公園内における自然との触れ合い活動の場

への代替アクセスを確保する。 

全会場のうち、上記会場を除くその他の
会場 

（ 会 場 No.3,5,6,7,8,9,10,11,15 ～

16,18,19,20,29,30,32,33,34,IBC/MPC の 19

会場） 

自然との触れ合い活動が行われておらず、現況と変

わらないため、現段階ではミティゲーションは想定し

ていない。 
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③  二次評価 

自然との触れ合い活動が行われている 20 会場について、一次評価の結果、自然との触

れ合い活動自体及びアクセスが阻害されるが、ミティゲーションの実施により、現況レベ

ルまで自然との触れ合い活動が改善すると予測した。 

その他の会場についても現況で自然との触れ合い活動が行われていないことから、各会

場の評価結果は、いずれも「０」とした。 

 

表 5-11-16 各会場における自然との触れ合い活動の予測評価結果（開催前：二次評価） 

会場

No. 
会場名 

評価結果 

(二次評価)
予測結果 

1 
オリンピックスタジアム

(国立霞ヶ丘競技場) 

０ 

ミティゲーションの実施により、現況レベ

ルまで自然との触れ合い活動が改善すると

予測した。 

したがって、評価結果は「０」とした。 

2 東京体育館 

4 日本武道館 

12 有明テニスの森 

13 お台場海浜公園 

14 潮風公園 

17 大井ホッケー競技場 

21 若洲オリンピックマリーナ 

22 葛西臨海公園 

23～24 
夢の島ユース・プラザ・ア

リーナＡ、Ｂ 

25 夢の島公園 

26 夢の島競技場 

27～28 
オリンピックアクアティク
スセンター 
ウォーターポロアリーナ 

31 武蔵野の森公園 

35 宮城スタジアム 

36 埼玉スタジアム 2002 

37 横浜国際総合競技場 

OV 選手村 

全会場のうち、上記会場を除くその
他の会場 

（会場 No.3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15

～16, 18, 19, 20, 29, 30, 32, 33, 34, 

IBC/MPC の 19 会場） 

自然との触れ合い活動が行われていない

ことから、現況と変わらない。 

したがって、評価結果は「０」とした。 
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2)  開催中（施設の存在による影響） 

①  一次評価 

会場内の施設の存在による、自然との触れ合い活動の変化について予測評価を行った。 

会場毎に自然との触れ合い活動の場（緑被分布図；平成 19 年、国土交通省都市・地域整

備局）への主要なアクセスルートと各会場の改変区域を重ね合わせた結果(図 5-11-3(1)

～(8)(p5-11-34～5-11-37)参照)、改変部が自然との触れ合い活動の場の主要なアクセス

ルート上にあるのは、日本武道館、有明テニスの森、潮風公園、若洲オリンピックマリー

ナ、夢の島公園、夢の島競技場、武蔵野の森公園、選手村の８会場である。 

これらの８会場では、施設の存在により、自然との触れ合い活動の場の主要なアクセス

ルートが物理的に改変・遮断又はアクセスが規制されるため、自然との触れ合い活動の場

へのアクセスが阻害されると予測し、評価結果は「－１」とした。 

現況で自然との触れ合い活動が行われている会場のうち、上記会場を除くその他の会場

では、施設の存在による改変部は自然との触れ合い活動の場の主要なアクセスルート上に

ないことから、自然との触れ合い活動は現況と変わらないと予測し、評価結果は「０」と

した。また、全会場のうち、自然との触れ合い活動が行われていない、その他の会場では、

現況と変わらないと予測し、評価結果は「０」とした。 

 

表 5-11-17 各会場における自然との触れ合い活動の予測評価結果（開催中：一次評価） 

会場

No. 
会場名 

評価結果 

(一次評価)
予測結果 

4 日本武道館 

－１ 

施設の存在により、自然との触れ合い

活動の場の主要なアクセスルートが物

理的に改変・遮断又はアクセスが規制さ

れるため、自然との触れ合い活動のアク

セスが阻害されると予測した。 

したがって、評価結果は「－１」とし

た。 

12 有明テニスの森 

14 潮風公園 

21 若洲オリンピックマリーナ 

25 夢の島公園 

26 夢の島競技場 

31 武蔵野の森公園 

OV 選手村 

会場 No.1,2,13,17,22,23～24,27～28,35,36, 

37 の 12 会場 

０ 

自然との触れ合い活動の場への主要

なアクセスルートが物理的に改変・遮断

されないことから、現況と変わらないと

予測した。 

したがって、評価結果は「０」とした。

会場 No.3,5,6,7,8,9,10,11,15～16,18,19,20,

29,30,32,33,34,IBC/MPC の 19 会場 

自然との触れ合い活動が行われてい

ないことから、現況と変わらないと予測

した。 

したがって、評価結果は「０」とした。
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図 5-11-3(1) 自然との触れ合い活動の場と改変区域の重ね合わせ(4 日本武道館) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-11-3(2)  自然との触れ合い活動の場と改変区域の重ね合わせ(12 有明テニスの森) 

有明テニスの森公園 

皇居外苑（北の丸公園） 

競技場により、
アクセスの阻害 

競技場により、 
アクセスの阻害 

公園 

競技場の存在により、自然との触れ合い活動の

場の主要なアクセスルートが物理的に改変・遮

断又はアクセスが制限される。 

公園

競技場の存在により、自然との触れ合い活動の場の主要なアク

セスルートが物理的に改変・遮断又はアクセスが制限される。 
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図 5-11-3(3)  自然との触れ合い活動の場と改変区域の重ね合わせ(14 潮風公園) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-11-3(4)  自然との触れ合い活動の場と改変区域の重ね合わせ 

(21 若洲オリンピックマリーナ) 

 

 

潮風公園 

若洲海浜公園 

関連施設により、 

アクセスの阻害 

競技場により、
アクセスの阻害 

公園 

公園 

競技場の存在により、自然との触

れ合い活動の場の主要なアクセ

スルートが物理的に改変・遮断又

はアクセスが制限される。 

関連施設の存在により、自然との

触れ合い活動の場の主要なアク

セスルートが物理的に改変・遮断

又はアクセスが制限される。 
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図 5-11-3(5)  自然との触れ合い活動の場と改変区域の重ね合わせ(25 夢の島公園) 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-11-3(6)  自然との触れ合い活動の場と改変区域の重ね合わせ(26 夢の島競技場) 

 

夢の島公園 

競技用コースにより、

アクセスの阻害 

夢の島公園 

競技場により、 
アクセスの阻害 

夢の島競技場 

公園 

公園 

競技場の存在により、自然との触れ合い活動

の場の主要なアクセスルートが物理的に改

変・遮断又はアクセスが制限される。 

競技用コースの存在により、自然と

の触れ合い活動の場の主要なアク

セスルートが物理的に改変・遮断又

はアクセスが制限される。 
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図 5-11-3(7)  自然との触れ合い活動の場と改変区域の重ね合わせ(31 武蔵野の森公園) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-11-3(8)自然との触れ合い活動の場と改変区域の重ね合わせ(OV 選手村)  

選手村の関連施設により、 
アクセスの阻害 

晴海ふ頭公園 

観客席により、 

アクセスの阻害 

武蔵野の森公園 

公園 

公園

選手村の関連施設の存在により、自

然との触れ合い活動の場の主要な

アクセスルートが物理的に改変・遮

断又はアクセスが制限される。 

観客席の存在により、自然との触

れ合い活動の場の主要なアクセ

スルートが物理的に改変・遮断又

はアクセスが制限される。 
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②  ミティゲーション 

一次評価の結果をふまえ、各会場において、新たな自然との触れ合い活動の促進を目的

として実施するミティゲーションの内容は表 5-11-18 に示すとおりである。 

 

表 5-11-18 自然との触れ合い活動の促進に関するミティゲーションの内容（開催中） 

会場

No. 
会場名 ミティゲーションの内容 

1 
オリンピックスタジアム(国立霞ヶ

丘競技場) 

○アクセス性の向上 

 入口広場、歩道、歩行者デッキの整備など、

公園内における自然との触れ合い活動の場へ

のアクセス性の向上を図る。 

2 東京体育館 

12 有明テニスの森 

22 葛西臨海公園 

23～24 
夢の島ユース・プラザ・アリーナ

Ａ、Ｂ 

25 夢の島公園 

26 夢の島競技場 

27～28 
オリンピックアクアティクスセンタ
ー 
ウォーターポロアリーナ 

OV 選手村 

14 潮風公園 ○代替アクセスの確保 

 出入口の位置の変更、利用経路の新設、迂回

路の設置など、公園内における自然との触れ

合い活動の場への代替アクセスを確保する。

21 若洲オリンピックマリーナ 

31 武蔵野の森公園 

4 日本武道館 

一次評価の結果、自然との触れ合い活動の場へ

のアクセスが阻害されることとなるが、開催中に

おける会場エリア内の利用の主目的は、オリンピ

ック競技の実施であることから、現段階では会場

エリア内における自然との触れ合い活動の場へ

のアクセスを改善するためのミティゲーション

は想定していない。 

会場 No. 13, 17, 35, 36, 37 の 5 会場 

一次評価の結果、自然との触れ合い活動の場へ

の主要なアクセスルートが物理的に改変・遮断さ

れず、現況と変わらないことから、現段階ではミ

ティゲーションは想定していない。 

会場 No.3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15～16, 18, 19, 

20, 29, 30, 32, 33, 34, IBC/MPC の 19 会場 

自然との触れ合い活動が行われておらず、現況

と変わらないことから、現段階ではミティゲーシ

ョンは想定していない。 
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③  二次評価 

予測評価の結果は、表 5-11-19(p5-11-40)に示すとおりである。 

有明テニスの森、夢の島公園、夢の島競技場、選手村については、一次評価の結果、主

要なアクセスルートが物理的に改変・遮断されることとなるが、歩行者デッキや歩道など

新たなアクセスルートを整備することにより、自然との触れ合い活動の場へのアクセス性

が向上すると予測し、評価結果は「＋１」とした。 

オリンピックスタジアム(国立霞ヶ丘競技場)、東京体育館、葛西臨海公園、夢の島ユー

ス・プラザ・アリーナＡ、Ｂ、オリンピックアクアティクスセンター、ウォーターポロア

リーナについては、一次評価の結果、アクセスは阻害されないが、歩行者デッキの整備に

より、自然との触れ合い活動の場へのアクセス性が向上すると予測し、評価結果は「＋１」

とした。 

潮風公園、若洲オリンピックマリーナ、武蔵野の森公園については、一次評価の結果、

主要なアクセスルートが物理的に改変・遮断されることとなるが、公園内の自然との触れ

合い活動の場への代替アクセスを確保することにより、自然との触れ合い活動の場へのア

クセスが現況レベルまで改善すると予測し、評価結果は「０」とした。 

日本武道館については、一次評価の結果、主要なアクセスルートが改変・遮断される。

開催中における会場エリア内の利用の主目的は、競技の実施であり、現段階では会場エリ

ア内における自然との触れ合い活動の場へのアクセスを改善するためのミティゲーション

は想定していないことから、自然との触れ合い活動の場へのアクセスは阻害されると予測

し、評価結果は「－１」とした。 

全会場のうち、上記会場を除くその他の会場については、施設の存在による改変部は自

然との触れ合い活動の場のアクセスルート上にないこと、自然との触れ合い活動が行われ

ていないことから、いずれも現況と変わらないと予測し、評価結果は「０」とした。 
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表 5-11-19 各会場における自然との触れ合い活動の予測評価結果（開催中：二次評価） 

会場 No. 会場名 
評価結果 

(二次評価)
予測結果 

1 
オリンピックスタジアム(国

立霞ヶ丘競技場) 

＋１ 

ミティゲーションの実施により、自然と

の触れ合い活動の場へのアクセス性が向上

すると予測した。 

したがって、評価結果は「＋１」とした。

2 東京体育館 

12 有明テニスの森 

22 葛西臨海公園 

23～24 
夢の島ユース・プラザ・アリ

ーナＡ、Ｂ 

25 夢の島公園 

26 夢の島競技場 

27～28 

オリンピックアクアティク

スセンター 

ウォーターポロアリーナ 

OV 選手村 

14 潮風公園 

０ 

ミティゲーションの実施により、現況レ

ベルまで自然との触れ合い活動が改善する

と予測した。 

したがって、評価結果は「０」とした。

21 若洲オリンピックマリーナ 

31 武蔵野の森公園 

4 日本武道館 －１ 

自然との触れ合い活動の場へのアクセス

が阻害される。 

したがって、評価結果は「－１」とした。

会場 No. 13, 17, 35, 36, 37 の 5 会場 

０ 

自然との触れ合い活動の場への主要なア

クセスルートが物理的に改変・遮断されな

いことから、現況と変わらない。 

したがって、評価結果は「０」とした。

会場 No.3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15～16, 

18, 19, 20, 29, 30, 32, 33, 34, IBC/MPC

の 19 会場 

自然との触れ合い活動が行われていない

ことから、現況と変わらない。 

したがって、評価結果は「０」とした。
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3)  開催中（競技の実施による影響） 

①  一次評価 

開催中の競技の実施による、自然との触れ合い活動の変化について予測評価を行った。 

「5-8 騒音」での予測評価結果によれば、開催中の競技の実施により生じる騒音は、現

況と同レベルである。 

現況で自然との触れ合い活動が行われている 20 会場では、競技の実施中は、会場エリ

ア内の入場が制限されるため、会場内における自然との触れ合い活動の場へのアクセスが

阻害されると予測し、評価結果は「－１」とした。 

全会場のうち、自然との触れ合い活動が行われていないその他の会場では、現況と変わ

らないと予測し、評価結果は「０」とした。 

 

表 5-11-20 各会場における自然との触れ合い活動の予測評価結果（開催中：一次評価） 

会場

No. 
会場名 

評価結果 

(一次評価)
予測結果 

1 
オリンピックスタジアム

(国立霞ヶ丘競技場) 

－１ 

競技の実施により、会場エリア内の入場が制

限されるため、会場内における自然との触れ合

い活動の場へのアクセスが阻害されると予測

した。 

したがって、評価結果は「－１」とした。 

2 東京体育館 

4 日本武道館 

12 有明テニスの森 

13 お台場海浜公園 

14 潮風公園 

17 大井ホッケー競技場 

21 若洲オリンピックマリーナ 

22 葛西臨海公園 

23～24 
夢の島ユース・プラザ・ア

リーナＡ、Ｂ 

25 夢の島公園 

26 夢の島競技場 

27～28 
オリンピックアクアティク
スセンター 
ウォーターポロアリーナ 

31 武蔵野の森公園 

35 宮城スタジアム 

36 埼玉スタジアム 2002 

37 横浜国際総合競技場 

OV 選手村 

全会場のうち、上記会場を除くその
他の会場 
（会場 No.3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

 15～ 16, 18, 19, 20, 29, 30, 32, 33, 

34, IBC/MPC の 19 会場） 

０ 

自然との触れ合い活動が行われていないこ

とから、現況と変わらないと予測した。 

したがって、評価結果は「０」とした。 
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②  ミティゲーション 

一次評価の結果、開催中の競技の実施に伴う会場エリア内の入場制限により、自然との

触れ合い活動の場のアクセスが阻害されることとなるが、競技の実施中に会場エリア内に

て自然との触れ合い活動を改善・促進することは困難であることから、現段階ではミティ

ゲーションは想定していない。 

 

③  二次評価 

一次評価の結果、開催中の競技の実施に伴う会場エリア内の入場制限により、自然との

触れ合い活動のアクセスが阻害されることとなるが、競技の実施中に自然との触れ合い活

動を改善・促進することは困難であることから、現段階ではミティゲーションの実施は想

定していないため、評価結果は「－１」とした。 

また、全会場のうち、上記会場を除くその他の会場については、現況と変わらないこと

から、現時点ではミティゲーションは想定しておらず、評価結果は「０」とした。 

 

表 5-11-21 各会場における自然との触れ合い活動の予測評価結果（開催中：二次評価） 

会場

No. 
会場名 

評価結果 

(二次評価)
予測結果 

1 
オリンピックスタジアム

(国立霞ヶ丘競技場) 

－１ 

自然との触れ合い活動の場へのアクセス

は阻害される。 

したがって、評価結果は「－１」とした。

2 東京体育館 

4 日本武道館 

12 有明テニスの森 

13 お台場海浜公園 

14 潮風公園 

17 大井ホッケー競技場 

21 若洲オリンピックマリーナ 

22 葛西臨海公園 

23～24 
夢の島ユース・プラザ・ア

リーナＡ、Ｂ 

25 夢の島公園 

26 夢の島競技場 

27～28 

オリンピックアクアティク
スセンター 
ウォーターポロアリーナ 

31 武蔵野の森公園 

35 宮城スタジアム 

36 埼玉スタジアム 2002 

37 横浜国際総合競技場 

OV 選手村 

全会場のうち、上記会場を除くその
他の会場 

（会場 No.3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15

～16, 18, 19, 20, 29, 30, 32, 33, 34, 

IBC/MPC の 19 会場） 

０ 

自然との触れ合い活動が行われていない

ことから、現況と変わらない。 

したがって、評価結果は「０」とした。 
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4)  開催後（工事による影響） 

①  一次評価 

会場内における仮設撤去工事の実施に伴い生じる水質の変化や騒音、アクセス規制によ

る、自然との触れ合い活動の変化について、予測評価を行った。 

『5-2 水質』、『5-8 騒音』での予測評価結果によれば、仮設撤去工事の実施による水質

への影響はほとんどないものの、一時的ではあるが騒音が生じると予測されている。 

このため、現況で自然との触れ合い活動が行われている会場については、工事に伴って

生じる騒音や、アクセス規制により、自然との触れ合い活動自体及びアクセスが阻害され

ると予測し、評価結果は「－２」とした。 

自然との触れ合い活動が行われていない会場については、現況と変わらないと予測し、

評価結果は「０」とした。 

 

表 5-11-22 各会場における自然との触れ合い活動の予測評価結果（開催後：一次評価） 

会場

No. 
会場名 

評価結果 

(一次評価)
予測結果 

1 
オリンピックスタジアム

(国立霞ヶ丘競技場) 

－２ 

仮設撤去工事に伴って生じる騒音、アクセ

ス規制により、自然との触れ合い活動自体及

びアクセスが阻害されると予測した。 

したがって、評価結果は「－２」とした。

2 東京体育館 

4 日本武道館 

12 有明テニスの森 

13 お台場海浜公園 

14 潮風公園 

17 大井ホッケー競技場 

21 若洲オリンピックマリーナ 

22 葛西臨海公園 

23～24 
夢の島ユース・プラザ・ア

リーナＡ、Ｂ 

25 夢の島公園 

26 夢の島競技場 

27～28 
オリンピックアクアティク
スセンター 
ウォーターポロアリーナ 

31 武蔵野の森公園 

35 宮城スタジアム 

36 埼玉スタジアム 2002 

37 横浜国際総合競技場 

OV 選手村 

全会場のうち、上記会場を除くその
他の会場 

（会場 No.3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15

～16, 18, 19, 20, 29, 30, 32, 33, 34, 

IBC/MPC の 19 会場） 

０ 

自然との触れ合い活動が行われていないこ

とから、現況と変わらないと予測した。 

したがって、評価結果は「０」とした。 
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②  ミティゲーション 

一次評価の結果をふまえ、各会場において工事に伴って生じる騒音レベルの低減、代替

となるアクセスの確保を目的として実施するミティゲーションの内容は表 5-11-23 に示

すとおりである。 

 

表 5-11-23 自然との触れ合い活動の促進に関するミティゲーションの内容（開催後） 

会場

No. 
会場名 ミティゲーションの内容 

1 
オリンピックスタジアム

(国立霞ヶ丘競技場) 

○工事騒音レベルの低減 

 低騒音型建設機械の使用、規制速度の遵守、走行ルー

トの限定、安全走行、過積載の防止、防音対策等を指

導し、走路交通騒音の低減を図る。 

○代替アクセスの確保 

 出入口の位置の変更、利用経路の新設、迂回路の設置

など、公園内における自然との触れ合い活動の場への

代替アクセスを確保する。 

2 東京体育館 

4 日本武道館 

12 有明テニスの森 

13 お台場海浜公園 

14 潮風公園 

17 大井ホッケー競技場 

21 若洲オリンピックマリーナ 

22 葛西臨海公園 

23～24 
夢の島ユース・プラザ・ア

リーナＡ、Ｂ 

25 夢の島公園 

26 夢の島競技場 

27～28 
オリンピックアクアティク
スセンター 
ウォーターポロアリーナ 

31 武蔵野の森公園 

35 宮城スタジアム 

36 埼玉スタジアム 2002 

37 横浜国際総合競技場 

OV 選手村 

全会場のうち、上記会場を除くその
他の会場 

（会場 No.3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15

～16, 18, 19, 20, 29, 30, 32, 33, 34 

IBC/MPC の 19 会場） 

現況で自然との触れ合い活動が行われていないことか

ら、現段階ではミティゲーションは想定していない。 
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③  二次評価 

一次評価の結果、自然との触れ合い活動が行われている会場では、仮設撤去工事の実施

により、自然との触れ合い活動が阻害されることとなるが、ミティゲーションの実施によ

り、自然との触れ合い活動が現況レベルまで改善すると予測し、評価結果は「０」とした。 

 

表 5-11-24 各会場における自然との触れ合い活動の予測評価結果（開催後：二次評価） 

会場

No. 
会場名 

評価結果 

(二次評価)
予測結果 

1 
オリンピックスタジアム

(国立霞ヶ丘競技場) 

０ 

ミティゲーションの実施により、現況レベ

ルまで自然との触れ合い活動が改善すると

予測した。 

したがって、評価結果は「０」とした。 

2 東京体育館 

4 日本武道館 

12 有明テニスの森 

13 お台場海浜公園 

14 潮風公園 

17 大井ホッケー競技場 

21 若洲オリンピックマリーナ 

22 葛西臨海公園 

23～24 
夢の島ユース・プラザ・ア

リーナＡ、Ｂ 

25 夢の島公園 

26 夢の島競技場 

27～28 

オリンピックアクアティク
スセンター 

ウォーターポロアリーナ 

31 武蔵野の森公園 

35 宮城スタジアム 

36 埼玉スタジアム 2002 

37 横浜国際総合競技場 

OV 選手村 

全会場のうち、上記会場を除くその
他の会場 

（会場 No.3,5,6,7,8,9,10,11,15～16, 

18,19,20,29,30,32,33,34,IBC/MPC の 19

会場） 

自然との触れ合い活動が行われていない

ことから、現況と変わらない。 

したがって、評価結果は「０」とした。 
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5)  開催後（後利用による影響） 

①  一次評価 

予測評価の結果は、表 5-11-25(p5-11-47)に示すとおりである。 

会場内の施設の後利用による、自然との触れ合い活動の変化について予測評価を行っ

た。 

改変部が自然との触れ合い活動の場の主要なアクセスルート上にあるのは、日本武道館、

有明テニスの森、潮風公園、若洲オリンピックマリーナ、夢の島公園、夢の島競技場、武

蔵野の森公園、選手村の８会場である。 

これらの会場については、自然との触れ合い活動の場への主要なアクセスルートが物理

的に改変・遮断されるため、自然との触れ合い活動のアクセスが阻害されると予測し、評

価結果は「－１」とした。 

自然との触れ合い活動が行われている会場のうち、上記会場を除くその他の会場では、

施設の後利用による改変部は自然との触れ合い活動の場への主要なアクセスルート上にな

いことから、現況と変わらないと予測し、評価結果は「０」とした。また、全会場のうち、

自然との触れ合い活動が行われていないその他の会場では、現況と変わらないと予測し、

評価結果は「０」とした。 
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表 5-11-25 各会場における自然との触れ合い活動の予測評価結果（開催後：一次評価） 

会場

No. 
会場名 

評価結果 

(一次評価)
予測結果 

4 日本武道館 

－１ 

施設の後利用により、自然との触れ合い活動

の場への主要なアクセスルートが物理的に改

変・遮断されることにより、自然との触れ合い

活動が阻害されると予測した。 

したがって、評価結果は「－１」とした。 

12 有明テニスの森 

14 潮風公園 

21 若洲オリンピックマリーナ 

25 夢の島公園 

26 夢の島競技場 

31 武蔵野の森公園 

OV 選手村 

会 場 No.1,2,13,17,22,23 ～ 24,27 ～

28,35,36, 

37 の 12 会場 
０ 

自然との触れ合い活動の場への主要なアク

セスルートが物理的に改変・遮断されないこと

から、現況と変わらないと予測した。 

したがって、評価結果は「０」とした。 

会 場 No.3,5,6,7,8,9,10,11,15 ～

16,18,19,20,29,30,32,33,34,IBC/MPC

の 19 会場 

自然との触れ合い活動が行われていないこ

とから、現況と変わらないと予測した。 

したがって、評価結果は「０」とした。 
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②  ミティゲーション 

一次評価の結果をふまえ、各会場において、アクセス性の向上、新たな自然との触れ合

い活動の促進を目的として実施するミティゲーションの内容は表 5-11-26 に示すとおり

である。施設の後利用において自然との触れ合い活動の場となる会場については、2020

年東京大会開催に伴う付帯施設の機能充実や知名度向上を契機として、開催後により一層

都民に受け入れられるよう、自然との触れ合い活動の促進に寄与するよう努めることとす

る。 

 

表 5-11-26 自然との触れ合い活動の促進に関するミティゲーションの内容（開催後） 

会場

No. 
会場名 ミティゲーションの内容 

1 
オリンピックスタジアム

(国立霞ヶ丘競技場) 

○アクセス性の向上 

 入口広場、歩道、歩行者デッキの整備など、公園内に

おける自然との触れ合い活動の場へのアクセス性の向

上を図る。 

○自然との触れ合い活動の促進 

 自然との触れ合い活動のイベントの開催等により、自

然との触れ合い活動の促進を図る。 

2 東京体育館 

23～24 
夢の島ユース・プラザ・ア

リーナＡ、Ｂ 

25 夢の島公園 

26 夢の島競技場 

27～28 

オリンピックアクアティク
スセンター 
ウォーターポロアリーナ 

OV 選手村 

4 日本武道館 

○仮設撤去後の原状復帰・代替アクセスの確保 

 仮設撤去後の原状復帰により、自然との触れ合い活動

の場へのアクセスの改善を図る。 

 出入口の位置の変更、利用経路の新設、迂回路の設置

など、公園内における自然との触れ合い活動の場への

代替アクセスを確保する。 

○自然との触れ合い活動の促進 

 自然との触れ合い活動のイベントの開催等により、自

然との触れ合い活動の促進を図る。 

12 有明テニスの森 

13 お台場海浜公園 

14 潮風公園 

17 大井ホッケー競技場 

21 若洲オリンピックマリーナ 

22 葛西臨海公園 

31 武蔵野の森公園 

35 宮城スタジアム 

36 埼玉スタジアム 2002 

37 横浜国際総合競技場 

全会場のうち、上記会場を除くその
他の会場 

（会場 No.3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15

～16, 18, 19, 20, 29, 30, 32, 33, 34, 

IBC/MPC の 19 会場） 

一次評価の結果、自然との触れ合い活動が行われておら

ず、現況と変わらないことから、現段階ではミティゲーシ

ョンは想定していない。 
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③  二次評価 

現況で自然との触れ合い活動が阻害される会場については、アクセス性の向上や、自然

との触れ合い活動の促進などのミティゲーションの実施により、すべての会場において、

自然との触れ合い活動が向上すると予測し、評価結果は「＋２」又は「＋１」とした。 

また、現況で自然との触れ合い活動が行われていないその他の会場については、現時点

ではミティゲーションは想定しておらず、評価結果は「０」とした。 

 

表 5-11-27 各会場における自然との触れ合い活動の予測評価結果（開催後：二次評価） 

会場

No. 
会場名 

評価結果 

(二次評価)
予測結果 

1 
オリンピックスタジアム

(国立霞ヶ丘競技場) 

＋２ 

ミティゲーションの実施により、自然との

触れ合い活動が向上するとともに自然との

触れ合い活動の場へのアクセス性も向上す

ると予測した。 

したがって、評価結果は「＋２」とした。

2 東京体育館 

23～24 
夢の島ユース・プラザ・ア

リーナＡ、Ｂ 

25 夢の島公園 

26 夢の島競技場 

27～28 

オリンピックアクアティク
スセンター 

ウォーターポロアリーナ 

OV 選手村 

4 日本武道館 

＋１ 

ミティゲーションの実施により、自然との

触れ合い活動が向上すると予測した。 

したがって、評価結果は「＋１」とした。

12 有明テニスの森 

13 お台場海浜公園 

14 潮風公園 

17 大井ホッケー競技場 

21 若洲オリンピックマリーナ 

22 葛西臨海公園 

31 武蔵野の森公園 

35 宮城スタジアム 

36 埼玉スタジアム 2002 

37 横浜国際総合競技場 

全会場のうち、上記会場を除くその
他の会場 

（会場 No.3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15

～16, 18, 19, 20, 29, 30, 32, 33, 34, 

IBC/MPC の 19 会場） 

０ 

自然との触れ合い活動が行われていない

ことから、現況と変わらない。 

したがって、評価結果は「０」とした。 
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(4) 評価結果の総括 

自然との触れ合い活動の変化の一次評価及び二次評価結果をとりまとめると表 

5-11-28(p5-11-51)のとおりとなる。 

開催中(施設の存在)の二次評価において、自然との触れ合い活動が行われている多くの

会場で、自然との触れ合い活動の場へのアクセス性が向上するため、プラス評価となる。 

開催中(競技の実施)には、二次評価においても、自然との触れ合い活動が行われている

全会場で、自然との触れ合い活動の場へのアクセスが阻害されるため、一時的にマイナス

評価となる。 

開催後(後利用)には、ミティゲーションの実施により、現況で自然との触れ合い活動が

行われている全会場でプラス評価となる。 



 

 5-11-51

※会場№は、表 1-3-37(p1-85～1-86)に示す会場№を表す。 
※評価点の目安は以下のとおりである。 

+2: 大きなプラスの影響 
+1: ある程度のプラスの影響 
0: 中立 

-1: ある程度のマイナスの影響 
-2: 大きなマイナスの影響 

－ : 予測評価の検討において対象外とした影響 
■ : 網掛けは非該当項目のため対象外とした影響 

 

 

表 5-11-28 自然との触れ合い活動の場の評価結果総括表(自然との触れ合い活動の変化) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

1 オリンピックスタジアム(国立霞ヶ丘競技場) -2 0 -1 -2 0 0 +1 -1 0 +2

2 東京体育館 -2 0 -1 -2 0 0 +1 -1 0 +2

3 国立代々木競技場 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 日本武道館 -2 -1 -1 -2 -1 0 -1 -1 0 +1

5 皇居外苑 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 東京国際フォーラム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 国技館 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 有明アリーナ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 有明ＢＭＸコース 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 有明ベロドローム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 有明体操競技場 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 有明テニスの森 -2 -1 -1 -2 -1 0 +1 -1 0 +1

13 お台場海浜公園 -2 0 -1 -2 0 0 0 -1 0 +1

14 潮風公園 -2 -1 -1 -2 -1 0 0 -1 0 +1

15～16 東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 大井ホッケー競技場 -2 0 -1 -2 0 0 0 -1 0 +1

18 海の森クロスカントリーコース 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 海の森水上競技場 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 海の森マウンテンバイクコース 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 若洲オリンピックマリーナ -2 -1 -1 -2 -1 0 0 -1 0 +1

22 葛西臨海公園 -2 0 -1 -2 0 0 +1 -1 0 +1

23～24 夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ -2 0 -1 -2 0 0 +1 -1 0 +2

25 夢の島公園 -2 -1 -1 -2 -1 0 +1 -1 0 +2

26 夢の島競技場 -2 -1 -1 -2 -1 0 +1 -1 0 +2

27～28
オリンピックアクアティクスセンター
ウォーターポロアリーナ

-2 0 -1 -2 0 0 +1 -1 0 +2

29 武蔵野の森総合スポーツ施設 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 東京スタジアム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 武蔵野の森公園 -2 -1 -1 -2 -1 0 0 -1 0 +1

32 陸上自衛隊朝霞訓練場 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 霞ヶ関カンツリー倶楽部 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34 札幌ドーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35 宮城スタジアム -2 0 -1 -2 0 0 0 -1 0 +1

36 埼玉スタジアム2002 -2 0 -1 -2 0 0 0 -1 0 +1

37 横浜国際総合競技場 -2 0 -1 -2 0 0 0 -1 0 +1

OV 選手村 -2 -1 -1 -2 -1 0 +1 -1 0 +2

IBC/MPC 東京ビッグサイト(IBC/MPC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

開催後 開催前 開催中 開催後

会場 評価点(一次) 評価点(二次)

No. 名称

開催前 開催中
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5-12  歩行者空間の快適性 

5-12-1  現況 

5-12-1-1 街路樹等緑陰の状況 

現況の街路樹等緑陰の状況については、会場エリア内の樹木の状況及び最寄りの公共の交通

機関の駅からの主なアクセスルートにおける街路樹整備の状況について整理した。街路樹の整

備状況については「TOKYO 道路のみどり 2011」（東京都建設局公園緑地部, 2011）を参考にした。 

なお、サッカーの予選会場である札幌ドーム、宮城スタジアム、埼玉スタジアム 2002 及

び横浜国際総合競技場については、既存施設の利用が主体で外部施設はテント等であり街路

樹等の改変は行われないため、予測評価の対象外とした。 

現況の各会場エリア内の樹木の状況及び最寄りの公共の交通機関の駅からのアクセスルー

トにおける街路樹整備の状況を表 5-12-1 に示す。 

 

表 5-12-1（1） 各会場内及びアクセスルートにおける街路樹等の状況 

会場 No. 会場名 現況 

1 
オリンピックスタジアム 

(国立霞ヶ丘競技場) 

会場エリアの現況は、施設周囲にアオギリ、イチョウ等の街路樹が整備

されている。 

千駄ヶ谷駅、国立競技場駅からのアクセスルートには、街路樹は整備さ

れていないが、青山一丁目駅、外苑前駅からのアクセスルートの一部に

は、イチョウ並木が整備されている。 

2 東京体育館 

3 国立代々木競技場 

会場エリアの現況は、施設周囲にイチョウ等の街路樹が整備されてお

り、エリア内の代々木公園は樹木で覆われている。 

原宿駅からのアクセスルートには、イチョウ等の街路樹が整備されてい

るとともに、代々木公園の樹木に面している。 

4 日本武道館 

会場エリアのうち、仮設の建設予定地の現況は駐車場となっており、他

は北の丸公園の樹木と芝生に囲まれている。 

九段下駅から北の丸公園までのアクセスルートにはエンジュの街路樹

が整備されており、北の丸公園内の樹木とあわせてアクセスルート全域

にわたって街路樹が整備されている。 

5 皇居外苑 

会場エリアの現況は、樹木と芝生に覆われている。 

二重橋前駅からのアクセスルートにはイチョウの街路樹が整備されて

おり、公園内の樹木とあわせると、アクセスルート全域にわたって街路

樹が整備されている。 

6 東京国際フォーラム 

会場エリアの現況は、施設周囲にイチョウ、エンジュ等の街路樹が整備

されている。 

有楽町駅からのアセスルートには全域にわたってエンジュ、ユリノキ等

の街路樹が整備されている。東京駅からのアクセスルートには、トウカ

エデの街路樹が整備されている。 

7 国技館 

会場エリアの現況は、周囲にイチョウ等の街路樹が整備されている。 

両国駅からのアクセスルートには全域にわたってイチョウの街路樹が

整備されている。 

8 有明アリーナ 
会場エリアの現況は未利用地となっており、樹木はみられない。 

有明駅、国際展示場駅、東雲駅、市場前駅からのアクセスルートには街

路樹は整備されていない。 

9 有明ＢＭＸコース 

10 有明ベロドローム 

11 有明体操競技場 

12 有明テニスの森 

会場エリアの現況は、外周林及び園路沿いの並木が整備されている。 

有明駅及び国際展示場駅からのアクセスルートにおいては、国際展示場

駅周辺にヤナギの街路樹が約 50ｍにわたって整備されている。 

13 お台場海浜公園 

会場エリアの現況は、お台場海浜公園として整備されており、歩道沿い

に街路樹が整備されている。 

台場駅からのアクセスルートには、ホルトノキの街路樹が整備され、お

台場海浜公園内とあわせて、全域にわたって街路樹が整備されている。
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表 5-12-1（2） 各会場内及びアクセスルートにおける街路樹等の状況 

会場 No. 会場名 現況 

14 潮風公園 

会場エリアの現況は、潮風公園として整備されており、歩道沿いに街路

樹が整備されている。 

台場駅からのアクセスルートにはホルトノキの街路樹が整備されてお

り、潮風公園内とあわせて、全域にわたって街路樹が整備されている。

15～16 
東京ビッグサイト・ホー

ルＡ、Ｂ 

会場エリアの現況は、施設を囲む道路沿いにクスノキ、コブシ等の街路

樹が整備されている。 

有明駅及び国際展示場正門前駅からのアクセスルートには、クスノキの

街路樹が整備されている。 

17 大井ホッケー競技場 

会場エリアの現況は、大井ふ頭中央海浜公園の樹木に囲まれたグラウン

ドとなっている。 

大井競馬場前駅からのアクセスルートには、大井ふ頭中央海浜公園内も

含めて、街路樹が整備されている。 

18 
海の森クロスカントリー

コース 会場エリアの現況は、未利用地である。 

最寄りの駅からのアクセスについては、バスによる輸送が計画されてお

り、徒歩によるアクセスは想定されていない。 

19 海の森水上競技場 

20 
海の森マウンテンバイク

コース 

21 
若洲オリンピックマリー

ナ 

会場エリアの現況は、既存のキャンプ場及び近接するゴルフ場に樹木は

整備されているが、海岸沿いに街路樹等は整備されていない。 

最寄りの駅からのアクセスについては、バスによる輸送が計画されてお

り、徒歩によるアクセスは想定されていない。 

22 葛西臨海公園 

会場エリアの現況は、葛西臨海公園の樹木に囲まれた芝生地である。 

葛西臨海公園駅からのアクセスルートは、葛西臨海公園内となってお

り、街路樹が整備されている。 

23～24 
夢の島ユース・プラザ・

アリーナＡ、Ｂ 
会場エリアの現況は、夢の島公園と一体となった総合運動場として整備

されており、多くの樹木に囲まれている。 

新木場駅からのアクセスルートは夢の島公園内となっており、街路樹が

整備されている。 

25 夢の島公園 

26 夢の島競技場 

27～28 

オリンピックアクアティ

クスセンター 

ウォーターポロアリーナ 

会場エリアの現況は、辰巳の森海浜公園として植樹が行われており、仮

設建設予定地は芝生が大部分を占めている。 

辰巳駅からのアクセスルートには、エンジュの街路樹が整備されてお

り、辰巳の森海浜公園内の街路樹とあわせて全域にわたって街路樹が整

備されている。 

29 
武蔵野の森総合スポーツ

施設 

会場エリアの現況は、武蔵野の森総合スポーツ施設として整備中であ

り、敷地内の一部に樹林が整備されている。 

飛田給駅からのアクセスルートには、エンジュ等の街路樹が整備されて

いる。 
30 東京スタジアム 

31 武蔵野の森公園 

会場エリアの現況は、武蔵野の森公園として植樹が行われており、仮設

建設予定地は芝生が大部分を占めている。 

多磨駅からのアクセスルートには、街路樹が整備されている。 

32 陸上自衛隊朝霞訓練場 

会場エリアの現況は、主に芝生に覆われた開放地となっているが、陸上

自衛隊の訓練施設であるため立ち入りはできない。 

最寄りの駅からのアクセスについては、バスによる輸送が計画されてお

り、徒歩によるアクセスは想定されていない。 

33 霞ヶ関カンツリー倶楽部 

会場エリアの現況は、ゴルフ場として整備されており、芝生及び樹木で

覆われている。 

笠幡駅からのアクセスルートには、街路樹は整備されていない。 

OV 選手村 

会場エリアの現況は、晴海ふ頭公園を除き、未利用地等となっている。

勝どき駅からのアクセスルートには、クスノキ、ケヤキ等の街路樹が整

備されている。 

IBC/MPC 
東京ビッグサイト

（IBC/MPC） 

会場エリアの現況は、舗装面の駐車場となっており、外周部には樹木が

植えられている。 

有明駅及び国際展示場正門前駅からのアクセスルートには、ヤナギ等の

街路樹が整備されている。 
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5-12-1-2 地面付近の気温 

各競技の実施会場周辺における気温として、アメダス(ＡＭｅＤＡＳ)東京観測所における

過去 10 か年分(平成 14 年(2002 年)～平成 23 年(2011 年))の大会期間中(７月 24 日～９月６

日)の時刻別気温、相対湿度及び風向・風速を表 5-12-2 に整理した。 

９時～21 時の 10 か年平均値をみると、気温は 26.8～29.8℃、湿度は 59.7～71.9％、風速

は 2.7～3.8m/s の範囲であった。 

 

表 5-12-2  大会期間中(7/24～9/6)の東京における各時刻平均気象データ(過去 10 か年) 

  気温（℃） 湿度（％） 風 

時刻 最高 平均 最低 最高 平均 最低 最多風向 
平均風速

（m/s） 

9 時 30.0 27.5 25.4 71.7 67.8 64.8 北 2.7

12 時 32.1 29.6 27.6 65.2 60.2 57.0 南南東 3.4

15 時 31.9 29.8 28.0 63.1 59.7 56.7 南南東 3.8

18 時 30.3 28.4 26.7 70.5 65.2 62.5 南南西 3.8

21 時 28.8 26.8 25.2 77.1 71.9 68.7 南西 3.3

※気温、湿度、風速は年別・時刻別に大会期間中における平均値を求め、その 10 か年分のデータの中から最

高・平均・最低を算出した。また、最多風向は過去 10 か年の時刻別の全データから最多風向を抽出した。 

出典：気象庁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
近年、夏季にオリンピックが開催された都市(バルセロナ 1992 年、アトランタ 1996

年、アテネ 2004 年、北京 2008 年)及び東京(2011)年における 8 月の平均気温、平均
湿度、平均風速は下記のとおり。 

 
表 オリンピック開催年 8 月の平均気温・湿度・風速 

都市名 平均気温(℃) 平均湿度(％) 平均風速(m/s) 

バルセロナ 23.7 79 4.0 

アトランタ 25.4 73 1.0 

アテネ 26.9 56 1.0 

北京 25.3 76 1.9 

東京 27.5 71 2.6 

出典：気象庁  
 

メ モ 
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5-12-2  予測評価（会場別） 

5-12-2-1 街路樹等緑陰の状況 

(1) 評価の指標及び目安 

会場別検討における評価の指標及び目安は、表 5-12-3 に示すとおりである。 

 

表 5-12-3 評価の指標及び目安 

評価の指標 評価の基準 
評価の目安 

－２ －１ ０ ＋１ ＋２ 

街路樹等緑陰
の状況（緑陰
面積） 

現況の街路
樹及び接道
緑化、壁面
緑化の状況 

緑陰面積が
減少し、歩行
者が感じる
快適性が低
下する 

緑陰面積が
減少するが、
歩行者が感
じる快適性
は変わらな
い 

現況と変わ
らない 

緑陰面積は
増大するが、
歩行者が感
じる快適性
は変わらな
い 

緑陰面積が
増大し、歩行
者が感じる
快適性が向
上する 

 

(2) 予測評価の方法 

開催中（施設の存在による影響）、開催後（後利用による影響）における街路樹等緑陰の

状況について表 5-12-4（p5-12-5）に示すとおり、各会場周辺の樹林地の状況(緑被図)及び

最寄りの公共交通機関の駅からのアクセスルートに施設計画図を重ね合わせることにより、

施設の存在が緑陰面積に影響を及ぼし、アクセスルート及び会場内の歩行者空間の快適性が

変化するかどうか検討した。 

なお、工事に伴い改変される面積は工事の進捗とともに変化(増加)し、会場内の施設の存

在や後利用において一定(最大)となる。このため、工事による影響は、ここでは予測評価の

対象とせず、改変による影響が一定(最大)となる時期において、予測評価を行うこととし

た。 

なお、サッカーの予選会場である札幌ドーム、宮城スタジアム、埼玉スタジアム 2002 及

び横浜国際総合競技場については、既存施設の利用が主体で外部施設はテント等であり街路

樹等の改変は行われないため、評価対象から除外した。また、陸上自衛隊朝霞訓練場につい

ては、陸上自衛隊の専用施設であり、公共的な利用が想定されないことから、後利用におけ

る予測評価の対象外とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：東京都（2008）緑化計画の手引き 

 

 

「接道緑化」とは、敷地のうち道路（公道、私道の別を問
わず通常、一般の通行の用に供される道、通路等）に接す
る部分のうち、緑化されている部分のことをいう（壁面、
ベランダを緑化した場合も含む）。 

メ モ 
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表 5-12-4 予測評価方法 

予測評価の時期 予測評価の方法 

開催前 工事による影響 

工事に伴い改変される面積は工事の進捗とともに増加し、施

設の存在時に最大となる。このため、工事による影響は、改変

による影響が最大となる施設の存在による影響において予測

評価を行うこととし、ここでは予測評価の対象外とした。 

開催中 
施設の存在による

影響 

各会場周辺の樹林地の状況(緑被図)及び最寄りの公共交通

機関の駅からのアクセスルートに施設計画図を重ね合わせる

ことにより、施設の存在が緑陰面積に影響を及ぼし、アクセス

ルート及び会場内の歩行者空間の快適性が変化するかどうか、

定性的な予測評価を行った。 

開催後 

工事による影響 

工事に伴い改変される面積は工事の進捗とともに変化し、施

設の後利用時に定常状態となる。このため、工事による影響は、

改変による影響が一定となる後利用による影響において予測

評価を行うこととし、ここでは予測評価の対象外とした。 

後利用による影響 
開催中（施設の存在による影響）と同様、緑陰面積の増減及

び歩行者空間の快適性について、定性的な予測評価を行った。
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(3) 予測評価の結果 

1)  開催中（施設の存在による影響） 

①  一次評価 

各会場の開催中における施設の存在による緑陰面積及び歩行者が感じる快適性への影響

について、予測評価を行った。図 5-12-1～図 5-12-21(p5-12-9～5-12-21)に施設計画図と

樹林地（緑被分布図,国土交通省都市・地域整備局,2007）を重ねあわせた図を示す。開催

中における評価結果を表 5-12-5（p5-12-6～5-12-8）に示す。 

施設の存在により、会場エリア内において緑陰面積が減少するがアクセスルート上にお

ける街路樹・接道緑化への影響はなく歩行者が感じる快適性に変化はない、もしくは、ア

クセスルート上の樹木が一部改変されるが、緑陰面積の減少はわずかであるため歩行者が

感じる快適性に変化はないと予測した会場は、オリンピックスタジアム（国立霞ヶ丘競技

場）、国立代々木競技場、潮風公園、大井ホッケー競技場、若洲オリンピックマリーナ、

葛西臨海公園、夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ、夢の島競技場、オリンピックア

クアティクスセンター、ウォーターポロアリーナ及び選手村の 12 会場であった。したがっ

て、これらの 12 会場の評価結果は「－１」とした。 

施設の存在により、会場エリア内においてまとまった樹木が改変され、緑陰面積が大幅

に減少するため、歩行者が感じる快適性も低下すると予測した会場は、有明テニスの森及

び夢の島公園の２会場であった。したがって、これら２会場の評価結果は「－２」とした。 

その他の会場においては、緑陰面積及び歩行者が感じる快適性ともに現況と変わらない

と予測し、評価結果は「０」とした。 

 

表 5-12-5（1）各会場に対する街路樹等緑陰の状況の評価結果（開催中：一次評価） 

会場 

No. 
会場名 

評価結果 

（一次評価）
予測評価 

1 
オリンピックスタジアム 

(国立霞ヶ丘競技場) 
－１ 

施設周辺の樹木及びアクセスルートに面

した樹木の一部が改変されるが、緑陰面積

の減少はわずかであるため、歩行者が感じ

る快適性は変わらない。 

2 東京体育館 ０ 

樹木に影響する改変はなく、緑陰面積及び

歩行者が感じる快適性ともに現況と変わ

らない。 

3 国立代々木競技場 －１ 

アクセスルートに仮設の歩行者デッキが

設置され一部の街路樹が改変されるが、緑

陰面積の減少はわずかであるため、歩行者

が感じる快適性は変わらない。 

4 日本武道館 ０ 

樹木に影響する改変はなく、緑陰面積及び

歩行者が感じる快適性ともに現況と変わ

らない。 

5 皇居外苑 ０ 

樹木に影響する改変はなく、緑陰面積及び

歩行者が感じる快適性ともに現況と変わ

らない。 

6 東京国際フォーラム ０ 

樹木に影響する改変はなく、緑陰面積及び

歩行者が感じる快適性ともに現況と変わ

らない。 



 

 5-12-7

表 5-12-5（2）各会場に対する街路樹等緑陰の状況の評価結果（開催中：一次評価） 

会場 

No. 
会場名 

評価結果 

（一次評価）
予測評価 

7 国技館 ０ 

樹木に影響する改変はなく、緑陰面積及び

歩行者が感じる快適性ともに現況と変わ

らない。 

8 有明アリーナ ０ 
現況は未利用地であり、樹木に影響する改

変はなく、緑陰面積及び歩行者が感じる快

適性ともに現況と変わらない。 

9 有明ＢＭＸコース ０ 

10 有明ベロドローム ０ 

11 有明体操競技場 ０ 

12 有明テニスの森 －２ 

施設整備に伴い、会場エリア内の歩道沿い

を含む樹木の大部分が改変されるため、緑

陰面積が減少し、歩行者が感じる快適性が

低下する。 

13 お台場海浜公園 ０ 

樹木に影響する改変はなく、緑陰面積及び

歩行者が感じる快適性ともに現況と変わ

らない。 

14 潮風公園 －１ 

仮設の建物の設置により、一部の樹木が改

変されるため、会場エリア内の緑陰面積が

減少する。 

アクセスルートに面した樹木に変化はな

く、歩行者が感じる快適性は変わらない。

15～16 
東京ビッグサイト・ホー

ルＡ、Ｂ 
０ 

樹木に影響する改変はなく、緑陰面積及び

歩行者が感じる快適性ともに現況と変わ

らない。 

17 大井ホッケー競技場 －１ 

仮設、恒設の建設により、樹木が改変され

るため、会場エリア内の緑陰面積が減少す

る。 

アクセスルートに面した樹木に変化はな

く、歩行者が感じる快適性は変わらない。

18 
海の森クロスカントリー

コース 
０ 

現況は未利用地であり、緑陰面積及び歩行

者が感じる快適性ともに現況と変わらな

い。 

19 海の森水上競技場 ０ 

現況は未利用地であり、緑陰面積及び歩行

者が感じる快適性ともに現況と変わらな

い。 

20 
海の森マウンテンバイク

コース 
０ 

現況は未利用地であり、緑陰面積及び歩行

者が感じる快適性ともに現況と変わらな

い。 

21 
若洲オリンピックマリー

ナ 
－１ 

会場エリア内においては、現況のキャンプ

場を含むほぼ全面において舗装による改

変を受けるため、緑陰面積が減少する。 

22 葛西臨海公園 －１ 

恒設の競技エリアの整備により、まとまっ

た樹木が影響を受けるため、会場エリア内

において緑陰面積が減少する。 

アクセスルートに面した樹木に変化はな

く、歩行者が感じる快適性は変わらない。



 

 5-12-8

表 5-12-5（3）各会場に対する街路樹等緑陰の状況の評価結果（開催中：一次評価） 

会場 

No. 
会場名 

評価結果 

（一次評価）
予測評価 

23～24 
夢の島ユース・プラザ・

アリーナＡ、Ｂ 
－１ 

恒設のアリーナの整備により樹木が影響

を受けるため、会場エリア内の緑陰面積が

減少する。 

アクセスルートに面した樹木に変化はな

く、歩行者が感じる快適性は変わらない。

25 夢の島公園 －２ 

仮設・恒設のアーチェリー場及び仮設の歩

行者デッキの整備により、会場エリア内及

びアクセスルート上のまとまった樹木が

影響を受けるため、緑陰面積が減少し、歩

行者が感じる快適性が低下する。 

26 夢の島競技場 －１ 

アクセスルートに恒設の歩行者デッキが

設置され一部の街路樹が改変されるが、緑

陰面積の減少はわずかであるため、歩行者

が感じる快適性は変わらない。 

27～28 
オリンピックアクアティク

スセンター 

ウォーターポロアリーナ 

－１ 

恒設の建物建設により、現況で樹林地とな

っている部分が改変されるため、会場エリ

ア内の緑陰面積が減少する。 

アクセスルートに面した樹木に変化はな

く、歩行者が感じる快適性は変わらない。

29 
武蔵野の森総合スポーツ

施設 
０ 

樹木に影響する改変はなく、緑陰面積及び

歩行者が感じる快適性ともに現況と変わ

らない。 

30 東京スタジアム ０ 

樹木に影響する改変はなく、緑陰面積及び

歩行者が感じる快適性ともに現況と変わ

らない。 

31 武蔵野の森公園 ０ 

樹木に影響する改変はなく、緑陰面積及び

歩行者が感じる快適性ともに現況と変わ

らない。 

32 陸上自衛隊朝霞訓練場 ０ 

樹木に影響する改変はなく、緑陰面積及び

歩行者が感じる快適性ともに現況と変わ

らない。 

33 霞ヶ関カンツリー倶楽部 ０ 

樹木に影響する改変はなく、緑陰面積及び

歩行者が感じる快適性ともに現況と変わ

らない。 

OV 選手村 －１ 

晴海ふ頭公園内の樹木が改変されるため、

会場エリア内で緑陰面積が減少する。 

アクセスルートに面した樹木に変化はな

く、歩行者が感じる快適性は変わらない。

IBC/MPC 
東京ビッグサイト

（IBC/MPC） 
０ 

施設の整備により、改変される樹木はない

ことから、緑陰面積及び歩行者が感じる快

適性ともに現況と変わらない。 
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千駄ヶ谷駅 
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図 5-12-1 会場及び周辺の樹林地の状況 

（オリンピックスタジアム（国立霞ヶ丘競技場）、東京体育館） 
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日本武道館 

国立代々木競技場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-12-2 会場及び周辺の樹林地の状況（国立代々木競技場） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-12-3 会場及び周辺の樹林地の状況（日本武道館） 

原宿駅 

代々木公園駅 明治神宮前駅
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桜田門駅 

東京駅 

二重橋前駅

皇居外苑 

東京国際フォーラム 

有楽町駅

国技館 

大手町駅 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-12-4 会場及び周辺の樹林地の状況（皇居外苑、東京国際フォーラム） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-12-5 会場及び周辺の樹林地の状況（国技館） 

両国駅 

両国水上バスターミナル 

両国駅 
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有明アリーナ 

有明 BMXコース

有明ﾍﾞﾛﾄﾞﾛｰﾑ 
有明体操競技場

国際展示場正門駅 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-12-6 会場及び周辺の樹林地の状況 

（有明アリーナ、有明ＢＭＸコース、有明ベロドローム、有明体操競技場） 

東雲駅 

有明駅

国際展示場駅 

市場前駅 
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有明テニスの森 

お台場海浜公園

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-12-7 会場及び周辺の樹林地の状況（有明テニスの森） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-12-8 会場及び周辺の樹林地の状況（お台場海浜公園） 

有明駅 

国際展示場駅

台場駅

東京テレポート駅

お台場海浜公園駅
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潮風公園 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-12-9 会場及び周辺の樹林地の状況（潮風公園） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-12-10 会場及び周辺の樹林地の状況 

（東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂ、東京ビッグサイト（IBC/MPC）） 

有明駅
国際展示場駅 

国際展示場正門駅 

有明客船ターミナル 

東京ビッグサイト 

（IBC/MPC） 

東京ビッグサイト 

台場駅

船の科学館駅
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図 5-12-11 会場及び周辺の樹林地の状況（大井ホッケー競技場） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-12-12 会場及び周辺の樹林地の状況 

（海の森クロスカントリーコース、海の森水上競技場、海の森マウンテンバイクコース） 

大井競馬場前駅

大井ホッケー競技場 

海の森クロスカントリーコース

海の森水上競技場 

海の森マウンテンバイクコース 
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図 5-12-13 会場及び周辺の樹林地の状況（若洲オリンピックマリーナ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-12-14 会場及び周辺の樹林地の状況（葛西臨海公園） 

葛西臨海公園駅 

若洲オリンピックマリーナ 

葛西臨海公園
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図 5-12-15 会場及び周辺の樹林地の状況 

（夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ、夢の島公園、夢の島競技場） 

夢の島ユース・プラザ・

アリーナＡ、Ｂ 

夢の島公園 

新木場駅 

夢の島競技場 
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図 5-12-16 会場及び周辺の樹林地の状況（オリンピックアクアティクスセンター、 

ウォーターポロアリーナ） 

辰巳駅 

至 新木場駅 

潮見駅

オリンピックアクアティクスセンター

ウォーターポロアリーナ 
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図 5-12-17 会場及び周辺の樹林地の状況（武蔵野の森総合スポーツ施設、東京スタジアム） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-12-18 会場及び周辺の樹林地の状況（武蔵野の森公園） 

飛田給駅

東京スタジアム

武蔵野の森総合スポーツ施設 

武蔵野の森公園 

多磨駅
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笠幡駅 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-12-19 会場及び周辺の状況（陸上自衛隊朝霞訓練場） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-12-20 会場及び周辺の状況（霞ヶ関カンツリー倶楽部） 

 

朝霞駅 

陸上自衛隊朝霞訓練場

霞ヶ関カンツリー倶楽部 
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図 5-12-21 会場及び周辺の樹林地の状況（選手村） 

 

勝どき駅

選手村 
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②  ミティゲーション 

一次評価の結果をふまえ、緑陰面積の減少及び歩行者が感じる快適性の低下を防ぐ、又

は向上させる目的で実施するミティゲーションは、表 5-12-6（p5-12-23）に示すとおりで

ある。 

影響が想定されず、一次評価の結果が「０」となった会場についても、実施段階におけ

る施設計画の具体化に併せ、アクセスルート上に位置する街路樹等を中心に緑陰の充実に

努めるほか、壁面緑化など可能な限り施設内の緑化を行い、積極的に歩行者空間の快適性

の向上に努めることとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：東京都環境局（2006）壁面緑化ガイドライン概要版 

 

 

 

「壁面緑化」とは、建築物の外壁部分で地上からほぼ垂直に
設置された側面を緑化することをいう。日射をさえぎると
ともに、植物の蒸散作用により壁面温度の上昇を抑制する
効果がある。 
 壁面緑化には、壁の前に付着型の植物を植栽し、植物の
登はん力によって緑化する「直接登はん型」、壁にネットな
どの格子状の補助資材を設置し、巻き付き方のツル植物を
絡ませる「巻き付き登はん型」、壁面にフレームなどを設置
し、そこに植物と植栽基盤が一体化したユニットを設置す
る「ユニット型」などのタイプがある。 

メ モ 
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表 5-12-6 街路樹等緑陰の状況に関するミティゲーション（開催中） 

会場

No. 
会場名 ミティゲーションの内容 

1 オリンピックスタジアム 

(国立霞ヶ丘競技場) 

アクセスルート周辺において、街路樹の整備・充実を図

る。 

3 国立代々木競技場 歩行者デッキの設置により影響を受ける樹木について

は、会場エリア内への移植を行う。 

8 有明アリーナ 会場エリア内に植樹を行う。また、アクセスルートの無

電柱化を行い、街路樹の整備・充実を図る。 9 有明ＢＭＸコース 

10 有明ベロドローム 

11 有明体操競技場 

12 有明テニスの森 影響を受ける樹木について、歩行者デッキ下の広場、テ

ニスコート間に移植を行う。 

14 潮風公園 影響を受ける樹木については、会場エリア内に移植を行

う。 

17 大井ホッケー競技場 恒設のホッケーグラウンド及び観客席の整備により影

響を受ける樹木については、会場エリア内に移植を行う。

18 

 

海の森クロスカントリー

コース 

88ha の植樹を行い、海の森として整備を行う。 

21 若洲オリンピックマリー

ナ 

歩行者空間に適度な植樹を行う。 

22 葛西臨海公園 影響を受ける樹木については、会場エリア内への移植を

行う。 

23～24 夢の島ユース・プラザ・

アリーナＡ、Ｂ 

アリーナの整備により影響を受ける樹木については、新

たに整備される広場等へ移植を行う。周囲との緑の調和を

図った施設とし、建物周囲の樹木の充実を図る。 

25 夢の島公園 恒設のアーチェリー場、歩道の整備により影響を受ける

樹木については、現況の陸上競技用トラック付近に整備さ

れる広場等へ移植を行う。仮設のアーチェリー場の整備に

より影響を受ける樹木については、会場エリア内に移植を

行う。 

26 夢の島競技場 恒設の歩行者デッキ及び仮設により影響を受ける樹木

については、会場エリア内に移植を行う。 

27～28 オリンピックアクアティ

クスセンター 

ウォーターポロアリーナ 

仮設の整備により影響を受ける樹木については、会場エ

リア内に移植、恒設の整備により影響を受ける樹木につい

ては、会場エリア外への移植を行う。 

OV 選手村 会場エリア内に植樹を行う。また、アクセスルートの無

電柱化を行い、街路樹の整備・充実を図る。 
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③  二次評価 

予測評価結果は、表 5-12-7（p5-12-25～5-12-26）に示すとおりである。 

有明アリーナ、有明ＢＭＸコース、有明ベロドローム、有明体操競技場及び選手村では、

アクセスルートを無電柱化し、街路樹の整備・充実を図る(p5-12-35 参照)。また、施設

建設に伴い、会場エリア内の緑化が図られることを想定し、緑陰面積及び歩行者が感じる

快適性ともに向上すると予測した。したがって、評価は「＋２」とした。また、現況が未

利用地となっている海の森クロスカントリーコースは海の森として整備(88ha)が行われ、

埋立地を豊かな緑が覆う予定であるため、緑陰面積及び歩行者が感じる快適性ともに向上

すると予測し、評価結果は「＋２」とした。 

夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂでは、樹木の会場エリア内への移植及び建物周

囲の樹木の充実により緑陰面積が増大するが、歩行者空間の緑陰はほぼ現状と変わらない

ことから、歩行者空間の快適性は現況と変わらないと予測した。したがって、評価結果は、

「＋１」とした。 

オリンピックスタジアム（国立霞ヶ丘競技場）、国立代々木競技場、有明テニスの森、

潮風公園、大井ホッケー競技場、葛西臨海公園、夢の島公園及び夢の島競技場では、影響

を受ける樹木の会場エリア内への移植により、緑陰面積及び歩行者が感じる快適性ともに

現況と変わらないレベルとなると予測した。したがって、これらの８会場の評価結果は

「０」とした。 

オリンピックアクアティクスセンター及びウォーターポロアリーナでは、仮設により影

響を受ける樹木については会場エリア内への仮植えを行うが、恒設により影響を受ける樹

木については会場エリア外への移植を想定したため、緑陰面積は減少すると予測した。若

洲オリンピックマリーナでは、歩行者空間に適度な植栽を行うことを想定したが、若洲キ

ャンプ場の樹木は改変された状態であるため、会場エリア内の緑陰面積は減少すると予測

した。したがって、これらの３会場の評価結果は「－１」とした。 

現時点ではミティゲーションを想定していないその他の会場については、緑陰面積及び

歩行者の感じる快適性ともに現況と変わらないと予測し、評価結果は「０」とした。これ

らの会場についても、実施段階における計画の具体化に併せ、アクセスルート上に位置す

る街路樹等を中心に緑陰の充実に努める他、壁面緑化など可能な限り施設内の緑化を行い、

積極的に歩行者空間の快適性の向上に努めることとする。 
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表 5-12-7（1） 各会場に対する街路樹等緑陰の状況の予測評価結果（開催中：二次評価） 

会場 

No. 
会場名 

評価結果 

（二次評価）
予測評価 

1 
オリンピックスタジアム 

(国立霞ヶ丘競技場) 
０ 

アクセスルート周辺において、街路樹の整備・

充実を図ることにより、緑陰面積及び歩行者が

感じる快適性ともに現況と変わらない。 

2 東京体育館 ０ 
樹木に影響する改変はなく、緑陰面積及び歩行

者が感じる快適性ともに現況と変わらない。 

3 国立代々木競技場 ０ 

歩行者デッキにより改変される樹木について

は会場エリア内に移植を行うことにより、緑陰

面積及び歩行者が感じる快適性ともに現況と

変わらない。 

4 日本武道館 ０ 
樹木に影響する改変はなく、緑陰面積及び歩行

者が感じる快適性ともに現況と変わらない。 

5 皇居外苑 ０ 
樹木に影響する改変はなく、緑陰面積及び歩行

者が感じる快適性ともに現況と変わらない。 

6 東京国際フォーラム ０ 
樹木に影響する改変はなく、緑陰面積及び歩行

者が感じる快適性ともに現況と変わらない。 

7 国技館 ０ 
樹木に影響する改変はなく、緑陰面積及び歩行

者が感じる快適性ともに現況と変わらない。 

8 有明アリーナ 

＋２ 

アクセスルートにおける街路樹の整備・充実を

図るとともに、会場エリア内の樹木の充実を図

ることにより、緑陰面積及び歩行者が感じる快

適性ともに向上する。 

9 有明ＢＭＸコース 

10 有明ベロドローム 

11 有明体操競技場 

12 有明テニスの森 ０ 

施設の整備により改変される樹木を歩行者デ

ッキ階段下の広場、テニスコート間に移植する

ことにより、緑陰面積及び歩行者が感じる快適

性ともに現況と変わらない。 

13 お台場海浜公園 ０ 
樹木に影響する改変はなく、緑陰面積及び歩行

者が感じる快適性ともに現況と変わらない。 

14 潮風公園 ０ 

改変される樹木については、会場エリア内に移

植することにより、緑陰面積及び歩行者が感じ

る快適性ともに現況と変わらない。 

15～16 
東京ビッグサイト・ホー

ルＡ、Ｂ 
０ 

樹木に影響する改変はなく、緑陰面積及び歩行

者が感じる快適性ともに現況と変わらない。 

17 大井ホッケー競技場 ０ 

改変される樹木については、会場エリア内へ移

植を行うことにより、緑陰面積及び歩行者が感

じる快適性ともに現況と変わらない。 

18 
海の森クロスカントリー

コース 
＋２ 

88ha の植樹などを行い、海の森として整備を行

う。これにより、緑陰面積及び歩行者が感じる

快適性ともに向上する。 

19 海の森水上競技場 ０ 
樹木に影響する改変はなく、緑陰面積及び歩行

者が感じる快適性ともに現況と変わらない。 

20 
海の森マウンテンバイク

コース 
０ 

樹木に影響する改変はなく、緑陰面積及び歩行

者が感じる快適性ともに現況と変わらない。 

21 
若洲オリンピックマリー

ナ 
－１ 

歩道沿いに適度な植栽を行うが、若洲キャンプ

場が改変された状態であるため、緑陰面積は減

少する。 
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表 5-12-7（2）各会場に対する街路樹等緑陰の状況の予測評価結果（開催中：二次評価） 

会場 

No. 
会場名 

評価結果 

（二次評価）
予測評価 

22 葛西臨海公園 ０ 

改変される樹木については、会場エリア内へ

移植を行うことにより、緑陰面積及び歩行者

が感じる快適性ともに現況と変わらない。 

23～24 
夢の島ユース・プラザ・

アリーナＡ、Ｂ 
＋１ 

影響を受ける樹木については、会場エリア内

に移植を行う。また、アリーナの建物周囲の

樹木の充実を図ることにより、緑陰面積が増

大する。 

25 夢の島公園 ０ 

恒設のアーチェリー場による影響を受ける樹

木については、施設建設とともに整備される

広場への移植を行い、仮設のアーチェリーフ

ィールドにより影響を受ける樹木について

は、会場エリア内に移植を行うことにより、

緑陰面積及び歩行者が感じる快適性ともに現

況と変わらない。 

26 夢の島競技場 ０ 

影響を受ける樹木については、会場エリア内

に移植を行うことにより、緑陰面積及び歩行

者が感じる快適性ともに現況と変わらない。

27～28 

オリンピックアクアテ

ィクスセンター 

ウォーターポロアリー

ナ 

－１ 

仮設により影響を受ける樹木については会場

エリア内に移植を行うが、恒設により影響を

受ける樹木は会場エリア外へ移植を行うた

め、会場エリア内の緑陰面積は減少する。 

アクセスルートに面した樹木に変化はなく、

歩行者が感じる快適性は変わらない。 

29 
武蔵野の森総合スポー

ツ施設 
０ 

樹木に影響する改変はなく、緑陰面積及び歩

行者が感じる快適性ともに現況と変わらな

い。 

30 東京スタジアム ０ 

樹木に影響する改変はなく、緑陰面積及び歩

行者が感じる快適性ともに現況と変わらな

い。 

31 武蔵野の森公園 ０ 

樹木に影響する改変はなく、緑陰面積及び歩

行者が感じる快適性ともに現況と変わらな

い。 

32 陸上自衛隊朝霞訓練場 ０ 

樹木に影響する改変はなく、緑陰面積及び歩

行者が感じる快適性ともに現況と変わらな

い。 

33 
霞ヶ関カンツリー倶楽

部 
０ 

樹木に影響する改変はなく、緑陰面積及び歩

行者が感じる快適性ともに現況と変わらな

い。 

OV 選手村 ＋２ 

施設整備に伴い、会場エリア内の緑化の充実

を図る。また、アクセスルートの街路樹の整

備・充実を図ることにより、緑陰面積が増大

し、歩行者が感じる快適性が向上する。 

IBC/MPC 
東京ビッグサイト

（IBC/MPC） 
０ 

樹木に影響する改変はなく、緑陰面積及び歩

行者が感じる快適性ともに現況と変わらな

い。 
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2)  開催後（後利用による影響） 

①  一次評価 

各会場の開催後における緑陰面積及び歩行者空間の快適性への影響について予測評価を

行った結果を表 5-12-8（p5-12-27～5-12-29）に示す。 

施設の存在により、会場エリア内において緑陰面積が減少するがアクセスルート上にお

ける街路樹・接道緑化への影響はなく歩行者が感じる快適性に変化はない、もしくは、ア

クセスルート上の樹木が一部改変されるが、緑陰面積の減少はわずかであるため歩行者が

感じる快適性に変化はないと予測した会場は、オリンピックスタジアム（国立霞ヶ丘競技

場）、国立代々木競技場、潮風公園、大井ホッケー競技場、若洲オリンピックマリーナ、

葛西臨海公園、夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ、夢の島競技場、オリンピックア

クアティクスセンター、ウォーターポロアリーナ及び選手村の 12 会場であった。したがっ

て、これらの 12 会場の評価結果は「－１」とした。 

施設の存在により、会場エリア内においてまとまった樹木が改変され、開催後において

も緑陰面積が減少し、歩行者が感じる快適性も低下すると予測した会場は、有明テニスの

森及び夢の島公園の２会場であった。したがって、これら２会場の評価結果は「－２」と

した。 

その他の会場においては、樹木に影響を及ぼす改変はなく、開催後においても緑陰面積

及び歩行者の感じる快適性ともに現況と変わらないと予測し、評価結果は「０」とした。

なお、陸上自衛隊朝霞訓練場については、陸上自衛隊の専用施設であり、公共的な利用が

想定されないことから、後利用における予測評価の対象外とした。 

 

表 5-12-8（1）各会場に対する街路樹等緑陰の状況の予測評価結果（開催後：一次評価） 

会場 

No. 
会場名 

評価結果 

（一次評価）
予測評価 

1 
オリンピックスタジアム 

(国立霞ヶ丘競技場) 
－１ 

施設周辺の樹木及びアクセスルートに面し

た樹木の一部が改変されるが、緑陰面積の減

少はわずかであるため、歩行者が感じる快適

性は変わらない。 

2 東京体育館 ０ 

樹木に影響する改変はなく、緑陰面積及び歩

行者が感じる快適性ともに現況と変わらな

い。 

3 国立代々木競技場 －１ 

仮設の歩行者デッキは撤去されるが、街路樹

の改変は継続する、緑陰面積の減少はわずか

であるため、歩行者が感じる快適性は変わら

ない。 

4 日本武道館 ０ 

樹木に影響する改変はなく、緑陰面積及び歩

行者が感じる快適性ともに現況と変わらな

い。 

5 皇居外苑 ０ 

樹木に影響する改変はなく、緑陰面積及び歩

行者が感じる快適性ともに現況と変わらな

い。 

6 東京国際フォーラム ０ 

樹木に影響する改変はなく、緑陰面積及び歩

行者が感じる快適性ともに現況と変わらな

い。 
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表 5-12-8（2）各会場に対する街路樹等緑陰の状況の予測評価結果（開催後：一次評価） 

会場 

No. 
会場名 

評価結果 

（一次評価）
予測評価 

7 国技館 ０ 

樹木に影響する改変はなく、緑陰面積及び歩

行者が感じる快適性ともに現況と変わらな

い。 

8 有明アリーナ ０ 
現況は未利用地であり、樹木に影響する改変

はなく、緑陰面積及び歩行者が感じる快適性

ともに現況と変わらない。 

9 有明ＢＭＸコース ０ 

10 有明ベロドローム ０ 

11 有明体操競技場 ０ 

12 有明テニスの森 －２ 

施設整備に伴い、会場エリア内の歩道沿いを

含む樹木の大部分が改変されるため、緑陰面

積が減少し、歩行者が感じる快適性が低下す

る。 

13 お台場海浜公園 ０ 

樹木に影響する改変はなく、緑陰面積及び歩

行者が感じる快適性ともに現況と変わらな

い。 

14 潮風公園 －１ 

仮設が撤去されるが、一部の樹木が改変され

た状態が継続するため、会場エリア内の緑陰

面積が減少する。 

アクセスルートに面した樹木に変化はなく、

歩行者が感じる快適性は変わらない。 

15～16 
東京ビッグサイト・ホー

ルＡ、Ｂ 
０ 

樹木に影響する改変はなく、緑陰面積及び歩

行者が感じる快適性ともに現況と変わらな

い。 

17 大井ホッケー競技場 －１ 

仮設が撤去されるが、樹木が改変された状態

が継続するため、会場エリア内の緑陰面積は

減少する。 

18 
海の森クロスカントリー

コース 
０ 

現況は未利用地であり、緑陰面積及び歩行者

が感じる快適性ともに現況と変わらない。 

19 海の森水上競技場 ０ 

仮設が撤去され、恒設のボート及びカヌー

（スプリント）競技場が存在するが、現況は

未利用地であることから、緑陰面積及び歩行

者の感じる快適性ともに現況と変わらない。

20 
海の森マウンテンバイク

コース 
０ 

現況は未利用地であり、緑陰面積及び歩行者

が感じる快適性ともに現況と変わらない。 

21 
若洲オリンピックマリー

ナ 
－１ 

仮設の建物、観客席が撤去されるが、舗装面

は開催後も残り、樹木が改変された状態であ

るため、緑陰面積が減少した状態が続く。 

22 葛西臨海公園 －１ 

仮設が撤去されるが、恒設の競技エリアの整

備にともない、まとまった樹木が影響を受け

るため、会場エリア内において緑陰面積が減

少した状態が続く。 

アクセスルートに面した樹木に変化はなく、

歩行者が感じる快適性は変わらない。 
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表 5-12-8（3）各会場に対する街路樹等緑陰の状況の予測評価結果（開催後：一次評価） 

会場 

No. 
会場名 

評価結果 

（一次評価）
予測評価 

23～24 
夢の島ユース・プラザ・

アリーナＡ、Ｂ 
－１ 

恒設のアリーナの存在により、緑陰面積が減

少した状態が続く。 

アクセスルートに面した樹木に変化はなく、

歩行者が感じる快適性は変わらない。 

25 夢の島公園 －２ 

仮設のアーチェリー場及び歩行者デッキが

撤去されるが、会場エリア内及びアクセスル

ート上のまとまった樹木が改変された状態

が継続しているため、緑陰面積が減少し、歩

行者が感じる快適性は低下した状態が続く。

26 夢の島競技場 －１ 

仮設が撤去され、一部の街路樹が改変された

ままであるが、会場エリア内の緑陰面積の減

少はわずかであるため、歩行者が感じる快適

性は変わらない。 

27～28 

オリンピックアクアティ

クスセンター 

ウォーターポロアリーナ 

－１ 

仮設が撤去されるが、樹木は改変された状態

が継続する。また恒設の存在により、樹木が

改変された状態が続くため、緑陰面積が減少

する。 

アクセスルートに面した樹木に変化はなく、

歩行者が感じる快適性は変わらない。 

29 
武蔵野の森総合スポーツ

施設 
０ 

樹木に影響する改変はなく、緑陰面積及び歩

行者が感じる快適性ともに現況と変わらな

い。 

30 東京スタジアム ０ 

樹木に影響する改変はなく、緑陰面積及び歩

行者が感じる快適性ともに現況と変わらな

い。 

31 武蔵野の森公園 ０ 

樹木に影響する改変はなく、緑陰面積及び歩

行者が感じる快適性ともに現況と変わらな

い。 

33 霞ヶ関カンツリー倶楽部 ０ 

樹木に影響する改変はなく、緑陰面積及び歩

行者が感じる快適性ともに現況と変わらな

い。 

OV 選手村 －１ 

晴海ふ頭公園内の樹木が改変されるため、会

場エリア内で緑陰面積が減少する。 

アクセスルートに面した樹木に変化はなく、

歩行者が感じる快適性は変わらない。 

IBC/MPC 
東京ビッグサイト

（IBC/MPC） 
０ 

施設の整備により改変される樹木はないこ

とから、緑陰面積及び歩行者が感じる快適性

ともに変化はない。 
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②  ミティゲーション 

一次評価の結果をふまえ、緑陰面積、歩行者が感じる快適性の低下を防ぐ、又は向上さ

せる目的で実施するミティゲーションは、表 5-12-9(p5-12-31)に示すとおりである。 

影響が想定されず、一次評価の結果が「０」となった会場についても、実施段階におけ

る施設計画の具体化に併せ、アクセスルート上に位置する街路樹等を中心に緑陰の充実に

努めるほか、壁面緑化など可能な限り施設内の緑化を行い、積極的に歩行者空間の快適性

の向上に努めることとする。 
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表 5-12-9 街路樹等緑陰の状況に関するミティゲーション（開催後） 

会場

No. 
会場名 ミティゲーションの内容 

1 オリンピックスタジアム 

(国立霞ヶ丘競技場) 

アクセスルート周辺において整備した街路樹を維持す

る。 

3 国立代々木競技場 仮設撤去後の原状復帰、会場エリア内に移植した樹木を

維持する。 

8 有明アリーナ アクセスルートの街路樹を開催後も維持する。 

9 有明ＢＭＸコース 

10 有明ベロドローム 

11 有明体操競技場 

12 有明テニスの森 歩行者デッキ階段下の広場、テニスコート間に移植した

樹木を開催後も維持する。 

14 潮風公園 仮設撤去後の原状復帰を行い、会場エリア内に移植した

樹木を維持する。 

17 大井ホッケー競技場 仮設撤去後の原状復帰を行い、会場エリア内に移植した

樹木を維持する。 

18 海の森クロスカントリー

コース 

海の森として整備された樹林を維持する。 

21 若洲オリンピックマリー

ナ 

若洲キャンプ場の原状復帰を行う。歩行者空間に行った

植樹を開催後も維持する。 

22 葛西臨海公園 仮設観客席撤去後の原状復帰を行い、会場エリア内に移

植した樹木を開催後も維持する。 

23～24 夢の島ユース・プラザ・

アリーナＡ、Ｂ 

会場エリア内に移植した樹木の維持、建物周囲の樹木を

開催後も維持する。 

25 夢の島公園 仮設のアーチェリーフィールド撤去後に、樹木の原状復

帰を行う。恒設のアーチェリーフィールドの影響により、

広場へ移植した樹木を維持する。 

26 夢の島競技場 仮設撤去後に仮植えを行った樹木の原状復帰を行う。恒

設の歩行者デッキ設置の影響により会場エリア内に移植

を行った樹木を開催後も維持する。 

27～28 オリンピックアクアティ

クスセンター 

ウォーターポロアリーナ 

仮設撤去後に樹木の原状復帰を行う。 

OV 選手村 会場エリア内の樹木及びアクセスルートの街路樹を開

催後も維持する。 
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③  二次評価 

予測評価結果は、表 5-12-10（p5-12-33～5-12-34）に示すとおりである。 

有明アリーナ、有明ＢＭＸコース、有明ベロドローム、有明体操競技場及び選手村では、

オリンピック開催までに整備されたアクセスルート上の街路樹が開催後も維持されること

を想定した。そのため、緑陰面積及び歩行者が感じる快適性ともに向上した状態が継続す

ると予測し、評価結果は「＋２」とした。また、現況が未利用地となっている海の森クロ

スカントリーコースは海の森として整備(88ha)が行われ、埋立地を豊かな緑が覆う予定で

あるため、開催後も緑陰面積及び歩行者が感じる快適性ともに向上した状態が継続すると

予測し、評価は「＋２」とした。 

夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂでは、樹木の会場エリア内への移植及び建物周

囲の樹木を開催後も維持することにより緑陰面積が増大するが、歩行者空間の快適性は現

況と変わらないと予測した。したがって、評価結果は、「＋１」とした。 

オリンピックスタジアム（国立霞ヶ丘競技場）、国立代々木競技場、有明テニスの森、

潮風公園、大井ホッケー競技場、葛西臨海公園、夢の島公園及び夢の島競技場では、会場

エリア内に移植した樹木の維持、仮設撤去後の樹木の原状復帰により、若洲オリンピック

マリーナでは、若洲キャンプ場の原状復帰及び歩行者空間の植樹を維持することにより、

それぞれ緑陰面積及び歩行者が感じる快適性ともに現況と変わらないレベルとなると予測

した。したがって、これらの９会場の評価結果は「０」とした。 

オリンピックアクアティクスセンター、ウォーターポロアリーナでは、仮設撤去後に樹

木の原状復帰を想定しているが、恒設の建設により影響を受ける樹木については、会場エ

リア外への移植を行うため、開催後も緑陰面積が減少した状態であると予測した。したが

って、評価結果は「－１」とした。 

現時点ではミティゲーションを想定していないこの他の会場については、開催後におい

ても、緑陰面積及び歩行者の感じる快適性ともに現況と変わらないと予測し、評価結果は

「０」とした。これらの会場についても、実施段階における計画の具体化に併せ、アクセ

スルート上に位置する街路樹等を中心に緑陰の充実に努めるほか、壁面緑化など可能な限

り施設内の緑化を行い、積極的に歩行者空間の快適性の向上に努めることとする。 

 



 

 5-12-33

 

表 5-12-10（1） 各会場に対する街路樹等緑陰の状況の予測評価結果（開催後：二次評価） 

会場 

No. 
会場名 

評価結果 

（二次評価）
予測評価 

1 
オリンピックスタジアム 

(国立霞ヶ丘競技場) 
０ 

アクセスルート周辺において整備した街路樹

を維持することにより、緑陰面積及び歩行者

が感じる快適性ともに現況と変わらない。 

2 東京体育館 ０ 

樹木に影響する改変はなく、緑陰面積及び歩

行者が感じる快適性ともに現況と変わらな

い。 

3 国立代々木競技場 ０ 

仮設撤去後の原状復帰、会場エリア内に移植

した樹木の維持により、緑陰面積及び歩行者

が感じる快適性ともに現況と変わらない。 

4 日本武道館 ０ 

樹木に影響する改変はなく、緑陰面積及び歩

行者が感じる快適性ともに現況と変わらな

い。 

5 皇居外苑 ０ 

樹木に影響する改変はなく、緑陰面積及び歩

行者が感じる快適性ともに現況と変わらな

い。 

6 東京国際フォーラム ０ 

樹木に影響する改変はなく、緑陰面積及び歩

行者が感じる快適性ともに現況と変わらな

い。 

7 国技館 ０ 

樹木に影響する改変はなく、緑陰面積及び歩

行者が感じる快適性ともに現況と変わらな

い。 

8 有明アリーナ 

＋２ 

アクセスルートの街路樹を開催後も維持する

ことにより、緑陰面積及び歩行者が感じる快

適性ともに向上する。 

9 有明ＢＭＸコース 

10 有明ベロドローム 

11 有明体操競技場 

12 有明テニスの森 ０ 

歩行者デッキ階段下の広場、テニスコート間

に移植した樹木を開催後も維持することによ

り、緑陰面積及び歩行者が感じる快適性とも

に現況と変わらない。 

13 お台場海浜公園 ０ 

樹木に影響する改変はなく、緑陰面積及び歩

行者が感じる快適性ともに現況と変わらな

い。 

14 潮風公園 ０ 

仮設撤去後に、樹木の原状復帰を行うことに

より、緑陰面積及び歩行者の感じる快適性と

もに現況と変わらない。 

15～16 
東京ビッグサイト・ホー

ルＡ、Ｂ 
０ 

樹木に影響する改変はなく、緑陰面積及び歩

行者が感じる快適性ともに現況と変わらな

い。 

17 大井ホッケー競技場 ０ 

会場エリア内に移植した樹木の維持、仮設撤

去後の原状復帰により、緑陰面積及び歩行者

が感じる快適性ともに現況と変わらない。 

18 
海の森クロスカントリー

コース 
＋２ 

海の森として整備された樹林を維持すること

により、緑陰面積及び歩行者が感じる快適性

ともに向上する。 

19 海の森水上競技場 ０ 

樹木に影響する改変はなく、緑陰面積及び歩

行者が感じる快適性ともに現況と変わらな

い。 
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表 5-12-10（2） 各会場に対する街路樹等緑陰の状況の予測評価結果（開催後：二次評価） 

会場 

No. 
会場名 

評価結果 

（二次評価）
予測評価 

20 
海の森マウンテンバイ

クコース 
０ 

樹木に影響する改変はなく、緑陰面積及び歩

行者が感じる快適性ともに現況と変わらな

い。 

21 
若洲オリンピックマリ

ーナ 
０ 

若洲キャンプ場の原状復帰、歩行者空間に行

った植樹を開催後も維持することにより、緑

陰面積及び歩行者が感じる快適性ともに現

況と変わらないレベルとなる。 

22 葛西臨海公園 ０ 

仮設撤去後の原状復帰、影響を受ける樹木の

会場エリア内移植を維持することにより、緑

陰面積及び歩行者が感じる快適性ともに現

況と変わらない。 

23～24 
夢の島ユース・プラザ・

アリーナＡ、Ｂ 
＋１ 

会場エリア内に移植した樹木の維持及び建

物周囲の樹木を開催後も維持することによ

り、緑陰面積が増大する。 

25 夢の島公園 ０ 

仮設のアーチェリー場撤去後の原状復帰、恒

設の影響により広場へ移植した樹木を開催

後も維持することにより、緑陰面積及び歩行

者が感じる快適性ともに現況と変わらない。

26 夢の島競技場 ０ 

仮設撤去後に原状復帰、歩行者デッキ設置の

影響により移植を行った樹木を開催後も維

持することにより、緑陰面積及び歩行者の感

じる快適性ともに現況と変わらない。 

27～28 

オリンピックアクアテ

ィクスセンター 

ウォーターポロアリー

ナ 

－１ 

仮設撤去後に原状復帰を行うが、恒設の建設

により影響を受ける樹木については、会場外

への移植を行うため、会場エリア内では現況

よりも緑陰面積が減少した状態が続く。 

アクセスルートに面した樹木に変化はなく、

歩行者が感じる快適性は変わらない。 

29 
武蔵野の森総合スポー

ツ施設 
０ 

樹木に影響する改変はなく、緑陰面積及び歩

行者が感じる快適性ともに現況と変わらな

い。 

30 東京スタジアム ０ 

樹木に影響する改変はなく、緑陰面積及び歩

行者が感じる快適性ともに現況と変わらな

い。 

31 武蔵野の森公園 ０ 

樹木に影響する改変はなく、緑陰面積及び歩

行者が感じる快適性ともに現況と変わらな

い。 

33 
霞ヶ関カンツリー倶楽

部 
０ 

樹木に影響する改変はなく、緑陰面積及び歩

行者が感じる快適性ともに現況と変わらな

い。 

OV 選手村 ＋２ 

アクセスルートの街路樹を開催後も維持す

ることにより、緑陰面積及び歩行者が感じる

快適性ともに向上する。 

IBC/MPC 
東京ビッグサイト

（IBC/MPC） 
０ 

樹木に影響する改変はなく、緑陰面積及び歩

行者が感じる快適性ともに現況と変わらな

い。 
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○「2020 年の東京」無電柱化の推進 

 

【これまでの主な取組と課題】 

○ 良好な都市景観の創出、安全で快適な歩行空間の確保、都市防災機能の強化のために、

都道の無電柱化および信号線の地下線化を推進してきた。センター・コア・エリア※

内は、地中化率が 67％（延べ 391km）に向上した。 

○ 外国の主要都市と比較するといまだ十分と言えず、引き続き着実に推進していく必要

がある。 

 

【これからの政策展開】 

○ センター・コア・エリア内の都道の無電柱化を完了させ、東京に訪れる人々を魅了す

る風格ある景観を形成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※センター・コア・エリア･･･おおむね首都高速中央環状線の内側のエリア 
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(4) 評価結果の総括 

歩行者空間の快適性(街路樹等緑陰の状況)の一次評価及び二次評価結果をとりまとめる

と下表のとおりとなる。 

二次評価の結果、開催中には若洲オリンピックマリーナ、オリンピックアクアティクス

センター及びウォーターポロアリーナでマイナスとなる。後利用では、オリンピックアク

アティクスセンター及びウォーターポロアリーナでマイナス評価が残るが、その他の会場

ではミティゲーションの実施により０又はプラスとなる。 

 

表 5-12-11 歩行者空間の快適性の評価結果総括表(街路樹等緑陰の状況) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※会場№は、表 1-3-37（p1-85～1-86）に示す会場№を表す。 

※評価点の目安は以下のとおりである。 

+2: 大きなプラスの影響 

+1: ある程度のプラスの影響 

0: 中立 

-1: ある程度のマイナスの影響 

-2: 大きなマイナスの影響 

－ : 予測評価の検討において対象外とした影響 

■ : 網掛けは非該当項目のため対象外とした影響 

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

1 オリンピックスタジアム(国立霞ヶ丘競技場) － -1 － -1 － 0 － 0

2 東京体育館 － 0 － 0 － 0 － 0

3 国立代々木競技場 － -1 － -1 － 0 － 0

4 日本武道館 － 0 － 0 － 0 － 0

5 皇居外苑 － 0 － 0 － 0 － 0

6 東京国際フォーラム － 0 － 0 － 0 － 0

7 国技館 － 0 － 0 － 0 － 0

8 有明アリーナ － 0 － 0 － +2 － +2

9 有明ＢＭＸコース － 0 － 0 － +2 － +2

10 有明ベロドローム － 0 － 0 － +2 － +2

11 有明体操競技場 － 0 － 0 － +2 － +2

12 有明テニスの森 － -2 － -2 － 0 － 0

13 お台場海浜公園 － 0 － 0 － 0 － 0

14 潮風公園 － -1 － -1 － 0 － 0

15～16 東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂ － 0 － 0 － 0 － 0

17 大井ホッケー競技場 － -1 － -1 － 0 － 0

18 海の森クロスカントリーコース － 0 － 0 － +2 － +2

19 海の森水上競技場 － 0 － 0 － 0 － 0

20 海の森マウンテンバイクコース － 0 － 0 － 0 － 0

21 若洲オリンピックマリーナ － -1 － -1 － -1 － 0

22 葛西臨海公園 － -1 － -1 － 0 － 0

23～24 夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ － -1 － -1 － +1 － +1

25 夢の島公園 － -2 － -2 － 0 － 0

26 夢の島競技場 － -1 － -1 － 0 － 0

27～28
オリンピックアクアティクスセンター
ウォーターポロアリーナ

－ -1 － -1 － -1 － -1

29 武蔵野の森総合スポーツ施設 － 0 － 0 － 0 － 0

30 東京スタジアム － 0 － 0 － 0 － 0

31 武蔵野の森公園 － 0 － 0 － 0 － 0

32 陸上自衛隊朝霞訓練場 － 0 － － － 0 － －

33 霞ヶ関CC － 0 － 0 － 0 － 0

34 札幌ドーム － － － － － － － －

35 宮城スタジアム － － － － － － － －

36 埼玉スタジアム2○○2 － － － － － － － －

37 横浜国際総合競技場 － － － － － － － －

OV 選手村 － -1 － -1 － +2 － +2

IBC/MPC 東京ビッグサイト(IBC/MPC) － 0 － 0 － 0 － 0

開催後

会場 評価点(一次) 評価点(二次)

No. 名称

開催前 開催中 開催後 開催前 開催中
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5-12-3  予測評価（競技別） 

5-12-3-1 地面付近の気温 

(1) 評価の指標及び目安 

競技別の評価の指標及び目安は、表 5-12-12 に示すとおりである。 

 

表 5-12-12  評価の指標及び目安 

評価の指標 評価の基準 
評価の目安 

－２ －１ ０ ＋１ ＋２ 

地面付近の気
温 

①現況の地
面付近の気
温 
②アスリー
トに影響の
ない水準 

アスリート
に大きな影
響がある水
準である 

アスリート
に影響があ
る水準であ
る 

アスリート
に影響のな
い水準であ
る 

アスリート
に影響がな
い水準を上
回る 

アスリート
に影響がな
い水準を大
きく上回る 

 

(2) 予測評価の方法 

屋外で実施される競技のうち、オリンピックでは陸上競技（マラソン）、陸上競技（競歩）、

自転車競技（ロードレース）及びトライアスロンの４競技を、パラリンピックでは陸上競技

(マラソン)、自転車競技(ロードレース)及びパラトライアスロンの３競技を予測評価の対象

とし、地面付近の気温に影響されない水域で開催される競技は予測評価の対象外とした。 

また、予測評価の時期として、開催中（競技の実施による影響）を対象とした。 

予測評価の方法は、表 5-12-13 に示すとおり、各競技実施時の気温と近年のオリンピッ

ク・パラリンピックにおける競技実施時の気温とを比較することにより、競技を実施するア

スリートに対して影響のない水準かどうかについて予測評価を行った。 

 

表 5-12-13  予測評価方法（競技別） 

予測評価の時期 予測評価の方法 

開催中 
競技の実施に

よる影響 

各競技実施時の気温と近年のオリンピック・パラリンピックにおける

競技実施時の気温とを比較することにより、競技を実施する競技者に対

して、影響がある気温であるかどうかについて予測評価を行った。 

 

 

(3) 予測評価の結果 

1)  開催中（競技の実施による影響） 

①  一次評価 

評価対象とした７競技においては、その競技コース上の気温の差(海岸近くかどうか、

緑陰等の状況など)、競技のスピード等による体感温度の差なども想定されるが、現段階

ではその違いを想定することが困難なことから、各競技実施時の気温としてはアメダス東

京観測所における現況の気温を評価の前提条件とすることとした。また、2020 年東京大

会開催時の気温についても、地球温暖化やヒートアイランド現象等の様々な要因が想定さ

れるが、現時点では不確実性が高く、将来の気温の変化の程度を予測することは困難であ

ることから、現況と変わらないとした。 

近年のオリンピック・パラリンピックにおける競技実施時の気温は、最も競技時間が長
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く、アスリートへの影響が懸念されるオリンピックのマラソン実施時の気温で代表させる

こととした(表 5-12-14 参照)。 

アメダスにおける過去10か年の平均気温(オリンピック開催期間中である７月24日～９

月６日における９時～21 時の平均気温)26.8～29.8℃(表 5-12-2(p5-12-3)参照)と、夏季

に開催されたオリンピックのマラソン競技スタート時の気温 21.0～35.0℃(表 5-12-14 参

照)とを比較すると、東京における気温は過去のマラソンスタート時の気温の範囲内にあ

った。 

したがって、評価結果はいずれの競技においても「アスリートに影響のない水準(０)」

とした。 

なお、近年のオリンピック開催年における各都市の８月の平均湿度 56～79％、平均風

速 1.0～4.0m/s と、2011 年８月の東京の平均湿度 71％、平均風速 2.6m/s とを比較すると、

東京における湿度、風速はいずれも近年オリンピックが開催された都市の湿度、風速の範

囲内にあった(p5-12-3 のメモ参照)。 

 

表 5-12-14  近年のオリンピックにおけるマラソン実施時の気温 

オリンピック 

開催都市名 
マラソン実施日時 

スタート時の 

気温(℃) 

バルセロナ 1992 年 08 月 01 日 18 時 30 分スタート(女子) 32.5 

1992 年 08 月 09 日 18 時 30 分スタート(男子) 26.0 

アトランタ 1996 年 07 月 28 日 07 時 05 分スタート(女子) 21.0 

1996 年 08 月 04 日 07 時 05 分スタート(男子) 23.0 

アテネ 2004 年 08 月 22 日 18 時スタート(女子) 35.0 

2004 年 08 月 29 日 18 時スタート(男子) 30.0 

北京 2008 年 08 月 17 日 7 時 30 分スタート(女子) 23.0 

2008 年 08 月 24 日 7 時 30 分スタート(男子) 24.0 

出典 バルセロナ：東京読売新聞他 1992 年 8 月 03 日 朝刊、東京読売新聞他 1992 年 08 月 10 日 夕刊 

   アトランタ：朝日新聞他 1996 年 07 月 29 日 朝刊、産経新聞他 1996 年 08 月 05 日 朝刊 

   アテネ：毎日新聞他 2004 年 08 月 23 日 朝刊、朝日新聞他 2004 年 08 月 30 日 朝刊 

   北京：毎日新聞他 2008 年 08 月 18 日 朝刊、朝日新聞他 2008 年 08 月 25 日 朝刊 

 

②  ミティゲーション 

ミティゲーションとして、競技の開始時刻をできるだけ気温が低い時間帯(7:30～

11:00)に実施することとする。 

また、2020 年度までにセンター・コア・エリア(おおむね首都高速中央環状線の内側の

エリア)を中心とした重点エリアにおいて、路面温度の上昇を抑制する遮熱性舗装・保水

性舗装などの環境対策型舗装を約 180km 整備し、ヒートアイランド対策に積極的に貢献す

る。 

さらに、マラソンルートに使われる主要幹線道路における沿道緑化など、街路樹の充実

による緑陰確保を行うとともに、オリンピックスタジアムなどの会場周辺においては、競

技開催中におけるドライミストの導入について今後検討する。 

 

③  二次評価 

競技開始時刻への配慮、環境対策型舗装によるヒートアイランド対策等により、現況よ
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工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

1 陸上競技（マラソン） 0.0 0.0

2 陸上競技（競歩） 0.0 0.0

3 自転車競技（ロード･レース） 0.0 0.0

4
トライアスロン／パラトライアス
ロン

0.0 0.0

5 水泳（マラソン 10km） － －

6
カヌー（スプリント）／パラカ
ヌー

－ －

7 カヌー（スラローム） － －

8 ボート － －

9 セーリング － －

開催前 開催中 開催後

競技 評価点(一次) 評価点(二次)

No. 名称

開催前 開催中 開催後

り競技実施時の気温が低下することが想定されるが、気温低下の程度を定量的に予測する

ことは困難である。 

したがって、ミティゲーションを実施した後の気温についても現況と変わらないとし、

評価結果も、一次評価と同様に「アスリートに影響のない水準(０)」とした。 

 

 

(4) 評価結果の総括 

歩行者空間の快適性(地面付近の気温)の一次評価及び二次評価結果をとりまとめると下

表のとおりとなり、すべての競技において、一次評価、二次評価とも「０」となる。 

 

表 5-12-15 各競技に対する歩行者空間の快適性の評価結果総括表(地面付近の気温) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※競技№は、表 1-3-38（p1-87）に示す競技№を表す。 

 

※評価点の目安は以下のとおりである。 

+2: 大きなプラスの影響 

+1: ある程度のプラスの影響 

0: 中立 

-1: ある程度のマイナスの影響 

-2: 大きなマイナスの影響 

－ : 予測評価の検討において対象外とした影響 

■ : 網掛けは非該当項目のため対象外とした影響 
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5-13  史跡・文化財 

5-13-1  現況 

史跡・文化財については、国の定めた文化財保護法に規定される文化財と、地方自治体

（都道府県及び市区町村など）が定める文化財がある。これらの文化財について資料を収集

（表 5-13-1）し、会場内及びその周辺に位置する史跡・文化財を整理した（表 5-13-2～表 

5-13-8（p5-13-3～5-13-17））。 

 

史跡・文化財が会場内及び周辺に存在するのは、オリンピックスタジアム(国立霞ヶ丘競

技場)、東京体育館、国立代々木競技場、日本武道館、皇居外苑、東京国際フォーラム、国

技館、武蔵野の森総合スポーツ施設、東京スタジアムの 9 箇所である（図 5-13-1～図 

5-13-7(p5-13-4～5-13-18)）。 

会場内に位置する有形文化財等は、国指定は国宝・重要文化財の聖徳記念絵画館、旧江戸

城田安門、清水門、史跡名勝記念物（特別史跡）の江戸城跡の 4 箇所、区市町村指定は新宿

区天然記念物のシイ、新宿区史跡の滝沢馬琴終焉の地の 2 箇所、東京都指定は旧跡東京府庁

舎跡 1 箇所である。埋蔵文化財包蔵地は、オリンピックスタジアム及び東京体育館に 2 箇所、

国立代々木競技場に 4 箇所、日本武道館に 2 箇所、皇居外苑に 1 箇所、東京国際フォーラム

に 1 箇所、国技館に 2 箇所、武蔵野の森総合スポーツ施設及び東京スタジアム内に 1 箇所あ

る。 

 

 

表 5-13-1 史跡・文化財収集資料 

資料名 記載内容 

国指定文化財等データベース（文化庁） 文化財保護法に基づく国指定、登録、選定文化財 

東京都遺跡地図情報インターネットサービ

ス（東京都） 

東京都内における遺跡（埋蔵文化財包蔵地） 

東京都指定文化財情報データベース（東京

都） 

東京都指定文化財、国指定文化財等 

新宿区、渋谷区、千代田区、中央区、墨田

区、府中市、三鷹市、調布市ホームページ 

各区、市指定文化財 
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文化財保護法では，文化財を「有形文化財」、「無形文化財」、「民俗文化財」、「記念物」、「文化
的景観」及び「伝統的建造物群」と定義している。これらの文化財のうち，重要なものを重要文
化財、史跡名勝天然記念物等として国が指定選定し、重点的な保護の対象としている。保存と活
用が特に重要なものは登録し，保護に努めている。 

このほか、土地に埋蔵されている文化財（埋蔵文化財）、文化財の保存・修理に欠くことのでき
ない伝統的な技術・技能（文化財保存技術）も保護の対象とされている。 

なお、埋蔵文化財（主に遺跡や遺物）の存在が知られている土地を「周知の埋蔵文化財包蔵地」
といい、周知の埋蔵文化財包蔵地において土木工事などの開発事業を行う場合には事前の届出が
必要である。届出の取り扱い方法は、都道府県・政令指定都市の教育委員会が決定する。 

 

メ モ 

無形文化財 

民俗文化財 

記念物 

美術工芸品・考古資料
建造物 

有形民俗文化財 
無形民俗文化財 

 

遺跡        →史跡 
名勝地       →名勝 
動物・植物・地質鉱物→天然記念物 

文化的景観 

伝統的 
建造物群 

埋蔵文化財 

文化財 

有形文化財 
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表 5-13-2 オリンピックスタジアム(国立霞ヶ丘競技場)・東京体育館周辺の史跡・文化財 

該当会場 オリンピックスタジアム（国立霞ヶ丘競技場）、東京体育館 （図 5-13-1 参照） 

図内記号 史跡名称 指定区分/指定者 説明（遺跡の概要） 所在地 

a 聖徳記念絵画館 
国宝・重要文化財

(建造物)/国 

明治天皇の事績を描いた絵画を展示

する美術館、大正 15 年竣工。中央に

ドーム屋根を戴きその下に吹抜の大

広間をおいて左右に絵画室を配置。 

新宿区霞ヶ丘町

1 番 1 号 

b 

千駄ケ谷の富士

塚 

有形民俗文化財/東

京都 

鳩森八幡神社境内に築造。円墳形

に土を盛り上げ、頂上近くに黒ボク

(富士山の溶岩)が配される。江戸築

造の富士塚の基本様式。大正 12 年

の関東大震災後に修復されている。 

渋谷区千駄ケ谷

1 丁目 1 番 

c シイ 
天然記念物／新宿

区 
本塩町の雪印乳業本社前より移植 

新宿区霞ヶ丘町 

都立明治公園 

d 
滝沢馬琴終焉の

地 
史跡／新宿区 － 

新宿区霞ヶ丘町

14-1 

e 一行院 所蔵品 
有形民俗文化財、文

化財／新宿区 
一行院の板碑、一行院墓地出土品 

新 宿 区 南 元 町

19-2 

f 林光寺 所蔵品 
有形文化財／新宿

区  
林光寺の歴代宗主銘 等 4 点 

新 宿 区 南 元 町

15-3 

g 仙寿院 所蔵品 
区指定有形文化財

／渋谷区 
銅板日遙墓誌 

渋谷区千駄ヶ谷

2-24-1 

22-2 No.22-2 
埋蔵文化財包蔵地/

東京都 
台地 上水道 706 ㎡  新宿区信濃町 

22-3 No.22-3 
埋蔵文化財包蔵地/

東京都 
台地 上水道 706m2 

新宿区霞ヶ丘町

(明治神宮外苑

内) 

31 竜泉寺跡 
埋蔵文化財包蔵地/

東京都 
台地 社寺・墓 4,066 ㎡  新宿区須賀町 

36 龍谷寺跡 
埋蔵文化財包蔵地/

東京都 
低地 社寺・墓 2,548 ㎡ 新宿区南元町 

46 發昌寺跡 
埋蔵文化財包蔵地/

東京都 低地 社寺・墓 1,536 ㎡  新宿区南元町 

56 内藤町 
埋蔵文化財包蔵地/

東京都 台地・谷 包蔵地・屋敷 477,466 ㎡ 
新宿区内藤町 、

新宿 1 丁目 

63 圓應寺跡 
埋蔵文化財包蔵地/

東京都 谷 社寺・墓 611 ㎡  
新宿区若葉 3 丁

目 

67 霞ヶ丘町 
埋蔵文化財包蔵地/

東京都 台地 包蔵地 2,306 ㎡ 新宿区霞ヶ丘町 

104 信濃町 
埋蔵文化財包蔵地/

東京都 台地 包蔵地・屋敷 1,728 ㎡  新宿区信濃町 

105 若葉三丁目 
埋蔵文化財包蔵地/

東京都 低地 屋敷 954 ㎡ 
新宿区若葉 3 丁

目 

124 信濃町南 
埋蔵文化財包蔵地/

東京都 台地 包蔵地・屋敷 2,978 ㎡ 新宿区信濃町 

140 崇源寺・正見寺跡 
埋蔵文化財包蔵地/

東京都 低地 社寺・墓 2,772 ㎡ 新宿区南元町 

※埋蔵文化財包蔵地の図内記号は、「東京都遺跡地図情報インターネット提供サービス」の遺跡番号による 
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図 5-13-1 オリンピックスタジアム（国立霞ヶ丘競技場）・東京体育館周辺の史跡・文化財位置 

 

オリンピックスタジアム 

東京体育館 
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表 5-13-3 国立代々木競技場周辺の史跡・文化財 

該当会場 国立代々木競技場   （図 5-13-2 参照） 

記号 史跡名称 指定区分/指定者 説明（埋蔵遺跡の概要） 所在地 

a 
旧三宅雪嶺邸三

宅文庫 

有形文化財（建造物）/

東京都 

三宅雪嶺は明治から昭和にかけて

活躍したジャーナリスト。設計は長

男・勤と今井兼次による。欧米のモ

ダニズム建築の影響がうかがえる。 

渋谷区初台二丁

目 27 番 14 号 

b 
観世文庫  収蔵

品 

国宝・重要文化財（美

術工芸品）2 点/国 

能面翁（白色尉）（伝弥勒作） 

能面皺尉（伝福来作） 

渋谷区神宮前六

丁目 24 番 4 号 

c 長泉寺 収蔵品 
区指定有形文化財/渋

谷区 

木造聖観音菩薩立像、銅造千手

観音菩薩立像（非公開） 

渋谷区神宮前六

丁目 25 番 12 号 

d 代々木八幡遺跡 史跡/渋谷区 

境内を昭和 25 年に調査。多数の

遺物とともに住居跡が発見された。

同時に出土した加曾利 E式土器か

ら約 4500 年前に人が住んでいたと

推測される。 

渋谷区代々木五

丁目代々木八幡

神社 

e 
代々木八幡宮 収

蔵品 

区指定有形文化財/渋

谷区 

代々木八幡縁起絵、伝 神功皇后

之図 
〃 

４ － 
埋蔵文化財包蔵地/東

京都 
台地縁辺 古墳（円墳?) 〃 

6 － 
埋蔵文化財包蔵地（消

滅遺跡）/東京都 
台地斜面 包蔵地 

渋谷区代々木五

丁目 

12、13 － 
埋蔵文化財包蔵地（消

滅遺跡）/東京都 
台地斜面 横穴墓群 

渋谷区富ケ谷一

丁目 

14 － 
埋蔵文化財包蔵地（消

滅遺跡）/東京都 
台地 古墳（円墳） 

渋谷区富ケ谷二

丁目 

21 
明治神宮北池 (B

地点） 

埋蔵文化財包蔵地/東

京都 
台地斜面 包蔵地 

渋谷区代々木神

園町 

22 － 
埋蔵文化財包蔵地/東

京都 

台地縁辺 古墳（円墳） 径 10ｍ高

2ｍ 

渋谷区代々木神

園町明治神宮 

23 － 
埋蔵文化財包蔵地（消

滅遺跡）/東京都 
台地 古墳（円墳)3 

渋谷区代々木神

園町代々木公園 

26、27 － 
埋蔵文化財包蔵地/東

京都 
台地縁辺 包蔵地 

渋谷区代々木神

園町代々木公園 

28 － 
埋蔵文化財包蔵地/東

京都 
台地 包蔵地 

渋谷区代々木神

園町代々木公園 

29 ナマコ山古墳 
埋蔵文化財包蔵地（消

滅遺跡）/東京都 
台地 古墳（前方後円墳?) 

渋谷区神南二丁

目 NHK 放送セン

ター 

30 － 
埋蔵文化財包蔵地（消

滅遺跡）/東京都 
台地 包蔵地 

渋谷区神南二丁

目 NHK 放送セン

ター 

63 － 
埋蔵文化財包蔵地/東

京都 
台地 包蔵地 

渋谷区神宮前五

丁目 

82 － 
埋蔵文化財包蔵地/東

京都 
台地 包蔵地 

渋谷区代々木神

園町明治神宮権

殿 

94 － 
埋蔵文化財包蔵地/東

京都 
台地 包蔵地 

渋谷区神南二丁

目 

102 － 
埋蔵文化財包蔵地/東

京都 
台地 集落 

渋谷区神宮前一

丁目 

※埋蔵文化財包蔵地の図内記号は、「東京都遺跡地図情報インターネット提供サービス」の遺跡番号による 
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図 5-13-2 国立代々木競技場周辺の史跡・文化財位置 

 

国立代々木競技場 
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表 5-13-4 日本武道館周辺の史跡・文化財（1） 

該当会場 日本武道館   （図 5-13-3 参照） 

記号 史跡名称 指定区分/指定者 説明（遺跡の概要） 所在地 

a 
江戸城跡のヒカリ

ゴケ生育地 

史跡名勝記念物（天然

記念物）/国 

一帯の石垣の間隙に生育。ヒカリ

ゴケは薄暗い洞穴内で適当な湿

度・温度・光量その他微妙な条件

のもとで自生する。都心に生育す

ることはきわめて珍しい。 

千代田区北の丸

公園（千鳥ヶ淵の

南側の石垣） 

b 
旧江戸城田安門

（櫓門含む） 

国宝・重要文化財 (建

造物)/国 

江戸城遺構のうち、宮内庁所管以

外のもの。髙麗門と櫓門からなる桝

形を形づくっている。寛永十三年

櫓門の上部は復元による。 

千代田区北の丸

公園 

c 
旧江戸城清水門

（櫓門含む） 

国宝・重要文化財 (建

造物)/国 

江戸城遺構のうち、宮内庁所管以

外のもの。髙麗門と櫓門からなる桝

形を形づくっている。万治元年。櫓

門の上部は復元による 

千代田区北の丸

公園 

d 

旧近衛師団司令

部庁舎（現：東京

国立近代美術館

（工芸館）） 

国宝・重要文化財 (建

造物)/国 

明治四十三年竣工。設計は当時

の陸軍技師田村鎭と考えられる。

煉瓦造二階建て、全体簡素なゴシ

ック風にまとめられている。明治時

代煉瓦造建築の一典型。所蔵品と

して登録美術品あり。 

千代田区北の丸

公園一丁目 1 番 

e 

東京国立近代美

術館 

 収蔵品 

国宝・重要文化財 (美

術工芸品) /国 

エロシェンコ像、ゆあみ、騎竜観音

等 
千代田区北の丸

公園三丁目 1 番 

f 学士会館 
登録有形文化財(建造

物) /国 

ＳＲＣ造による関東大震災後の復

興建築で，玄関の半円大アーチや

スクラッチタイルの外観，窓廻り２・

３層の直線基調と４層の曲線基調

の対比などに特徴。設計は佐野利

器と高橋貞太郎。 

千代田区神田錦

町三丁目 28番地 

g 蕃書調所跡 旧跡/東京都 

蕃書調所は、安政４年に幕府によ

り設置された洋学研究及び教育の

ための機関。 

千代田区九段南

一丁目６番 

h 
塙検校和学講談

所跡 
旧跡/東京都 

江戸時代の国学者検校塙保己一

の建議により、寛政５年（1793）裏

六番町に設置された和学の講習

兼編纂所。文化２年に、この場所

に移転。 

千代田区三番町

24 

i 
滝沢馬琴宅跡の

井戸 
旧跡/東京都 

東京建物株式会社所有。曲亭（滝

沢）馬琴は、江戸時代の戯作者

で、『椿説弓張月』・『南総里見八

犬伝』などの作者として有名。 

千代田区九段北

一丁目５番７号 

j 

独立行政法人国

立公文書館  収

蔵品 

国宝・重要文化財 (美

術工芸品) /国 

阿蘭陀本草和解、管見抄、間宮林

蔵北蝦夷等見分関係記録 等 
千代田区北の丸

公園三丁目 2 番 

k 
専修大学  収蔵

品 

国宝・重要文化財 (美

術工芸品) /国 

古今和歌集〈上下〉、長秋詠藻〈上

中下〉 2 点 
千代田区神田神

保町三丁目 8 番 

l 
明治大学  収蔵

品 

国宝・重要文化財 (美

術工芸品) /国 

下野出流原遺跡出土品、岩宿遺

跡出土品 等 
千代田区神田駿

河台一丁目 1 番 

m 
法政大学  収蔵

品 

国宝・重要文化財 (美

術工芸品) /国 

曲舞〈三十番／（車屋本）鳥養道

晰筆〉、謡本〈百二十番／（車屋

本）鳥養道晰筆〉 

千代田区富士見

二丁目 7 番 1 号 

※埋蔵文化財包蔵地の図内記号は、「東京都遺跡地図情報インターネット提供サービス」の遺跡番号による 
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表 5-13-4 日本武道館周辺の史跡・文化財（2） 

該当会場 日本武道館   （図 5-13-3 参照） 

記号 史跡名称 指定区分/指定者 説明（遺跡の概要） 所在地 

－ 江戸城跡 
国指定史跡名勝記念

物（特別史跡）/国 

将軍の居所として、政治の中心とし

て史的価値は極めて大。現在西

丸・吹上の地域は皇居。 

千代田区 

n 築土神社 内 
有形民俗文化財／千

代田区 
力石 ２個、狛犬 １対 

千代田区九段北

一丁目 14 番 21

号 

1 江戸城跡 

埋蔵文化財包蔵地（特

別史跡指定部分を含

む）/東京都 

台地・低地 城館 3,000,000 ㎡ 千代田区千代田 

7 － 
埋蔵文化財包蔵地/東

京都 
台地 貝塚? 千代田区三番町 

8 牛ケ淵貝塚 
埋蔵文化財包蔵地（消

滅遺跡）/東京都 
低地微高地 貝塚 

千代田区九段南

一丁目 

9 九段坂上貝塚 
埋蔵文化財包蔵地/東

京都 
台地縁辺 貝塚 

千代田区九段北

一丁目 

12 － 
埋蔵文化財包蔵地/東

京都 
谷 貝塚 

千代田区神田神

保町一丁目 

22 
東京国立近代美

術館 

埋蔵文化財包蔵地（消

滅遺跡）/東京都 
台地縁辺 集落・城館  

千代田区北の丸

公園 

31 － 
埋蔵文化財包蔵地/東

京都 
台地 城館 

千代田区北の丸

公園 

33 雉子橋関連 
埋蔵文化財包蔵地（消

滅遺跡）/東京都 
低地 城館（江戸城外堀 雉子橋） 

千代田区九段南

一丁目 

38 － 
埋蔵文化財包蔵地/東

京都 
台地縁辺 上水道 

千代田区北の丸

公園 

56 三番町 
埋蔵文化財包蔵地/東

京都 

台地縁辺 集落・武家屋敷 1,700

㎡ 
千代田区三番町 

62 一ツ橋二丁目 
埋蔵文化財包蔵地/東

京都 

千代田区低地 幕府御用地 

6,000 ㎡ 

千代田区一ツ橋

二丁目 

70 － 
埋蔵文化財包蔵地/東

京都 
低地 屋敷 

千代田区九段北

一丁目 

77 九段南一丁目 
埋蔵文化財包蔵地/東

京都 
低地 屋敷 4,000 ㎡ 

千代田区九段南

一丁目 

※埋蔵文化財包蔵地の図内記号は、「東京都遺跡地図情報インターネット提供サービス」の遺跡番号による 
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図 5-13-3 日本武道館周辺の史跡・文化財位置 

日本武道館 
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表 5-13-5 皇居外苑周辺の史跡・文化財（1） 

該当会場 皇居外苑  （図 5-13-4 参照） 

記号 史跡名称 指定区分/指定者 説明（遺跡の概要） 所在地 

－ 江戸城跡 
史跡名勝記念物（特別

史跡）/国 
前述 千代田区 

－ 江戸城跡 

埋蔵文化財包蔵地（特

別史跡指定部分を含

む）/東京都 

前述 千代田区千代田 

a 
旧江戸城外桜田

門（櫓門含む） 

国宝･重要文化財 (建

造物)/国 

江戸城遺構のうち、宮内庁所管以

外のものである。髙麗門と櫓門から

なる桝形を形づくっている。 

千代田区皇居外

苑 

b 法務省旧本館 
国宝･重要文化財 (建

造物)/国 

法務省所有。明治 28 年の建築、

建設局の建築顧問官ヘルマン・エ

ンデ等が設計に携わる。煉瓦造、

三階建。昭和 20 年の東京大空襲

で煉瓦壁を残して焼失。 

千代田区霞が関

一丁目 1 番 1 号 

c 
日本工業倶楽部

会館 

登録有形文化財(建造

物) /国 

アメリカ式オフィスビルの形態にユ

ーゲント・シュティルの意匠を加味

した大正建築。工業界のシンボル

的建築。設計は横河工務所、松井

貴太郎の担当とされる。 

千代田区丸の内

一丁目 4 番 6 号 

d 
東京駅丸ノ内本

屋 

国宝･重要文化財 (建

造物) /国 

明治 41 年３月 25 日着工，大正３

年 12 月 14 日に竣工した。設計は

辰野金吾。建設当初は，地上３階

建であった。建築様式は，いわゆる

辰野式フリー・クラシックの様式。 

千代田区丸の内

一丁目 1 番 3 号 

e 
明治生命保険相

互会社本社本館 

国宝･重要文化財 (建

造物) /国 

鉄骨鉄筋コンクリート造、地上８階

地下２階建てのオフィスビル。昭和

５年に工事に着手、同９年に竣工。

設計監理は岡田信一郎と弟の捷

五郎による。 

千代田区丸の内

二丁目 1 番 1 号 

f 

財団法人出光美

術館 

収蔵品 

国宝・重要文化財 (美

術工芸品) /国 
絵唐津芦文壺 等多数 

千代田区丸の内

三丁目 1 番 1 号 

g 加藤清正邸跡 旧跡/東京都 

衆議院所有。肥後熊本藩 52 万石

の領主加藤清正の拝領屋敷があ

った場所。 

千代田区永田町

一丁目１番 

h 
日本水準原点標

庫 

有形文化財（建造物）/

東京都 

国土交通省国土地理院所有。明

治２４年（１８９１）５月、水準測量を

行う際の高度の基準として設置さ

れた「日本水準原点」を保護するた

めに建設されたもの。 

千代田区永田町

一丁目１番 国会

前庭北地区洋式

公園内 

i 柳の井・桜の井 旧跡/東京都 

環境省・衆議院所有。柳の井・桜

の井は名水として知られ、『江戸名

所図会』や『新編江戸志』などにも

取りあげられている。 

千代田区永田町

一丁目１番 

j 

旧日比谷公園事

務所（東京都公園

資料館） 

有形文化財（建造物）/

東京都 

東京都所有（建設局管理）。東京

市の技師福田重義が設計、洋式

公園日比谷公園の管理事務所とし

て明治 43 年（1910）11 月に竣工。 

日比谷公園１番 

※埋蔵文化財包蔵地の図内記号は、「東京都遺跡地図情報インターネット提供サービス」の遺跡番号による 
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 表 5-13-5 皇居外苑周辺の史跡・文化財（2） 

該当会場 皇居外苑  （図 5-13-4 参照） 

記号 史跡名称 指定区分/指定者 説明（遺跡の概要） 所在地 

k 林大学頭邸跡 旧跡/東京都 

明治安田生命保険相互会社・岸

本ビル他所有。江戸時代の儒者の

家柄である林家が、幕末まで居住

した屋敷の場所。 

千代田区丸の内

二丁目１番及び２

番  

l 東京府庁舎跡 旧跡/東京都 

東京都所有（財務局管理）。東京

府は、明治元年南北市政裁判所

（旧、江戸幕府の南北両町奉行

所）の機能を継承して設置された。 

千代田区丸の内

三丁目８番 東京

国際フォーラム 

m 南町奉行所跡 旧跡/東京都 

南町奉行所は有楽町駅の南側

で、マリオンの北側一帯がかつて

の場所。 

千代田区有楽町

二丁目７番・８番

及び９番 

n 
評定所及び伝奏

屋敷跡 
旧跡/東京都 

三菱地所・日本工業倶楽部・ＵＦＪ

信託銀行・住友信託銀行他所有。

評定所は江戸幕府の最高議決機

関。伝奏屋敷は勅使・院使などの

伝奏衆が江戸に下向した際の宿

泊施設。 

千代田区丸の内

一丁目４番 

3 － 
埋蔵文化財包蔵地/東

京都 
台地 包蔵地 

千代田区千代田

皇居 

4 紅葉山 
埋蔵文化財包蔵地/東

京都 
台地 包蔵地 

千代田区千代田

皇居 

5 － 
埋蔵文化財包蔵地/東

京都 
台地 包蔵地 

千代田区千代田

皇居 

6 － 
埋蔵文化財包蔵地（消

滅遺跡）/東京都 
台地縁辺 貝塚? 

千代田区千代田

皇居 

21 外務省構内 
埋蔵文化財包蔵地/東

京都 
低地 包蔵地・上水道・大名屋敷 

千代田区霞ケ関

二丁目 

71 － 
埋蔵文化財包蔵地/東

京都 
台地 包蔵地 千代田区千代田 

79 国土交通省構内 
埋蔵文化財包蔵地（一

部消滅遺跡）/東京都 
台地 屋敷 石積 

千代田区霞ヶ関

二丁目 

※埋蔵文化財包蔵地の図内記号は、「東京都遺跡地図情報インターネット提供サービス」の遺跡番号による 
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図 5-13-4 皇居外苑周辺の史跡・文化財位置 

※会場エリアに競技コースである公道が含まれているため、敷地境界はセキュリティエリアとした。 

皇居外苑 
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表 5-13-6 東京国際フォーラム周辺の史跡・文化財 

該当会場 東京国際フォーラム  （図 5-13-5 参照） 

記号 史跡名称 指定区分/指定者 説明（遺跡の概要） 所在地 

e 
明治生命保険相

互会社本社本館 

国宝･重要文化財 (建

造物) /国 
前述 

千代田区丸の内

二丁目 1 番 1 号 

f 

財団法人出光美

術館 

収蔵品 

国宝・重要文化財 (美

術工芸品) /国 
前述 

千代田区丸の内

三丁目 1 番 1 号 

j 

旧日比谷公園事

務所（東京都公園

資料館） 

有形文化財（建造物）/

東京都 
前述 

千代田区日比谷

公園１番 

k 林大学頭邸跡 旧跡/東京都 前述 
千代田区丸の内

二丁目１番、２番  

l 東京府庁舎跡 旧跡/東京都 前述 
千代田区丸の内

三丁目８番 

m 南町奉行所跡 旧跡/東京都 前述 

千代田区有楽町

二丁目７番・８番

及び９番 

o 京橋の親柱 
区民有形文化財 建造

物／中央区 

京橋が明治 8 年、江戸時代の木造

の橋より、石造単アーチ橋へと架け

替えられた時の親柱 

中央区京橋三丁

目及び銀座一丁

目 

p 
佐々木商店 所蔵

品 

区民有形文化財 歴史

資料／中央区 
引幕図案見本帳 

中央区銀座一丁

目 8 番 17 号 

q 

燈臺 北村西望作 

銅造彫刻  附  橋

梁竣工図面 

区民有形文化財 彫刻

／中央区 

北村西望制作。昭和 8 年 9 月 1 日

に関東大震災 10 周年記念塔とし

て台座上に設置され、数寄屋橋公

園内に建てられた。 

中央区銀座四丁

目 1 番 2 号 

8 － 
埋蔵文化財包蔵地（消

滅遺跡）/東京都 
低地 屋敷  

中央区八重洲二

丁目 

34 － 
埋蔵文化財包蔵地/東

京都 
低地 城館（江戸城外堀） 

千代田区丸の内

三丁目 

51 － 
埋蔵文化財包蔵地（消

滅遺跡）/東京都 
低地 墓地 

千代田区丸の内

一丁目 

52 丸の内三丁目 
埋蔵文化財包蔵地（消

滅遺跡）/東京都 

低地  大名屋敷（土佐高知藩・阿

波徳島藩上屋敷) 8,850 ㎡ 

千代田区丸の内

三丁目 

53 － 
埋蔵文化財包蔵地（消

滅遺跡）/東京都 
低地 社寺・上水道 

千代田区有楽町

一丁目 

63 丸の内一丁目 
埋蔵文化財包蔵地/東

京都 
低地 城館 

千代田区丸の内

一丁目 

74 日比谷門跡 
埋蔵文化財包蔵地/東

京都 
低地 城館 

千代田区日比谷

公園地先 

75 八重洲二丁目 
埋蔵文化財包蔵地/東

京都 
低地 町屋屋敷 637 ㎡  

中央区八重洲二

丁目 6 番 

76 － 
埋蔵文化財包蔵地/東

京都 
低地 屋敷 5,000 ㎡ 

千代田区有楽町

二丁目 

82 － 
埋蔵文化財包蔵地/東

京都 
－ 

中央区京橋三丁

目 

83 － 
埋蔵文化財包蔵地/東

京都 
－ 

中央区八重洲二

丁目 

※埋蔵文化財包蔵地の図内記号は、「東京都遺跡地図情報インターネット提供サービス」の遺跡番号による 
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図 5-13-5 東京国際フォーラム周辺の史跡・文化財位置 

 

東京国際フォーラム 
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表 5-13-7 国技館周辺の史跡・文化財 

該当会場 国技館   （図 5-13-6 参照） 

記号 史跡名称 指定区分/指定者 説明（遺跡の概要） 所在地 

a 旧安田庭園 名勝/東京都 

元常陸国笠間藩主本庄因幡守宗

資により元禄年間に築造されたと

伝えられる。安田財閥の創始者安

田善次郎により、明治 27 年(1894)

に新たに作庭。昭和 44 年(1969)に

東京都から墨田区に移管された

後、全園の改修工事を実施し、昭

和 46 年に新装。 

墨田区横綱一丁

目一二番一号 

b 
江戸東京博物館 

収蔵品 

国宝・重要文化財 (美

術工芸品) /国 

阿蘭陀風説書、旧江戸城写真ガラ

ス原板、壬申検査関係ステレオ写

真ガラス原板、萌葱地葵紋付小紋

染胴服 

墨田区横網一丁

目四番一号 

5 墨田区 No.5 
埋蔵文化財包蔵地（消

滅遺跡）/東京都 
低地 幕府御用地 60,000 ㎡ 

墨田区横網一丁

目 

11-1 本所御蔵跡 
埋蔵文化財包蔵地（消

滅遺跡）/東京都 

低地 幕府御用地 35,000 ㎡（堀

割 石組橋脚） 

墨田区横網一丁

目 

11-2 本所御蔵跡 
埋蔵文化財包蔵地/東

京都 

低地  幕府御用地  12,000 ㎡

（杭柵列 階段状遺構） 

墨田区横網一丁

目 

11-3 本所御蔵跡 
埋蔵文化財包蔵地/東

京都 

低地 幕府御用地  7,000 ㎡（石

組・土留） 

墨田区横網一丁

目 

11-4 本所御蔵跡 
埋蔵文化財包蔵地/東

京都 
低地 幕府御用地 200×150m 

14,000 ㎡ (土留遺構 敷石遺構) 

墨田区横網二丁

目 

11-5 － 
埋蔵文化財包蔵地/東

京都 
－ 

墨田区横網一丁

目 

12 － 
埋蔵文化財包蔵地/東

京都 
低地 屋敷 上水遺構（木樋・枡・

井戸） 
墨田区緑二丁目 

※埋蔵文化財包蔵地の図内記号は、「東京都遺跡地図情報インターネット提供サービス」の遺跡番号による 
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図 5-13-6 国技館周辺の史跡・文化財位置 

国技館 
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表 5-13-8 武蔵野の森総合スポーツ施設・東京スタジアム周辺の史跡・文化財 

 

該当会場 武蔵野の森総合スポーツ施設 東京スタジアム  （図 5-13-7 参照） 

記号 史跡名称 指定区分/指定者 説明（遺跡の概要） 所在地 

2 武蔵国府関連 
埋蔵文化財包蔵地/東

京都 
台地 官衙・集落 府中市白糸台他 

21 飛田給北 
埋蔵文化財包蔵地 

（消滅遺跡）/東京都 
台地 集落 

府中市朝日町三

丁目調布基地跡

地 

35 朝日町神明台 
埋蔵文化財包蔵地/東

京都 
台地 包蔵地 土坑 溝 

府中市朝日町三

丁目 

38 飛田給 
埋蔵文化財包蔵地/東

京都 
台地縁辺 集落 273,700 ㎡ 

調 布 市 飛 田 給

一・二丁目 

39 上石原 
埋蔵文化財包蔵地/東

京都 
台地縁辺 集落 119,700 ㎡  

調布市上石原二

丁目 

50 飛田給北 
埋蔵文化財包蔵地/東

京都 
台地 集落 29,500 ㎡ 

調布市西町調布

基地跡地内 

62 行人塚 指定史跡/調布市 
台地 塚 市史-行人塚(昭

49.7.12) 

調布市飛田給一

丁目 

※埋蔵文化財包蔵地の図内記号は、「東京都遺跡地図情報インターネット提供サービス」の遺跡番号による 
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図 5-13-7 武蔵野の森総合スポーツ施設・東京スタジアム周辺の史跡・文化財 

 

※図 5-13-1～図 5-13-7 背景地図：2013 ZENRIN．CO．，LTD．（Z13BC 第 562 号） 

遺跡情報は東京都遺跡地図情報インターネットサービスより作成 

（http://www.syougai.metro.tokyo.jp/iseki0/iseki/index.htm） 

武蔵野の森 
総合スポーツ施設 

東京スタジアム 
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○文化財保護法による文化財の保護について抜粋 

【文化財保護法】 

文化財保護法は「文化財を保存し、且つ、その活用を図り、もって国民の文化的向上に資する

とともに、世界文化の進歩に貢献することを目的」（法第 1 条）として、昭和 25 年 5 月 30 日

に制定されたものである。保護の対象となる文化財には、有形文化財、無形文化財、民俗文化財、

史跡、名勝、天然記念物、登録記念物、文化的景観、伝統的建造物群、文化財の保存技術、埋蔵

文化財などがある。「有形文化財」「埋蔵文化財」の保護について定めた条文は以下の通りである。 

 

第 43 条 重要文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとす

るときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については維持の措

置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の

軽微である場合は、この限りではない。 

第 57 条 土地に埋蔵されている文化財（以下「埋蔵文化財」という。）についてその調査のた

め土地を発掘しようとする者は、文部省令の定める事項を記載した書面をもつて、発掘に着手し

ようとする日の 30 日前までに文化庁長官に届け出なければならない。ただし、文部省令の定め

る場合は、この限りでない。  

２ 埋蔵文化財の保護上特に必要があると認めるときは、文化庁長官は、前項の届出に係る発掘

に関し必要な事項及び報告書の提出を指示し、又はその発掘の禁止、停止若しくは中止を命ずる

ことができる。  

第 57 条の 2 土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的で、貝づか、古墳その他埋蔵文化財

を包蔵する土地として周知されている土地（以下「周知の埋蔵文化財包蔵地」という。）を発掘

しようとする場合には、前条第 1 項の規定を準用する。この場合において、同項中「30 日前」

とあるのは、「60 日前」と読み替えるものとする。  

２ 埋蔵文化財の保護上特に必要があると認めるときは、文化庁長官は、前項で準用する前条第

1 項の届出に係る発掘に関し、当該発掘前における埋蔵文化財の記録の作成のための発掘調査の

実施その他の必要な事項を指示することができる。  

 

【東京都文化財保護条例】 

この条例は、文化財保護法規定に基づき、「法の規定による指定を受けた文化財以外の文化財

で東京都の区域内に存するもののうち、都にとって重要なものについて、その保存及び活用のた

め必要な措置を講じ、都民の文化的向上に資するとともに、我が国文化の進歩に貢献すること」

を目的としている。 

・「有形文化財」「埋蔵文化財」の保護について定めた条文は以下の通りである。 

第十四条 都指定有形文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしよ

うとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については維

持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については

影響の軽微である場合は、この限りでない。 

第四十六条 教育委員会は、埋蔵文化財を包蔵すると認められる土地について、周知の埋蔵文化

財包蔵地と認めることができる。 

前項に規定する周知の埋蔵文化財包蔵地に係る事務に関し必要な事項は、教育委員会規則で定め

る。 
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○埋蔵文化財地で工事を行う場合の手続き例（東京都） 

 

埋蔵文化財包蔵地の中で土木工事などの開発行為を行う場合は、文化財保護法の適用を受ける。

工事などによって遺跡が失われることに対して、文化財保護法でその保護措置が定められている。

東京都で工事を行う場合の手続きと保護措置の例は以下の通り。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「埋蔵文化財発掘の届出」の提出 

発掘調査（本調査） 埋蔵文化財が発見された 

埋蔵文化財に影響のな

い工事への計画変更 

特に重要な埋蔵文化財

が発見された 

遺跡の保存 

工事の実施 

報告書刊行などによる

記録保存 

特に重要な埋蔵文化財

が発見された 

埋蔵文化財が発見されな

かった 

試掘調査（専門職員の指示によ

り、委託業者が掘削し、遺構の

有無を確認する） 

東京都教育委員会からの指導事項の通知 

工事の実施 

慎重工事（特に調査を必要と認

めないので、慎重に工事を実施

し、遺構等発見時に連絡する） 

立会調査（基礎掘削工事時に区

専門職員が掘削状況・底面の写

真を撮影・記録する） 

埋蔵文化財に影響のない工事（※基礎の深さが浅い住宅など） 

埋蔵文化財に影響のある工事（※深くまで掘削が及ぶ建築物、道路、地盤改良、切土など） 
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5-13-2  予測評価（会場別） 

(1) 評価の指標及び目安 

史跡・文化財の保護・保全の指標は、文化財等の保存及び管理の支障の有無を評価の基準

とした。評価の指標及び目安は、表 5-13-9 に示すとおりである。 

 

表 5-13-9  評価の指標及び目安 

評価の指標 評価の基準 
評価の目安 

－２ －１ ０ ＋１ ＋２ 

史跡・文化
財の保護・
保全の状況 

文化財等の
保存及び管
理の支障の
有無 

文化財等の
主要部又は
半分以上を
改変 

文化財等の
周縁部又は
半分弱を改
変 

現況と変わ
らない 

周辺に存在
する史跡・文
化 財 の 保
護・保全に係
る計画策定
が見込まれ
る 

－ 

 

(2) 予測評価の方法 

開催中（施設の存在による影響）及び開催後（後利用による影響）については、法令・条

例等で定められた史跡・文化財の位置と改変区域を重ね合わせ、新規施設の建築、既存施設

の改修等に伴う工事による改変により、史跡・文化財等の保存及び管理に支障が出るものが

あるか、また、施設の存在に伴う日照・風環境の変化による影響により、文化財等の保存及

び管理に支障が出るものがあるか、定性的な予測評価を行った。なお、工事に伴い改変され

る面積は工事の進捗とともに変化し、施設の存在時に一定となるため、工事による影響は改

変による影響が一定となる施設の存在による影響において予測評価を行うこととし、ここで

は予測評価の対象外とした。（表 5-13-10）。 

会場内の史跡・文化財の位置と、改変区域を重ね合わせた結果を図 5-13-8～図 5-13-13 

(p5-13-22～p5-13-24)に示す。 

 

表 5-13-10  予測評価方法（会場別） 

予測評価の時期 予測評価の方法 

開催前 工事による影響 

工事に伴い改変される面積は工事の進捗とともに変化し、施設の存

在時に一定となる。このため、工事による影響は、改変による影響が

一定となる施設の存在による影響において予測評価を行うこととし、

ここでは予測評価の対象外とした。 

開催中 
施設の存在による

影響 

法令・条例等で定められた史跡・文化財の位置と施設位置(改変区

域)を重ね合わせることにより、史跡・文化財等の保存及び管理に支

障が出るものがあるか、定性的な予測評価を行った。 

また、施設の存在に伴う日照・風環境の変化による影響により、文

化財等の保存及び管理に支障が出るものがあるか、定性的な予測評価

を行った。 

開催後 

工事による影響 

工事に伴い改変される面積は工事の進捗とともに変化し、施設の後

利用時に一定となる。このため、工事による影響は、改変による影響

が一定となる後利用による影響において予測評価を行うこととし、こ

こでは予測評価の対象外とした。 

後利用による影響 

開催中（施設の存在による影響）と同様、施設位置(改変区域)と重ね

合わせることにより、文化財等の保存及び管理の支障の有無につい

て、定性的な予測評価を行った。 
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図 5-13-8 オリンピックスタジアム（国立霞ヶ丘競技場）・東京体育館周辺の 

史跡・文化財位置と改変区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-13-9 国立代々木競技場周辺の史跡・文化財位置と改変区域 

オリンピックスタジアム 

東京体育館 

国立代々木競技場 
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図 5-13-10 日本武道館周辺の史跡・文化財位置と改変区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※皇居外苑の会場エリアには競技コースである公道が含まれているため、敷地境界はセキュリティエリア

とした。 

図 5-13-11 皇居外苑・東京国際フォーラム周辺の史跡・文化財位置と改変区域 

日本武道館 

東京国際フォーラム 

皇居外苑 
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図 5-13-12 国技館周辺の史跡・文化財位置と改変区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-13-13 武蔵野の森総合スポーツ施設・東京スタジアム周辺の史跡・文化財と改変区域 

国技館 

東京スタジアム 

武蔵野の森総合

スポーツ施設 
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(3) 予測評価の結果 

1)  開催中（施設の存在による影響） 

①  一次評価 

施設の存在によって、史跡・文化財の保存及び管理に影響を与えるかについて予測を行

った。 

直接改変による影響について、オリンピックスタジアム（国立霞ヶ丘競技場）において

は、霞ヶ丘町(埋蔵文化財包蔵地)とスタジアム建築のための改変区域が重なっているほか、

新宿区の天然記念物であるシイが伐採される可能性があるが、文化財保護法及び東京都文

化財保護条例、各区の埋蔵文化財取扱要綱に基づき工事の実施前に現地踏査を行い、その

結果を受けて発掘調査や移植を含めた適切な措置を行う。また、国宝の聖徳記念絵画館が

会場内に位置するが、使用されるのは駐車場であるため、保全管理には特に支障はないと

想定される。以上より、文化財等の保存及び管理に支障はないと予測した。 

日本武道館においては、江戸城跡(埋蔵文化財包蔵地)と地下室建築のための改変区域が

重なっているが、オリンピックスタジアムと同様、文化財保護法及び東京都文化財保護条

例、各区の埋蔵文化財取扱要綱に基づき工事の実施前に現地踏査を行い、その結果を受け

て発掘調査を含めた適切な措置を行う。このため、文化財等の保存及び管理に支障はない

と予測した。 

国立代々木競技場、皇居外苑においては、埋蔵文化財包蔵地と仮設施設の改変区域が重

なっているが、仮設の基礎は浅く、埋蔵文化財包蔵地への影響は少ないと考えられる。し

かし、工事の実施前には文化財保護法及び東京都文化財保護条例に基づき事前調査等を行

い、適切に工事を行う。このため、文化財等の保存及び管理に支障はないと予測した。 

武蔵野の森総合スポーツ施設及び東京スタジアムにおいては、新規施設建設に伴い土地の改

変が行われるが、既に発掘調査等が実施され、消滅遺跡となっているため、史跡・文化財の

保存及び管理に支障はないと予測した。 

東京国際フォーラム、国技館では、工事による改変は既存施設内部の改築・改修のみで

ある。このことから改変による影響はなく、文化財等の保存及び管理に支障はないと予測

した。 

他の会場については、現時点では改変区域が現存及び指定遺跡エリアと重なっていない

ことから、文化財等の保存及び管理に支障はないと予測した。 

 

施設の存在による日照、風環境の変化による影響については、動植物等への影響が想定

される。日本武道館の会場エリア近傍に江戸城跡のヒカリゴケ生育地が存在するが、生育

地は堀に面した石垣の間隙であり、生育地近辺には立ち入れないこと、会場とヒカリゴケ

生育地の間に既存の樹木帯があることから、ヒカリゴケ生育地に影響を与えることはなく、

文化財等の保存及び管理に支障はないと予測した。 

 

したがって、評価結果は全ての会場において「０」とした（表 5-13-11（p5-13-26～

5-13-27））。 
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表 5-13-11 （1）各会場に対する史跡・文化財の予測評価結果（開催中：一次評価） 

会場

№ 
会場名 

評価結果 

(一次評価) 
予測評価 

1 

オリンピッ

クスタジア

ム(国立霞ヶ

丘競技場) 

0 

オリンピックスタジアム（国立霞ヶ丘競技場）建設工事に

伴い土地の改変が行われるが、文化財保護法及び東京都文

化財保護条例、各区の埋蔵文化財取扱要綱に基づき工事の

実施前に現地踏査を行い、その結果を受けて発掘調査を含

めた適切な措置を行う。国宝の聖徳記念絵画館が会場内に

位置するが、使用されるのは駐車場であるため、保全管

理には特に支障はない。これらのことより、史跡・文化財

の保存及び管理に支障はないと予測した。 

したがって、評価結果は「0」とした。 

2 東京体育館 0 

3 
国立代々木

競技場 
0 

明らかになっている埋蔵文化財包蔵地付近では、仮設施設

が設置されるが、仮設の基礎は浅く、埋蔵文化財への影響

は少ない。このため、史跡・文化財の保存及び管理に支障

はないと予測した。 

したがって、評価結果は「0」とした。 

4 日本武道館 0 

地下室建築のため地表面が開削され、土地の改変が行われ

るが、文化財保護法及び東京都文化財保護条例、各区の埋

蔵文化財取扱要綱に基づき工事の実施前に現地踏査を行

い、その結果を受けて発掘調査を含めた適切な措置を行う。

これらのことより、史跡・文化財の保存及び管理に支障は

ないと予測した。また、江戸城跡のヒカリゴケ生育地が近

傍に存在するが、石垣の内部であり改変区域との間に距離

があること、改変区域とヒカリゴケの間に既存の樹木帯が

あることから、影響を与えることはないと予測した。 

したがって、評価結果は「0」とした。 

5 皇居外苑 0 

仮設は現況の道路上に設置されることから、埋蔵文化財包

蔵地に影響を与えることは少ないと考えられるが、工事の

実施前には文化財保護法及び東京都文化財保護条例に基づ

き事前調査を行い、適切に工事を行う。このことより、史

跡・文化財の保存及び管理に支障はないと予測した。した

がって、評価結果は「0」とした。 
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表 5-13-11 （2）各会場に対する史跡・文化財の予測評価結果（開催中：一次評価） 

会場

№ 
会場名 

評価結果 

(一次評価) 
予測評価 

6 
東京国際フ

ォーラム 
0 

工事による改変は、既存施設内部の改築・改修のみである。こ

のことから改変による影響はなく、史跡・文化財の保存及び管

理に支障はないと予測した。 

したがって、評価結果は「0」とした。 

7 国技館 0 

工事による改変は、既存施設内部の改築・改修のみである。こ

のことから改変による影響はなく、史跡・文化財の保存及び管

理に支障はないと予測した。 

したがって、評価結果は「0」とした。 

29 

武蔵野の森

総合スポー

ツ施設 

0 

新規施設建設に伴い土地の改変が行われるが、既に発掘調査等

が実施され、消滅遺跡となっているため、史跡・文化財の保存

及び管理に支障はないと予測した。 

したがって、評価結果は「0」とした。 
30 

東京スタジ

アム 
0 

その他の会場 0 
会場内に影響を受ける史跡・文化財は存在しない。したがって、

評価結果は「0」とした。 

 

②  ミティゲーション 

一次評価の結果、いずれの会場においても、改変により史跡・文化財の保存及び管理に

影響を及ぼすことはないことから、現時点でのミティゲーションは想定しない。 

ただし、埋蔵文化財包蔵地近傍を改変する場合については、文化財保護法及び東京都文

化財保護条例、各区の埋蔵文化財取扱要綱に基づき、計画の具体化に併せ実施段階で文献

調査、試掘調査等の事前調査を必要に応じて行うなどし（p5-13-19～5-13-20 参照）、こ

の結果を受けて適切なミティゲーションを検討する。 

 

③  二次評価 

一次評価の結果、いずれの会場においても、改変により史跡・文化財の保存及び管理に

影響を及ぼすことはないと予測され、現時点でのミティゲーションは想定していない。 

したがって、各会場の評価結果は一次評価と同様、いずれも「０」とした。 
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2)  開催後（後利用による影響） 

①  一次評価 

施設の存在による史跡・文化財の保存及び管理に影響を与えるかについて予測を行っ

た。 

直接改変による影響については、オリンピックスタジアム（国立霞ヶ丘競技場）及び日

本武道館においては、開催中と同様、恒設施設が存在しているが、文化財保護法及び東京

都文化財保護条例、各区の埋蔵文化財取扱要綱に基づき工事の実施前に現地踏査を行い、

その結果を受けて発掘調査を含めた適切な措置を行うため、史跡・文化財の保存及び管理

に支障はないと予測した。国立代々木競技場、皇居外苑においては、設置された仮設が撤

去されるため、埋蔵文化財包蔵地に影響を与えることはないと予測した。他の会場につい

ても、開催中と同様、文化財等の保存及び管理に支障はないと予測した。 

施設の存在による日照、風環境の変化による影響については、動植物等への影響が想定

される。日本武道館の会場エリア近傍に江戸城跡のヒカリゴケ生育地が存在するが、開催

中と同様、生育地への影響はなく、文化財等の保存及び管理に支障はないと予測した。 

したがって、各会場の評価結果は開催中と同様、いずれも「０」とした。 

 

②  ミティゲーション 

一次評価の結果より、施設の存在による文化財等の保存及び管理の支障は生じないこと

から、ミティゲーションは実施しない。 

 

③  二次評価 

一次評価のとおり、施設の存在による文化財等の保存及び管理の支障は生ぜず、ミティ

ゲーションも実施する必要はない。 

したがって、各会場の評価結果は一次評価と同様、いずれも「０」とした。 
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(4) 評価結果の総括 

史跡・文化財の一次評価及び二次評価結果をとりまとめると下表のとおりとなり、一次

評価、二次評価ともに「０」となる。 

 

表 5-13-12 史跡・文化財の評価結果総括表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※会場№は、表 1-3-37（p1-85～1-86）に示す会場№を表す。 

 

※評価点の目安は以下のとおりである。 

+2: 大きなプラスの影響 

+1: ある程度のプラスの影響 

0: 中立 

-1: ある程度のマイナスの影響 

-2: 大きなマイナスの影響 

－ : 予測評価の検討において対象外とした影響 

■ : 網掛けは非該当項目のため対象外とした影響 

 

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

1 オリンピックスタジアム(国立霞ヶ丘競技場) － 0 － 0 － 0 － 0

2 東京体育館 － 0 － 0 － 0 － 0

3 国立代々木競技場 － 0 － 0 － 0 － 0

4 日本武道館 － 0 － 0 － 0 － 0

5 皇居外苑 － 0 － 0 － 0 － 0

6 東京国際フォーラム － 0 － 0 － 0 － 0

7 国技館 － 0 － 0 － 0 － 0

8 有明アリーナ － 0 － 0 － 0 － 0

9 有明ＢＭＸコース － 0 － 0 － 0 － 0

10 有明ベロドローム － 0 － 0 － 0 － 0

11 有明体操競技場 － 0 － 0 － 0 － 0

12 有明テニスの森 － 0 － 0 － 0 － 0

13 お台場海浜公園 － 0 － 0 － 0 － 0

14 潮風公園 － 0 － 0 － 0 － 0

15～16 東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂ － 0 － 0 － 0 － 0

17 大井ホッケー競技場 － 0 － 0 － 0 － 0

18 海の森クロスカントリーコース － 0 － 0 － 0 － 0

19 海の森水上競技場 － 0 － 0 － 0 － 0

20 海の森マウンテンバイクコース － 0 － 0 － 0 － 0

21 若洲オリンピックマリーナ － 0 － 0 － 0 － 0

22 葛西臨海公園 － 0 － 0 － 0 － 0

23～24 夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ － 0 － 0 － 0 － 0

25 夢の島公園 － 0 － 0 － 0 － 0

26 夢の島競技場 － 0 － 0 － 0 － 0

27～28
オリンピックアクアティクスセンター
ウォーターポロアリーナ

－ 0 － 0 － 0 － 0

29 武蔵野の森総合スポーツ施設 － 0 － 0 － 0 － 0

30 東京スタジアム － 0 － 0 － 0 － 0

31 武蔵野の森公園 － 0 － 0 － 0 － 0

32 陸上自衛隊朝霞訓練場 － 0 － 0 － 0 － 0

33 霞ヶ関CC － 0 － 0 － 0 － 0

34 札幌ドーム － 0 － 0 － 0 － 0

35 宮城スタジアム － 0 － 0 － 0 － 0

36 埼玉スタジアム2○○2 － 0 － 0 － 0 － 0

37 横浜国際総合競技場 － 0 － 0 － 0 － 0

OV 選手村 － 0 － 0 － 0 － 0

IBC/MPC 東京ビッグサイト(IBC/MPC) － 0 － 0 － 0 － 0

開催後

会場 評価点(一次) 評価点(二次)

No. 名称

開催前 開催中 開催後 開催前 開催中
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5-14  水利用 

5-14-1  現況 

(1) 雨水、中水、再生水の利用状況 

東京都は、水の有効利用や下水道施設の負担軽減を図るため、「雑用水利用に係る指導指針

（昭和 59 年）」及び「東京都雨水利用・雨水浸透促進要綱（平成 10 年）」に基づき、水の有

効利用として雑用水（循環利用水（中水、再生水）及び雨水）の利用を指導してきた。 

平成 15 年にはこれらを一本化した「水の有効利用促進要綱（平成 15 年 8 月）」を策定し、

一定規模の大規模建築又は開発事業に対して、便所洗浄水や修景用水、散水などの雑用水に、

雨水、中水及び再生水の利用を要請している。 

東京都の循環利用水（中水及び再生水）の利用施設の現況は、表 5-14-1 に示すとおりで

ある。平成 23 年 3 月時点における、中水の個別循環及び地区循環の施設数はそれぞれ 367

件、186 件であり、再生水の利用施設は 173 件となっている。また、中水の使用量は、個別

循環が 58,783m3/日、地区循環が 23,600m3/日となっており、再生水の使用量 31,849m3/日を

合わせた、循環利用水（中水及び再生水）使用量の合計は 114,232m3/日となっている。 

東京都の循環利用水（中水及び再生水）使用量の経年的な推移は図 5-14-1(p5-14-2)に示

すとおりであり、昭和 50 年代からいずれも増加傾向となっている。 

東京都では雨水利用についても指導を進めている。雨水利用施設の現況は表 

5-14-2(p5-14-2)に示すとおりであり、平成 23 年 3 月時点では 1,275 件の雨水利用施設が稼

働している。東京都の雨水利用施設数の経年的な推移は図 5-14-2(p5-14-2)に示すとおりで

あり、昭和 50 年代からいずれの施設も増加傾向となっている。 

 

表 5-14-1  東京都の循環利用水（中水及び再生水）利用施設（平成 23 年 3 月） 

区 分 

施設数 水使用量（m3/日） 循環 

利用率※2 

（％） 

備考 都立 

施設 

区市 

施設 

国立 

施設 

民間

施設

総 

件数

総 

使用水量※1

循環 

利用水量※1 

中水 個別 

循環 
18 26 20 303 367 242,176 58,783 24.3  

 地区 

循環 
33 5 13 135 186 102,310 23,600 23.1 54 地区 

再生水 広域 

循環 
27 8 13 125 173 93,121 31,849 34.2 7 区域 

合 計 78 39 46 563 726 437,607 114,232 26.1  

出典：「東京都水道局環境報告書 2011」（平成 23 年 10 月、東京都水道局）より作成 

※1：総使用水量と循環利用水量は計画値である。 

※2：循環利用率：循環利用水量÷総使用水量×100 により算出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「雑用水」とは、人の飲用その他これに類する用途以外の雑用系用途（水洗トイレ用水、冷却・冷房用水、

散水等）に供される水をいう。 

「中水」とは、上水として利用した水を下水道に流す前に処理し、雑用水として再使用する水をいう。 

「再生水」とは、下水を通常の沈殿・活性汚泥処理に加えて濾過、殺菌等の高度処理を施し、再使用する水

をいう。 

「雨水利用」とは、建築物及びその敷地内で集水した雨水をろ過し、トイレ洗浄水、散水、修景用水、防火

用水などに使用することをいう。 
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出典：「東京都水道局環境報告書 2011」（平成 23 年 10 月、東京都水道局） 

図 5-14-1  東京都の循環利用水量の推移 

 

 

表 5-14-2  東京都の雨水利用施設（平成 23 年 3 月） 

区 分 都立施設 区市施設 国立施設 民間施設 総件数 

件 数 196 437 38 604 1,275 

出典：「東京都水道局環境報告書 2011」（平成 23 年 10 月、東京都水道局） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「東京都水道局環境報告書 2011」（平成 23 年 10 月、東京都水道局） 

図 5-14-2  東京都の雨水利用施設数の推移 

 

民間施設 

国立施設 

  区市施設 

都立施設 

  再生水（広域循環）

  中水（地区循環） 

  中水（個別循環） 
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８km 圏内における広域循環施設による再生水の状況は、表 5-14-3、表 5-14-4、表 

5-14-5(p5-14-5)及び図 5-14-3(p5-14-5)に示すとおりである。現在、西新宿・中野坂上

地区、臨海副都心地区、品川駅東口地区、大崎地区、汐留地区、永田町及び霞ヶ関地区、

八潮及び東品川地区の７地区で再生水の供給が行われており、172 施設で再生水が利用さ

れている。 

 

 

表 5-14-3  区部の水再生センター別下水処理の実績（平成 22 年度） 

        実 績 

水再生ｾﾝﾀｰ 

下水処理量（m3） 

年間 1 日平均 

芝浦 233,771,740 640,471 

三河島 153,952,840 421,789 

中川 66,302,330 181,650 

みやぎ 81,893,710 224,366 

砂町 133,245,980 365,057 

有明 5,292,070 14,499 

小菅 81,695,580 223,824 

葛西 120,475,120 330,069 

落合 135,449,760 371,095 

中野 9,728,540 26,654 

浮間 34,184,990 93,658 

新河岸 189,654,770 519,602 

森ヶ崎 431,835,880 1,183,112 

計 1,677,483,310 4,595,845 

出典：「東京都下水道局事業概要 平成 23 年版」（平成 23 年 9 月、東京都） 

 

 

表 5-14-4  水再生センターにおける処理水・再生水の用途と供給量（平成 22 年度） 

種別 水再生センター 主な供給先 主な用途 供給量(m3）

処
理
水 

芝浦 
千代田区役所・品川区役所・国土

交通省等 
路面洗浄水用等 1,444

森ヶ崎 
清掃工場（品川・大田）・羽田空

港工事等 
冷却・洗浄水用・防塵用等 339,566

各水再生センター 公共団体等 防塵用・渇水時散水用等 1,559,250

小計   1,900,260

再
生
水 

芝浦 

品川駅東口・大崎・汐留・永田町

及び霞が関・八潮及び東品川地区

再生水利用事業 

地域内ビル等の水洗トイレ用 1,518,884

御成橋 修景用水 52,916

落合 

西新宿及び中野坂上地区再生水

利用事業 
地域内ビル等の水洗トイレ用 1,069,184

環境局（城南三河川） 清流復活用水 24,847,160

有明 臨海副都心地区再生水利用事業 地域内ビル等の水洗トイレ用 766,341

小計  28,254,485

合 計 30,154,745

出典：「東京都下水道局事業概要 平成 23 年版」（平成 23 年 9 月、東京都） 
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  処理水と再生水の定義と水質基準 

 
出典：「下水道法施行令第 6 条」（昭和 34 年 4 月） 

  ：「下水処理水の再利用水質基準等マニュアル」（平成 17 年 4 月、国土交通省） 

 

水の種類 処理水 再生水 

 

定義 

下水、雨水を処理して河川、その他の

公共の水域、または海域に放流できる

水。 

通常の下水処理に加え、ろ過やオゾン処理な

ど、さらに高度な処理を行った水。 

用途 公共用水域への

放流水 

下水道への 

放流水 
親水用水 修景用水 

水 

質 

基 

準 

項 

目
（
抜
粋
） 

大腸菌 3,000 個/cm3 

以下 

(日間平均) 

3,000 個/cm3 

以下 

（日間平均） 

不検出 
1000CFU/100mL

以下 

濁度 － － 2 度以下 2 度以下 

pH 5.0～9.0 5.0～9.0 5.8～8.6 5.8～8.6 

外観 
－ － 

不快で 

ないこと 

不快で 

ないこと 

色度 
－ － 10 度以下 40 度以下 

臭気 
－ － 

不快で 

ないこと 

不快で 

ないこと 

残留塩素 
－ － 

遊離残留塩素

0.1mg/L 以上 
－ 

BOD(mg/L) 160 600 5 以下 － 

COD(mg/L) 160 － － － 

SS(mg/L) 200 600 － － 

ｎ-ヘキサン抽

出物質 

(mg/L) 

 

5 以下 

 

5 以下 

 

－ 

 

－ 

リン含有量 

(mg/L) 
16 32 － － 

窒素含有量 

(mg/L) 
120 240 － － 

メ モ 
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表 5-14-5  広域循環施設による再生水の供給エリアの概要 

対象区域 対象面積 計画能力 利用用途 配水開始 供給対象施設 

西新宿・中野坂上地区 80ha 8,000m3/日 水洗トイレ用水 S59.10 

172 施設 

臨海副都心地区 
681ha 30,000 m3/日 水洗トイレ用水 

ゆりかもめ洗車 

H8.2 

品川駅東口地区 83ha 6,000m3/日 水洗トイレ用水 H9.10 

大崎地区 67ha 7,000m3/日 水洗トイレ用水 H10.10 

汐留地区 31ha 4,000m3/日 水洗トイレ用水 H14.11 

永田町及び霞ヶ関地区 138ha 2,800m3/日 水洗トイレ用水 H19.8 

八潮及び東品川地区 57ha 4,000m3/日 水洗トイレ用水 H20.11 

（東品川地区） 

H22.9 

（八潮地区） 

出典：「東京都下水道局ホームページ（http://www.gesui.metro.tokyo.jp）」及び「東京都下水道局事業概要 

平成 23 年版」（東京都下水道局） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：東京都資料 

図 5-14-3  東京都の水再生センターと再生水広域供給エリア 
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(2) 上水の利用状況 

平成 23 年度における東京都の上水配水量は、表 5-14-6 に示すとおりである。1,284 万人

を超える利用者に供給しており、都全体の年間総配水量は 15 億 3,744 万 m3、1 日あたりの

大配水量は 4,700 千 m3である。 

また、平成 14～23 年度における東京都の水道需要の経年変化は図 5-14-4 に示すとおりで

あり、節水キャンペーンによる自主的節水や節水型機器の開発・普及をはじめとする節水の

取り組みが浸透してきたこと等により、上水利用量は減少傾向にある。 

 

表 5-14-6  東京の上水配水量（平成 23 年度） 

 配水量 

給水人口 12,848 千人 

年間総配水量 1,537,444 千 m3 

一日平均配水量 4,201 千 m3 

一日 大配水量 4,700 千 m3 

※区部及び都営水道 26 市町（武蔵野市、昭島市、羽村市及び檜原村を除く市町）の値である。 

出典：「東京都水道局ホームページ（http://www.waterworks.metro.tokyo.jp）」より作成 
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注）区部及び都営水道 26 市町（武蔵野市、昭島市、羽村市及び檜原村を除く市町）の値である。 

出典：東京都水道局「事業概要 平成 24 年版」より作成 

図 5-14-4  東京の水道需要の経年変化 
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８km 圏内に配水している浄水場別の配水量は、表 5-14-7 に示すとおりである。 

８km 圏内へ配水する浄水場は５施設あり、これらの平成 20 年度における年間配水量は

1,071,204 千 m3、1 日あたりの配水量は 2,935 千 m3となっている。 

また、東京都の水道水源と浄水場別給水区域の状況は図 5-14-5（p5-14-8）に示すとおり

であり、東京の水源は水系の異なる主に４つの河川（多摩川、荒川、中川、江戸川）から取

水しており、仮に１つの河川で水質事故が発生しても、必要な水道水を確保できるようにな

っている。 

 

表 5-14-7  ８km 圏内に配水している浄水場別の年間配水量（平成 20 年度） 

浄水場名 配水量（千 m3） 

朝霞浄水場 355,583 

境浄水場 45,106

金町浄水場 285,133 

三園浄水場 81,209 

三郷浄水場 304,173 

年間合計 1,071,204

一日当たり合計 2,935 

出典：「東京都統計年鑑 平成 20 年」 

（http://www.toukei.metro.tokyo.jp/tnenkan/2008/tn08qyti0510n.htm）より作成 
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出典：東京都水道局ホームページ（http://www.waterworks.metro.tokyo.jp） 

図 5-14-5  東京都の水道水源と浄水場別給水区域 
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5-14-2  予測評価（会場別） 

(1) 評価の指標及び目安 

会場別検討における評価の指標及び目安は表 5-14-8 に示すとおりであり、上水利用量の

削減を評価の指標とし、現在の水準と比較したときの節水、雨水及び再生水（中水を含む）

の利用による上水利用量の削減の見込みを目安として評価を行った。なお、新設及び仮設の

会場については、現存する類似施設における上水利用の水準と比較し評価を行った。 

 

表 5-14-8  評価の指標及び目安 

評価の指標 評価の基準 
評価の目安 

－２ －１ ０ ＋１ ＋２ 

上水利用量の
削減 

現在の上水
利用量の水
準 

現在の上水
利用量の水
準を上回る 

削減が図ら
れない 

節水による
削減量しか
見込めない 

節水の他、雨
水再利用又
は再生水（中
水を含む）利
用による削
減が見込め
る 

節水、雨水再
利用及び再
生水（中水を
含む）利用の
全てによる
削減が見込
める 

 

 

(2) 予測評価の方法 

会場別には、開催中（施設の存在による影響）、開催後（後利用による影響）における上水

利用量の削減について予測評価の検討を行った。 

それぞれの時期における予測評価の方法は、表 5-14-9 に示すとおりである。 

 

表 5-14-9  予測評価方法（会場別） 

予測評価の時期 予測評価の方法 

開催前 
工事の実施によ

る影響 

工事の実施に伴う水の利用については、散水や洗車による一時的な利用

が見込まれるが、大量の水利用が想定されないことから、予測評価の対象

外とした。 

開催中 

施設の存在によ

る影響 

各会場における水利用について、雨水、再生水（中水を含む）の有効利

用による上水利用量の削減について定性的な予測評価を行った。 

競技の実施によ

る影響 

競技の実施時における、会場の利用者による水利用については「施設の

存在による影響」に含めるものとして、ここでは予測評価の対象外とした。

開催後 

工事の実施によ

る影響 

工事の実施に伴う水の利用については、散水や洗車による一時的な利用

が見込まれるが、大量の水利用が想定されないことから、予測評価の対象

外とした。 

後利用による影

響 

開催中（施設の存在による影響）と同様、各会場における水利用につい

て、雨水、再生水（中水を含む）の有効利用による上水利用量の削減につ

いて定性的な予測評価を行った。 

なお、陸上自衛隊朝霞訓練場の後利用については、陸上自衛隊の専用施

設であることから、予測評価の対象外とした。 
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(3) 予測評価の結果 

1)  開催中（施設の存在による影響） 

①  一次評価 

各会場の水利用について、雨水及び再生水（中水を含む）の有効利用による上水利用量

の削減の可能性について定性的な評価を行った。 

既存会場については、水利用に関するアンケート調査結果や各会場のホームページ等の

情報から、現状の雑用水利用の状況を整理した。既存会場における雑用水の利用状況は、

表 5-14-10(p5-14-11)に示すとおりである。 

既存会場のうち、東京国際フォーラム、東京ビッグサイト（ホールＡ、Ｂ及び IBC/MPC）

及び横浜国際総合競技場では、雨水及び再生水（中水を含む）の有効利用が既になされて

おり、将来においてもこれらの利用による上水利用量の削減が見込まれることから、評価

を「＋２」とした。 

また、東京体育館、国技館、有明テニスの森、東京スタジアム、埼玉スタジアム 2002

では、雨水あるいは再生水（中水を含む）のいずれかの利用により、上水利用量の削減が

既になされている。これらの会場については、将来においても雨水または再生水（中水を

含む）の利用による上水利用量の削減が見込まれることから、評価を｢＋１｣とした。 

既存会場のうち、その他の会場（国立代々木競技場、日本武道館、夢の島競技場、霞ヶ

関カンツリー倶楽部、札幌ドーム、宮城スタジアム）では、節水コマや自動水栓などの節

水機器の導入、受水槽内水位の設定変更、井水の使用、節水意識の啓発などによる節水の

取り組みが既になされており、将来においても節水等による上水利用量の減少傾向

（p5-14-6）が続くものと想定し、評価を「０」とした。 

恒久施設として新設される会場及び仮設施設のみで建設される会場では、建設時に節水

トイレ等の節水型機器が設置され、また、多量の上水利用が想定されるカヌー（スローラ

ム）や水泳が開催される施設（葛西臨海公園、オリンピックアクアティクスセンター、ウ

ォーターポロアリーナ）では、節水型ろ過装置等の節水型機器が設置されることにより、

節水による上水利用量の削減（p5-14-6）が進むものと見込まれることから、「０」と評価

した。 

 



 

5
-1
4-
11

表 5-14-10  既存会場における水の有効利用等の現況 

№ 会場名 

調査結果 

一次 

評価 

施設利用者

一人当たりの

上水利用量

(L/人） 

対象 

年度 

年間施設 

利用者数 

（万人/年）

上水 

使用量 

（m3/年） 

雨水・再生水

使用量 

(m3/年） 

雨水・再生水 

利用状況 

節水 

実施状況 

雨水 再生水  

2 東京体育館 Ｈ23 148 81,484 使用量不明 ― ○ 節水機器の導入 ＋１ 55.2  

3 国立代々木競技場 Ｈ23 147 52,133 0 ― ― 

節水機器の導

入、節水意識の

啓発 

０ 35.4  

4 日本武道館 Ｈ23 151 30,078 0 ― ― 節水機器の導入 ０ 19.9  

6 東京国際フォーラム Ｈ23 2,193 108,246 90,404 ○ ○ 節水機器の導入 ＋２ 4.9  

7 国技館 Ｈ23 221 26,943 10,500 ○ ― 
受水槽内水位の

設定変更 
＋１ 12.2  

12 有明テニスの森 Ｈ23 53 19,408 使用量不明 ○ ― 節水意識の啓発 ＋１ 36.7

15～16 

IBC/MPC 
東京ビッグサイト Ｈ23 1,221 77,261 86,135 ○ ○ 節水機器の導入 ＋２ 6.3  

26 夢の島競技場 Ｈ23 31 8,395 0 ― ― 
計画的散水の実

施 
０ 27.3

30 東京スタジアム Ｈ23 157 34,175 14,425 ○ ― 節水機器の導入 ＋１ 21.8

33 霞ヶ関カンツリー倶楽部 Ｈ23 6 26,796 0 ― ― 井水の使用 ０ 472.4  

34 札幌ドーム Ｈ23 307 32,558 0 ― ― 節水機器の導入 ０ 10.6  

35 宮城スタジアム Ｈ22 63 31,445 0 ― ― 
節水機器の導

入、井水利用
０ 49.9

36 埼玉スタジアム 2002 Ｈ23 113 10,976 31,008 ○ ― 
散水等への雨水

利用 
＋１ 9.7  

37 横浜国際総合競技場 Ｈ23 83 69,418 665,463 ○ ○ 節水機器の導入 ＋２ 83.2

※霞ヶ関カンツリー倶楽部の上水使用量については、井水使用量を含む。 

※宮城スタジアムについては、宮城スタジアムを含む宮城県総合運動公園全体の値を示す。 

※霞ヶ関カンツリー倶楽部の上水使用量にはコースでの散水による使用量も含まれているため、他の会場よりも 1 人当たりの使用量がかなり

大きくなっている。このため、平均値は霞ヶ関カンツリー倶楽部を除いて算出した。 

平均値 28.7
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②  ミティゲーション 

各会場における具体的なミティゲーションとして、表 5-14-11 に示す内容を想定し

た。 

 

 

表 5-14-11  水利用に関するミティゲーションの内容（会場別） 

区 分 ミティゲーションの内容 

新設及び仮設の施設 ○ 東京都は、水の有効利用を促進するために、新設の雑排水利用につい

て、「水の有効利用促進要綱」及び「水の有効利用施設導入の手引き」

に基づいた雑用水利用施設の設置による上水利用の削減を促進させ

る。 

・ 雨水の再利用施設の設置 

・ 中水利用施設の設置 

・ 再生水利用施設の設置 

 

○ 東京都は、節水型機器の設置（節水トイレ、節水シャワー、流水擬音

装置）等による上水利用削減を促進させる。 
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○「水の有効利用促進要綱」（平成 15 年 7 月）における水資源活用施策の概要 

 

「水の有効利用促進要綱」は、都市の貴重な水資源の有効利用を促進し、もって、環境と共生する都市の形

成に寄与することを目的としており、一定規模以上の建築物または開発事業の事業者は「雑用水利用・雨水

浸透計画書」を東京都に提出し、雑用水利用及び雨水浸透の推進に努めるものとしている。 

 

●「水の有効利用促進要綱」における雑用水の利用方式と対象建築物の規模 

雑用水の利用方式の概要 雑用水利用の対象建築物の規模 

1 雨水利用方式 

建築物及びその敷地内で集水した雨水をろ過し、一度使用

した排水の循環再利用を伴わない状態で、当該建築物及び

その敷地内において、雑用水として利用する方式 

延べ床面積が10,000平方メートル以上の

建築物 

2 広域循環方式 

再生水を供給可能な区域内の建築物等において、雑用水と

して利用する方式 

延べ床面積が10,000平方メートル以上の

建築物又は下水道事業者（下水道局）が

定める基準に該当する建築物 

3 地区循環方式 

一定区画内で処理した循環利用水を雑用水として利用する

方式 

延べ床面積が30,000平方メートル以上の

建築物又は雑用水量（計画可能水量）が

一日当たり 100 立方メートル以上である

建築物。ただし、延べ床面積及び雑用水

量の算定に当たっては、住居、倉庫及び

駐輪駐車の用に供する面積及び水量を除

く。 

4 個別循環様式 

当該建築物内で処理した循環利用水を雑用水として利用す

る方式 

同 上 

5 工業用水利用 

工業用水が供給されている区域内の建築物等において、工

業用水を雑用水として利用する方式 

延べ床面積が10,000平方メートル以上の

建築物又は工業水道事業者（水道局）が

定める基準に該当する建築物 

 

出典：「水の有効利用促進要綱」（平成 15 年 7 月、東京都） 
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○東京都の再生水利用事業の概要 

 

東京都における、再生水の利用は、昭和 59 年度に西新宿地区へ供給する事業として始まり、年々供給地

区が拡大し、供給量も増加している。平成 22 年度末現在、７地区 172 施設等に供給している。 

東京都は、再生水は「都市の貴重な水資源として下水処理水を位置付け、再生水として再利用し循環型社

会の形成に貢献する」としている。水源が枯渇し、水の流れがほとんどなく、河川環境が悪化していた渋谷

川・古川や目黒川、呑川の城南三河川へ再生水を供給し、潤いある水環境を復活させる清流復活事業や、ヒ

ートアイランド対策として夏場に再生水を道路散水するなど様々な形で再生水の利用を進めている。 

今後は下水処理水のさらなる活用に向けて、再生水の供給先拡大とともに、安定供給と水質向上への取組

を行う。 

 

●再生水供給のしくみ（西新宿・中野坂上地区の事例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：東京都下水道局ホームページ 

 

 

●再生水を活用した事業事例（清流復活事業：玉川上水） 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「東京都下水道局事業概要 平成 23 年版」（平成 23 年 9 月、東京都） 

 

 



 5-14-15

 

③  二次評価 

既存会場のうち、東京国際フォーラム、東京ビッグサイト（ホールＡ、Ｂ及び IBC/MPC）

及び横浜国際総合競技場では、雨水及び再生水（中水を含む）の有効利用が既になされて

おり、将来においてもこれらの利用による上水利用量の削減が見込まれることから、評価

を「＋２」とした。 

また、東京体育館、国技館、有明テニスの森、東京スタジアム、埼玉スタジアム 2002

では、雨水あるいは再生水（中水を含む）のいずれかの利用により、上水利用量の削減が

既になされている。これらの会場については、将来においても雨水または再生水（中水を

含む）の利用による上水利用量の削減が見込まれることから、評価を｢＋１｣とした。 

既存会場のうち、その他の会場（国立代々木競技場、日本武道館、夢の島競技場、霞ヶ

関カンツリー倶楽部、札幌ドーム、宮城スタジアム）では、節水コマや自動水栓などの節

水機器の導入、受水槽内水位の設定変更、井水の使用、節水意識の啓発などによる節水の

取り組みが既になされており、将来においても節水等による上水利用量の減少傾向

（p5-14-6）が続くものと想定し、評価を「０」とした。 

恒久施設が新設される会場のうち、延床面積が 30,000 ㎡以上となるオリンピックスタジ

アム、有明アリーナ、夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ、オリンピックアクアティ

クスセンター、ウォーターポロアリーナ、選手村については、表 5-14-11（p5-14-12）に

示すミティゲーションを講じることにより、「水の有効利用促進要綱」に基づいた雨水及

び再生水（中水を含む）の利用がなされるものとし、評価を「＋２」とした。 

その他の恒久施設が新設される会場（大井ホッケー競技場、海の森水上競技場、若洲オ

リンピックマリーナ、葛西臨海公園、武蔵の森総合スポーツ施設）については、表 5-14-11

（p5-14-12）に示すミティゲーションを講じることにより、雨水または再生水（中水を含

む）の利用がなされるものとし、評価を「＋１」とした。 

仮設施設のみで建設される会場については、恒久的な後利用がなく短期間の一時的な利

用のみに限られることから、雑用水の利用施設は設置しないものとし、節水による上水利

用量の削減のみが見込まれることから、評価を「０」とした。 
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2)  開催後（後利用による影響） 

①  一次評価 

開催後（後利用による影響）については、開催中の評価と同様に各会場の水利用につい

て、雨水及び再生水（中水を含む）の有効利用による上水利用量の削減の可能性について

定性的な評価を行った。 

各会場のうち既存の会場については、表 5-14-10（p5-14-11）に示す現状の雑用水利用

施設の設置状況のアンケート調査結果より評価を行った。 

既存会場のうち、東京国際フォーラム、東京ビッグサイト（ホールＡ、Ｂ及び IBC/MPC）

及び横浜国際総合競技場では、雨水及び再生水（中水を含む）の有効利用が既になされて

おり、将来においてもこれらの利用による上水利用量の削減が見込まれることから、評価

を「＋２」とした。 

また、東京体育館、国技館、有明テニスの森、東京スタジアム、埼玉スタジアム 2002

では、雨水あるいは再生水（中水を含む）のいずれかの利用により、上水利用量の削減が

既になされている。これらの会場については、将来においても雨水または再生水（中水を

含む）の利用による上水利用量の削減が見込まれることから、評価を｢＋１｣とした。 

既存会場のうち、その他の会場（国立代々木競技場、日本武道館、夢の島競技場、霞ヶ

関カンツリー倶楽部、札幌ドーム、宮城スタジアム）では、節水コマや自動水栓などの節

水機器の導入、受水槽内水位の設定変更、井水の使用、節水意識の啓発などによる節水の

取り組みが既になされており、将来においても節水等による上水利用量の減少傾向

（p5-14-6）が続くものと想定し、評価を「０」とした。 

恒久施設として新設される会場及び仮設施設のみで建設される会場では、建設時に節水

トイレ等の節水型機器が設置され、また、多量の上水利用が想定されるカヌー（スローラ

ム）や水泳が開催される施設（葛西臨海公園、オリンピックアクアティクスセンター、ウ

ォーターポロアリーナ）では、節水型ろ過装置等の節水型機器が設置されることにより、

節水による上水利用量の削減（p5-14-6）が進むものと見込まれることから、「０」と評価

した。 

 

②  ミティゲーション 

各会場における、上水の利用量を削減し水資源活用を推進するためのミティゲーション

内容は、開催中と同様であり、表 5-14-11（p5-14-12）に示す内容を想定した。 

 

③  二次評価 

既存会場のうち、東京国際フォーラム、東京ビッグサイト（ホールＡ、Ｂ及び IBC/MPC）

及び横浜国際総合競技場では、雨水及び再生水（中水を含む）の有効利用が既になされて

おり、将来においてもこれらの利用による上水利用量の削減が見込まれることから、評価

を「＋２」とした。 

また、東京体育館、国技館、有明テニスの森、東京スタジアム、埼玉スタジアム 2002

では、雨水あるいは再生水（中水を含む）のいずれかの利用により、上水利用量の削減が

既になされている。これらの会場については、将来においても雨水または再生水（中水を

含む）の利用による上水利用量の削減が見込まれることから、評価を｢＋１｣とした。 

既存会場のうち、その他の会場（国立代々木競技場、日本武道館、夢の島競技場、霞ヶ
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関カンツリー倶楽部、札幌ドーム、宮城スタジアム）では、節水コマや自動水栓などの節

水機器の導入、受水槽内水位の設定変更、井水の使用、節水意識の啓発などによる節水の

取り組みが既になされており、将来においても節水等による上水利用量の減少傾向

（p5-14-6）が続くものと想定し、評価を「０」とした。 

恒久施設が新設される会場のうち、延床面積が 30,000 ㎡以上となるオリンピックスタジ

アム、有明アリーナ、夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ、オリンピックアクアティ

クスセンター、ウォーターポロアリーナ、選手村については、表 5-14-11（p5-14-12）に

示すミティゲーションを講じることにより、「水の有効利用促進要綱」に基づいた雨水及

び再生水（中水を含む）の利用がなされるものとし、評価を「＋２」とした。 

その他の恒久施設が新設される会場（大井ホッケー競技場、海の森水上競技場、若洲オ

リンピックマリーナ、葛西臨海公園、武蔵の森総合スポーツ施設）については、表 5-14-11

（p5-14-12）に示すミティゲーションを講じることにより、雨水または再生水（中水を含

む）の利用がなされるものとし、評価を「＋１」とした。 

 

 

(4) 評価結果の総括 

各会場に対する水利用の評価結果は、表 5-14-12(p5-14-18)に示すとおりである。 

既に雨水あるいは再生水（中水を含む）の利用施設が設置されている既存の会場は、一次

評価からプラス評価となる。また、恒設施設として建設される会場では、雨水や再生水（中

水を含む）の利用施設を設置することにより、上水利用量の削減が図られることからプラス

評価となる。 
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表 5-14-12  各会場に対する水利用の結果総括表 

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

1 オリンピックスタジアム(国立霞ヶ丘競技場) - 0 - - 0 - +2 - - +2

2 東京体育館 - +1 - - +1 - +1 - - +1

3 国立代々木競技場 - 0 - - 0 - 0 - - 0

4 日本武道館 - 0 - - 0 - 0 - - 0

5 皇居外苑 - 0 - - - - 0 - - -

6 東京国際フォーラム - +2 - - +2 - +2 - - +2

7 国技館 - +1 - - +1 - +1 - - +1

8 有明アリーナ - 0 - - 0 - +2 - - +2

9 有明ＢＭＸコース - 0 - - - - 0 - - -

10 有明ベロドローム - 0 - - - - 0 - - -

11 有明体操競技場 - 0 - - - - 0 - - -

12 有明テニスの森 - +1 - - +1 - +1 - - +1

13 お台場海浜公園 - 0 - - - - 0 - - -

14 潮風公園 - 0 - - - - 0 - - -

15～16 東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂ - +2 - - +2 - +2 - - +2

17 大井ホッケー競技場 - 0 - - 0 - +1 - - +1

18 海の森クロスカントリーコース - 0 - - - - 0 - - -

19 海の森水上競技場 - 0 - - 0 - +1 - - +1

20 海の森マウンテンバイクコース - 0 - - - - 0 - - -

21 若洲オリンピックマリーナ - 0 - - 0 - +1 - - +1

22 葛西臨海公園 - 0 - - 0 - +1 - - +1

23～24 夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ - 0 - - 0 - +2 - - +2

25 夢の島公園 - 0 - - - - 0 - - -

26 夢の島競技場 - 0 - - 0 - 0 - - 0

27～28
オリンピックアクアティクスセンター
ウォーターポロアリーナ

- 0 - - 0 - +2 - - +2

29 武蔵野の森総合スポーツ施設 - 0 - - 0 - +1 - - +1

30 東京スタジアム - +1 - - +1 - +1 - - +1

31 武蔵野の森公園 - 0 - - - - 0 - - -

32 陸上自衛隊朝霞訓練場 - 0 - - - - 0 - - -

33 霞ヶ関カンツリー倶楽部 - 0 - - 0 - 0 - - 0

34 札幌ドーム - 0 - - 0 - 0 - - 0

35 宮城スタジアム - 0 - - 0 - 0 - - 0

36 埼玉スタジアム2002 - +1 - - +1 - +1 - - +1

37 横浜国際総合競技場 - +2 - - +2 - +2 - - +2

OV 選手村 - 0 - - 0 - +2 - - +2

IBC/MPC 東京ビッグサイト(IBC/MPC) - +2 - - +2 - +2 - - +2

開催後 開催前 開催中 開催後

会場 評価点(一次) 評価点(二次)

No. 名称

開催前 開催中

 

※会場№は、表 1-3-37（p1-85～1-86）に示す会場№を表す。 

※評価点の目安は以下のとおりである。 

+2: 大きなプラスの影響 

+1: ある程度のプラスの影響 

0: 中立 

-1: ある程度のマイナスの影響 

-2: 大きなマイナスの影響 

－: 予測評価の検討において対象外とした影響 

■: 網掛けは非該当項目のため対象外とした影響 
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5-14-3  予測評価（全体計画） 

(1) 評価の指標及び目安 

全体計画における評価の指標及び目安は、表 5-14-13 に示すとおりである。 

 

表 5-14-13  評価の指標及び目安 

評価の指標 評価の基準 
評価の目安 

－２ －１ ０ ＋１ ＋２ 

上水利用量の
削減 

現在の上水
利用量の水
準 

現在の上水
利用量の水
準を上回る 

削減が図ら
れない 

節水による
削減量しか
見込めない 

節水の他、雨
水再利用又
は再生水（中
水を含む）利
用による削
減が見込め
る 

節水、雨水再
利用及び再
生水（中水を
含む）利用の
全てによる
削減が見込
める 

 

 

(2) 予測評価の方法 

全体計画の評価は、開催中（施設の存在による影響）、開催後（後利用による影響）におけ

る上水利用量の削減について予測評価の検討を行った。 

それぞれの時期における予測評価の方法は、表 5-14-14 に示すとおりである。 

 

表 5-14-14  予測評価方法（全体計画） 

予測評価の時期 予測評価の方法 

開催前 
工事の実施によ

る影響 

工事の実施に伴う水の利用については、散水や洗車による一時的な利用

が見込まれるが、大量の水利用が想定されないことから、予測評価の対象

外とした。 

開催中 

施設の存在によ

る影響 

８km 圏内における水利用について、雨水及び再生水（中水を含む）の

有効利用による上水利用量の削減の可能性について定性的に予測評価を

行った。 

競技の実施によ

る影響 

８km 圏内における競技の実施による水利用については、「施設の存在に

よる影響」に含めるものとして、ここでは予測評価の対象外とした。 

開催後 

工事の実施によ

る影響 

工事の実施に伴う水の利用については、散水や洗車による一時的な利用

が見込まれるが、大量の水利用が想定されないことから、予測評価の対象

外とした。 

後利用による影

響 

開催中（施設の存在による影響）と同様、８km 圏内における雨水及び

再生水（中水を含む）の有効利用による上水利用量の削減の可能性につい

て定性的に予測評価を行った。 
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(3) 予測評価の結果 

1)  開催中（施設の存在による影響） 

①  一次評価 

８km 圏内の地域全体の水利用について、雨水及び再生水（中水を含む）による上水利用

量の削減の可能性について定性的に評価を行った。 

８km 圏内に位置する各会場における上水使用量の推計値は、表 5-14-15(1)(p5-14-21)

に示すとおりであり、各会場では開催期間を通して約 306 千 m3、1 日あたり約 18 千 m3の

上水使用があると見込まれる。 

また、オリンピック開催期間中の宿泊者による上水使用量の推計値は、表 

5-14-15(2)(p5-14-22)に示すとおりであり、宿泊施設では開催期間を通して約 747 千 m3、

1 日あたり約 44 千 m3の上水使用があると見込まれる。 

これより、オリンピック開催期間中の各会場及び宿泊施設における１日あたりの上水使

用量は 62 千 m3と見込まれる。これは、表 5-14-7 (p5-14-7)に示す８km 圏内に配水してい

る浄水場の 1 日あたりの配水量（2,935 千 m3）の 2.1％程度であることから、2020 年東京

オリンピック開催による８km 圏内への上水供給の影響は無いと考えられる。 

また、パラリンピック開催期間中についても、オリンピック大会よりも競技数が少なく、

開催期間も短いことから、上水供給への影響は無いと考えられる。 

 

８km 圏内の地域全体の上水利用量の削減について、表 5-14-6（p5-14-6）に示す東京都

における上水の年間総配水量 1,537,444 千 m3（平成 23 年度）に対して、処理水・再生水

の有効利用量は表 5-14-4（p5-14-3）に示す 30,155 千 m3（平成 22 年度）となっており、

有効利用率は上水利用量の２％程度にとどまっている。 

一次評価においては、８km 圏内の地域全体において水の効率的利用への取組みがなく、

雑用水利用施設の設置状況が現況と同程度（２％程度）の場合を想定すると、上水利用量

の削減量は節水程度の削減量にしかならないと考えられる。したがって、８km 圏内の地

域全体における上水利用量は節水による削減しか見込めないと想定し、評価結果は「０」

とした。 
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表 5-14-15(1)  オリンピック開催期間中における各会場の上水利用量の試算 

№ 名称 競技/種別/種目 
平均 

観客数 
（人/日）

平均 
大会ｽﾀｯﾌ数 
（人/日） 

開催 
日数 

（日） 

上水 
利用量
（千 m3）

1 オリンピックスタジアム 開会式/閉会式 118,900 11,600 2 7.5 
 陸上競技 91,326 9,000 9 25.9 
 マラソン 65,624 5,400 2 4.1 
 競歩 0 300 3 0.0 
 サッカー 60,631 5,000 1 1.9 
 ラグビー 65,624 5,400  2 4.1 
2 東京体育館 卓球 15,841 2,100 11 10.9 
3 国立代々木競技場 ハンドボール 21,414 2,600 16 13.6 
4 日本武道館 柔道 17,000 1,800 7 2.6 
5 皇居外苑 自転車（ﾛｰﾄﾞ･ﾚｰｽ:ｽﾀｰﾄ） 312.018 500 3 0.1 
6 東京国際フォーラム ウエイトリフティング 6,750 1,400 10 0.4 
7 国技館 ボクシング 11,248 1,600 16 2.5 
8 有明アリーナ バレーボール（ｲﾝﾄﾞｱ） 25,612 2,900 16 13.1 
9 有明 BMX コース 自転車競技（BMX） 3,846 600 3 0.4 
10 有明ベロドローム 自転車競技（ﾄﾗｯｸ･ﾚｰｽ） 4,273 900 6 0.9 
11 有明体操競技場 体操（体操） 8,884 1,400 9 2.7 
  体操（新体操） 5,957 1,300 4 0.8 
  体操（トランポリン） 12,368 1,800 3 1.2 

12 有明テニスの森 テニス 7,560 900 9 2.8 
  テニス 3,830 600 9 1.5 
  テニス 2,234 500 6 0.6 

13 お台場海浜公園 トライアスロン 8,648 900 2 0.5 
  水泳（マラソン） 8,648 900 2 0.5 

14 潮風公園 バレーボール 
（ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ） 

21,157 2,600 13 8.9 

15 東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ･ﾎｰﾙＡ レスリング 15,572 1,800 8 0.9 
16 東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ･ﾎｰﾙＢ フェンシング 13,230 1,600 9 0.8 
  テコンドー 14,042 1,600 4 0.4 

17 大井ホッケー競技場 ホッケー（10000） 14,855 1,800 14 6.7 
  ホッケー（5000） 3,629 600 10 1.2 

18 海の森ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｺｰｽ 馬術（ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ） 16,800 1,500 1 0.5 
19 海の森水上競技場 ボート 18,040 1,700 8 4.5 
  カヌー（ｽﾌﾟﾘﾝﾄ） 18,700 1,700 6 3.5 

20 海の森ﾏｳﾝﾃﾝﾊﾞｲｸｺｰｽ 自転車競技（ﾏｳﾝﾃﾝﾊﾞｲｸ） 22,531 1,900 2 1.4 
21 若洲オリンピックマリーナ セーリング 3,990 600 14 1.8 
22 葛西臨海公園 カヌー（ｽﾗﾛｰﾑ） 11,985 1,200 4 1.5 
23 夢の島ﾕｰｽ･ﾌﾟﾗｻﾞ･ｱﾘｰﾅＡ バトミントン 7,242 1,400 9 2.2 
24 夢の島ﾕｰｽ･ﾌﾟﾗｻﾞ･ｱﾘｰﾅＢ バスケットボール 24,709 3,100 16 12.8 
25 夢の島公園 アーチェリー 10,676 1,400 8 2.8 
26 夢の島競技場 馬術（馬場馬術、障害飛越） 6,408 1,200 11 2.3 
27 オリンピックアクアティク

スセンター 
水泳（競泳） 25,483 2,800 8 6.5 

 水泳（ｼﾝｸﾛﾅｲｽﾞｽｲﾐﾝｸﾞ） 14,288 1,500 5 2.3 
  水泳（飛込） 12,429 1,800 13 5.3 

28 ウォーターポロアリーナ 水泳（水球） 11,541 1700 14 5.3 
29 武蔵の森総合スポーツ施設 近代五種（フェンシング） 5,764 700 2 0.4 
30 東京スタジアム 近代五種（水泳、馬術､ﾗﾝﾆﾝ

ｸﾞ､射撃） 
45,503 3,500 2 2.1 

  サッカー 37,315 3,000 7 6.1 
31 武蔵野の森公園 自転車（ﾛｰﾄﾞ･ﾚｰｽ:ｺﾞ-ﾙ） 312 500 3 0.1 
32 陸上自衛隊朝霞訓練場 射撃（ライフル射撃） 3,809 600 9 1.1 
  射撃（クレー射撃） 2,235 500 7 0.5 

33 霞ヶ関カンツリー倶楽部 ゴルフ 23,000 1900 8 5.7 
34 札幌ドーム サッカー 30,295 2,500 7 2.4 
35 宮城スタジアム サッカー 36,535 3,000 9 17.7 
36 埼玉スタジアム 2002 サッカー 48,235 3,800 9 4.5 
37 横浜国際総合競技場 サッカー 54,475 4,200 8 39.1 
OV 選手村   17,000  16 65.0 

IBC/MPC IBC／MPC 延床面積 276.573m2 17 70.5
合 計 386

（うち８km 圏内計） 306

※ 上水使用量は、1 人あたりの使用量原単位×人数(観客数＋大会スタッフ数)×開催日数により算出した。 

※ 1 人あたりの使用量原単位は、既存会場については、アンケート調査結果の値（p5-14-11)を用いた。また、新設

及び仮設会場については、既存会場におけるアンケート調査結果の平均値(28.7L/人日)を用いた。 

※ 選手村の原単位については、宿泊施設であることから、東京都の家庭 1 人あたりの使用量（239L/人日）を用い

た。 

※ IBC/MPC の原単位については、事務所における延床面積当たりの使用量原単位（15L/m2）を用いた。 
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オリンピック開催期間中の滞在宿泊者による上水利用量については、滞在宿泊者数に１

人あたりの上水利用量を乗じて算出した（表 5-14-15(2)参照）。 

開催期間中の滞在宿泊者数については、オリンピックスタジアムから半径 10km 圏内の

ホテル等の総客室数 91,986 室（表 5-14-16）より、１室２名利用と想定し、１日あたりの

滞在者数を約 18.4 万人と見込んだ。 

また、滞在宿泊者１人あたりの上水利用量については、東京都の家庭１人あたりの利用

量（239L/人日）とした。 

 
 

表 5-14-15(2)  オリンピック開催期間中における滞在宿泊者による上水利用量の試算 

Ａ：10km 圏内の 

1 日あたりの 

滞在宿泊者数 

(人/日） 

Ｂ：滞在宿泊者の

1 日あたりの 

上水使用量 

（Ｌ） 

Ｃ：Ａ×Ｂ 

開催期間 1 日あたりの

上水使用量 

（千ｍ3/日） 

Ｄ：Ｃ×17 

開催期間中（17 日間）

の上水利用量の合計 

（千ｍ3） 

183,972 239 44 747 

注）滞在宿泊者の 1 日あたりの上水使用量は、東京都の家庭 1 人あたりの上水利用量（239L/人日；

東京都水道局ホームページ）とした。 

 

 

表 5-14-16  オリンピックスタジアムから半径 10km 圏内のホテル等宿泊客室数 

 

オリンピックスタジアムから半径

10km 圏内のホテル等宿泊客室数 

既存 計画中/建設予定 

ホテル客室 ５つ星 27,195  

  ４つ星 16,664  

  ３つ星 38,039 1,848 

  ２つ星 5,158  

  １つ星 456  

ホテル以外 旅館 1,677  

  

国際オリンピック記念青

少年総合センター 
910 － 

  ユースホステル 39 － 

合  計 91,986 

 



 5-14-23

 

②  ミティゲーション 

上水利用量を削減し、水資源活用を推進するためのミティゲーションとして、表 

5-14-17 に示す内容を想定した。 

 

表 5-14-17  水利用に関するミティゲーションの内容（全体計画） 

区 分 ミティゲーションの内容 

全体計画 ○ 東京都は、水の有効利用を促進するために、新設の雑排水利用につい

て「水の有効利用促進要綱」「水の有効利用施設導入の手引き」に基づ

いた雑用水利用施設の設置による上水利用の削減を促進させる。 

 

・ 雨水の再利用施設の設置 

・ 中水利用施設の設置 

・ 再生水利用施設の設置 

 

○ 東京都は、水の有効利用を促進するために、再生水の供給先拡大とと

もに、安定供給と水質向上への取組を行う。（「東京都下水道局事業概要

平成 23 年版」（平成 23 年 9 月、東京都）） 

 

○ 東京都は、節水型機器の設置（節水トイレ、節水シャワー、流水擬音

装置）等による上水利用削減を促進させる。 
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○「水の有効利用促進要綱」における水資源活用施策の概要 

 

「水の有効利用促進要綱」は、都市の貴重な水資源の有効利用を促進し、もって、環境と共生する都市の形

成に寄与することを目的としており、一定規模以上の建築物または開発事業の事業者は「雑用水利用・雨水

浸透計画書」を東京都に提出し、雑用水利用及び雨水浸透の推進に努めるものとしている。 

 

●「水の有効利用促進要綱」における雑用水の利用方式と対象建築物の規模 

雑用水の利用方式の概要 雑用水利用の対象建築物の規模 

1 雨水利用方式 

建築物及びその敷地内で集水した雨水をろ過し、一度使用

した排水の循環再利用を伴わない状態で、当該建築物及び

その敷地内において、雑用水として利用する方式 

延べ床面積が10,000平方メートル以上の

建築物 

2 広域循環方式 

再生水を供給可能な区域内の建築物等において、雑用水と

して利用する方式 

延べ床面積が10,000平方メートル以上の

建築物又は下水道事業者（下水道局）が

定める基準に該当する建築物 

3 地区循環方式 

一定区画内で処理した循環利用水を雑用水として利用する

方式 

延べ床面積が30,000平方メートル以上の

建築物又は雑用水量（計画可能水量）が

一日当たり 100 立方メートル以上である

建築物。ただし、延べ床面積及び雑用水

量の算定に当たっては、住居、倉庫及び

駐輪駐車の用に供する面積及び水量を除

く。 

6 個別循環様式 

当該建築物内で処理した循環利用水を雑用水として利用す

る方式 

同 上 

7 工業用水利用 

工業用水が供給されている区域内の建築物等において、工

業用水を雑用水として利用する方式 

延べ床面積が10,000平方メートル以上の

建築物又は工業水道事業者（水道局）が

定める基準に該当する建築物 

 

出典：「水の有効利用促進要綱」（平成 15 年 7 月、東京都） 
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○東京都の再生水利用事業の概要 

 

東京都における、再生水の利用は、昭和 59 年度に西新宿地区へ供給する事業として始まり、年々供給地

区が拡大し、供給量も増加している。平成 22 年度末現在、７地区 172 施設等に供給している。 

東京都は、再生水は「都市の貴重な水資源として下水処理水を位置付け、再生水として再利用し循環型社

会の形成に貢献する」としている。水源が枯渇し、水の流れがほとんどなく、河川環境が悪化していた渋谷

川・古川や目黒川、呑川の城南三河川へ再生水を供給し、潤いある水環境を復活させる清流復活事業や、ヒ

ートアイランド対策として夏場に再生水を道路散水するなど様々な形で再生水の利用を進めている。 

今後は下水処理水のさらなる活用に向けて、再生水の供給先拡大とともに、安定供給と水質向上への取組

を行う。 

 

●再生水供給のしくみ（西新宿・中野坂上地区の例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：東京都下水道局ホームページ 

 

●再生水を活用した事業事例（清流復活事業：玉川上水） 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「東京都下水道局事業概要 平成 23 年版」（平成 23 年 9 月、東京都） 
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③  二次評価 

８km 圏内で表 5-14-17(p5-14-23)に示すミティゲーションが講じられることにより、

「水の有効利用促進要綱」に基づく一定規模以上の建築物や開発計画の雑用水利用に、雨

水及び再生水（中水を含む）の有効利用が促進されると考えられる。 

また、再生水の供給地区の拡大に伴い、再生水を利用する施設の増加が期待される。東

京都は、平成 20 年度より八潮・東品川地区で再生水の供給を開始しており、平成 23 年度

現在、八潮及び東品川地区を含む７地区、172 ヶ所の施設で再生水が利用されている。ま

た、今後も都市再開発時に事業者へ働きかける等により再生水の供給地区の拡大を図って

いく。 

東京都における循環水の有効利用、雨水利用施設については図 5-14-1(p5-14-2),図 

5-14-2(p5-14-2)に示すとおり経年的に増加傾向を続けており、これらの施策の実施によ

り、８km 圏内において雨水及び再生水（中水を含む）の更なる有効利用が促進され、上水

の利用量が削減されるものと考えられる。 

したがって、全体計画についての評価結果は、「＋２」とした。 
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2)  開催後（後利用による影響） 

①  一次評価 

開催中と同様に、８km 圏内の水利用について、雨水及び再生水（中水を含む）による上

水利用量の削減の可能性について定性的に評価を行った。 

一次評価においては、８km 圏内の各施設において水の効率的利用への取組みは行わず、

雑用水利用施設の設置状況については現状と同程度と想定した。東京都区部における再生

水の利用率は近年増加傾向にあるものの、「東京都下水道局事業概要 平成 23 年版」（平成

23 年 9 月、東京都）等によると、区部における総放流量に対する再生水の利用率は約

２％（平成 22 年度年度）と低い割合となっている。 

したがって、８km 圏内における上水利用量は節水による削減しか見込めないと想定し、

全体計画の評価結果は「０」とした。 

 

②  ミティゲーション 

上水利用量を削減し、水資源活用を推進するためのミティゲーションは、開催中と同様

であり、表 5-14-17（p5-14-23）に示す内容を想定した。 

 

③  二次評価 

二次評価については、表 5-14-17（p5-14-23）に示すミティゲーションが講じられるこ

とにより、開催中の二次評価と同様に、上水利用量が削減されるものとした。 

したがって、全体計画についての評価結果は、「＋２」とした。 

 

 

(4) 評価結果の総括 

全体計画に対する水利用の評価結果は、表 5-14-18 に示すとおりである。 

８km 圏内において雨水及び再生水（中水を含む）の利用施設を設置することにより、上水

利用の削減が図られることからプラス評価となる。 

 

表 5-14-18  全体計画に対する水利用の評価結果総括表 

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

全体計画 － 0 － － 0 － +2 － － +2

評価対象

評価点(一次) 評価点(二次)

開催前 開催中 開催後 開催前 開催中 開催後

 
※評価点の目安は以下のとおりである。 

+2: 大きなプラスの影響 

+1: ある程度のプラスの影響 

0: 中立 

-1: ある程度のマイナスの影響 

-2: 大きなマイナスの影響 

－: 予測評価の検討において対象外とした影響 

■: 網掛けは非該当項目のため対象外とした影響 
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5-15  廃棄物 

5-15-1  現況 

(1) 一般廃棄物 

平成 21 年度における東京都全体のごみ量は、集団回収量が 30 万トン、資源ごみ量が 59

万トン、資源ごみを除くごみ排出量が 387 万トンで合計 476 万トンとなっている（「東京の資

源循環 2011」（平成 24 年 2 月、東京都環境局））。 

東京都のごみ処理のフローを図 5-15-1 に示す。資源ごみ量を除くごみ排出量 387 万トン

のうち、焼却・熱回収により 326 万トンが減量化され、25 万トンが再生資源として利用され

ており、残りの 36 万トンが 終処分されている。これより、東京都のごみ量のうち 92.4％

が有効利用されていることになる。 

東京都の一般廃棄物の推移は図 5-15-2 に示すとおりであり、ごみ総量及び一人当たりの

ごみ量ともに経年的に減少傾向となっている。 

また、一般廃棄物の可燃ごみ及び不燃ごみの内訳は図 5-15-3(p5-15-2)に示すとおりであ

り、可燃ごみは紙類（39.1％）、厨芥(31.2％)の割合が高く、不燃ごみは金属（31.9％）、家

電製品類（18.6％）の割合が高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

出典：「東京の資源循環 2011」（平成 24 年 2 月、東京都環境局） 

図 5-15-1  東京都のごみ処理フロー（平成 21 年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「東京の資源循環 2011」（平成 24 年 2 月、東京都環境局） 

図 5-15-2  東京都の一般廃棄物量の推移 
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出典：「東京の資源循環 2011」（平成 24 年 2 月、東京都環境局） 

図 5-15-3  東京都の一般廃棄物の可燃ごみ（左）及び不燃ごみ（右）の内訳（平成 21 年度） 

 

 

 

 

 

 

   

さらに、８km 圏内に位置する区部毎のごみの排出量及び一般廃棄物処理施設の概要は、表 

5-15-1 及び表 5-15-2（p5-15-3）に示すとおりである。８km 圏にかかる 13 区部のごみの排

出量は、年間で 119.2 万トン、一日あたりでは 3,267 トンとなっている。また、８km 圏にあ

る 19 施設における一日あたりのごみ処理能力は合計 11,297 トンである。 

 

表 5-15-1  ８km 圏内のごみの排出量（平成 21 年度） 

地域 ごみの排出量 

千代田区 2.3 万トン 

中央区 4.9 万トン 

港 区 8.0 万トン 

新宿区 10.2 万トン 

文京区 6.0 万トン 

台東区 6.0 万トン 

墨田区 7.3 万トン 

江東区 13.2 万トン 

品川区 10.5 万トン 

目黒区 7.7 万トン 

大田区 18.2 万トン 

渋谷区 7.2 万トン 

江戸川区 17.6 万トン 

合計 119.2 万トン

一日あたりのごみ排出量 3,267 トン

出典：「東京都統計年鑑 平成 22 年」（http://www.toukei.metro.tokyo.jp/tnenkan/2010/tn10q3i019.htm） 

より作成 

 

「一般廃棄物」とは、家庭から排出される廃棄物と、事業に伴って排出される廃棄物の

うち、産業廃棄物以外のもの（事務所、商店などから排出される紙ごみ、飲食店から排

出される生ごみなど）をいう。 

メ モ 
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表 5-15-2  ８km 圏における一般廃棄物処理施設の概要（平成 24 年 4 月 1 日現在） 

施設区分 施設名 処理能力（トン/日）

焼却施設 品川清掃工場 600 

大田第一清掃工場 600 

大田清掃工場 600 

目黒清掃工場 600 

有明清掃工場 400 

江戸川清掃工場 600 

墨田清掃工場 600 

新江東清掃工場 1,800 

港清掃工場 900 

破砕ごみ処理施設 180 

中央清掃工場 600

渋谷清掃工場 200 

多摩川清掃工場 300

粗大・不燃・資源ごみ処理施設 中防不燃ごみ処理ｾﾝﾀｰ 第 2 1,824 

京浜島不燃ごみ処理ｾﾝﾀｰ 608 

粗大ごみ破砕処理施設 640 

港資源化センター 28 

品川区資源化センター 143 

江東区リサイクルパーク 74 

合計 11,297

出典：「東京都環境局ホームページ」 

（http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/resource/general_waste/index.html）より作成 
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(2) 建設副産物 

建設工事から排出された建設副産物（建設廃棄物及び建設発生土）を対象とした「建設副

産物実態調査」における東京都の調査結果は表 5-15-3(p5-15-5)、図 5-15-4(p5-15-5)及び

表 5-15-4(p5-15-5)に示すとおりである。 

平成 20 年度における建設廃棄物の項目別の発生量は、総量で 6,246.6 千トンであり、品目

別ではコンクリート塊（2,806.8 千トン）が も多く、次いでアスファルト・コンクリート

塊（1,560.9 千トン）、建設汚泥（1,083.2 千トン）の発生量が多くなっている。 

建設廃棄物はその大部分が再資源化されており、現場内利用や減量化の割合は小さい。現

場内利用や減量化も含めた平成20年度における再資源化等率は、建設工事全体では91.9％、

うち公共土木工事では 98.8％となっている。品目別には、アスファルト・コンクリート塊

（97.2％）、その他（96.5％）、コンクリート塊（95.2％）をはじめとして、建設混合廃棄物

（52.1％）を除き再資源化率が高くなっている。また、再資源化等率の推移（図 5-15-4）を

みると、経年的に増加しており、建設廃棄物のリサイクルは着実に進んできている。 

建設廃棄物の 終処分量は、総量で 502.9 千トンとなっており、項目別には建設混合廃棄

物（187.9 千トン）、コンクリート塊（135.7 千トン）が多くなっている。 

平成 20 年度における建設発生土の場外排出量は 9,380.9 千トンであり、搬出先の内訳は工

事間利用が 786.2 千トン、再資源化施設が 810.9 千トン、内陸受入地が 7,783.8 千トンとな

っている。 

 

 

 

 

 

 

 

「建設副産物」とは、建設工事に伴い副次的に得られるものであり、「工事現場外に搬出

される建設発生土」、「コンクリート塊」、「アスファルト・コンクリート塊」、「建設発生

木材」、「建設汚泥」、又これらが混合した「建設混合廃棄物」などがある。 

メ モ 
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表 5-15-3  東京都の建設廃棄物の発生状況（平成 20 年度） 

品目 

建設工事全体 都関連工事

発生量 

再資源化等量 

終処分量 再資源化等率※2 現場内 

利用量 

現場内 

減量化量
再資源化量 減量化量

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 2,806.8  17.0 0.0 2,654.0 0.0 135.7 95.2％ 98.8％

ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 1,560.9 4.7 0.0 1,512.7 0.0 43.4  97.2％ 99.4％

建設発生木材※1  229.9 0.9 0.0 187.2 13.7 28.1  87.8％ 98.7％

建設汚泥 1,083.2 10.0 0.4 855.8 115.3 101.6 90.6％ 98.1％

建設混合廃棄物 392.4  0.0 0.0 179.8 24.7 187.9  52.1％ 54.7％

その他 173.5  0.0 28.7 130.4 8.4 6.0  96.5％ 98.7％

合計 6,246.6  32.6 29.1 5,520.1 162.1 502.9 91.9％ 98.8％

※1：伐木材・除根材等含む 

※2：再資源化等率＝再資源化等量÷発生量 

出典：「平成 20 年度建設副産物実態調査結果」（国土交通省総合政策局）より作成 
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出典：「建設副産物実態調査結果」（国土交通省総合政策局）より作成 

図 5-15-4  東京都における建設廃棄物（建設工事全体）の再資源化等率の推移 

 

 

表 5-15-4  東京都の建設発生土の発生状況（平成 20 年度） 

項 目 
場外排出量    

 工事間利用 再資源化施設 内陸受入地 

建設発生土 9,380.9 786.2 810.9 7,783.8 

出典：「平成 20 年度建設副産物実態調査結果」（国土交通省総合政策局）より作成 

 

単位：千トン

単位：千トン
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(3) 食品廃棄物 

平成21年度の全国における食品廃棄物等の年間総発生量は図 5-15-5に示すとおりであり、

年間で 2,272 万トンとなっている。業種別には、食品製造業が 81％（1,845 万トン）で も

多く、次いで、外食産業が 12％（267 万トン）、食品小売業が６％（135 万トン）、食品卸売

業が１％（25 万トン）となっている。 

また、東京都内の事業系食品廃棄物の排出量は表 5-15-5 に示すとおり、都内全体の食品

廃棄物の排出量は 70.4～121.7 万トン/年と推計される。 

 

 

出典：農林水産省ホームページ（http://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syokuhin/） 

 

図 5-15-5  全国における食品廃棄物等の業種別発生量（平成 21 年度） 

 

 

表 5-15-5  東京都内の事業系食品廃棄物排出量の推計 

 ① ② 

A：農水省調査 

全国食品廃棄物 

年間発生量 1) 

（万トン/全国） 

B：総務省調査 

従業員比率 2) 

（東京都/全国） 

（％） 

C：A×B 

都内食品廃棄物 

年間発生量 

（万トン/東京都） 

D：その他調査 

 

 

（万トン/東京都）

食品製造業 495 6.5 32.2 3.93)

食品卸売業 74 15.9 11.8 11.84)

食品小売業 263 11.2 29.5 28.85)

外食産業 304 15.9 48.3 25.95)

食品産業 計 1,136 - 121.7 70.4 

出典：東京都環境局ホームページ 

1)「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の一部を改正する法律案参考資料」（平成 19 年 3 月、農林水産

省・環境省） 

2)「平成 18 年 事業所・企業統計調査報告」（総務省統計局） 

3)「東京都産業廃棄物経年変化実態調査」（東京都環境局）による平成 17 年度の動植物生残さ廃棄物量 

4) 1)及び 2)から推計した値（①） 

5)「3R システム化可能性調査事業 再生可能困難な食品廃棄物のバイオマス燃料化調査報告書」（平成 19 年 3 月、

経済産業省関東経済局） 
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また、平成 15 年度から平成 21 年度までの食品廃棄物等の年間発生量、食品リサイクル法

で規定している用途による再生利用量及び再生利用率の推移は、図 5-15-6 に示すとおりで

ある。 

平成 19 年度から平成 20 年度にかけて統計方法の変更により年間発生量及び再生利用量が

大幅に増加しているものの、再生利用率は年々着実に増加してきており、平成 15 年度の

37.6％から平成 21 年度には 66.3％まで増加している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 再生利用率は、「食品リサイクル法で定める再生利用量」÷「食品廃棄物等の年間総発生量」とする。

また、食品リサイクル法で規定している用途とは、肥料、飼料、油脂及び油脂製品、メタン、炭化

製品（燃料及び還元剤、エタノールの原材料）としての再生利用を示す。 

※2 平成 19 年度以前の調査では、食品廃棄物等の年間発生量に係らず、対象事業所に対して統計調査を

実施し食品産業全体の推計を行っていた。平成 20 年度以降の調査では、食品廃棄物等の年間発生量

が 100 トン未満の事業場については、統計調査より推計した値を用い、100 トン以上の事業所につ

いては、食品リサイクル法に基づく定期報告の結果を用いている。 

出典：「食品循環資源の再生利用等実態調査報告」（農林水産省大臣官房統計部）より作成 

 

 

図 5-15-6  食品廃棄物等の再生利用量及び再生利用率の推移 

 

37.6  39.1 
46.6  47.8  48.7 

64.7  66.3 

0

20

40

60

80

100

0 

5,000 

10,000 

15,000 

20,000 

25,000 

Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21

（％）（単位：千ｔ）

食品廃棄物等の年間発生量
再生利用量
再生利用率



 5-15-8

 

平成 21 年度における食品廃棄物等の再生利用実施状況は、表 5-15-6 及び図 5-15-7 に示

すとおりである。 

食品産業全体の再生利用実施率は 66％であり、業種別には、食品製造業が 77％と も高く、

食品卸売業、食品小売業、外食産業の順に低下している。食品流通の川下に至るほど分別が

難しくなるため、 も川下側に位置している外食産業では、食品廃棄物等の年間総発生量の

85％程度が、再生利用がなされないまま処分されている状況にある。 

 

表 5-15-6  食品廃棄物等の年間総発生量及び発生抑制の実施量（平成 21 年度） 

区分 

食品廃棄物等の年間総発生量 

発生抑

制の実

施量 

再生利

用実施

率 

※2 

計 

 
減量量 

再生利

用量全

体 

食品リサイク

ル法で規定し

ている用途へ

の再生利用量

再生利

用以外

※1 

熱回収

量 

廃棄物

処分量 

単位 千ｔ 千ｔ 千ｔ 千ｔ 千ｔ 千ｔ 千ｔ 千ｔ ％ 

食品産業計 22,718  2,441  15,617 15,064 553   570 4,091  1,723 66 

食品製造業 18,449  2,353  14,711 14,222 489   569 816  1,526 77 

食品卸売業 250  3 139 130 9 － 108  27 52 

食品小売業 1,348  15  431 415 16   1 901  88 31 

外食産業 2,672  70  336 296 40 － 2,265  82 11 

※1「再生利用以外」とは、食品リサイクル法で定める再生利用手法以外のもので、セメント、きのこ菌床、

暗渠疎水材、かき養殖用資材等である。 

※2 再生利用実施率は、「食品リサイクル法で定める再生利用量」÷「食品廃棄物等の年間総発生量」を示す。 

出典：「食品循環資源の再生利用等実態調査報告」（農林水産省大臣官房統計部）より作成 
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※「再生利用以外」とは、食品リサイクル法で定める再生利用手法以外のもので、セメント、きの

こ菌床、暗渠疎水材、かき養殖用資材等である。 

出典：「食品循環資源の再生利用等実態調査報告」（農林水産省大臣官房統計部）より作成 

 

図 5-15-7  食品廃棄物等の再生利用等実施量（平成 21 年度） 
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(4) 終処分量 

東京都の 終処分量は図 5-15-8 に示すとおりであり、平成 21 年度における東京都全体の

終処分量は 36 万トンで、そのうち区部の 終処分量は 35 万トンとなっている。また、近

年の発生量に対する 終処分率は減少傾向にある。 

平成 21 年度におけるごみ処理フローは図 5-15-9(p5-15-10)に示すとおりであり、ごみ排

出量 387 万トンのうち 326 万トンが減量化、25 万トンが再生利用され、処理後 終処分量 35

万トンと直接 終処分量 1 万トンをあわせた 36 万トンが 終処分されている。 

平成 20 年度における東京都区部における不燃ごみの組成と 終処分場での組成は図 

5-15-10(p5-15-10)に示すとおりである。不燃ごみ中にはプラスチック類が多く存在しており、

ほとんど処理されることなく埋立処分されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「東京の資源循環 2011」（平成 24 年 2 月、東京都環境局） 

図 5-15-8  東京都の 終処分量(左）と発生量に対する 終処分率(右）の推移 
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出典：「東京の資源循環 2011」（平成 24 年 2 月、東京都環境局） 

図 5-15-9  東京都のごみ処理フロー（平成 21 年度、再掲） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 終処分場での組成は、一般廃棄物（焼却灰を除く）を対象としている。 

出典：東京都廃棄物審議会資料より 

図 5-15-10  東京都区部における不燃ごみの組成と 終処分場での組成（平成 20 年度） 

 

 

 

(5) 各会場の廃棄物の発生量の状況 

各会場のうち既存の会場を対象として、大規模なイベント時に発生する廃棄物発生量をア

ンケート調査により把握した。その結果は表 5-15-7(p5-15-11～12)に示すとおりであり、１

人あたりの発生量は 41～255g/人の範囲にあった。また、廃棄物発生量の内訳は、一般廃棄

物がほとんどであり、産業廃棄物は非常に少ない状況であった。 

 

不燃ごみの組成（区部） 都の最終処分場での組成（残灰除く） 
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表 5-15-7(1)  既存会場の廃棄物の排出量（イベント時における廃棄物の発生量） 

会場名

     イベント概要

 

廃棄物の排出状況 

2 3 4 6 7 12 15～16 

東京体育館 国立代々木競技場 日本武道館 東京国際フォーラム 国技館 有明テニスの森公園 東京ビッグサイト 

 

平成 23 年 7 月～9 月

施設利用合計 

利用者数：457,512 人

 

平成 23 年 7 月～9 月

施設利用合計 

利用者数：460,921 人

 

全日本柔道選手権 

平成 23 年 4 月 29 日

利用者数：10,000 人

 

芸能イベント 

6 日間 

利用者数：30,000 人

 

大相撲九月場所 

15 日間 

利用者数：91,000 人

 

平成 23 年 7 月～9 月

施設利用合計 

利用者数：206,294 人

東京マラソン 2012 

東京マラソン

EXPO2012 

平成23年2月23日～26日 

利用者数：131,381 人 

廃棄物発生量合計（ｔ） 19.73 31.13 2.18 6.19 23.21 9.35 8.54 
一
般
廃
棄
物 

資
源
ご
み 

紙 1.09 0.70 

段ボール 1.35 2.31 0.95 4.03 0.63 0.50 

雑誌・新聞 0.20 1.50 0.49 0.03 

缶 0.62 0.53 0.044 0.09 1.05 0.70 

瓶 0.12 0.08 0.28 1.29  

ペットボトル 5.89 1.67 0.033 0.12  

容器包装ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ  

食品残渣（堆肥化等） 0.55 

剪定枝等(チップ化等) 8.00  

その他  

可燃ゴミ 1.35 15.35 1.111 3.50 13.29 5.55 5.90 

不燃ゴミ 9.20 0.990 1.25 3.07 3.17  

粗大ゴミ  
産
業
廃
棄
物 

再
利
用 

金属類 0.00  

電池  

プラスチック類 0.16 

廃油 0.60  

アスファルト  

コンクリート  

ガラス・陶磁器類  

木質系廃材  

その他 1.00  

終処分  

1 人あたりの発生量（g/人） 43 68 218 206 255 45 65 

リサイクル率（％） 41 49 4 23 30 7 29 

※1.イベント開催時における廃棄物発生量を把握していない会場については、大会開催時期と同時期（7～9 月）の廃棄物発生量を示した。 

※2.リサイクル率は、「資源ごみ量÷廃棄物量」で算出した。 
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表 5-15-7 (2)  既存会場の廃棄物の排出量（イベント時における廃棄物の発生量） 

会場名

     イベント概要

 

廃棄物の排出状況 

26 30 33 34 35 36 37 

夢の島競技場 東京スタジアム 
霞ヶ関 

カンツリー倶楽部 
札幌ドーム 宮城スタジアム 

埼玉スタジアム 

2002 
横浜国際総合競技場 

 

平成 23 年 7 月～9 月

施設利用合計 

利用者数：71,843 人

J リーグ戦 

利用者数：35,911 人

ＡＫＢ48 握手会 

利用者数：15,000 人

第 71 回日本オープ

ンゴルフ選手権競技

平成 18 年 10 月 12～

15 日 

利用者数：21,036 人

 

平成 23 年 7月～9月

施設利用合計 

利用者数：1,044,592 人

 

平成 22 年 7月～9月

施設利用合計 

利用者数：218,980 人

2014 ワールドカッ

プアジア３次予選 

日本ｖｓ北朝鮮 

平成 23 年 9 月 2 日

利用者数：54,624 人

FIFA Club World Cup 

Japan 2011 

平成23年12月15、18日 

利用者数：130,000 人 

廃棄物発生量合計（ｔ） 8.22 4.62 4.73 175 8.9 9.93 26.9 
一
般
廃
棄
物 

資
源
ご
み 

紙 0.15 20.38 0.06 

段ボール 0.35 0.5 20.97 2.05 0.96 3.35 

雑誌・新聞 0.20  5.67 0.42 0.53  

缶 4.80 0.33 0.21 2.47 0.35 0.60 

瓶 0.20  1.37 0.15  

ペットボトル 1.50 0.47 0.65 4.81 0.89 7.08 

容器包装ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ  4.41  

食品残渣（堆肥化等） 0.124  12.90  

剪定枝等(チップ化等)   

その他（缶・瓶混合）  0.15  

可燃ゴミ 1.26 1.874 3.37 94.96 6.41 7.05 15.78 

不燃ゴミ 0.51 1.07  

粗大ゴミ  
産
業
廃
棄
物 

再
利
用 

金属類 0.13 0.06 

電池 0.04  

プラスチック類 2.88 0.00 

廃油 3.59  

アスファルト  

コンクリート  

ガラス・陶磁器類  

木質系廃材 0.13  

その他（蛍光管等）  0.07  

終処分  

1 人あたりの発生量（g/人） 114 91 225 167 41 182 207 

リサイクル率（％） 78 36 29 42 28 29 41 

※1.イベント開催時における廃棄物発生量を把握していない会場については、大会開催時期と同時期（7～9 月）の廃棄物発生量を示した。 

※2.リサイクル率は、「資源ごみ量÷廃棄物量」で算出した。 

※3.宮城スタジアムについては、宮城スタジアムを含む宮城県総合運動公園全体の値を示す。 
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5-15-2  予測評価（会場別） 

(1) 評価の指標及び目安 

廃棄物発生量の減量化及び廃棄物の有効利用についての会場別検討における評価の指標

及び目安は、表 5-15-8 に示すとおりである。 

 

表 5-15-8  評価の指標及び目安（会場別） 

評価の指標 評価の基準 
評価の目安 

－２ －１ ０ ＋１ ＋２ 

廃棄物発生量
の減量化 
 

廃棄物発生
量の減量化
によって削
減される
終処分量の
水準 

現状の減量
化の水準を
下回り、 終
処分量が増
加する（削減
量 -20 ％ 以
上） 

現状の削減
量の水準を
下回り、 終
処分量が増
加する（削減
量 -20 ％ 以
内） 

現状の削減
量と同水準
であり、 終
処分量は変
わらない（削
減量 -5％・
+20％以内）

現状の削減
量を上回り、

終処分量
は現状の水
準より減量
される（削減
量 +20 ％ 以
上） 

削減対策に
よって、廃棄
物の 終処
分量がほぼ
０となる 

廃棄物の有効
利用 

廃棄物の有
効利用によ
って削減さ
れる 終処
分量の水準 

現状のリサ
イクル率を
下回り、 終
処分量が増
加する（削減
量 -20 ％ 以
上） 

現状のリサ
イクル率を
下回り、 終
処分量が増
加する（削減
量 -20 ％ 以
内） 

現状のリサ
イクル率と
同水準であ
り、 終処分
量は変わら
ない（削減量
-5％・+20％
以内） 

現状のリサ
イクル率を
上回り、 終
処分量は現
状の水準よ
り減量され
る（削減量
+20％以上） 

リサイクル
率 100％を達
成できる 

 

(2) 予測評価の方法 

会場別では、開催前（工事の実施による影響）、開催中（競技の実施による影響）、開催後

（工事の実施による影響、後利用による影響）における廃棄物発生量の減量化及び有効利用

について予測評価の検討を行った。 

それぞれの時期における予測評価の方法は、表 5-15-9 に示すとおりである。 

 

表 5-15-9  予測評価方法（会場別） 

予測評価の時期 予測評価の方法 

開催前 
工事の実施によ

る影響 

工事の実施に伴う廃棄物の発生に関しては、建設廃棄物の減量化・有効

利用の程度について定性的な予測評価を行った。 

開催中 

施設の存在によ

る影響 

施設の存在による廃棄物の発生による影響については、「競技の実施に

よる影響」で扱うものとし、ここでは予測評価の対象外とした。 

競技の実施によ

る影響 

競技の実施や会場の利用による廃棄物の発生に関しては、一般廃棄物の

減量化・有効利用の程度について定性的な予測評価を行った。 

開催後 

工事の実施によ

る影響 

工事の実施に伴う廃棄物の発生に関しては、建設廃棄物の減量化・有効

利用の程度について定性的な予測評価を行った。 

後利用による影

響 

後利用による廃棄物の発生に関しては、一般廃棄物の減量化・有効利用

の程度について定性的な予測評価を行った。 

なお、陸上自衛隊朝霞訓練場の後利用については、陸上自衛隊の専用施

設であることから、予測評価の対象外とした。 



 

 5-15-14

 

(3) 予測評価の結果 

1)  開催前（工事の実施による影響） 

①  一次評価 

(ｲ) 廃棄物発生量の減量化 

一次評価においては、工事により発生する建設廃棄物の発生量の減量化の取組みについ

て、現在の標準的な工事と同程度の廃棄物の削減対策がなされ、現在の廃棄物の発生水準

と同等の減量化がなされるものとした。 

したがって、開催前（工事の実施による影響）についての評価結果は、いずれも「０」

とした。 

 

(ﾛ) 廃棄物の有効利用 

一次評価においては、建設廃棄物の有効利用の取組みについて、現在の標準的な工事と

同程度の廃棄物の有効利用がなされるものとした。 

したがって、開催前（工事の実施による影響）についての評価結果は、いずれも「０」

とした。 

 

②  ミティゲーション 

各会場の工事の実施に際して、廃棄物発生量の減量化及び廃棄物の有効利用を推進する

ためのミティゲーションとして、表 5-15-10(p5-15-15～16)に示す内容を想定した。 
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表 5-15-10(1)  廃棄物発生量の減量化に関するミティゲーションの内容（開催前） 

予測評価の時期 ミティゲーションの内容 

開催前 工事の実

施による

影響 

<廃棄物発生量の減量化> 

○ 東京都は、都の計画で定めている以下に示す対策を講じ、建設廃棄物

の発生抑制に努める。 

（東京都廃棄物処理計画に基づく発生抑制） 

・ プラスチック廃棄物の発生抑制・分別排出 

・ 混合廃棄物の分別促進及び可燃性廃棄物の熱回収利用 

・ 建築物の長寿命化による建設廃棄物の発生抑制 

（東京都建設リサイクル推進計画に基づく発生抑制） 

・ 現場内利用及び工事間利用 

（2020 年の東京に基づく発生抑制） 

・ 建設廃棄物の適正処理を進めるため、排出事業者や解体事業者への指

導・育成を推進するとともに、警察や九都県市等と連携した不法投棄

対策を強化する。 

※廃棄物の抑制対策の詳細については、「東京都廃棄物処理計画（平成 23

年 6 月）」（p5-15-17～18）、「東京都建設リサイクル推進計画（平成 20

年 4 月）」（p5-15-20）を参照 

 

○ 上記の計画以外に、以下の対策を講じることにより、建設廃棄物の発

生抑制に努める。 

・ 仮設部分については、リースやレンタルを活用するとともに、再利用

しやすいよう工夫する。 

・ プレカット材※の利用による現場での建設廃棄物の発生抑制 

・ 分別解体・分別排出の徹底による混合廃棄物の発生抑制 

・ 優良な産業廃棄物処理業者を認定する、第三者評価制度（適正処理、

再資源化及び環境に与える負荷の少ない取り組みの実施など、一定の

基準を設けて評価する制度）の活用 

 

 

 

  

「プレカット材」とは、現場で使用するサイズや形にあらかじめ加工された構造材のことである。プ

レカット材を使用することにより現場での作業の軽減が図られるとともに、現場で発生する建設廃棄

物の抑制にもつながる。 

 

メ モ 
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表 5-15-10(2)  廃棄物発生量の有効利用に関するミティゲーションの内容（開催前） 

予測評価の時期 ミティゲーションの内容 

開催前 工事の実

施による

影響 

<廃棄物の有効利用> 

○ 東京都は、都の計画で定めている以下に示す廃棄物の有効利用策を講

じ、建設廃棄物の有効利用に努める。 

（東京都廃棄物処理計画に基づく有効利用） 

・ 廃プラスチックのリサイクルを推進し、埋立処分量を０とする。 

・ 建設廃棄物の廃石こうボードや建設汚泥など、廃棄物の種類に応じた

効果的なリサイクル促進策の検討・対策の実行 

（東京都建設リサイクル推進計画に基づく有効利用） 

・ 建設廃棄物のリサイクル率については、建設廃棄物のリサイクル率

（縮減含む）を現況（平成 17 年度実績）の 92％から 95％に、建設発

生土のリサイクル率を現況の 84％から 92％以上に向上させる。 

・ 都市鉱山（コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、その他

建設廃棄物）の活用等 

・ 建設発生木材の活用 

・ 建設泥土の活用 

・ 建設発生土、浚渫土砂の活用 

・ 溶融スラグ※（東京二十三区清掃一部事務組合製造）及びエコセメン

ト※（東京たま広域資源循環組合製造）を、そのままの状態として又

はこれを原材料として製造された舗装用アスファルト混合物やコン

クリート二次製品等を、建設工事において活用する。 

※廃棄物の有効利用対策の詳細については、「東京都廃棄物処理計画（平成

23 年 6 月）」（p5-15-17～18）、「東京都建設リサイクル推進計画（平成 20

年 4 月）」（p5-15-20）を参照 

 

○ 上記の計画以外に、以下の対策を講じることにより、建設廃棄物の有

効利用に努める。 

・ 仮設の施設については、再利用しやすいまたは移設しやすい建設方法

を 大限採用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「溶融スラグ」とは、一般廃棄物焼却灰を高温で溶融した後、冷却して固化したものである。重金属の溶出が

抑えられるとともに、高温で処理されるため、ダイオキシン類が分解されるという効果がある。 

「エコセメント」とは、ごみ焼却灰等に石灰石、粘土、石こうなどを補充して成分を調整したのち、約１，３

５０度以上で焼成して製造されたセメントのこと。エコセメントとは、エコロジーとセメントとを合わせた造

語であり、土木建設資材として日本工業規格（ＪＩＳ）に定められている。 

多摩地域では、ごみ焼却施設から排出される焼却灰等を「エコセメント」に再生するエコセメント化施設が整

備されている。 

メ モ 
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○「東京都廃棄物処理計画」（平成 23 年 6 月）における計画目標・主要施策の概要 

●計画目標・主要施策の概要 

計画目標 主要施策の概要 

平成 27 年度の 

終処分量を 

平成 19 年度から 

30％減(125 万トン) 

とする。 

 

 

３Ｒ施策の促進 ＜１．発生抑制・リユースの促進＞ 

・ ごみを出さない社会の定着 

・ 家庭ごみの有料化 

＜２．リサイクルの促進＞ 

・ 都市鉱山の開発 

・ 種類別の取組 

・ 静脈物流の効率化 

・ 熱回収の高効率化 

・ 埋立処分場からのメタンガスの活用 

＜３．３Ｒ効果の見える化＞ 

・ 資源投入量の見える化 

・ 資源の循環的利用による温室効果ガス削減効果の見える化 

・ リサイクルに関する費用の透明化 

＜４．３Ｒの取組を支える体制づくり＞ 

・ グリーン購入の普及啓発の促進 

・ 環境教育・普及啓発の推進 

 適正処理の促進 ＜１．有害廃棄物の適正処理の促進＞ 

・ 微量ＰＣＢ廃棄物の適正処理のための体制整備 

・ 都の埋立処分場での飛散性アスベスト受入継続 

・ 水銀使用量の削減と適正処理 

＜２．産業廃棄物の適正処理の促進＞ 

・ 非飛散性アスベスト及び廃石こうボードの分別・適正処理の徹底 

・ 産廃Ｇメンの活用等による不法投棄撲滅のための指導強化 

＜３．一般廃棄物の適正処理の促進＞ 

・ エアゾール缶、ライター等の危険物及び在宅医療廃棄物の適正処理の

促進 

＜４．廃棄物処理施設の適切な管理運営＞ 

・ 埋立処分場の環境負荷及び維持管理費用の低減 

・ 区市町村のリサイクル施設等への指導・助言 

 静脈ビジネス 

発展の促進 

＜１．優良な処理業者が優位に立てる環境づくり＞ 

・ 排出事業者の適正処理コストの負担 

・ 業界構造・実態の把握に努め、処理業者・リサイクル業者を専門家

として育成 

＜２．スーパーエコタウン事業
※
の推進＞ 

・ スーパーエコタウン事業者の成果を先進的な取組事例として、国内

外に向け積極的に情報発信 

＜３．共同技術研究の実施＞ 

・ 廃棄物処理技術・リサイクル技術の高度化を図るため産学公連携に

よる共同技術研究調査の実施 

 

 

「スーパーエコタウン事業」とは、廃棄物問題の解決と新たな環境産業の立地を促進し、循環型社

会への変革を推進することを目的に、国の都市再生プロジェクトの一環として、東京臨海部に民間

事業者等が主体となり廃棄物処理・リサイクル施設の整備を進める事業のこと。 

 

（食品廃棄物バイオガス発電施設の事例） 

城南島にある食品リサイクル施設では、従来分別が難しいために、リサイクルされず焼却処理さ

れていた食品廃棄物を受入れ、メタン発酵システムで燃料となるメタンガスを発生させ、それを燃

料電池及びガスエンジンで使用することにより、一日でおよそ24,000kWh（約2,400世帯分の電

気量に相当）の発電を行っている。 

メ モ 
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○「東京都廃棄物処理計画」（平成 23 年 6 月）における計画目標・主要施策の概要 

●計画目標の内訳 

区分 
平成 19 年度 

（実績） 

平成 27 年度  

（計画目標） 

平成 19 年度

対比 

一
般
廃
棄
物 

排出量 513 万トン 475 万トン 7％減 

再生利用量 資源収集 

91 万トン 

資源収集 

100 万トン 

再生利用率 

26％に増 

再生資源化量※ 

24 万トン 

再生資源化量※ 

25 万トン 

焼却（熱回収）に

よる減量 

336 万トン 325 万トン － 

終処分量 62 万トン 25 万トン 60％減 

産
業
廃
棄
物 

排出量 2,411 万トン 2,400 万トン 0.5％減 

再生利用量 再生利用量 

757 万トン 

再生利用量 

760 万トン 

再生利用率 

32％で同じ 

焼却（熱回収）に

よる減量 

1,538 万トン 1,540 万トン － 

終処分量 116 万トン 100 万トン 14％減 

終処分量合計 178 万トン 125 万トン 30％減 

 

●計画目標における有効利用量見込み 

 有効利用量：450 万トン（＝資源収集 100 万トン＋再生資源化 25 万トン＋熱回収 325 万トン） 

 有効利用される割合：94.7％（＝有効利用量 450 万トン／排出量 475 万トン） 

 

 

 

 

 
 

「再生資源化量」とは、区市町村の処理施設において、不燃ごみ、粗大ごみ等から

金属等の資源を回収した量及び溶融スラグやエコセメント等として資源化した量で

ある。 

メ モ 
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○「2020 年の東京」における廃棄物発生量の減量化・有効利用対策の概要 

 

目 標 2020 年の東京の姿 これからの政策展開 

低炭素で高効率

な自立・分散型

エネルギー社会

を創出する 

・ 限りある資源を大切

に利用し、資源を循

環利用する社会が実

現している。 

・ 都市活動に伴う廃棄

物の発生抑制や大気

環境の一層の改善が

進み、人や自然にや

さしいクリーンな都

市環境が実現してい

る。 

＜先進技術を駆使した廃棄物対策＞ 

・ 下水汚泥を処理する過程で発生する焼却灰等の建設資材等へ

の再利用を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「東京都の下水道 2011」（平成 23 年 11 月 東京都下水道局）

 

・ 廃棄物の焼却時に発生する排熱を発電や温水として回収する

サーマルリサイクル※の効率化を図る。また、生ごみ等からバ

イオマス※エネルギーとしてメタンガスを回収する取組を進め

る。 

・ 不燃ごみとして埋立処分されている小型電子機器等から、金属

資源を回収する仕組みの構築やリサイクル技術の開発を進め

る。また、下水汚泥やし尿に含まれるリンなどの低・未利用資

源の活用について検討を進める。 

・ 都や区市町村、排出事業者、処理事業者が連携し、廃棄物を効

率的に回収し、高度・循環利用する仕組みを構築する。 

・ 都市活動に伴う廃棄物の発生を抑制し、循環資源として有効に

活用する仕組みを構築するため、３R※ムーブメントを展開し、

都民への定着を図る。 

 

＜廃棄物の適正管理・適正処理の推進＞ 

・ 産業廃棄物処理事業者の育成を図り、廃棄物の適正処理、資源

化、環境配慮などの自主的な取組を促進する。 

・ 建設廃棄物の適正処理を進めるため、排出事業者や解体事業者

への指導・育成を推進するとともに、警察や九都県市等と連携

した不法投棄対策を強化する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「サーマルリサイクル」とは、廃棄物を焼却した際に発生する熱エネルギーを回収

し、発電や地域冷暖房などに活用することである。 

「バイオマス」とは、木材、動物のふん尿、食品廃棄物など、生物由来の有機性資

源（化石資源は含まない。）である。 

「３R」とは、物品を繰り返し使用するリユース（Reuse）、廃棄物等の発生を抑制

するリデュース（Reduce）、資源として再利用するリサイクル（Recycle）の総称

である。 

 

メ モ 
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○「東京都建設リサイクル推進計画」（平成 20 年 4 月）における廃棄物の発生抑制・有効利用

対策の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●重点的に取り組む戦略 

戦略 1 都市鉱山を活用する コンクリート塊、アスファルト、コンクリート塊その他の建設廃棄物の活

用等 

戦略 2 東京の木を活用する 建設発生木材・剪定枝葉・熱帯木材・都内で産出する木材の活用、都内産

の緑化植物の活用等 

戦略 3 建設泥土を活用する 建設泥土の活用、都内処理率向上、一般指定制度・個別指定制度の活用等

戦略 4 建設発生土を活用する 建設発生土、しゅんせつ土砂の活用、適正処理の確保、土壌汚染対策等 

戦略 5 廃棄物を建設資材に活用する 一般廃棄物、上水スラッジ、下水焼却灰等の活用等 

戦略 6 建設グリーン調達を実施する 再生建設資材等の使用など建設グリーン調達を実施 

戦略 7 建設物等を長期使用する 建設物・土木工作物の長期使用の促進 

戦略 8 マルチモーダル化を推進する 建設副産物の運搬は鉄道や船舶輸送等を含めてマルチモーダル化 

戦略 9 島の建設リサイクルを推進する 伊豆諸島、小笠原諸島で建設リサイクルを推進 

戦略 10 戦略を支える基盤を構築する 建設リサイクル法に係る施策展開、研究開発の推進、理解と参画の推進、

公産学民の連携協力など 

 

●建設廃棄物の再資源化・縮減率の目標値 

対象品目   
実績値 

（平成 17 年度）
平成 22 年度 平成 27 年度 

建設廃棄物 
92％ 

96％ 

94％ 

97％ 

95％ 

98％ 

 アスファルト・コンク

リート塊 

99％ 

99％ 

99％以上 

99％以上 

99％以上 

99％以上 

コンクリート塊 99％ 

99％ 

99％以上 

99％以上 

99％以上 

99％以上 

建設発生木材 94％ 

96％ 

95％ 

99％以上 

97％ 

99％以上 

建設泥土 83％ 

86％ 

85％ 

90％ 

90％ 

95％ 

建設混合廃棄物 約 6.8 万トン 

約 1.3 万トン 

平成 17 年度比

で 25％削減 

平成 17 年度比

で 50％削減 

建設発生土 
84％ 

90％ 

90％ 

95％ 

92％ 

99％以上 

※上段は全体の値、下段は都関連工事の値を示す。 
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③  二次評価 

二次評価における廃棄物発生量の減量化、有効利用については、工事の具体的な工程・

施工量が未定であるため、ここではいずれの工事も表 5-15-10（p5-15-15～16）に示すミ

ティゲーションが等しく適用されると想定し、以下のように予測評価を行った。 

 

(ｲ) 廃棄物発生量の減量化 

開催前の工事の実施時に、表 5-15-10(1)（p5-15-15）に示す廃棄物発生量の減量化に係

るミティゲーションを推進することにより、建設廃棄物発生量の削減がなされるものとし

た。 

しかし、建設廃棄物の削減対策は再資源化によるものが大部分となっており、建設廃棄

物の減量による 終処分量の削減はあまり大きくは見込めないことから、建設廃棄物の

終処分量は現在の標準的な工事と同程度の水準にとどまるものと想定した。 

したがって、各会場の廃棄物発生量の減量化についての評価結果は、いずれも「０」と

した。 

 

(ﾛ) 廃棄物の有効利用 

開催前の工事の実施時に、表 5-15-10(2)（p5-15-15）に示す廃棄物の有効利用に係るミ

ティゲーションを推進することにより、建設廃棄物のリサイクルが進むものと見込まれる。 

民間事業で整備される会場（日本武道館及び選手村）では、建設廃棄物のリサイクル率

は現況の 91.9％（平成 20 年度実績、p5-15-5）から 95％（平成 27 年度計画目標値、p5-15-19）

に改善されるものと見込まれる。これにより、建設廃棄物の 終処分量は、発生量の

8.1％から５％にまで削減され、現在の建設廃棄物の 終処分量の水準から 38％程度削減

されることになる。したがって、廃棄物の有効利用の推進により大幅な 終処分量の削減

が見込めることから、日本武道館及び選手村における廃棄物の有効利用についての評価結

果は、いずれも「＋１」とした。 

また、東京都や大会組織委員会等が整備するその他の会場については、建設廃棄物のリ

サイクル率は現況で 98.8％（平成 20 年度実績、p5-15-5）であり、平成 27 年度計画目標

値（p5-15-19）である 98％をすでに上回っている。建設廃棄物の再資源化等率は上昇傾向

にあり（図 5-15-4、p5-15-5）、東京都や大会組織委員会等が表 5-15-10(2)（p5-15-15）

に示すミティゲーションを徹底することにより、建設廃棄物のリサイクルは今後も進むも

のと考えられる。したがって、廃棄物の有効利用の推進により 20％以上の 終処分量の削

減が図られると考えられることから、日本武道館及び選手村以外の会場における廃棄物の

有効利用についての評価結果は、いずれも「＋１」とした。 
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2)  開催中（競技の実施による影響） 

①  一次評価 

開催中の各会場から発生する廃棄物量を算出するため、「5-15-1 (5) 各会場の廃棄物の

発生量の状況」（p5-15-11～11）で示した既存会場の廃棄物発生量のアンケート調査結果を

もとに、利用者１人あたりの廃棄物発生量の原単位を算出した。 

廃棄物発生量の原単位は表 5-15-11(p5-15-23)に示すとおり、利用者１人あたりの廃棄

物発生量は 41～4,265g/人とした。 

この１人あたりの廃棄物発生原単位に、2020 年東京オリンピック大会の参加者数（観客

数及びスタッフ数）を乗じることにより、オリンピック開催期間中における廃棄物発生量

を算出した。オリンピック開催期間中における各会場からの廃棄物発生量は、表 

5-15-12(p5-15-24)に示すとおり延べ約 2,400 トンになると見込まれる。 

図 5-15-2(p5-15-1)に示す東京都全体における一般廃棄物の年間排出量 476 万トンより、

オリンピック開催期間中（17 日間）の東京都全体における排出量は約 22.2 万トンとなる。

各会場から発生する廃棄物量（約 2,400 トン）は、東京都全体の 1.1％程度である。また、

パラリンピック開催期間中についても、オリンピック大会よりも競技数が少なく、開催期

間も短いことから、これよりも影響の程度は小さいものと考えられる。 
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表 5-15-11  利用者一人あたりの廃棄物発生量の原単位 

№ 会場名 原単位の設定 

利用者 1人あたり

の発生原単位 

（g/人） 

1 オリンピックスタジアム アンケートを実施した会場の原単位の平均値 138 

2 東京体育館 会場のアンケート調査結果  43 

3 国立代々木競技場 会場のアンケート調査結果  68 

4 日本武道館 会場のアンケート調査結果 218 

5 皇居外苑 アンケートを実施した会場の原単位の平均値 138 

6 東京国際フォーラム 会場のアンケート調査結果 206 

7 国技館 会場のアンケート調査結果 255 

8 有明アリーナ アンケートを実施した会場の原単位の平均値 138 

9 有明 BMX コース アンケートを実施した会場の原単位の平均値 138 

10 有明ベロドローム アンケートを実施した会場の原単位の平均値 138 

11 有明体操競技場 アンケートを実施した会場の原単位の平均値 138 

12 有明テニスの森 会場のアンケート調査結果  45 

13 お台場海浜公園 アンケートを実施した会場の原単位の平均値 138 

14 潮風公園 アンケートを実施した会場の原単位の平均値 138 

15～16 東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂ 会場のアンケート調査結果  65 

17 大井ホッケー競技場 アンケートを実施した会場の原単位の平均値 138 

18 海の森クロスカントリーコース アンケートを実施した会場の原単位の平均値 138 

19 海の森水上競技場 アンケートを実施した会場の原単位の平均値 138 

20 海の森マウンテンバイクコース アンケートを実施した会場の原単位の平均値 138 

21 若洲オリンピックマリーナ アンケートを実施した会場の原単位の平均値 138 

22 葛西臨海公園 アンケートを実施した会場の原単位の平均値 138 

23～24 夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ アンケートを実施した会場の原単位の平均値 138 

25 夢の島公園 アンケートを実施した会場の原単位の平均値 138 

26 夢の島競技場 会場のアンケート調査結果 114 

27～28 
オリンピックアクアティクスセンター 

ウォーターポロアリーナ 
アンケートを実施した会場の原単位の平均値 138 

29 武蔵の森総合スポーツ施設 アンケートを実施した会場の原単位の平均値 138 

30 東京スタジアム 会場のアンケート調査結果  91 

31 武蔵野の森公園 アンケートを実施した会場の原単位の平均値 138 

32 陸上自衛隊朝霞訓練場 アンケートを実施した会場の原単位の平均値 138 

33 霞ヶ関カンツリー倶楽部 会場のアンケート調査結果 225 

34 札幌ドーム 会場のアンケート調査結果 167 

35 宮城スタジアム 会場のアンケート調査結果  41 

36 埼玉スタジアム 2002 会場のアンケート調査結果 182 

37 横浜国際総合競技場 会場のアンケート調査結果 207 

OV 選手村 

選手村の原単位については、既存資料※3にお

ける宿泊施設（ホテル・旅館）の原単位を用

いた。 

4,265 

IBC/M

PC 
IBC／MPC 

IBC／MPC の原単位については、既存資料※3に

おける大規模事業場の延床面積当たりの原単

位を用いた。 

24 

（g/日・m2） 

※1: 会場№は、表 1-3-37（p1-85～1-86）に示す会場№を表す。 

※2：利用者 1 人当たりの廃棄物発生量原単位は、表 5-15-7(p5-15-11)に示す既存会場へのアンケート調査結果を基に設

定した。 

※3：「環境アセスメントの技術」（平成 11 年、社団法人環境情報科学センター） 
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表 5-15-12 2020 年東京オリンピックによる利用者等からの廃棄物発生量 

№ 名称 競技/種別/種目 
平均 

観客数 
（人/日）

平均 
大会ｽﾀｯﾌ数
（人/日） 

開催 
日数 

（日） 

廃棄物
排出量
（ｔ）

1 オリンピックスタジアム 開会式/閉会式 118,900 11,600 2 35.9 
 陸上競技 91,326 9,000 9 124.3 
 マラソン 65,624 5,400 2 19.6 
 競歩 0 300 3 0.1 
 サッカー 60,631 5,000 1 9.0 
 ラグビー 65,624 5,400  2 19.6 
2 東京体育館 卓球 15,841 2,100 11 8.5 
3 国立代々木競技場 ハンドボール 21,414 2,600 16 25.9 
4 日本武道館 柔道 17,000 1,800 7 28.7 
5 皇居外苑 自転車（ﾛｰﾄﾞ･ﾚｰｽ:ｽﾀｰﾄ） 312.018 500 3 0.3 
6 東京国際フォーラム ウエイトリフティング 6,750 1,400 10 16.8 
7 国技館 ボクシング 11,248 1,600 16 52.4 
8 有明アリーナ バレーボール（ｲﾝﾄﾞｱ） 25,612 2,900 16 62.8 
9 有明 BMX コース 自転車競技（BMX） 3,846 600 3 1.8 
10 有明ベロドローム 自転車競技（ﾄﾗｯｸ･ﾚｰｽ） 4,273 900 6 4.3 
11 有明体操競技場 体操（体操） 8,884 1,400 9 12.7 
  体操（新体操） 5,957 1,300 4 4.0 
  体操（トランポリン） 12,368 1,800 3 5.9 

12 有明テニスの森 テニス 7,560 900 9 3.5 
  テニス 3,830 600 9 1.8 
  テニス 2,234 500 6 0.7 

13 お台場海浜公園 トライアスロン 8,648 900 2 2.6 
  水泳（マラソン） 8,648 900 2 2.6 

14 潮風公園 バレーボール（ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰﾎﾞ
ｰﾙ） 

21,157 2,600 13 42.5 

15 東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ･ﾎｰﾙＡ レスリング 15,572 1,800 8 9.0 
16 東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ･ﾎｰﾙＢ フェンシング 13,230 1,600 9 8.7 
 テコンドー 14,042 1,600 4 4.1 

17 大井ホッケー競技場 ホッケー（10000） 14,855 1,800 14 32.1 
  ホッケー（5000） 3,629 600 10 5.8 

18 海の森ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｺｰｽ 馬術（ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ） 16,800 1,500 1 2.5 
19 海の森水上競技場 ボート 18,040 1,700 8 21.7 
  カヌー（ｽﾌﾟﾘﾝﾄ） 18,700 1,700 6 16.8 

20 海の森ﾏｳﾝﾃﾝﾊﾞｲｸｺｰｽ 自転車（ﾏｳﾝﾃﾝﾊﾞｲｸ） 22,531 1,900 2 6.7 
21 若洲オリンピックマリーナ セーリング 3,990 600 14 8.8 
22 葛西臨海公園 カヌー（ｽﾗﾛｰﾑ） 11,985 1,200 4 7.3 
23 夢の島ﾕｰｽ･ﾌﾟﾗｻﾞ･ｱﾘｰﾅＡ バドミントン 7,242 1,400 9 10.7 
24 夢の島ﾕｰｽ･ﾌﾟﾗｻﾞ･ｱﾘｰﾅＢ バスケットボール 24,709 3,100 16 61.2 
25 夢の島公園 アーチェリー 10,676 1,400 8 13.3 
26 夢の島競技場 馬術（馬場馬術、障害飛越） 6,408 1,200 11 9.6 
27 オリンピックアクアティク

スセンター 
水泳（競泳） 25,483 2,800 8 31.1 

 水泳（ｼﾝｸﾛﾅｲｽﾞｽｲﾐﾝｸﾞ） 14,288 1,500 5 10.9 
 水泳（飛込） 12,429 1,800 13 25.5 

28 ウォーターポロアリーナ 水泳（水球） 11,541 1700 14 25.5 
29 武蔵の森総合スポーツ施設 近代五種（フェンシング） 5,764 700 2 1.8 
30 東京スタジアム 近代五種（水泳、馬術､ﾗﾝﾆ

ﾝｸﾞ､射撃） 
45,503 3,500 2 8.9 

  サッカー 37,315 3,000 7 25.6 
31 武蔵野の森公園 自転車（ﾛｰﾄﾞ･ﾚｰｽ:ｺﾞ^-ﾙ） 312 500 3 0.3 
32 陸上自衛隊朝霞訓練場 射撃（ライフル射撃） 3,809 600 9 5.5 
  射撃（クレー射撃） 2,235 500 7 2.6 

33 霞ヶ関カンツリー倶楽部 ゴルフ 23,000 1900 8 44.8 
34 札幌ドーム サッカー 30,295 2,500 7 38.4 
35 宮城スタジアム サッカー 36,535 3,000 9 14.4 
36 埼玉スタジアム 2002 サッカー 48,235 3,800 9 85.1 
37 横浜国際総合競技場 サッカー 54,475 4,200 8 97.2 
OV 選手村   17,000  16 1,160.1 

IBC/MPC IBC／MPC   延床面積 276,573m3 17 112.8 
合 計 2,396 

（うち８km 圏内計） 2,071 

※1: 会場№は、表 1-3-37（p1-85～1-86）に示す会場№を表す。 

※2: 廃棄物排出量は、競技別総利用者数(観客数＋大会スタッフ数)×開催日数×廃棄物発生原単位(表 5-15-11 

(p5-15-23))により算出した。開会式/閉会式については、オリンピックスタジアムを用いる競技で も観客・大会ス

タッフが多い日の人数とした。 
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(ｲ) 廃棄物発生量の減量化 

開催中における廃棄物の発生は、主に競技者、観客、会場内の売店や飲食店から排出さ

れる一般廃棄物であると考えられるため、一般廃棄物の減量化について評価を行った。 

一次評価においては、一般廃棄物の発生量の減量化の取組みについて、現在と同程度の

廃棄物の削減対策がなされ、現在の廃棄物の発生水準と同等の減量化が行われるものとし

た。 

したがって、開催中（競技の実施による影響）の廃棄物発生量の減量化についての評価

結果は、いずれも「０」とした。 

 

(ﾛ) 廃棄物の有効利用 

開催中における廃棄物の発生は、主に競技者、観客、会場内の売店や飲食店から排出さ

れる一般廃棄物であると考えられるため、一般廃棄物の有効利用について評価を行った。 

一次評価においては、競技の実施により排出される一般廃棄物の有効利用の取組みにつ

いて、現在と同程度の廃棄物の有効利用がなされるものとした。 

したがって、開催中（競技の実施による影響）の廃棄物の有効利用についての評価結果

は、いずれも「０」とした。 

 

②  ミティゲーション 

競技の実施に際して、廃棄物発生量の減量化及び廃棄物の有効利用を推進するためのミ

ティゲーションとして、表 5-15-13(p5-15-26)に示す内容を想定した。 

なお、開催期間中の廃棄物発生量の減量化及び廃棄物の有効利用を推進するには、まず

発生する廃棄物を迅速かつ確実に収集・運搬することが重要であると考えられることから、

実施段階では開催期間中に発生する廃棄物の収集・運搬に関する方針についても検討し、

清掃工場の定期点検等による休炉があっても近隣の清掃工場との搬入調整などにより支障

がないよう配慮する。 
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表 5-15-13  廃棄物発生量の減量化・有効利用に関するミティゲーションの内容（開催中） 

予測評価の時期 ミティゲーション 

開催中 競技の実施に

よる影響 

＜廃棄物発生量の減量化＞ 

○ 東京都は、「東京都廃棄物処理計画」（p5-15-16～17）に基づく取り組み

を行う。 

・ ごみを出さない社会の定着等により、10％の排出抑制をシナリオとし

て、平成 19 年度（実績）と比べて７％の削減が見込まれる。また、

再生利用率は 26％に増加することが見込まれる。 

・ 環境教育・普及啓発の推進 

○ 上記の計画以外に、以下の対策をとることにより、廃棄物の発生抑制に

努める。 

・ リユース食器の促進 

・ 廃棄物量の見える化 

・ フードチェーン全体での取組の推進 

○開催期間中の 3R 運動の徹底による発生抑制 

・ 「容器包装ダイエット宣言」等の 3R 普及促進キャンペーンの促進 

 

＜廃棄物の有効利用＞ 

○ 「東京都廃棄物処理計画」（p5-15-16～17）における有効利用の計画目

標に基づく取り組みを行う。 

・ 資源ごみ回収により、100 万トンの有効利用が見込まれる。 

・ 焼却による熱回収により、325 万トンの有効利用が見込まれる。 

・ ごみ処理過程資源化により 25 万トンの有効利用が見込まれる。 

・ 廃プラスチックのリサイクルを推進し、埋立処分量を０とする。 

○ 開催期間中の 3R 運動の徹底によるリサイクル分別 

○ 「2020 年の東京」に基づき、廃棄物の焼却時に発生する排熱を発電や

温水として回収するサーマルリサイクルの効率化を図る。また、スーパ

ーエコタウン事業における食品廃棄物バイオガス発電施設(p5-15-16参

照)にみられるような生ごみ等からバイオマスエネルギーとしてメタン

ガスを回収する取組を進める。 

○ 会場内における食品販売、飲食店等から排出される食品廃棄物等につい

ては、「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（食品リサイク

ル法）に基づく食品循環資源の再生利用等（p5-15-26～27）に取り組む

ものとする。 
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○「食品リサイクル法」における食品循環資源の再生利用及び発生抑制の概要 

 

●食品リサイクル法の概要 

実施目標 

（再生利用） 

食品関連事業者は、毎年、その年度の再生利用等実施率が、食品関連事業者ごと

に設定されたその年度の基準実施率を上回ることを求められる。 

 

基準実施率＝前年度の基準実施率＋前年度の基準実施率に応じた増加ポイント 

 

前年度の基準実施率区分 増加ポイント 

20％以上 50％未満 2％ 

50％以上 80％未満 1％ 

80％以上 維持向上 

 

なお、再生利用等実施率は、その年度の（発生抑制量＋再生利用量＋熱回収量×

0.95＋減量量）／その年度の（発生抑制量＋発生量）で求められる。 

業種別の目標 

（再生利用） 

 

業種別の実施目標は、食品関連事業者に個別に義務付けるものではなく、それぞ

れの事業者が、判断基準省令に従い、食品循環資源の再生利用等に計画的に取り組

んだ場合に、平成 24 年までに、その業種全体での達成が見込まれる目標である。

 

業種 再生利用等の実施率目標 

食品製造業 85％ 

食品卸売業 70％ 

食品小売業 45％ 

外食産業 40％ 
 

実施目標 

（発生抑制） 

平成 24 年度 4 月より、暫定的に 16 業種に発生抑制の目標値を設定 

 

業種 業種区分 暫定目標値 

食品製造業 肉加工品製造業 売上高百万円あたり  113kg

 牛乳・乳製品製造業 売上高百万円あたり  108kg

 しょうゆ製造業 売上高百万円あたり  895kg

 味そ製造業 売上高百万円あたり  191kg

 ソース製造業 製造量１ｔあたり  59.8kg

 パン製造業 売上高百万円あたり  194kg

 麺類製造業 売上高百万円あたり  270kg

 豆腐・油揚製造業 売上高百万円あたり 2,560kg

 冷凍調理食品製造業 売上高百万円あたり  363kg

 そう菜製造業 売上高百万円あたり  403kg

 すし・弁当・調理パン製造業 売上高百万円あたり  224kg

食品卸売業 食料・飲料卸売業（飲料を中

心とするものに限る。） 

売上高百万円あたり 14.8kg

 食料・飲料卸売業（飲料を中

心とするものを除く。） 

売上高百万円あたり 4.78kg

食品小売業 各種食料品小売業 売上高百万円あたり 65.6kg

 菓子・パン小売業 売上高百万円あたり  106kg

 コンビニエンスストア 売上高百万円あたり 44.1kg

 

※可食部分の廃棄処分が多く、発生抑制の重要性が高い業種から先行して目標値

を設定。当面は暫定目標値として実施し、2 年経過後に改めて評価を行い、今後、

検証を進める他の業種と併せて本格実施となる。 

定期報告義務 食品廃棄物等多量発生事業者（前年度の発生量が 100 トン以上の食品関連事業者）

は毎年度、主務大臣に対し、食品廃棄物等の発生量や食品循環資源の再生利用等の

状況を報告することが義務が付けられている。   

 



 

 5-15-28

 

●食品循環資源の再生利用等の概要 

再生利用等の 

優先順位 
再生利用等の実施 

①発生抑制 ・食品製造業は、不良品の発生率の低下、過剰納入の自粛、未使用原材料の有

効利用に取り組む。  

・食品卸売業や食品小売業は、過剰な仕入や安易な返品の抑制に努める。  

・食品小売業は、消費期限が近づいている商品の値引き販売など、食品が廃棄

物にならないよう販売方法を工夫する。  

・外食産業は、メニュー、盛り付けの工夫、食べ残しがなかった場合にメリッ

トを付与するなど、食べ残しの削減に積極的に取り組む。 

・すべての食品関連事業者は自らの取組を PR するなど消費者の理解の促進に努

める。 

②再生利用 ・容器包装、食器、楊枝その他の異物や再生利用に適さない食品廃棄物を適切

に分別して排出する。 

・飼料化は、食品循環資源の成分やカロリーを有効に活用できる手段であり、

飼料自給率の向上にも寄与するため、再生利用を行うにあたり優先的に選択

することが重要である。飼料の安全性の確保には万全を期す。 

・肥料化は、地域や市場での有機質肥料の需給状況や農業者の品質ニーズを踏

まえつつ、利用先の確保を前提に実行する。 

③熱回収 ・当該食品循環資源の再生利用が可能な施設が半径 75km 圏内になく、得られる

熱または電気の量が 1 トン当たり 160MJ 以上（廃食用油等の場合は 1 トン当

たり 28,000MJ 以上）である場合にのみ実施できる。 

・再生利用施設の立地状況や食品循環資源の性状、熱回収を行う施設の名称等

を把握し記録する。 

④減 量 ・排水の処理や臭気の漏れなど生活環境に影響がないよう処置する。  

・減量を行った後の残さは、廃棄物処理法に従った適正な処理をする。 
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③  二次評価 

(ｲ) 廃棄物発生量の減量化 

大会開催時において、表 5-15-13(p5-15-26)に示す廃棄物発生量の減量化に係るミティ

ゲーションを推進することにより、一般廃棄物発生量の削減がなされるものとした。 

しかし、「東京都廃棄物処理計画」の見込みでは、一般廃棄物発生量は現況の 476 万ト

ン（平成 21 年度実績、p5-15-1）から 475 万トン（平成 27 年度計画目標値、p5-15-17）と

0.2％程度の削減にとどまることになる。 

また、既存の会場においては、既に容器包装廃棄物のリサイクル分別が実施されている

ことなどから、廃棄物の発生抑制策による 終処分量の大幅な削減は見込めないものと判

断した。 

したがって、各会場の廃棄物発生量の減量化についての評価結果は、いずれも「０」と

した。 

 

(ﾛ) 廃棄物の有効利用 

大会開催時において、表 5-15-13(p5-15-26)に示す廃棄物の有効利用に係るミティゲー

ションを推進することにより、都内の一般廃棄物発生量 475 万トン（平成 27 年度計画目標

値、p5-15-17）のうち、資源収集や再生資源化、焼却による熱回収により 450 万トン（発

生量の 94.7％）が有効利用されるものとした。これにより、一般廃棄物の有効利用率は、

現況の 92.4％（平成 21 年度実績、p5-15-1）から 94.7％（平成 27 年度計画目標値、p5-15-17）

に向上することになり、一般廃棄物の 終処分量は、発生量の 7.6％から 5.3％にまで削減

され、現在の一般廃棄物の 終処分量の水準から 30％程度削減されると見込まれる。 

したがって、廃棄物の有効利用の推進により大幅な 終処分量の削減が見込めることか

ら、各会場の廃棄物の有効利用についての評価結果は、いずれも「＋１」とした。 
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3)  開催後（工事の実施による影響） 

①  一次評価 

(ｲ) 廃棄物発生量の減量化 

一次評価においては、建設廃棄物の発生量の減量化の取組みについて、現在と同程度の

廃棄物の削減対策が行われ、現在の廃棄物の発生水準と同等の減量化がなされるものとし

た。 

したがって、開催後の工事の実施による影響の評価結果は、いずれも「０」とした。 

 

(ﾛ) 廃棄物の有効利用 

一次評価においては、建設廃棄物の有効利用の取組みについて、現在と同程度の廃棄物

の有効利用がなされるものとした。 

したがって、開催後の工事の実施による影響の評価結果は、いずれも「０」とした。 

 

②  ミティゲーション 

開催後の工事の実施に際して、廃棄物発生量の減量化及び廃棄物の有効利用を推進する

ためのミティゲーションとして、表 5-15-14(p5-15-31～31)に示す内容を想定した。 
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表 5-15-14(1)  廃棄物発生量の減量化・有効利用に関するミティゲーションの内容（開催後） 

予測評価の時期 ミティゲーションの内容 

開催後 工事の実

施による

影響 

<廃棄物発生量の減量化> 

○ 東京都は、都の計画で定めている以下に示す対策を講じ、建設廃棄物

の発生抑制に努める。 

（東京都廃棄物処理計画に基づく発生抑制） 

・ プラスチック廃棄物の発生抑制・分別排出 

・ 混合廃棄物の分別促進及び可燃性廃棄物の熱回収利用 

・ 建築物の長寿命化による建設廃棄物の発生抑制 

（東京都建設リサイクル推進計画に基づく発生抑制） 

・ 現場内利用及び工事間利用 

（2020 年の東京に基づく発生抑制） 

・ 建設廃棄物の適正処理を進めるため、排出事業者や解体事業者への指

導・育成を推進するとともに、警察や九都県市等と連携した不法投棄

対策を強化する。 

※廃棄物の抑制対策の詳細については、「東京都廃棄物処理計画（平成 23

年 6 月）」（p5-15-16～17）、「東京都建設リサイクル推進計画（平成 20

年 4 月）」（p5-15-19）を参照 

 

○ 上記の計画以外に、以下の対策を講じることにより、建設廃棄物の発

生抑制に努める。 

・ プレカット材※の利用による現場での建設廃棄物の発生抑制 

・ 分別解体・分別排出の徹底による混合廃棄物の発生抑制 

・ 優良な産業廃棄物処理業者を認定する、第三者評価制度（適正処理、

再資源化及び環境に与える負荷の少ない取り組みの実施など、一定の

基準を設けて評価する制度）の活用 

 

 

 

  

「プレカット材」とは、現場で使用するサイズや形にあらかじめ加工された構造材

のことである。プレカット材を使用することにより現場での作業の軽減が図られる

とともに、現場で発生する建設廃棄物の抑制にもつながる。 

 

メ モ 
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表 5-15-14(2)  廃棄物発生量の減量化・有効利用に関するミティゲーションの内容（開催後） 

予測評価の時期 ミティゲーションの内容 

開催後 工事の実

施による

影響 

<廃棄物の有効利用> 

○ 東京都は、都の計画で定めている以下に示す廃棄物の有効利用策を講

じ、建設廃棄物の有効利用に努める。 

（東京都廃棄物処理計画に基づく有効利用） 

・ 廃プラスチックのリサイクルを推進し、埋立処分量を０とする。 

・ 建設廃棄物の廃石こうボードや建設汚泥など、廃棄物の種類に応じた

効果的なリサイクル促進策の検討・対策の実行 

（東京都建設リサイクル推進計画に基づく有効利用） 

・ 建設廃棄物のリサイクル率については、建設廃棄物のリサイクル率

（縮減含む）を現況（平成 17 年度実績）の 92％から 95％に、建設発

生土のリサイクル率を現況の 84％から 92％以上に向上させる。 

・ 都市鉱山（コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、その他

建設廃棄物）の活用等 

・ 建設発生木材の活用 

・ 建設泥土の活用 

・ 建設発生土、浚渫土砂の活用 

・ 溶融スラグ※（東京二十三区清掃一部事務組合製造）及びエコセメン

ト※（東京たま広域資源循環組合製造）を、そのままの状態として又

はこれを原材料として製造された舗装用アスファルト混合物やコン

クリート二次製品等を、建設工事において活用する。 

※廃棄物の有効利用対策の詳細については、「東京都廃棄物処理計画（平成

23 年 6 月）」（p5-15-16～17）、「東京都建設リサイクル推進計画（平成 20

年 4 月）」（p5-15-19）を参照 

 

○ 上記の計画以外に、以下の対策を講じることにより、建設廃棄物の有

効利用に努める。 

・ 仮設の施設については、公共施設（国内の小中学校など）での再利用

が見込める競技施設・競技インフラについては、移設の検討を行う。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「溶融スラグ」とは、一般廃棄物焼却灰を高温で溶融した後、冷却して固化したものである。重金属の溶出が

抑えられるとともに、高温で処理されるため、ダイオキシン類が分解されるという効果がある。 

「エコセメント」とは、ごみ焼却灰等に石灰石、粘土、石こうなどを補充して成分を調整したのち、約１，３

５０度以上で焼成して製造されたセメントのこと。エコセメントとは、エコロジーとセメントとを合わせた造

語であり、土木建設資材として日本工業規格（ＪＩＳ）に定められている。 

多摩地域では、ごみ焼却施設から排出される焼却灰等を「エコセメント」に再生するエコセメント化施設が整

備されている。 

メ モ 
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③  二次評価 

二次評価における廃棄物発生量の減量化、有効利用については、工事の具体的な工程・

施工量が未定であるため、ここではいずれの工事も表 5-15-14(p5-15-31～31)に示すミテ

ィゲーションが適用されるものと想定し、以下のように予測評価を行った。 

 

(ｲ) 廃棄物発生量の減量化 

開催後の工事の実施時に、表 5-15-14(1)(p5-15-31)に示す廃棄物発生量の減量化に係

るミティゲーションを推進することにより、建設廃棄物発生量の削減がなされるものとし

た。 

しかし、建設廃棄物の削減対策は再資源化によるものが大部分となっており、建設廃棄

物の減量による 終処分量の削減はあまり大きくは見込めないことから、建設廃棄物の

終処分量は現在の標準的な工事と同程度の水準にとどまるものと想定した。 

したがって、各会場の廃棄物発生量の減量化についての評価結果は、いずれも「０」と

した。 

 

(ﾛ) 廃棄物の有効利用 

開催後の工事の実施時に、表 5-15-14(2)(p5-15-31)に示す廃棄物の有効利用に係るミ

ティゲーションを推進することにより、建設廃棄物のリサイクルが進むものと見込まれる。 

民間事業で整備される会場（日本武道館及び選手村）では、建設廃棄物のリサイクル率

は現況の 91.9％（平成 20 年度実績、p5-15-5）から 95％（平成 27 年度計画目標値、p5-15-19）

に改善されるものと見込まれる。これにより、建設廃棄物の 終処分量は、発生量の

8.1％から５％にまで削減され、現在の建設廃棄物の 終処分量の水準から 38％程度削減

されることになる。したがって、廃棄物の有効利用の推進により大幅な 終処分量の削減

が見込めることから、日本武道館及び選手村における廃棄物の有効利用についての評価結

果は、いずれも「＋１」とした。 

また、東京都や大会組織委員会等が整備するその他の会場については、建設廃棄物のリ

サイクル率は現況で 98.8％（平成 20 年度実績、p5-15-5）であり、平成 27 年度計画目標

値（p5-15-19）である 98％をすでに上回っている。建設廃棄物の再資源化等率は上昇傾向

にあり（図 5-15-4、p5-15-5）、東京都や大会組織委員会等が表 5-15-14(2)(p5-15-31)に

示すミティゲーションを徹底することにより、建設廃棄物のリサイクルは今後も進むもの

と考えられる。したがって、廃棄物の有効利用の推進により 20％以上の 終処分量の削減

が図られると考えられることから、日本武道館及び選手村以外の会場における廃棄物の有

効利用についての評価結果は、いずれも「＋１」とした。 

 

 

4)  開催後（後利用による影響） 

①  一次評価 

(ｲ) 廃棄物発生量の減量化 

一次評価においては、開催後の後利用時に排出される一般廃棄物の発生量の減量化の取

組みについて、現在と同程度の廃棄物の削減対策が行われ、現在の廃棄物の発生水準と同

等の減量化がなされるものとした。 
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したがって、開催後（後利用の影響）の評価結果は、いずれの会場も「０」とした。 

 

(ﾛ) 廃棄物の有効利用 

一次評価においては、開催後の後利用時に排出される一般廃棄物の有効利用の取組みに

ついて、現在と同程度の廃棄物の有効利用がなされるものとした。 

したがって、開催後（後利用の影響）の評価結果は、いずれの会場も「０」とした。 

 

 

②  ミティゲーション 

後利用時における廃棄物発生量の減量化及び廃棄物の有効利用を推進するためのミティ

ゲーションとして、表 5-15-15 に示す内容を想定した。 

 

表 5-15-15  廃棄物発生量の減量化・有効利用に関するミティゲーションの内容（開催後） 

予測評価の時期 ミティゲーション 

開催後 後利用による

影響 

＜廃棄物発生量の減量化＞ 

○ 東京都は、「東京都廃棄物処理計画」（p5-15-16～17）に基づく取り組み

を行う。 

・ ごみを出さない社会の定着等により、10％の排出抑制をシナリオとし

て、平成 19 年度（実績）と比べて７％の削減が見込まれる。また、

再生利用率は 26％に増加することが見込まれる。 

・ 環境教育・普及啓発の推進 

○ 上記の計画以外に、以下の対策を講じることにより、廃棄物の発生抑制

に努める。 

・ リユース食器の促進 

・ 廃棄物量の見える化 

・ フードチェーン全体での取組の推進 

○3R 運動の徹底による発生抑制 

・ 「容器包装ダイエット宣言」等の 3R 普及促進キャンペーンの促進 

 

＜廃棄物の有効利用＞ 

○ 「東京都廃棄物処理計画」（p5-15-16～17）における有効利用の計画目

標に基づく取り組みを行う。 

・ 資源ごみ回収により、100 万トンの有効利用が見込まれる。 

・ 焼却による熱回収により、325 万トンの有効利用が見込まれる。 

・ ごみ処理過程資源化により 25 万トンの有効利用が見込まれる。 

・ 廃プラスチックのリサイクルを推進し、埋立処分量を０とする。 

○ 3R 運動の徹底によるリサイクル分別 

○ 「2020 年の東京」に基づき、廃棄物の焼却時に発生する排熱を発電や

温水として回収するサーマルリサイクルの効率化を図る。また、スーパ

ーエコタウン事業における食品廃棄物バイオガス発電施設(p5-15-16参

照)にみられるような生ごみ等からバイオマスエネルギーとしてメタン

ガスを回収する取組を進める。 

○ 会場内における食品販売、飲食店等から排出される食品廃棄物等につい

ては、「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（食品リサイク

ル法）に基づく食品循環資源の再生利用等（p5-15-26～27）に取り組む

ものとする。 
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③  二次評価 

(ｲ) 廃棄物発生量の減量化 

開催後の後利用時において、表 5-15-15(p5-15-34)に示す廃棄物発生量の減量化に係る

ミティゲーションを推進することにより、一般廃棄物発生量の削減がなされるものとし

た。 

しかし、「東京都廃棄物処理計画」の見込みでは、一般廃棄物発生量は現況の 476 万ト

ン（平成 21 年度実績、p5-15-1）から 475 万トン（平成 27 年度計画目標値、p5-15-17）と

0.2％程度の削減にとどまることになる。 

また、既存の会場においては、既に容器包装廃棄物のリサイクル分別が実施されている

ことなどから、廃棄物の発生抑制策による 終処分量の大幅な削減は見込めないものと判

断した。 

したがって、各会場の廃棄物発生量の減量化についての評価結果は、いずれも「０」と

した。 

 

(ﾛ) 廃棄物の有効利用 

開催後の後利用時において、表 5-15-15(p5-15-34)に示す廃棄物の有効利用に係るミテ

ィゲーションを推進することにより、都内の一般廃棄物発生量 475 万トン（平成 27 年度計

画目標値、p5-15-17）のうち、資源回収や再生資源化、焼却による熱回収により、450 万

トン（発生量の 94.7％）が有効利用されるものとした。これにより、一般廃棄物の有効利

用率は、現況の 92.4％（平成 21 年度実績、p5-15-1）から 94.7％（平成 27 年度計画目標

値、p5-15-17）に向上することになり、一般廃棄物の 終処分量は、発生量の 7.6％から

5.3％にまで削減され、現在の一般廃棄物の 終処分量の水準から 30％程度削減されると

見込まれる。 

したがって、廃棄物の有効利用の推進により大幅な 終処分量の削減が見込めることか

ら、各会場の廃棄物の有効利用についての評価結果は、いずれも「＋１」とした。 

 

 

(4) 評価結果の総括 

各会場の、廃棄物発生量の減量化についての評価結果は表 5-15-16(p5-15-36)に、廃棄物

の有効利用についての評価結果は表 5-15-17(p5-15-37)に示すとおりである。 

廃棄物発生量の減量化については、大幅な削減量は見込めないため、すべての会場で「０」

となる。また、廃棄物の有効利用については、ミティゲーションの実施により、すべての会

場で「＋１」となる。 
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表 5-15-16  各会場に対する廃棄物（発生量の減量化）の評価結果総括表 

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

1 オリンピックスタジアム(国立霞ヶ丘競技場) 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0

2 東京体育館 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0

3 国立代々木競技場 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0

4 日本武道館 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0

5 皇居外苑 0 - 0 0 - 0 - 0 0 -

6 東京国際フォーラム - - 0 - 0 - - 0 - 0

7 国技館 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0

8 有明アリーナ 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0

9 有明ＢＭＸコース 0 - 0 0 - 0 - 0 0 -

10 有明ベロドローム 0 - 0 0 - 0 - 0 0 -

11 有明体操競技場 0 - 0 0 - 0 - 0 0 -

12 有明テニスの森 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0

13 お台場海浜公園 0 - 0 0 - 0 - 0 0 -

14 潮風公園 0 - 0 0 - 0 - 0 0 -

15～16 東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂ 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0

17 大井ホッケー競技場 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0

18 海の森クロスカントリーコース 0 - 0 0 - 0 - 0 0 -

19 海の森水上競技場 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0

20 海の森マウンテンバイクコース 0 - 0 0 - 0 - 0 0 -

21 若洲オリンピックマリーナ 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0

22 葛西臨海公園 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0

23～24 夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0

25 夢の島公園 0 - 0 0 - 0 - 0 0 -

26 夢の島競技場 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0

27～28
オリンピックアクアティクスセンター
ウォーターポロアリーナ

0 - 0 0 0 0 - 0 0 0

29 武蔵野の森総合スポーツ施設 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0

30 東京スタジアム 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0

31 武蔵野の森公園 0 - 0 0 - 0 - 0 0 -

32 陸上自衛隊朝霞訓練場 0 - 0 0 - 0 - 0 0 -

33 霞ヶ関カンツリー倶楽部 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0

34 札幌ドーム 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0

35 宮城スタジアム 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0

36 埼玉スタジアム2002 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0

37 横浜国際総合競技場 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0

OV 選手村 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0

IBC/MPC 東京ビッグサイト(IBC/MPC) 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0

開催中 開催後 開催前 開催中 開催後

会場 評価点(一次) 評価点(二次)

No. 名称

開催前

 

※会場№は、表 1-3-37（p1-85～1-86）に示す会場№を表す。 

※評価点の目安は以下のとおりである。 

+2: 大きなプラスの影響 

+1: ある程度のプラスの影響 

0: 中立 

-1: ある程度のマイナスの影響 

-2: 大きなマイナスの影響 

－: 予測評価の検討において対象外とした影響 

■: 網掛けは非該当項目のため対象外とした影響 
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表 5-15-17  各会場に対する廃棄物（有効利用）の評価結果総括表 

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

1 オリンピックスタジアム(国立霞ヶ丘競技場) 0 - 0 0 0 +1 - +1 +1 +1

2 東京体育館 0 - 0 0 0 +1 - +1 +1 +1

3 国立代々木競技場 0 - 0 0 0 +1 - +1 +1 +1

4 日本武道館 0 - 0 0 0 +1 - +1 +1 +1

5 皇居外苑 0 - 0 0 - +1 - +1 +1 -

6 東京国際フォーラム - - 0 - 0 - - +1 - +1

7 国技館 0 - 0 0 0 +1 - +1 +1 +1

8 有明アリーナ 0 - 0 0 0 +1 - +1 +1 +1

9 有明ＢＭＸコース 0 - 0 0 - +1 - +1 +1 -

10 有明ベロドローム 0 - 0 0 - +1 - +1 +1 -

11 有明体操競技場 0 - 0 0 - +1 - +1 +1 -

12 有明テニスの森 0 - 0 0 0 +1 - +1 +1 +1

13 お台場海浜公園 0 - 0 0 - +1 - +1 +1 -

14 潮風公園 0 - 0 0 - +1 - +1 +1 -

15～16 東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂ 0 - 0 0 0 +1 - +1 +1 +1

17 大井ホッケー競技場 0 - 0 0 0 +1 - +1 +1 +1

18 海の森クロスカントリーコース 0 - 0 0 - +1 - +1 +1 -

19 海の森水上競技場 0 - 0 0 0 +1 - +1 +1 +1

20 海の森マウンテンバイクコース 0 - 0 0 - +1 - +1 +1 -

21 若洲オリンピックマリーナ 0 - 0 0 0 +1 - +1 +1 +1

22 葛西臨海公園 0 - 0 0 0 +1 - +1 +1 +1

23～24 夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ 0 - 0 0 0 +1 - +1 +1 +1

25 夢の島公園 0 - 0 0 - +1 - +1 +1 -

26 夢の島競技場 0 - 0 0 0 +1 - +1 +1 +1

27～28
オリンピックアクアティクスセンター
ウォーターポロアリーナ

0 - 0 0 0 +1 - +1 +1 +1

29 武蔵野の森総合スポーツ施設 0 - 0 - 0 +1 - +1 - +1

30 東京スタジアム 0 - 0 0 0 +1 - +1 +1 +1

31 武蔵野の森公園 0 - 0 0 - +1 - +1 +1 -

32 陸上自衛隊朝霞訓練場 0 - 0 0 - +1 - +1 +1 -

33 霞ヶ関カンツリー倶楽部 0 - 0 0 0 +1 - +1 +1 +1

34 札幌ドーム 0 - 0 0 0 +1 - +1 +1 +1

35 宮城スタジアム 0 - 0 0 0 +1 - +1 +1 +1

36 埼玉スタジアム2002 0 - 0 0 0 +1 - +1 +1 +1

37 横浜国際総合競技場 0 - 0 0 0 +1 - +1 +1 +1

OV 選手村 0 - 0 0 0 +1 - +1 +1 +1

IBC/MPC 東京ビッグサイト(IBC/MPC) 0 - 0 - 0 +1 - +1 - +1

開催中 開催後 開催前 開催中 開催後

会場 評価点(一次) 評価点(二次)

No. 名称

開催前

 

※会場№は、表 1-3-37（p1-85～1-86）に示す会場№を表す。 

※評価点の目安は以下のとおりである。 

+2: 大きなプラスの影響 

+1: ある程度のプラスの影響 

0: 中立 

-1: ある程度のマイナスの影響 

-2: 大きなマイナスの影響 

－: 予測評価の検討において対象外とした影響 

■: 網掛けは非該当項目のため対象外とした影響 
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5-15-3  予測評価（競技別） 

(1) 評価の指標及び目安 

廃棄物発生量の減量化、廃棄物の有効利用に関する評価の指標及び目安は、表 5-15-18

に示すとおりである。 

 

表 5-15-18  評価の指標及び目安（競技別） 

評価の指標 評価の基準 
評価の目安 

－２ －１ ０ ＋１ ＋２ 

廃棄物発生量
の減量化 
 

廃棄物発生
量の減量化
によって削
減される
終処分量の
水準 

現状の減量
化の水準を
下回り、 終
処分量が増
加する（削減
量 -20 ％ 以
上） 

現状の削減
量の水準を
下回り、 終
処分量が増
加する（削減
量 -20 ％ 以
内） 

現状の削減
量と同水準
であり、 終
処分量は変
わらない（削
減量 -5％・
+20％以内）

現状の削減
量を上回り、

終処分量
は現状の水
準より減量
される（削減
量 +20 ％ 以
上） 

削減対策に
よって、廃棄
物の 終処
分量がほぼ
０となる 

廃棄物の有効
利用 

廃棄物の有
効利用によ
って削減さ
れる 終処
分量の水準 

現状のリサ
イクル率を
下回り、 終
処分量が増
加する（削減
量 -20 ％ 以
上） 

現状のリサ
イクル率を
下回り、 終
処分量が増
加する（削減
量 -20 ％ 以
内） 

現状のリサ
イクル率と
同水準であ
り、 終処分
量は変わら
ない（削減量
-5％・+20％
以内） 

現状のリサ
イクル率を
上回り、 終
処分量は現
状の水準よ
り減量され
る（削減量
+20％以上） 

リサイクル
率 100％を達
成できる 

 

(2) 予測評価の方法 

競技別には、開催中（競技の実施による影響）における廃棄物発生量の減量化及び廃棄物

の有効利用について予測評価の検討を行った。 

それぞれの時期における予測評価の方法は、表 5-15-19 に示すとおりである。 

 

表 5-15-19  予測評価方法（競技別） 

予測評価の時期 予測評価の方法 

開催中 
競技の実施に

よる影響 

競技の実施に伴い競技者や観客から排出される廃棄物の発生に関して、

一般廃棄物の減量化・有効利用の程度について定性的な予測評価を行った。
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(3) 予測評価の結果 

1)  開催中（競技の実施による影響） 

①  一次評価 

(ｲ) 廃棄物発生量の減量化 

一次評価においては、競技の実施に伴い排出される一般廃棄物の発生量の減量化の取組

みについて、現在と同程度の廃棄物の削減対策が行われ、現在の水準と同等に 終処分量

が削減されるものとした。 

したがって、開催中（競技の実施による影響）の評価結果は、いずれの競技も「０」と

した。 
 

(ﾛ) 廃棄物の有効利用 

一次評価においては、競技の実施に伴い排出される一般廃棄物の有効利用の取組みにつ

いて、現在と同程度の廃棄物の有効利用が行われ、現在の水準と同等に 終処分量が削減

されるものとした。 

したがって、開催中（競技の実施による影響）の評価結果は、いずれの競技も「０」と

した。 
 

②  ミティゲーション 

競技の実施に際して、廃棄物発生量の減量化及び廃棄物の有効利用を推進するためのミ

ティゲーションとして、表 5-15-20(p5-15-40)に示す内容を想定した。 

なお、開催期間中の廃棄物発生量の減量化及び廃棄物の有効利用を推進するには、まず

発生する廃棄物を迅速かつ確実に収集・運搬することが重要であると考えられることから、

実施段階では開催期間中に発生する廃棄物の収集・運搬に関する方針についても検討し、

清掃工場の定期点検等があっても支障がないよう配慮する。 
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表 5-15-20  廃棄物発生量の減量化・有効利用に関するミティゲーションの内容（開催中） 

予測評価の時期 ミティゲーション 
開催中 競技の実施

による影響 
＜廃棄物発生量の減量化＞ 

○ 東京都は、「東京都廃棄物処理計画」（p5-15-16～17）に基づく取り組みを

行う。 

・ ごみを出さない社会の定着等により、10％の排出抑制をシナリオとし

て、平成 19 年度（実績）と比べて７％の削減が見込まれる。また、再

生利用率は 26％に増加することが見込まれる。 

・ 環境教育・普及啓発の推進 

○ 上記の計画以外に、以下の対策を講じることにより、廃棄物の発生抑制に

努める。 

・ リユース食器の促進 

・ 廃棄物量の見える化 

・ フードチェーン全体での取組の推進 

○開催期間中の 3R 運動の徹底による発生抑制 

・ 「容器包装ダイエット宣言」等の 3R 普及促進キャンペーンの促進 

 

＜廃棄物の有効利用＞ 

○ 「東京都廃棄物処理計画」（p5-15-16～17）における有効利用の計画目標

に基づく取り組みを行う。 

・ 資源ごみ回収により、100 万トンの有効利用が見込まれる。 

・ 焼却による熱回収により、325 万トンの有効利用が見込まれる。 

・ ごみ処理過程資源化により 25 万トンの有効利用が見込まれる。 

・ 廃プラスチックのリサイクルを推進し、埋立処分量を０とする。 

○ 開催期間中の 3R 運動の徹底によるリサイクル分別 

○ 「2020 年の東京」に基づき、廃棄物の焼却時に発生する排熱を発電や温

水として回収するサーマルリサイクルの効率化を図る。また、スーパーエ

コタウン事業における食品廃棄物バイオガス発電施設(p5-15-16 参照)に

みられるような生ごみ等からバイオマスエネルギーとしてメタンガスを

回収する取組を進める。 

○ 会場内における食品販売、飲食店等から排出される食品廃棄物等について

は、「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（食品リサイクル法）

に基づく食品循環資源の再生利用等（p5-15-26～27）に取り組むものとす

る。 

 

 

 

③  二次評価 

(ｲ) 廃棄物発生量の減量化 

競技の開催中において、表 5-15-20 に示す廃棄物発生量の減量化に係るミティゲーシ

ョンを推進することにより、一般廃棄物発生量の削減がなされるものとした。 

しかし、「東京都廃棄物処理計画」の見込みでは、一般廃棄物発生量は現況の 476 万ト

ン（平成 21 年度実績、p5-15-1）から 475 万トン（平成 27 年度計画目標値、p5-15-17）と

0.2％程度の削減にとどまることになる。 

したがって、各競技の廃棄物発生量の減量化についての評価結果は、いずれも「０」と

した。 

 

(ﾛ) 廃棄物の有効利用 

競技の開催中において、表 5-15-20 に示す廃棄物の有効利用に係るミティゲーション
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を推進することにより、都内の一般廃棄物発生量 475 万トン（平成 27 年度計画目標値、

p5-15-17）のうち、資源回収や再生資源化、焼却による熱回収により、450 万トン（発生

量の 94.7％）が有効利用されるものとした。これにより、一般廃棄物の有効利用率は、現

況の 92.4％（平成 21 年度実績、p5-15-1）から 94.7％（平成 27 年度計画目標値、p5-15-17）

に向上することになり、一般廃棄物の 終処分量は、発生量の 7.6％から 5.3％にまで削減

され、現在の一般廃棄物の 終処分量の水準から 30％程度削減されると見込まれる。 

したがって、廃棄物の有効利用の推進により大幅な 終処分量の削減が見込めることか

ら、各競技の廃棄物の有効利用についての評価結果は、いずれも「＋１」とした。 

 

 

(4) 評価結果の総括 

各競技に対する廃棄物発生量の減量化についての評価結果は表 5-15-21 に、廃棄物の有効

利用についての評価結果は表 5-15-22(p5-15-42)に示すとおりである。 

廃棄物発生量の減量化については、大幅な削減量は見込めないため、すべての競技で「０」

となる。また、廃棄物の有効利用については、ミティゲーションの実施により、すべての競

技でプラス評価となる。 

 

表 5-15-21  各競技に対する廃棄物の評価結果総括表（廃棄物発生量の減量化） 

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

1 陸上競技（マラソン） 0 0

2 陸上競技（競歩） 0 0

3 自転車競技（ロード･レース） 0 0

4
トライアスロン／パラトライアス
ロン

0 0

5 水泳（マラソン 10km） 0 0

6
カヌー（スプリント）／パラカ
ヌー

0 0

7 カヌー（スラローム） 0 0

8 ボート 0 0

9 セーリング 0 0

開催前 開催中 開催後 開催前 開催中 開催後

競技 評価点(一次) 評価点(二次)

No. 名称

 

※競技№は、表 1-3-38（p1-87）に示す競技№を表す。 

※評価点の目安は以下のとおりである。 

+2: 大きなプラスの影響 

+1: ある程度のプラスの影響 

0: 中立 

-1: ある程度のマイナスの影響 

-2: 大きなマイナスの影響 

－: 予測評価の検討において対象外とした影響 

■: 網掛けは非該当項目のため対象外とした影響 

 



 

 5-15-42

 

表 5-15-22  各競技に対する廃棄物の評価結果総括表（廃棄物の有効利用） 

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

1 陸上競技（マラソン） 0 +1

2 陸上競技（競歩） 0 +1

3 自転車競技（ロード･レース） 0 +1

4
トライアスロン／パラトライアス
ロン

0 +1

5 水泳（マラソン 10km） 0 +1

6
カヌー（スプリント）／パラカ
ヌー

0 +1

7 カヌー（スラローム） 0 +1

8 ボート 0 +1

9 セーリング 0 +1

開催前 開催中 開催後 開催前 開催中 開催後

競技 評価点(一次) 評価点(二次)

No. 名称

 

※競技№は、表 1-3-38（p1-87）に示す競技№を表す。 

※評価点の目安は以下のとおりである。 

+2: 大きなプラスの影響 

+1: ある程度のプラスの影響 

0: 中立 

-1: ある程度のマイナスの影響 

-2: 大きなマイナスの影響 

－: 予測評価の検討において対象外とした影響 

■: 網掛けは非該当項目のため対象外とした影響 
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5-15-4  予測評価（全体計画） 

(1) 評価の指標及び目安 

８km 圏全体における廃棄物発生量の減量化、廃棄物の有効利用についての評価の指標

及び目安は、表 5-15-23 に示すとおりである。 

 

表 5-15-23  評価の指標及び目安（全体計画） 

評価の指標 評価の基準 
評価の目安 

－２ －１ ０ ＋１ ＋２ 

廃棄物発生量
の減量化 
 

廃棄物発生
量の減量化
によって削
減される
終処分量の
水準 

現状の減量
化の水準を
下回り、 終
処分量が増
加する（削減
量 -20 ％ 以
上） 

現状の削減
量の水準を
下回り、 終
処分量が増
加する（削減
量 -20 ％ 以
内） 

現状の削減
量と同水準
であり、 終
処分量は変
わらない（削
減量 -5％・
+20％以内）

現状の削減
量を上回り、

終処分量
は現状の水
準より減量
される（削減
量 +20 ％ 以
上） 

削減対策に
よって、廃棄
物の 終処
分量がほぼ
０となる 

廃棄物の有効
利用 

廃棄物の有
効利用によ
って削減さ
れる 終処
分量の水準 

現状のリサ
イクル率を
下回り、 終
処分量が増
加する（削減
量 -20 ％ 以
上） 

現状のリサ
イクル率を
下回り、 終
処分量が増
加する（削減
量 -20 ％ 以
内） 

現状のリサ
イクル率と
同水準であ
り、 終処分
量は変わら
ない（削減量
-5％・+20％
以内） 

現状のリサ
イクル率を
上回り、 終
処分量は現
状の水準よ
り減量され
る（削減量
+20％以上） 

リサイクル
率 100％を達
成できる 

 

 

(2) 予測評価の方法 

開催前（工事の実施による影響）、開催中（競技の実施による影響）、開催後（工事の実施

による影響、後利用による影響）における８km 圏全体の廃棄物発生量の減量化及び廃棄物の

有効利用について予測評価の検討を行った。 

それぞれの時期における予測評価の方法は、表 5-15-24 に示すとおりである。 

 

表 5-15-24  予測評価方法（全体計画） 

予測評価の時期 予測評価の方法 

開催前 
工事の実施によ

る影響 

工事の実施に伴う廃棄物の発生に関しては、建設廃棄物の減量化・有効

利用の程度について定性的な予測評価を行った。 

開催中 

施設の存在によ

る影響 

施設の存在による廃棄物の発生による影響については、「競技の実施に

よる影響」で扱うものとし、ここでは予測評価の対象外とした。 

競技の実施によ

る影響 

競技の実施や会場の利用による廃棄物の発生に関しては、一般廃棄物の

減量化・有効利用の程度について定性的な予測評価を行った。 

開催後 

工事の実施によ

る影響 

工事の実施に伴う廃棄物の発生に関しては、建設廃棄物の減量化・有効

利用の程度について定性的な予測評価を行った。 

後利用による影

響 

後利用による廃棄物の発生に関しては、一般廃棄物の減量化・有効利用

の程度について定性的な予測評価を行った。 
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(3) 予測評価の結果 

1)  開催前（工事の実施による影響） 

①  一次評価 

(ｲ) 廃棄物発生量の減量化 

一次評価においては、８km 圏内における建設廃棄物発生量の減量化の取組みについて、

現在と同程度の廃棄物の削減対策が行われ、現在の廃棄物の発生水準と同等の減量化がな

されるものとした。 

したがって、開催前（工事の実施による影響）の評価結果は、いずれも「０」とした。 

 

(ﾛ) 廃棄物の有効利用 

一次評価においては、８km 圏内における建設廃棄物の有効利用の取組みについて、現

在と同程度の廃棄物の有効利用が行われるものとした。 

したがって、開催前（工事の実施による影響）の評価結果は、いずれも「０」とした。 

 

②  ミティゲーション 

８km 圏内における工事の実施に際して、廃棄物発生量の減量化及び廃棄物の有効利用

を推進するためのミティゲーションとして、表 5-15-25(p5-15-45～45)に示す内容を想定

した。 
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表 5-15-25(1)  廃棄物発生量の減量化・有効利用に関するミティゲーションの内容（開催前） 

予測評価の時期 ミティゲーションの内容 

開催前 工事の実

施による

影響 

<廃棄物発生量の減量化> 

○ 東京都は、都の計画で定めている以下に示す対策を講じ、建設廃棄物

の発生抑制に努める。 

（東京都廃棄物処理計画に基づく発生抑制） 

・ プラスチック廃棄物の発生抑制・分別排出 

・ 混合廃棄物の分別促進及び可燃性廃棄物の熱回収利用 

・ 建築物の長寿命化による建設廃棄物の発生抑制 

（東京都建設リサイクル推進計画に基づく発生抑制） 

・ 現場内利用及び工事間利用 

（2020 年の東京に基づく発生抑制） 

・ 建設廃棄物の適正処理を進めるため、排出事業者や解体事業者への指

導・育成を推進するとともに、警察や九都県市等と連携した不法投棄

対策を強化する。 

※廃棄物の抑制対策の詳細については、「東京都廃棄物処理計画（平成 23

年 6 月）」（p5-15-16～17）、「東京都建設リサイクル推進計画（平成 20

年 4 月）」（p5-15-19）を参照 

 

○ 上記の計画以外に、以下の対策を講じることにより、建設廃棄物の発

生抑制に努める。 

・ 仮設部分については、リースやレンタルを活用するとともに、再利用

しやすいよう工夫する。 

・ プレカット材※の利用による現場での建設廃棄物の発生抑制 

・ 分別解体・分別排出の徹底による混合廃棄物の発生抑制 

・ 優良な産業廃棄物処理業者を認定する、第三者評価制度（適正処理、

再資源化及び環境に与える負荷の少ない取り組みの実施など、一定の

基準を設けて評価する制度）の活用 

 

 

 

  

「プレカット材」とは、現場で使用するサイズや形にあらかじめ加工された構造材

のことである。プレカット材を使用することにより現場での作業の軽減が図られる

とともに、現場で発生する建設廃棄物の抑制にもつながる。 

 

メ モ 
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表 5-15-25(2)  廃棄物発生量の減量化・有効利用に関するミティゲーションの内容（開催前） 

予測評価の時期 ミティゲーションの内容 

開催前 工事の実

施による

影響 

<廃棄物の有効利用> 

○ 東京都は、都の計画で定めている以下に示す廃棄物の有効利用策を講

じ、建設廃棄物の有効利用に努める。 

（東京都廃棄物処理計画に基づく有効利用） 

・ 廃プラスチックのリサイクルを推進し、埋立処分量を０とする。 

・ 建設廃棄物の廃石こうボードや建設汚泥など、廃棄物の種類に応じた

効果的なリサイクル促進策の検討・対策の実行 

（東京都建設リサイクル推進計画に基づく有効利用） 

・ 建設廃棄物のリサイクル率については、建設廃棄物のリサイクル率

（縮減含む）を現況（平成 17 年度実績）の 92％から 95％に、建設発

生土のリサイクル率を現況の 84％から 92％以上に向上させる。 

・ 都市鉱山（コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、その他

建設廃棄物）の活用等 

・ 建設発生木材の活用 

・ 建設泥土の活用 

・ 建設発生土、浚渫土砂の活用 

・ 溶融スラグ※（東京二十三区清掃一部事務組合製造）及びエコセメン

ト※（東京たま広域資源循環組合製造）を、そのままの状態として又

はこれを原材料として製造された舗装用アスファルト混合物やコン

クリート二次製品等を、建設工事において活用する。 

※廃棄物の有効利用対策の詳細については、「東京都廃棄物処理計画（平成

23 年 6 月）」（p5-15-16～17）、「東京都建設リサイクル推進計画（平成 20

年 4 月）」（p5-15-19）を参照 

 

○ 上記の計画以外に、以下の対策を講じることにより、建設廃棄物の有

効利用に努める。 

・ 仮設の施設については、再利用しやすいまたは移設しやすい建設方法

を 大限採用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「溶融スラグ」とは、一般廃棄物焼却灰を高温で溶融した後、冷却して固化したものである。重金属の溶出が

抑えられるとともに、高温で処理されるため、ダイオキシン類が分解されるという効果がある。 

「エコセメント」とは、ごみ焼却灰等に石灰石、粘土、石こうなどを補充して成分を調整したのち、約１，３

５０度以上で焼成して製造されたセメントのこと。エコセメントとは、エコロジーとセメントとを合わせた造

語であり、土木建設資材として日本工業規格（ＪＩＳ）に定められている。 

多摩地域では、ごみ焼却施設から排出される焼却灰等を「エコセメント」に再生するエコセメント化施設が整

備されている。 

メ モ 
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③  二次評価 

(ｲ) 廃棄物発生量の減量化 

開催前の工事の実施時に、表 5-15-25(1)(p5-15-45)に示す廃棄物発生量の減量化に係

るミティゲーションを推進することにより、建設廃棄物発生量の削減がなされるものとし

た。 

しかし、建設廃棄物の削減対策は再資源化によるものが大部分となっており、建設廃棄

物の減量による 終処分量の削減はあまり大きくは見込めないことから、建設廃棄物の

終処分量は現在の標準的な工事と同程度の水準にとどまるものと想定した。 

したがって、開催前（工事の実施による影響）の廃棄物発生量の減量化についての評価

結果は、いずれも「０」とした。 

 

(ﾛ) 廃棄物の有効利用 

開催前の工事の実施時に、表 5-15-25(2)(p5-15-45)に示す廃棄物の有効利用に係るミ

ティゲーションを推進することにより、建設廃棄物のリサイクル率は、現況の 91.9％（平

成 20 年度実績、p5-15-5）から 95％（平成 27 年度計画目標値、p5-15-19）に改善される

ものと見込まれる。これにより、建設廃棄物の 終処分量は、発生量の 8.1％から５％に

まで削減され、現在の建設廃棄物の 終処分量の水準から 38％程度削減されることにな

る。 

したがって、廃棄物の有効利用の推進により大幅な 終処分量の削減が見込めることか

ら、開催前（工事の実施による影響）の廃棄物の有効利用についての評価結果は、いずれ

も「＋１」とした。 
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2)  開催中（競技の実施による影響） 

①  一次評価 

2020 年東京オリンピック大会の開催に関連して８km 圏内において発生する廃棄物につ

いて、オリンピック開催期間中に会場から発生する廃棄物量とホテル等に滞在する観客等

が排出する廃棄物量を予測した。 

オリンピック開催期間中に８km 圏内の会場から発生する廃棄物量については、表 

5-15-12(p5-15-24)で示したとおり約 2,070 トンと算定される。 

また、オリンピック開催期間中にホテル等に滞在する観客等が排出する廃棄物量につい

ては、表 5-15-26(p5-15-49)に示すとおり算出した。オリンピック開催期間中の滞在者数

は、オリンピックスタジアムから半径 10km 圏内のホテル等の総客室数 91,986 室に対して、

１室２名利用と想定し、１日あたりの滞在者数を約 18.4 万人と見込んだ。また、観客等の

滞在に伴って発生する廃棄物量の原単位は、既存資料を参考に 36g/㎡日とした。その結

果、オリンピック開催期間中に滞在する観客等による廃棄物発生量は約 3,250 トンと算定

される。 

これより、オリンピック開催期間中に８km 圏内で発生する廃棄物量は、会場から発生

する廃棄物量約 2,070 トンと、ホテル等から発生する廃棄物量約 3,250 トンの合計約

5,320 トンとなる。 

一方、８km 圏内におけるごみ処理場の処理能力の合計値は、表 5-15-2(p5-15-3)より 1

日あたり約 1.1 万トンであり、オリンピック開催期間中（17 日間）では約 19 万トンとな

る。オリンピック開催期間中にオリンピックの開催に関連して８km 圏内で発生する廃棄物

量（約 5,320 トン）は、８km 圏内におけるごみ処理場の処理能力の合計値（約 19 万トン）

の 2.8％程度である。 

以上のことから、オリンピック大会開催に伴う一般廃棄物の発生による８km 圏全体へ

の影響は大きくないものと考えられ、また、パラリンピック開催期間中についても、オリ

ンピック大会よりも競技数が少なく、開催期間も短いことから、これよりも影響の程度は

小さいものと考えられる。 
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表 5-15-26  2020 年東京オリンピックの開催に伴うホテル・旅館からの廃棄物発生量 

 

  

2020 年東京オリンピックの開催に伴うホテル・旅館からの廃棄物発生量は、以下のように試

算した。 

滞在者数 × 開催日数 × 延床面積当たりの発生源単位 × 1 人当たり延床面積 

＝ 約 18.4 万人 × 17 日 × 36g/m2日 × 28.9m2/人 

＝ 約 3,253 トン 

 

なお、各原単位等の設定は以下のとおりである。 

 

○オリンピック開催期間中における 1 日あたりの滞在者数 

1 日あたりの滞在者数 

18.4 万人 

延べ滞在者数の設定については、表 5-14-16（p5-14-22）を参照 

 

○廃棄物の排出量原単位 

名称 
延床面積あたりの 
排出量（g/m2日） 

ホテル・旅館 36 

出典：「環境アセスメントの技術」（平成 11 年、社団法人環境情報科学センター） 

 

○一人あたりの延べ床面積 

名称 
宿泊者数 
（人） 

延床面積 
（m2） 

1 人あたり延床面積 
（m2/人） 

選手村 17,000 491,045 28.9 
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(ｲ) 廃棄物発生量の減量化 

一次評価においては、競技の実施により８km 圏内で発生する一般廃棄物量の減量化の

取組みについて、現在と同程度の廃棄物の削減対策が行われ、現在の廃棄物の発生水準と

同等の減量化がなされるものとした。 

したがって、開催中（競技の実施による影響）の廃棄物発生量の減量化についての評価

結果は、「０」とした。 

 

(ﾛ) 廃棄物の有効利用 

一次評価においては、競技の実施により排出される一般廃棄物の有効利用の取組みにつ

いて、現在と同程度の廃棄物の有効利用がなされるものとした。 

したがって、開催中（競技の実施による影響）の廃棄物の有効利用についての評価結果

は、「０」とした。 

 

②  ミティゲーション 

開催中に、廃棄物発生量の減量化及び廃棄物の有効利用を推進するためのミティゲーシ

ョンとして、表 5-15-27(p5-15-51)に示す内容を想定した。 

なお、開催期間中の廃棄物発生量の減量化及び廃棄物の有効利用を推進するには、まず

発生する廃棄物を迅速かつ確実に収集・運搬することが重要であると考えられることから、

実施段階では開催期間中に発生する廃棄物の収集・運搬に関する方針についても検討し、

清掃工場の定期点検等があっても支障がないよう配慮する。 
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表 5-15-27  廃棄物発生量の減量化・有効利用に関するミティゲーションの内容（開催中） 

予測評価の時期 ミティゲーション 

開催中 競技の実施

による影響 

＜廃棄物発生量の減量化＞ 

○ 東京都は、「東京都廃棄物処理計画」（p5-15-16～17）に基づく取り組みを

行う。 

・ ごみを出さない社会の定着等により、10％の排出抑制をシナリオとし

て、平成 19 年度（実績）と比べて７％の削減が見込まれる。また、再

生利用率は 26％に増加することが見込まれる。 

・ 環境教育・普及啓発の推進 

○ 上記の計画以外に、以下の対策をとることにより、廃棄物の発生抑制に努

める。 

・ リユース食器の促進 

・ 廃棄物量の見える化 

・ フードチェーン全体での取組の推進 

○開催期間中の 3R 運動の徹底による発生抑制 

・ 「容器包装ダイエット宣言」等の 3R 普及促進キャンペーンの促進 

 

＜廃棄物の有効利用＞ 

○ 「東京都廃棄物処理計画」（p5-15-16～17）における有効利用の計画目標

に基づく取り組みを行う。 

・ 資源ごみ回収により、100 万トンの有効利用が見込まれる。 

・ 焼却による熱回収により、325 万トンの有効利用が見込まれる。 

・ ごみ処理過程資源化により 25 万トンの有効利用が見込まれる。 

・ 廃プラスチックのリサイクルを推進し、埋立処分量を０とする。 

○ 開催期間中の 3R 運動の徹底によるリサイクル分別 

○ 「2020 年の東京」に基づき、廃棄物の焼却時に発生する排熱を発電や温

水として回収するサーマルリサイクルの効率化を図る。また、スーパーエ

コタウン事業における食品廃棄物バイオガス発電施設(p5-15-16 参照)に

みられるような生ごみ等からバイオマスエネルギーとしてメタンガスを

回収する取組を進める。 

○ 会場内における食品販売、飲食店等から排出される食品廃棄物等について

は、「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（食品リサイクル法）

に基づく食品循環資源の再生利用等（p5-15-26～27）に取り組むものとす

る。 

 

 

 

③  二次評価 

(ｲ) 廃棄物発生量の減量化 

大会開催時において、表 5-15-27 に示す廃棄物発生量の減量化に係るミティゲーショ

ンを推進することにより、一般廃棄物発生量の削減がなされるものとした。 

しかし、「東京都廃棄物処理計画」の見込みでは、一般廃棄物発生量は現況の 476 万ト

ン（平成 21 年度実績、p5-15-1）から 475 万トン（平成 27 年度計画目標値、p5-15-17）と

0.2％程度の削減にとどまることになる。 

また、既存の会場においては、既に容器包装廃棄物のリサイクル分別が実施されている

ことなどから、廃棄物の発生抑制策による 終処分量の大幅な削減は見込めないものと判

断した。 

したがって、開催中（競技の実施による影響）の廃棄物発生量の減量化についての評価
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結果は、いずれも「０」とした。 

 

(ﾛ) 廃棄物の有効利用 

大会開催時において、表 5-15-27(p5-15-51)に示す廃棄物の有効利用に係るミティゲー

ションを推進することにより、都内の一般廃棄物発生量 475 万トン（平成 27 年度計画目標

値、p5-15-17）のうち、資源回収や再生資源化、焼却による熱回収により、450 万トン（発

生量の 94.7％）が有効利用されるものとした。これにより、一般廃棄物の有効利用率は、

現況の 92.4％（平成 21 年度実績、p5-15-1）から 94.7％（平成 27 年度計画目標値、p5-15-17）

に向上することになり、一般廃棄物の 終処分量は、発生量の 7.6％から 5.3％にまで削減

され、現在の一般廃棄物の 終処分量の水準から 30％程度削減されると見込まれる。 

したがって、廃棄物の有効利用の推進により大幅な 終処分量の削減が見込めることか

ら、開催中（競技の実施による影響）の廃棄物の有効利用についての評価結果は、いずれ

も「＋１」とした。 

 

 

3)  開催後（工事の実施による影響） 

①  一次評価 

(ｲ) 廃棄物発生量の減量化 

一次評価においては、建設廃棄物発生量の減量化の取組みについて、現在と同程度の廃

棄物の削減対策が行われ、現状の標準的な工事と同程度の廃棄物の減量化がなされるもの

とした。 

したがって、開催後（工事の実施による影響）の評価結果は、「０」とした。 

 

(ﾛ) 廃棄物の有効利用 

一次評価においては、建設廃棄物の有効利用の取組みについて、現在と同程度の廃棄物

の有効利用が行われるものとした。 

したがって、開催後（工事の実施による影響）の評価結果は、「０」とした。 

 

②  ミティゲーション 

開催後の工事の実施に際して、廃棄物発生量の減量化及び廃棄物の有効利用を推進する

ためのミティゲーションとして、表 5-15-28(p5-15-53～54)に示す内容を想定した。 
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表 5-15-28(1)廃棄物発生量の減量化及び有効利用に関するミティゲーションの内容（開催後） 

予測評価の時期 ミティゲーションの内容 

開催後 工事の実

施による

影響 

<廃棄物発生量の減量化> 

○ 東京都は、都の計画で定めている以下に示す対策を講じ、建設廃棄物

の発生抑制に努める。 

（東京都廃棄物処理計画に基づく発生抑制） 

・ プラスチック廃棄物の発生抑制・分別排出 

・ 混合廃棄物の分別促進及び可燃性廃棄物の熱回収利用 

・ 建築物の長寿命化による建設廃棄物の発生抑制 

（東京都建設リサイクル推進計画に基づく発生抑制） 

・ 現場内利用及び工事間利用 

（2020 年の東京に基づく発生抑制） 

・ 建設廃棄物の適正処理を進めるため、排出事業者や解体事業者への指

導・育成を推進するとともに、警察や九都県市等と連携した不法投棄

対策を強化する。 

※廃棄物の抑制対策の詳細については、「東京都廃棄物処理計画（平成 23

年 6 月）」（p5-15-16～17）、「東京都建設リサイクル推進計画（平成 20

年 4 月）」（p5-15-19）を参照 

 

○ 上記の計画以外に、以下の対策を講じることにより、建設廃棄物の発

生抑制に努める。 

・ プレカット材※の利用による現場での建設廃棄物の発生抑制 

・ 分別解体・分別排出の徹底による混合廃棄物の発生抑制 

・ 優良な産業廃棄物処理業者を認定する、第三者評価制度（適正処理、

再資源化及び環境に与える負荷の少ない取り組みの実施など、一定の

基準を設けて評価する制度）の活用 

 

 

 

  

「プレカット材」とは、現場で使用するサイズや形にあらかじめ加工された構造材

のことである。プレカット材を使用することにより現場での作業の軽減が図られる

とともに、現場で発生する建設廃棄物の抑制にもつながる。 

 

メ モ 
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表 5-15-28(2) 廃棄物発生量の有効利用に関するミティゲーションの内容（開催後） 

予測評価の時期 ミティゲーションの内容 

開催後 工事の実

施による

影響 

<廃棄物の有効利用> 

○ 東京都は、都の計画で定めている以下に示す廃棄物の有効利用策を講

じ、建設廃棄物の有効利用に努める。 

（東京都廃棄物処理計画に基づく有効利用） 

・ 廃プラスチックのリサイクルを推進し、埋立処分量を０とする。 

・ 建設廃棄物の廃石こうボードや建設汚泥など、廃棄物の種類に応じた

効果的なリサイクル促進策の検討・対策の実行 

（東京都建設リサイクル推進計画に基づく有効利用） 

・ 建設廃棄物のリサイクル率については、建設廃棄物のリサイクル率

（縮減含む）を現況（平成 17 年度実績）の 92％から 95％に、建設発

生土のリサイクル率を現況の 84％から 92％以上に向上させる。 

・ 都市鉱山（コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、その他

建設廃棄物）の活用等 

・ 建設発生木材の活用 

・ 建設泥土の活用 

・ 建設発生土、浚渫土砂の活用 

・ 溶融スラグ※（東京二十三区清掃一部事務組合製造）及びエコセメン

ト※（東京たま広域資源循環組合製造）を、そのままの状態として又

はこれを原材料として製造された舗装用アスファルト混合物やコン

クリート二次製品等を、建設工事において活用する。 

※廃棄物の有効利用対策の詳細については、「東京都廃棄物処理計画（平成

23 年 6 月）」（p5-15-16～17）、「東京都建設リサイクル推進計画（平成 20

年 4 月）」（p5-15-19）を参照 

 

○ 上記の計画以外に、以下の対策を講じることにより、建設廃棄物の有

効利用に努める。 

・ 仮設の施設については、公共施設（国内の小中学校など）での再利用

が見込める競技施設・競技インフラについては、移設の検討を行う。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「溶融スラグ」とは、一般廃棄物焼却灰を高温で溶融した後、冷却して固化したものである。重金属の溶出が

抑えられるとともに、高温で処理されるため、ダイオキシン類が分解されるという効果がある。 

「エコセメント」とは、ごみ焼却灰等に石灰石、粘土、石こうなどを補充して成分を調整したのち、約１，３

５０度以上で焼成して製造されたセメントのこと。エコセメントとは、エコロジーとセメントとを合わせた造

語であり、土木建設資材として日本工業規格（ＪＩＳ）に定められている。 

多摩地域では、ごみ焼却施設から排出される焼却灰等を「エコセメント」に再生するエコセメント化施設が整

備されている。 

メ モ 
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③  二次評価 

(ｲ) 廃棄物発生量の減量化 

開催後の工事の実施時に、表 5-15-28(1)(p5-15-53) に示す廃棄物発生量の減量化に係

るミティゲーションを推進することにより、建設廃棄物発生量の削減がなされるものとし

た。 

しかし、廃棄物の有効利用に係るミティゲーションにより、建設廃棄物発生量のうち

95％程度が再資源化されると見込まれ、建設混合廃棄物の分別の徹底等により 終処分量

は 38％程度削減されることが期待されるものの、建設廃棄物の削減対策は再資源化によ

るものが大部分となっており、建設廃棄物の減量による 終処分量の削減はあまり大きく

は見込めないことから、建設廃棄物の 終処分量は現在の標準的な工事と同程度の水準に

とどまるものと想定した。 

したがって、開催後（工事の実施による影響）の廃棄物発生量の減量化についての評価

結果は、いずれも「０」とした。 

 

(ﾛ) 廃棄物の有効利用 

開催後の工事の実施時に、表 5-15-28(2)(p5-15-54)に示す廃棄物の有効利用に係るミ

ティゲーションを推進することにより、建設廃棄物のリサイクル率は現況の 91.9％（平成

20 年度実績、p5-15-5）から 95％（平成 27 年度計画目標値、p5-15-19）に改善されるもの

と見込まれる。これにより、建設廃棄物の 終処分量は、発生量の 8.1％から５％にまで

削減され、現在の建設廃棄物の 終処分量の水準から 38％程度削減されることになる。 

したがって、廃棄物の有効利用の推進により大幅な 終処分量の削減が見込めることか

ら、開催後（工事の実施による影響）の廃棄物の有効利用についての評価結果は、いずれ

も「＋１」とした。 
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4)  開催後（後利用による影響） 

①  一次評価 

(ｲ) 廃棄物発生量の減量化 

一次評価においては、後利用により排出される一般廃棄物発生量の減量化の取組みにつ

いて、現在と同程度の廃棄物の削減対策が行われ、現在の廃棄物の発生水準と同等の減量

化がなされるものとした。 

したがって、開催後（後利用による影響）の評価結果は、「０」とした。 

 

(ﾛ) 廃棄物の有効利用 

一次評価においては、後利用により排出される一般廃棄物の有効利用の取組みについて、

現在と同程度の廃棄物の有効利用が行われるものとした。 

したがって、開催後の評価結果は、「０」とした。 

 

 

②  ミティゲーション 

競技の実施に際して、廃棄物発生量の減量化及び廃棄物の有効利用を推進するためのミ

ティゲーションとして、表 5-15-29(p5-15-57)に示す内容を想定した。 
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表 5-15-29  廃棄物発生量の減量化及び有効利用に関するミティゲーションの内容（開催後） 

予測評価の時期 ミティゲーション 

開催後 後利用による

影響 

＜廃棄物発生量の減量化＞ 

○ 東京都は、「東京都廃棄物処理計画」（p5-15-16～17）に基づく取り組み

を行う。 

・ ごみを出さない社会の定着等により、10％の排出抑制をシナリオとし

て、平成 19 年度（実績）と比べて７％の削減が見込まれる。また、

再生利用率は 26％に増加することが見込まれる。 

・ 環境教育・普及啓発の推進 

○ 上記の計画以外に、以下の対策をとることにより、廃棄物の発生抑制に

努める。 

・ リユース食器の促進 

・ 廃棄物量の見える化 

・ フードチェーン全体での取組の推進 

○ 3R 運動の徹底による発生抑制 

・ 「容器包装ダイエット宣言」等の 3R 普及促進キャンペーンの促進 

 

＜廃棄物の有効利用＞ 

○ 「東京都廃棄物処理計画」（p5-15-16～17）における有効利用の計画目

標に基づく取り組みを行う。 

・ 資源ごみ回収により、100 万トンの有効利用が見込まれる。 

・ 焼却による熱回収により、325 万トンの有効利用が見込まれる。 

・ ごみ処理過程資源化により 25 万トンの有効利用が見込まれる。 

・ 廃プラスチックのリサイクルを推進し、埋立処分量を０とする。 

○ 3R 運動の徹底によるリサイクル分別 

○ 「2020 年の東京」に基づき、廃棄物の焼却時に発生する排熱を発電や

温水として回収するサーマルリサイクルの効率化を図る。また、スーパ

ーエコタウン事業における食品廃棄物バイオガス発電施設(p5-15-16参

照)にみられるような生ごみ等からバイオマスエネルギーとしてメタン

ガスを回収する取組を進める。 

○ 会場内における食品販売、飲食店等から排出される食品廃棄物等につい

ては、「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（食品リサイク

ル法）に基づく食品循環資源の再生利用等（p5-15-26～27）に取り組む

ものとする。 

 

 

 

③  二次評価 

(ｲ) 廃棄物発生量の減量化 

開催後の後利用時において、表 5-15-29 に示す廃棄物発生量の減量化に係るミティゲ

ーションを推進することにより、一般廃棄物発生量の削減がなされるものとした。 

しかし、「東京都廃棄物処理計画」の見込みでは、一般廃棄物発生量は現況の 476 万ト

ン（平成 21 年度実績、p5-15-1）から 475 万トン（平成 27 年度計画目標値、p5-15-17）と

0.2％程度の削減にとどまることになる。 

また、既存の会場においては、既に容器包装廃棄物のリサイクル分別が実施されている

ことなどから、廃棄物の発生抑制策による 終処分量の大幅な削減は見込めないものと判

断した。 

したがって、開催後（後利用による影響）の廃棄物発生量の減量化についての評価結果
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は、いずれも「０」とした。 

 

(ﾛ) 廃棄物の有効利用 

開催後の後利用時において、表 5-15-29(p5-15-57) に示す廃棄物の有効利用に係るミ

ティゲーションを推進することにより、都内の一般廃棄物発生量 475 万トン（平成 27 年度

計画目標値、p5-15-17）のうち、資源回収や再生資源化、焼却による熱回収により、450

万トン（発生量の 94.7％）が有効利用されるものとした。これにより、一般廃棄物の有効

利用率は、現況の 92.4％（平成 21 年度実績、p5-15-1）から 94.7％（平成 27 年度計画目

標値、p5-15-17）に向上することになり、一般廃棄物の 終処分量は、発生量の 7.6％か

ら 5.3％にまで削減され、現在の一般廃棄物の 終処分量の水準から 30％程度削減される

と見込まれる。 

したがって、廃棄物の有効利用の推進により大幅な 終処分量の削減が見込めることか

ら、開催後（後利用による影響）の廃棄物の有効利用についての評価結果は、いずれも「＋

１」とした。 

 

 

(4) 評価結果の総括 

全体計画に対する廃棄物(廃棄物発生量の減量化、廃棄物の有効利用）の評価結果は、表 

5-15-30 に示すとおりである。 

廃棄物発生量の減量化については、大幅な削減量は見込めないため「０」となる。また、

廃棄物の有効利用については、ミティゲーションの実施によりプラス評価となる。 

 

表 5-15-30  全体計画に対する廃棄物の評価結果総括表 

（廃棄物発生量の減量化、廃棄物の有効利用） 

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

全体計画（廃棄物発生量の減量化） 0 － 0 0 0 0 － 0 0 0

全体計画（廃棄物の有効利用） 0 － 0 0 0 +1 － +1 +1 +1

評価対象

評価点(一次) 評価点(二次)

開催前 開催中 開催後 開催前 開催中 開催後

 

※評価点の目安は以下のとおりである。 

+2: 大きなプラスの影響 

+1: ある程度のプラスの影響 

0: 中立 

-1: ある程度のマイナスの影響 

-2: 大きなマイナスの影響 

－: 予測評価の検討において対象外とした影響 

■: 網掛けは非該当項目のため対象外とした影響 
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5-16  エコマテリアル 

5-16-1  現況 

建設工事や廃棄物処理に伴う副産物をもとに製造される建設関連資材等をエコマテリアル

として扱い、現況における行政指針等について整理を行った。 

 

(1) エコマテリアル利用に関する行政指針等 

東京都では、再生資材の活用について、「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律

（グリーン購入法）」（平成 12 年 5 月）及び「東京都建設リサイクルガイドライン」（平成 23

年 6 月）に基づく「東京都環境物品等調達方針（公共工事）」を作成・公表しており、都が施

工する公共工事のうち起工額が 500 万円以上の建設工事等（解体工事のみの場合を除く）に

ついて資材・建設機械・工法・目的物などの環境物品等の使用推進及び環境影響物品等の使

用抑制を定めている。 

「東京都環境物品等調達方針（公共工事）」における基本的考え方として、環境物品等の使

用の推進、環境影響物品等の使用抑制、公共工事での環境配慮の面から環境物品等及び環境

影響物品等の選択を行うこととしている。 

また、「東京都環境物品等調達方針（公共工事）」において、都は工事の種類等に応じ、「工

事の種類に応じた環境物品等の調達に関する指針」に基づき、その用途に適した環境物品等

を使用するものとしている。さらに、都等が公共工事において調達する資材、建設機械、工

法、目的物などの環境物品等である特別品目、特定調達品目及び調達推進品目は、「環境物品

等の調達手順」に基づき調達することを定めている。 

このように、都が施工する公共工事については、建設副産物やその他の副産物から製造さ

れる資材を用いることや、再使用が可能な構造材等の使用に配慮することを制度として定め

ている。 

エコマテリアル（環境物品等）についての基本的考え方を表 5-16-1 に示すとおりである。 

 

表 5-16-1  環境物品等の使用の推進に関する基本的考え方（抜粋） 

環境物品等の使用の推進 

公共工事（道路、河川、公園、市街地整備、庁舎営繕、公営住宅、鉄道、軌道、港湾、空港、農林、水

産、廃棄物、水道、下水道、教育、医療、福祉、市場、その他。）の実施に当たっては、以下の基本的考え

方に基づき、環境物品等の使用を推進する。 

①建設資源循環への寄与 環境への負荷の低減に資する資材、建設機械、工法、目的物の使用を推

進し、建設資源循環の構築を図る。 

②廃棄物の減量化及び 終処分

場の延命化 

一般廃棄物焼却灰、浄水場発生土、下水汚泥焼却灰など廃棄物処理に伴

う副産物をもとに製造等される資材、建設機械、工法、目的物の使用を

推進し、廃棄物の減量化及び 終処分場の延命化を図る。 

③他産業廃棄物の減量化及び

終処分場の延命化 

他産業から発生する廃棄物の処理に伴う副産物をもとに製造等される

資材、建設機械、工法、目的物の使用を推進し、廃棄物の減量化及び

終処分場の延命化を図る。 

④都内産の資材の活用 多摩産材（多摩地域で産出された木材をいう。）、都市鉱山（都内の建築

物や土木工作物に蓄積された鉄、コンクリート、アスファルト・コンク

リートなど）、街の森（都内の住宅等に蓄積された木材など）、その他都

内で発生する廃棄物などから製造等される資材、工法、目的物の使用を

推進し、建設資源の循環、森林の育成、自然環境の保全、地場産業の振

興等を図る。 
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さらに、東京都では平成 14 年 6 月より「建築物環境計画書制度」を導入しており、延床面

積 5,000m2を超える新築・増築の施設には、建築主が環境配慮の取組みを示した届出を計画・

完了時に提出することが義務付けられている。 

この中で、エコマテリアルについての配慮すべき事項と評価基準は表 5-16-2 に示すとお

りであり、再生骨材やリサイクル鋼材、循環利用が可能な建設資材の利用についての評価基

準が設定されている。 

 

表 5-16-2  建築物環境計画書制度のエコマテリアルに関する評価基準 

配慮すべき事項 評価基準 

再生骨材※等の利用に係る事項 次のいずれかの材料として、再生骨材※等を利用していること。 

①捨てコンクリート 

②工作物に用いられる現場打ちコンクリート又はコンクリート製品 

③その他これらの準ずるもの 

 

 杭、特定建築物の地下部分その他の当該セメントが利用できる部分に、

次に掲げるセメントのいずれかを利用していること。 

①高炉セメントＢ種若しくはＣ種又はフライアッシュセメントＢ種もし

くはＣ種 

②廃棄物を焼却した際に発生する灰を主たる原料としたセメント 

③その他環境に配慮したセメント 

 

リサイクル鋼材※の利用に係る事項 電炉鋼材その他のリサイクル鋼材※を鉄筋以外の構造用材料として利用

していること。ただし、特定建築物の全部が鉄筋コンクリート造である

場合は適用しない。 

 

その他のエコマテリアル 環境の負荷低減に寄与する材料について、 

(1)耐久性が高い建設資材を使用する。 

  流通している同規格品に比べ、非常に耐久性の高い資材の利用 

(2)循環的な利用が可能な建設資材を利用する 

 ①再利用建材の使用 

  廃棄物や副産物を利用して製造された建設資材の利用 

 ②再生性の高い資源で作られた材料の利用 

  木材で言えば、人工林から生産され、かつ同一植林地で木が再び成

育する条件が保たれるものを資材として使用する。 

 ③材料の再使用の可能性が高い材料の使用 

  建築構成材の品質、機能、性能を著しく低下させることなく、ほぼ

同じ用途で他の建築物で用いることができる。 

 ④廃棄・処分（埋立・処分）に伴う環境負荷の低い建材 

  廃棄処分しても、自然分解等して、環境負荷にならないもの及び含

まれている有価物が回収・再利用できるものや、廃棄物処理施設で分

解・処理が容易なものを利用している。 

(3)環境への負荷の低減が図られた建設資材を使用する。 

  製造にかかわるエネルギー、また排出する温室効果ガス（二酸化炭

素、メタン、フロン等）、大気汚染物質（硫黄酸化物、窒素酸化物、有

機化合物など）あるいは、水質汚濁物質が少ない物質を利用している。

 

 

 

 

 

 

「再生骨材」 骨材とは、コンクリートやアスファルト混合物を作る際に用いられる材料で

あり、再生骨材とは主としてコンクリート構造物を解体したコンクリート塊を破砕して作っ

たコンクリート用の骨材をいう。 

「リサイクル鋼材」とは、鋼製品のスクラップなどを再圧延して得られる鋼材のことをいう。 

メ モ 
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(2) エコマテリアルの種類 

東京都は、副産物対策・環境負荷低減のために環境物品等を指定しており、公共工事に

あたっては、「東京都環境物品等調達方針（公共工事）」により、環境物品等を 大限に活

用することとしている。 

特に、東京都は各種の副産物対策や環境負荷の低減のために、建設（実施）する施設や

事業などにおける副産物または製品を「特別品目」として指定している。このうち、副産

物の有効利用に関するものは表 5-16-3 に示すとおりであり、建設発生土、建設泥土等の

有効利用を図る副産物等が指定されている。 

 

表 5-16-3  副産物の有効利用に関する特別品目 

分 類 エコマテリアルの種類 

建設発生土の有効利用

を図るもの 

建設発生土、良質土（道路上工事等で使用できるもの）、 

普通土（再利用センター又はストックヤードの仮置土）、改良土、 

粒状改良土、流動化処理土、一体施工システム内処理土、分級処理土、路

盤材、しゅんせつ土、しゅんせつ土改良土 

建設泥土の有効利用を

図るもの 

建設泥土改良土 

流動化処理土 

建設発生木材の有効利

用を図るもの 

再生木質ボード類 

熱帯雨林材等の使用を

抑制するもの 

環境配慮型型枠 

コンクリート塊、アス

ファルト・コンクリー

ト塊の有効利用を図る

もの 

再生クラッシャラン 

再生粒度調整砕石 

再生砂 

再生加熱アスファルト（混合物、処理混合物） 

再生骨材（均し（捨て）コンクリート及びレディーミクストコンクリート）

再生コンクリート（路盤材、砕石等） 

道床砕石 

廃棄物処理に伴う副産

物の有効利用を図るも

の 

エコセメント（直接利用、均し（捨て）コンクリート、レディミクストコ

ンクリート、コンクリート二次製品） 

溶融スラグ（直接利用、コンクリート二次製品、再生加熱アスファルト混

合物） 

下水焼却灰を用いた無焼成ブロック 

スーパーアッシュ（コンクリート二次製品、土木材料） 

アスファルト混合物用汚泥焼却灰を用いた加熱アスファルト混合物（再

生・一般） 

浄水場発生土（グラウンド舗装材、緑化用土、土ブロック） 

都内の森林再生のため

の多摩産材の有効利用

を図るもの 

多摩産材（直接利用、道路施設材料、河川施設材料、建設材料、仮設材料）

出典：「東京都環境物品等調達方針（公共工事）」（平成 24 年 9 月、東京都） 
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(3) 主なエコマテリアルの利用状況 

1)  エコセメント 

エコセメントとは、エコロジーとセメントの合成語で、ごみを焼却炉で燃やしてできる

焼却残渣などを主原料として作るセメントをいう。エコセメントの製造工程は図 5-16-1

に示すとおりであり、焼却灰等は、乾燥、鉄・アルミニウム類の回収、粉砕の前処理を行

い、副資材（石灰石、鉄原料）を添加し調合され、焼成、粉砕の処理を経てエコセメント

となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 出典：東京たま広域資源循環組合ホームページ 

図 5-16-1  エコセメントの製造工程 

 

「東京たまエコセメント製品の利用手引き 平成 20 年度版」（平成 20 年 8 月、東京たま

広域資源循環組合）によると、エコセメントを用いたコンクリートの強度は、普通セメン

トを用いた場合と同様の強度を示すとともに、コンクリートの乾燥収縮、中性化及び凍結

融解抵抗性などの耐久性は、普通セメントを用いた場合と同様の性状を示すとされてい

る。 

エコセメント利用による環境上の利点として、溶融スラグと同様に天然砂の採取量削減

による自然環境の保護や、埋立処分量の減少による処分地の延命化に寄与することが挙げ

られる。また、エコセメントは石灰石の一部に焼却灰を利用していることから、石灰石製

造に係る二酸化炭素の排出を抑制することができる。 

東京たまエコセメント化施設の出荷実績は表 5-16-4(p5-16-5)に示すとおりであり、焼

却灰を埋め立てることなく全量をエコセメントの原料として利用することができ、平成

20 年度は約 120,000 トンの出荷実績となっている。 

 

また、東京都の公共工事等では、「東京都環境物品等調達方針（公共工事）」（平成 24

年 9 月、東京都）において、廃棄物処理に伴う副産物の有効利用を図るものとして「エコ

セメントを用いたコンクリート二次製品」が指定されている。 
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表 5-16-4  東京たまエコセメント化施設の出荷実績 

年 度 
平成 18 年度 

（7 月～） 

平成 19 年度 

 

平成 20 年度 

 

焼却灰（t/年） 65,600  83,400  約 80,000 

エコセメント（t/年） 87,000 122,700 約 120,000 

出典：「東京たまエコセメント製品の利用手引き 平成 20 年度版」（平成 20 年 8 月、東京たま広域資源循環組合） 

 

 

 

 

 

 

 

出典：東京たま広域資源循環組合ホームページ 

図 5-16-2  エコセメントの利用例 

 

2)  粒度調整灰（スーパーアッシュ） 

粒度調整灰は、下水汚泥焼却灰を分級、粉砕処理することによって粒子を調整したもの

である。下水汚泥焼却灰は、セメントとの水和反応において、長期的な固化強度を増大さ

せる可溶性シリカを多く含んでいるが、更に粒度調整を行うことにより従来の焼却灰と比

較して強度が増大する。これにより、焼却灰の物理特性が改善され、高品位の土木工事用

資材の原料として活用することができる。 

スーパーアッシュの使用例として、セメントミルク混和剤、ベントナイト製品の原材料、

工事用粘土、コンクリート材料として利用される。 

スーパーアッシュは、「東京都環境物品等調達方針（公共工事）」（平成 24 年 9 月、東京

都）において、廃棄物処理に伴う副産物の有効利用を図る特別品目として「スーパーアッ

シュを用いたコンクリート二次製品」、「スーパーアッシュを用いた土木材料」等として

指定されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：東京都下水道局ホームページ 

図 5-16-3  粒度調整灰（スーパーアッシュ）の外見 



 

 5-16-6

 

3)  溶融スラグ 

ごみを焼却炉で燃やした残渣の焼却灰を、電気やガスを用いて 1,200℃以上の高温で加

熱し、溶融した無機物を冷却・固化して得られるガラス質の生成物を溶融スラグという。 

溶融スラグの生成においては、焼却灰に比べ容積が 1/2 程度となり重金属の溶出が抑え

られるほか、高温によりダイオキシン類が分解される。 

東京都内の自治体では 2011 年時点で７カ所８施設の溶融施設が稼動しており（表 

5-16-5）、また、東京二十三区清掃一部事務組合では、 終処分場の延命化を図るため、

区部の焼却灰の全量を溶融する計画を立て、溶融施設の施設整備を進めてきた。 

 

表 5-16-5  東京二十三区清掃一部事務組合の溶融スラグ生産施設（平成 23 年 3 月） 

施設名 溶融方式 
溶融処理能力

（トン/日） 
整備状況 

板橋清掃工場 電気式（交流アーク方式） 180 平成 14 年 11 月稼動 

多摩川清掃工場 燃焼式（表面溶融方式） 30 平成 15 年 7 月稼動 

足立清掃工場 電気式（プラズマ方式） 130 平成 17 年 3 月稼動 

品川清掃工場 燃料式（表面溶融方式） 180 平成 18 年 3 月稼動 

中防灰溶融施設 電気式（プラズマ方式） 400 平成 18 年 12 月稼動 

葛飾清掃工場 電気式（プラズマ方式） 110 平成 18 年 12 月稼動 

世田谷清掃工場 
電気式（プラズマ方式） 120

平成 20 年 3 月稼動 
ガス化溶融（流動床式） 30

出典：「東京の資源循環 2011」（平成 24 年 2 月、東京都環境局） 

東京二十三区清掃一部事務組合ホームページ 

 

 

溶融スラグは、道路用資材、コンクリート骨材などの建設資材として天然砂の代替材と

して利用することができ、天然砂の採取量削減による自然環境の保護や、埋立処分量の減

少による処分地の延命化に寄与する。 

東京二十三区清掃一部事務組合における焼却灰を利用した溶融スラグの利用内訳は図 

5-16-4（p 5-16-7）に示すとおりであり、溶融スラグはアスファルト合材、コンクリート

二次製品、埋戻材、地盤改良材等の用途に用いられており、その多くは新海面処分場の地

盤改良材として利用されている。溶融スラグの有効利用量については図 5-16-5（p5-16-7）

に示すとおりであり、平成 20 年度をピークに利用量は減少し、平成 25 年度以降は大幅な

利用量の減少が想定されている。これは、 大の利用用途であった新海面処分場の地盤改

良工事が平成 25 年度頃に一旦終了する見込みとなっているためであるが、それ以外の用途

における利用量はその後増加していくものと予測されている。 

新海面処分場の地盤改良工事のような大口の需要にも応え得る供給体制はあるももの、

今後は継続的な大口需要先の確保はなかなか見込めないことが想定されるため、東京二十

三区清掃一部事務組合では、ストックヤードの整備を図っていくなど一時的な大口需要に

も応え得る供給体制の整備についての検討を進めようとしている。 
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出典：「一般廃棄物処理基本計画改定検討委員会 第 3 回委員会資料(平成 21 年 7 月)」 

（東京二十三区清掃一部事務組合） 

 

図 5-16-4  溶融スラグの利用内訳（平成 19 年度） 

 

 

 
出典：「一般廃棄物処理基本計画改定検討委員会 第 3 回委員会資料(平成 21 年 7 月)」 

（東京二十三区清掃一部事務組合） 

 

図 5-16-5  溶融スラグの有効利用量（実績及び予測） 

 

 



 

 5-16-8

 

5-16-2  予測評価（会場別） 

(1) 評価の指標及び目安 

会場別検討における評価の指標及び目安は、表 5-16-6 に示すとおりである。 

 

表 5-16-6  評価の指標及び目安 

評価の指標 評価の基準 
評価の目安 

－２ －１ ０ ＋１ ＋２ 

エコマテリア
ルの使用 

再生可能資
材・再生資
材の活用の
水準 － 

再生可能資
材・再生資材
の活用が図
られない 

再生可能資
材・再生資材
の活用が現
在の活用水
準と変わら
ない 

再生可能資
材・再生資材
の活用が現
在の水準を
上回る 

－ 

 

(2) 予測評価の方法 

会場別には、開催前（工事の実施による影響）、開催後（工事の実施による影響）における

エコマテリアルの活用の程度について予測評価の検討を行った。 

それぞれの時期における予測評価の方法は表 5-16-7 に示すとおりである。 

 

表 5-16-7  予測評価方法（会場別） 

予測評価の時期 予測評価の方法 

開催前 
工事の実施によ

る影響 

工事の実施に伴うエコマテリアルの活用の水準について、定性的な予測

評価を行った。 

開催中 

施設の存在によ

る影響 

施設の存在によるエコマテリアルの利用は想定されないことから、予測

評価の対象外とした。 

競技の実施によ

る影響 

競技の実施によるエコマテリアルの利用は想定されないことから、予測

評価の対象外とした。 

開催後 

工事の実施によ

る影響 

工事の実施に伴うエコマテリアルの活用の水準について、定性的な予測

評価を行った。 

後利用による影

響 

後利用によるエコマテリアルの利用は想定されないことから、予測評価

の対象外とした。 
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(3) 予測評価の結果 

1)  開催前（工事の実施による影響） 

①  一次評価 

東京都は、起工額 500 万円以上の公共工事に対して、「東京都環境物品等調達方針（公

共工事）」により環境物品等の使用の推進及び環境影響物品等の使用抑制を行うことを定め、

環境物品等の調達を推進している。この調達方針では環境物品等の調達を 大限に行うこ

とを調達目標としており、定量的な調達目標については現在の調達実績も踏まえて今後検

討していくこととしている。 

このため、施設の建設工事等において、盛土材として建設発生土や躯体工事にエコセメ

ントが活用されるなど、「東京都環境物品等調達方針（公共工事）」に基づいてエコマテリ

アルが 大限に利用され、工事の実施により使用される建設資材の有効利用が進むものと

考えられる。また、仮設の施設では、再使用が可能な構造材や内装材、外装材の使用に配

慮されるものと考えられる。 

なお、溶融スラグ等の活用にあたっては、環境省が平成 23 年 8 月に示した「災害廃棄物

の広域処理の推進について（東大日本大震災により生じた災害廃棄物の広域処理の推進に

係るガイドライン）」（p5-16-10）に基づき、安全性を確保するよう適切に対応する。東京

二十三区清掃一部事務組合では、このガイドラインの考え方を受けて、溶融スラグを有効

利用する場合の放射性濃度に係る品質管理について必要な事項を定めた「溶融スラグの利

用促進に関する方針」（平成 24 年 3 月改訂）に基づき、品質基準を満足し安全性が十分確

保された溶融スラグを提供している。また、東京たま広域資源循環組合では、エコセメン

トの放射性物質濃度を定期的に調査しているなど、安全性等に関する品質管理を実施して

おり、エコマテリアルの活用にあたっての問題はない。 

「東京都環境物品等調達方針（公共工事）」に基づき建設資材の有効利用に積極的に取り

組むとともに、現在の調達実績を踏まえて今後検討される定量的な調達目標の達成に向け

てエコマテリアルを 大限に使用すること等により、再生可能資材・再生資材の活用は現

在の活用水準を上回るものと考えられることから、各会場の開催前（工事の実施による影

響）についての評価結果は、いずれも「＋１」とした。 
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○「災害廃棄物の広域処理の推進について（東日本大震災により生じた災害廃棄物の広域処

理の推進に係るガイドライン）」（平成 23 年 8 月）における災害廃棄物の再生利用に関する

評価の概要 

 

●再生利用を行う場合の測定結果の評価方法 

再生利用方法 評価方法 評価 

燃焼を伴わない

再生利用 

製品の放射能濃度＝ 

災害廃棄物の放射能濃度 

× 原料（木くず等）に占める当該災害廃

棄物の割合 

× 製品に占める原料（木くず等）の割合

クリアランスレベル（100Bq/kg）を満足

すれば、広く一般に再生利用できること

になる。 

ただし、受入可能となる放射能濃度の目

安は、製品の品質に責任を負う事業者の

判断に基づき適切に設定されるべきもの

と考えられる。例えばセメント焼成の場

合、当該災害廃棄物以外にも様々な種

類、性状の廃棄物を受け入れている場合

が多く、これら全体の処理を考慮して、

品質管理が行われることから、受入の濃

度を単純に算定できるものではないこと

に留意が必要である。 

燃焼を伴う 

再生利用 

製品の放射能濃度＝ 

災害廃棄物の放射能濃度 

× 燃料に占める災害廃棄物の割合 

× 燃焼による灰の濃縮倍率 

× 製品に占める当該灰の割合 

溶融スラグの 

再生利用 

製品の放射能濃度＝ 

災害廃棄物の放射能濃度 

× 溶融対象に占める災害廃棄物の割合 

× １／溶融によるスラグの発生割合 

× 溶融によるスラグへの分配率 

× 製品に占める当該スラグの割合 

災害廃棄物の放射性セシウム濃度に応じ

て適切な災害廃棄物の混合割合を設定す

ればクリアランスレベルを満足できるも

のと考えられる。 

 

●再生利用を行う場合の測定結果の評価方法 

終的な製品として、クリアランスレベル（放射性セシウム濃度で 100Bq/kg）を確保する場合でも、

製品の製造過程での混合割合を調整することにより、製品中の放射能濃度は管理できることから、受入

に際しての放射能濃度を厳密に評価する必要はなく、後述の受入側でのモニタリングと併せて事業者の

判断により柔軟に評価することが適当と考えられる。 

 

●受け入れ側でのモニタリング 

実際の再生利用を行う前に、木質チップのように、再生利用のために加工され、均質化された段階で、

放射能濃度の測定を行うこととし、これをもとに、製品への混合割合を安全側に設定する。測定の頻度

は、月 1 回程度とする。また、製品についても同様の頻度で、確認的に放射能濃度の測定を行い、クリ

アランスレベルが満足されていることを確認する。燃焼を伴う再生利用の場合は、排ガス中の放射能濃

度の測定を行うとともに、燃焼後の灰について、放射能濃度の測定を行うこととし、これをもとに、製

品への混合割合を安全側に設定する。測定の頻度は、同様に月 1 回程度とし、製品についても同様とす

る。 
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②  ミティゲーション 

工事の実施時において、エコマテリアルの活用を推進するためのミティゲーションの内

容は、表 5-16-8 に示すとおりである。また、施工段階別のエコマテリアルの活用方策は、

表 5-16-9(p5-16-12～14)に示すとおりである。 

 

表 5-16-8  エコマテリアルの活用に関するミティゲーションの内容（開催前） 

予測評価の時期 ミティゲーションの内容 

開催前 工事の実施

による影響 

○ 東京都は、会場関連の工事の実施にあたり、「東京都環境物品等調達方針（公共

工事）」等に定められたエコマテリアル（p.5-16-3）を 大限に利用することに

より、資源の有効活用を図る。 

 

<主な資源の有効利用策> 

・都市鉱山の活用 

コンクリート塊、アスファルト、その他の建設廃棄物の活用 

・東京の木の活用 

建設発生木材、多摩産材、街の森（都内の住宅等に蓄積された木材など）、都

内産の緑化植物の活用等 

・建設泥土の活用 

・建設発生土、浚渫土砂の活用 

・廃棄物の建設資材への活用 

一般廃棄物、上水スラッジ、下水焼却灰の活用等 

・建設グリーン調達の実施 

再生建設資材の使用など建設グリーン調達を実施 
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表 5-16-9(1) エコマテリアルの活用方策（盛土、埋め戻し等の土砂利用） 

施工段階 エコマテリアルの活用方策 

盛土、埋め戻し等による 

土砂利用 

 

○使用する環境物品等 

【盛土材】 

・ 建設発生土、路盤材、普通土、分級処理土、一体の施工システム内

処理土、混合処理土、建設泥土改良土を使用する。また、必要に応

じて改良土を使用する。 

【埋め戻し材】 

・ 埋戻し位置により良質土、普通土、改良土、粒状改良土、流動化処

理土、再生砂を使い分ける。ただし、道路上工事の場合は道路管理

者の定める規則、指示等による。 

 

※土砂の調達にあたっては、現場内利用を 優先とする。 

※現場内利用で不足する場合には、工事間利用により調達する。 

※土砂の調達にあたり、普通土、改良土（第 2 種改良土）を調達する場

合は、原則として再利用センターから調達するものとする。（再利用セ

ンターから半径 30km の範囲内の工事） 

※粒度改良土を調達する場合は、民間の土質改良プラントから調達する。

※土砂の調達にあたっては、山砂、川砂、海砂、汚染土壌の使用を抑制

する。 

 

出典：「東京都環境物品等調達方針（公共工事）」（平成 24 年 9 月、東京都） 

 

表 5-16-9(2) エコマテリアルの活用方策（舗装工事） 

施工段階 エコマテリアルの活用方策 

舗装工事 ○使用する環境物品等 

【路盤材】 

・ 再生クラッシャラン、再生粒度調整砕石、再生アスファルト処理混

合物を使用する。 

【車道舗装材（表層・基層）】 

・ 再生加熱アスファルト混合物、供給状況、地域性等を考慮して溶融

スラグを用いた再生加熱アスファルト混合物、アスファルト混合物

用汚泥焼却灰を用いた加熱アスファルト混合物等を使用する。 

【歩道舗装材】 

・ 歩道における透水性を有しない舗装材を使用する場合には、必要性、

供給状況、地域性、景観等を考慮して再生加熱アスファルト混合物、

溶融スラグを用いた再生加熱アスファルト混合物、アスファルト混

合物用汚泥焼却灰を用いた加熱アスファルト混合物等を使用する。 

 

※路盤材、舗装材の調達にあたっては、原則として新材は使用しない。

 

出典：「東京都環境物品等調達方針（公共工事）」（平成 24 年 9 月、東京都） 
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表 5-16-9(3) エコマテリアルの活用方策（土木工作物、建築物の建設工事） 

施工段階 エコマテリアルの活用方策 

土木工作物、建築物の建設工

事 

 

 

○使用する環境物品等 

【基礎工事】 

・ 基礎には再生クラッシャランを使用する 

【躯体本体】 

・ 均し（捨て）コンクリート等を使用する場合において、調達が可能

な場合は、供給体制を勘案して、原則として、「エコセメントを用い

た均し（捨て）コンクリート等」を使用する。 

・ 躯体本体工事で無筋コンクリート構造物又は鉄筋コンクリート構造

物にレディーミクストコンクリートを使用する場合において、調達

が可能な場合は、供給体制を勘案して、「エコセメントを用いたレデ

ィーミクストコンクリート」を使用する。 

・ 躯体本体工事でコンクリート二次製品を使用する場合において、当

該躯体本体工事用の材料として適合するものの調達が可能な場合

は、供給体制を勘案して、原則として、「エコセメントを用いたコン

クリート二次製品」を使用する。 

・ 現場内利用や工事間利用により調達が可能な場合には、護岸、護床、

路盤、基礎、裏込め等にはコンクリート塊を加工したコンクリート

再生砕石等を使用する。 

・ コンクリート型枠には環境配慮型型枠を使用する。 

・ 溶融スラグを用いたコンクリート二次製品を試験施工として使用す

る。 

・ 「スーパーアッシュ/ 東京都下水道局」（以下「スーパーアッシュ」

という。）を用いたコンクリート二次製品及び土木材料を調達可能な

場合に使用する。 

・ 横断防止柵、転落防止柵、その他木材の使用が可能なものには多摩

産材（間伐材を含む。）を使用する。 

・ その他の特別品目、特定調達品目、調達推進品目の使用を推進する。

【仮設施設】 

・ 再使用が可能な構造材、内装材及び外装材の使用に配慮する。 

出典：「東京都環境物品等調達方針（公共工事）」（平成 24 年 9 月、東京都） 
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表 5-16-9(4) エコマテリアルの活用方策（公園・緑化工事） 

施工段階 エコマテリアルの活用方策 

公園・緑化工事 

 

○使用する環境物品等 

・ 公園施設で木材の使用が可能なものは多摩産材（間伐材を含む。）を

使用する。 

・ 公園、緑化工事で均し（捨て）コンクリート等を使用する場合にお

いて、調達が可能な場合は、供給体制を勘案して、原則として、「エ

コセメントを用いた均し（捨て）コンクリート等」を使用する。 

・ 公園、緑化工事で無筋コンクリート構造物又は鉄筋コンクリート構

造物にレディーミクストコンクリートを使用する場合において、調

達が可能な場合は、供給体制を勘案して、「エコセメントを用いたレ

ディーミクストコンクリート」を使用する。 

・ 公園、緑化工事でコンクリート二次製品を使用する場合において、

公園、緑化工事用の材料として適合するものの調達が可能な場合は、

供給体制を勘案して、原則として、「エコセメントを用いたコンクリ

ート二次製品」を使用する。 

・ 薬剤散布、施肥、せん定等を 小限に抑制できるなど植栽管理の容

易な植栽材料を使用する。 

・ 植栽に当たっては、請負材として緑化植物を調達する場合、可能な

限り、都内産の緑化植物を使用する。 

出典：「東京都環境物品等調達方針（公共工事）」（平成 24 年 9 月、東京都） 
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③  二次評価 

東京都は、起工額 500 万円以上の公共工事に対して、「東京都環境物品等調達方針（公

共工事）」により環境物品等の利用を定めており、建設副産物やその他の副産物から製造さ

れる資材を 大限に用いることを調達目標としている。 

工事の実施時に、表 5-16-8(p5-16-11)に示すエコマテリアルの活用を推進するための

ミティゲーションを講じることにより、再生資材等の利活用が促進されるものと考えられ、

二次評価における再生資材等の活用の程度は、一次評価と同様に、現在の活用水準を上回

るものと判断した。 

したがって、各会場の開催前（工事の実施による影響）の評価結果は、いずれも「＋１」

とした。 

 

 

2)  開催後（工事の実施による影響） 

①  一次評価 

東京都は、起工額 500 万円以上の公共工事に対して、「東京都環境物品等調達方針（公

共工事）」により環境物品等の使用の推進及び環境影響物品等の使用抑制を行うことを定め、

環境物品等の調達を推進している。この調達方針では環境物品等の調達を 大限に行うこ

とを調達目標としており、定量的な調達目標については現在の調達実績も踏まえて今後検

討していくこととしている。 

このため、開催後に改修して後利用される恒久施設（大井ホッケー競技場オリンピック

アクアティクスセンター、選手村）の改修工事や、仮設施設の撤去後の原状復帰における

舗装工事や緑化工事等において、「東京都環境物品等調達方針（公共工事）」に基づいたエ

コマテリアルの有効利用が進むものと考えられる。 

「東京都環境物品等調達方針（公共工事）」に基づき建設資材の有効利用に積極的に取り

組むとともに、現在の調達実績を踏まえて今後検討される定量的な調達目標の達成に向け

てエコマテリアルを 大限に使用すること等により、再生可能資材・再生資材の活用は現

在の活用水準を上回るものと考えられることから、各会場の開催前（工事の実施による影

響）についての評価結果は、いずれも「＋１」とした。 

 

②  ミティゲーション 

工事の実施時において、エコマテリアルの活用を推進するためのミティゲーションの内

容は、開催前と同様、表 5-16-8(p5-16-11)に示すとおりである。また、施工段階別のエ

コマテリアルの活用についても、開催前と同様、表 5-16-9(p5-16-12～15)に示す方策が

想定される。 

 

③  二次評価 

東京都は、起工額 500 万円以上の公共工事に対して、「東京都環境物品等調達方針（公

共工事）」により環境物品等の利用を定めており、建設副産物やその他の副産物から製造さ

れる資材を 大限に用いることを調達目標としている。 

工事の実施時に、表 5-16-8(p5-16-11)に示すエコマテリアルの活用を推進するための

ミティゲーションを講じることにより、再生資材等の利活用が促進されるものと考えられ、



 

 5-16-16

二次評価における再生資材等の活用の程度は、一次評価と同様に、現在の活用水準を上回

るものと判断した。 

したがって、各会場の開催後（工事の実施による影響）の評価結果は、いずれも「＋１」

とした。 

 

 

(4) 評価結果の総括 

各会場に対するエコマテリアルの評価結果は、表 5-16-10（p5-16-17）に示すとおりであ

る。 

「東京都環境物品等調達方針（公共工事）」に基づき建設資材の有効利用に積極的に取り組

むとともに、今後検討される定量的な調達目標も踏まえてエコマテリアルを 大限に使用す

ること等により、工事を実施するすべての会場で現在の活用水準を上回るものと考えられる。 

 



 

 5-16-17

 

表 5-16-10  各会場に対するエコマテリアルの評価結果総括表 

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

1 オリンピックスタジアム(国立霞ヶ丘競技場) +1 - - +1 - +1 - - +1 -

2 東京体育館 +1 - - +1 - +1 - - +1 -

3 国立代々木競技場 +1 - - +1 - +1 - - +1 -

4 日本武道館 +1 - - +1 - +1 - - +1 -

5 皇居外苑 +1 - - +1 - +1 - - +1 -

6 東京国際フォーラム - - - - - - - - - -

7 国技館 +1 - - +1 - +1 - - +1 -

8 有明アリーナ +1 - - +1 - +1 - - +1 -

9 有明ＢＭＸコース +1 - - +1 - +1 - - +1 -

10 有明ベロドローム +1 - - +1 - +1 - - +1 -

11 有明体操競技場 +1 - - +1 - +1 - - +1 -

12 有明テニスの森 +1 - - +1 - +1 - - +1 -

13 お台場海浜公園 +1 - - +1 - +1 - - +1 -

14 潮風公園 +1 - - +1 - +1 - - +1 -

15～16 東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂ +1 - - +1 - +1 - - +1 -

17 大井ホッケー競技場 +1 - - +1 - +1 - - +1 -

18 海の森クロスカントリーコース +1 - - +1 - +1 - - +1 -

19 海の森水上競技場 +1 - - +1 - +1 - - +1 -

20 海の森マウンテンバイクコース +1 - - +1 - +1 - - +1 -

21 若洲オリンピックマリーナ +1 - - +1 - +1 - - +1 -

22 葛西臨海公園 +1 - - +1 - +1 - - +1 -

23～24 夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ +1 - - +1 - +1 - - +1 -

25 夢の島公園 +1 - - +1 - +1 - - +1 -

26 夢の島競技場 +1 - - +1 - +1 - - +1 -

27～28
オリンピックアクアティクスセンター
ウォーターポロアリーナ

+1 - - +1 - +1 - - +1 -

29 武蔵野の森総合スポーツ施設 +1 - - - - +1 - - - -

30 東京スタジアム +1 - - +1 - +1 - - +1 -

31 武蔵野の森公園 +1 - - +1 - +1 - - +1 -

32 陸上自衛隊朝霞訓練場 +1 - - +1 - +1 - - +1 -

33 霞ヶ関カンツリー倶楽部 +1 - - +1 - +1 - - +1 -

34 札幌ドーム +1 - - +1 - +1 - - +1 -

35 宮城スタジアム +1 - - +1 - +1 - - +1 -

36 埼玉スタジアム2002 +1 - - +1 - +1 - - +1 -

37 横浜国際総合競技場 +1 - - +1 - +1 - - +1 -

OV 選手村 +1 - - +1 - +1 - - +1 -

IBC/MPC 東京ビッグサイト(IBC/MPC) +1 - - - - +1 - - - -

開催中 開催後 開催前 開催中 開催後

会場 評価点(一次) 評価点(二次)

No. 名称

開催前

 

※会場№は、表 1-3-37（p1-85～1-86）に示す会場№を表す。 

※評価点の目安は以下のとおりである。 

+2: 大きなプラスの影響 

+1: ある程度のプラスの影響 

0: 中立 

-1: ある程度のマイナスの影響 

-2: 大きなマイナスの影響 

－: 予測評価の検討において対象外とした影響 

■: 網掛けは非該当項目のため対象外とした影響 
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5-16-3  予測評価（全体計画） 

(1) 予測評価の指標及び目安 

全体計画における評価の指標及び目安は、表 5-16-11 に示すとおりである。 

 

表 5-16-11  評価の指標及び目安 

評価の指標 評価の基準 
評価の目安 

－２ －１ ０ ＋１ ＋２ 

エコマテリア
ルの使用 

再生可能資
材・再生資
材の活用の
水準 － 

再生可能資
材・再生資材
の活用が図
られない 

再生可能資
材・再生資材
の活用が現
在の活用水
準と変わら
ない 

再生可能資
材・再生資材
の活用が現
在の水準を
上回る 

－ 

 

 

(2) 予測評価の方法 

全体計画の評価は、開催前（工事の実施による影響）、開催後（工事の実施による影響）に

おけるエコマテリアルの活用の程度について予測評価の検討を行った。 

それぞれの時期における予測評価の方法は表 5-16-12 に示すとおりである。 

 

表 5-16-12  予測評価方法（全体計画） 

予測評価の時期 予測評価の方法 

開催前 
工事の実施によ

る影響 

工事の実施に伴うエコマテリアルの活用の水準について定性的な予測

評価を行った。 

開催中 

施設の存在によ

る影響 

施設の存在によるエコマテリアルの利用は想定されないことから、予測

評価の対象外とした。 

競技の実施によ

る影響 

競技の実施によるエコマテリアルの利用は想定されないことから、予測

評価の対象外とした。 

開催後 

工事の実施によ

る影響 

工事の実施に伴うエコマテリアルの活用の水準について定性的な予測

評価を行った。 

後利用による影

響 

後利用によるエコマテリアルの利用は想定されないことから、予測評価

の対象外とした。 
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(3) 予測評価の結果 

1)  開催前（工事の実施による影響） 

①  一次評価 

東京都は、起工額 500 万円以上の公共工事に対して、「東京都環境物品等調達方針（公

共工事）」により環境物品等の使用の推進及び環境影響物品等の使用抑制を行うことを定め、

環境物品等の調達を推進している。この調達方針では環境物品等の調達を 大限に行うこ

とを調達目標としており、定量的な調達目標については現在の調達実績も踏まえて今後検

討していくこととしている。 

このため、施設の建設工事等において、盛土材として建設発生土や躯体工事にエコセメ

ントが活用されるなど、「東京都環境物品等調達方針（公共工事）」に基づいてエコマテリ

アルが 大限に利用され、工事の実施により使用される建設資材の有効利用が進むものと

考えられる。また、仮設の施設では、再使用が可能な構造材や内装材、外装材の使用に配

慮されるものと考えられる。 

「東京都環境物品等調達方針（公共工事）」に基づき建設資材の有効利用に積極的に取り

組むとともに、現在の調達実績を踏まえて今後検討される定量的な調達目標の達成に向け

てエコマテリアルを 大限に使用すること等により、再生可能資材・再生資材の活用は現

在の活用水準を上回ると考えられ、８km 圏内においてこうした利用拡大が進むことにより

資源循環サイクルの構築が進み、持続可能な循環型社会の形成が促進されるものと期待さ

れる。 

したがって、開催前の工事の実施における全体計画の評価結果は、「＋１」とした。 
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②  ミティゲーション 

工事の実施時において、エコマテリアルの活用を推進するためのミティゲーションの内

容は、表 5-16-13 に示すとおりである。 

 

表 5-16-13  エコマテリアルの活用に関するミティゲーションの内容（開催前） 

予測評価の時期 ミティゲーションの内容 

開催前 工事の実施

による影響 

○ 東京都は、会場関連の工事の実施にあたり、「東京都環境物品等調達方針（公共

工事）」等に定められたエコマテリアル（p5-16-3）を 大限に利用することによ

り、資源の有効活用を図る。 

 

<主な資源の有効利用策> 

・都市鉱山の活用 

コンクリート塊、アスファルト、その他の建設廃棄物の活用 

・東京の木の活用 

建設発生木材、多摩産材、街の森（都内の住宅等に蓄積された木材など）、都

内産の緑化植物の活用等 

・建設泥土の活用 

・建設発生土、浚渫土砂の活用 

・廃棄物の建設資材への活用 

一般廃棄物、上水スラッジ、下水焼却灰の活用等 

・建設グリーン調達の実施 

再生建設資材の使用など建設グリーン調達を実施 

  
 

 

③  二次評価 

東京都は、起工額 500 万円以上の公共工事に対して、「東京都環境物品等調達方針（公

共工事）」により環境物品等の利用を定めており、建設副産物やその他の副産物から製造さ

れる資材を 大限に用いることを調達目標としている。 

工事の実施時に、表 5-16-13 示すエコマテリアルの活用を推進するためのミティゲー

ションを講じることにより、再生資材等の利活用が促進されるものと考えられ、二次評価

における再生資材等の活用の程度は、一次評価と同様に、現在の活用水準を上回るものと

判断した。 

したがって、開催前の工事の実施における全体計画の評価結果は、いずれも「＋１」と

した。 
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2)  開催後（工事の実施による影響） 

①  一次評価 

東京都は、起工額 500 万円以上の公共工事に対して、「東京都環境物品等調達方針（公

共工事）」により環境物品等の使用の推進及び環境影響物品等の使用抑制を行うことを定め、

環境物品等の調達を推進している。この調達方針では環境物品等の調達を 大限に行うこ

とを調達目標としており、定量的な調達目標については現在の調達実績も踏まえて今後検

討していくこととしている。 

このため、開催後に改修して後利用される恒久施設（大井ホッケー競技場オリンピック

アクアティクスセンター、選手村）の改修工事や、仮設施設の撤去後の原状復帰における

舗装工事や緑化工事等において、「東京都環境物品等調達方針（公共工事）」に基づいたエ

コマテリアルの有効利用が進むものと考えられる。 

「東京都環境物品等調達方針（公共工事）」に基づき建設資材の有効利用に積極的に取り

組むとともに、現在の調達実績を踏まえて今後検討される定量的な調達目標の達成に向け

てエコマテリアルを 大限に使用すること等により、再生可能資材・再生資材の活用は現

在の活用水準を上回るものと考えられ、８km 圏内においてこうした利用拡大が進むことに

より資源循環サイクルの構築が進み、持続可能な循環型社会の形成が促進されるものと期

待される。 

したがって、開催後の工事の実施における全体計画の評価結果は、「＋１」とした。 

 

②  ミティゲーション 

工事の実施時において、エコマテリアルの活用を推進するためのミティゲーションの内

容は、開催前と同様、表 5-16-13（p5-16-20）に示すとおりである。 

 

③  二次評価 

東京都は、起工額 500 万円以上の公共工事に対して、「東京都環境物品等調達方針（公

共工事）」により環境物品等の利用を定めており、建設副産物やその他の副産物から製造さ

れる資材を 大限に用いることを調達目標としている。 

工事の実施時に、表 5-16-13（p5-16-20）に示すエコマテリアルの活用を推進するため

のミティゲーションを講じることにより、再生資材等の利活用が促進されるものと考えら

れ、二次評価における再生資材等の活用の程度は、一次評価と同様に、現在の活用水準を

上回るものと判断した。 

したがって、開催後の工事の実施における全体計画の評価結果は、いずれも「＋１」と

した。 
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(4) 評価結果の総括 

全体計画に対するエコマテリアルの評価結果は、 表 5-16-14 に示すとおりである。 

2020 年東京オリンピックの開催前及び開催後の工事において、「東京都環境物品等調達方

針（公共工事）」に基づき建設資材の有効利用に積極的に取り組むとともに、今後検討される

定量的な調達目標も踏まえてエコマテリアルを 大限に使用すること等により、現在の活用

水準を上回るものと考えられる。 

 

 表 5-16-14  全体計画に対するエコマテリアルの評価結果総括表 

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

全体計画 +1 － － +1 － +1 － － +1 －

評価対象

評価点(一次) 評価点(二次)

開催前 開催中 開催後 開催前 開催中 開催後

 
※評価点の目安は以下のとおりである。 

+2: 大きなプラスの影響 

+1: ある程度のプラスの影響 

0: 中立 

-1: ある程度のマイナスの影響 

-2: 大きなマイナスの影響 

－: 予測評価の検討において対象外とした影響 

■: 網掛けは非該当項目のため対象外とした影響 
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5-17  温室効果ガス 

5-17-1  現況 

(1) 会場別 

各会場の位置は図 5-17-1 に示すとおりであり、このうち既存会場におけるエネルギーの

消費に伴う二酸化炭素（以下、「CO2」という）排出量をアンケート調査により把握し、表 5-17-1

（p5-17-2）に整理した。 

既存の各会場における年間 CO2 排出量の範囲は、66（夢の島競技場）～ 18,339 t-CO2/年

（東京ビッグサイト）である。東京体育館をはじめとする 7 会場では「省エネ法」に基づく

エネルギー管理指定工場に指定されており、そのうち都内の 3 会場は「東京都環境確保条例」

に基づく特定地球温暖化対策事業所に指定されている。 

延床面積あたりの CO2排出量の範囲は、屋外施設では 20（有明テニスの森）～ 348kg-CO2/

㎡/年（霞ヶ関カンツリー倶楽部）、屋内施設では 45（国立代々木競技場）～ 103 kg-CO2/㎡

/年（東京体育館）となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）建築物の計画により新設、既存、仮設に分類している。 

図 5-17-1  各会場の位置（８km 圏内） 

国技館

大井ホッケー競技場

有明アリーナ

東京体育館 

オリンピックスタジアム 
東京国際フォーラム

国立代々木競技場 

日本武道館

海の森マウンテンバイクコース 

有明テニスの森

オリンピックアクアティクスセンター 

ウォーターポロアリーナ 

潮風公園

お台場海浜公園
東京ビッグサイト

若洲オリンピックマリーナ

葛西臨海公園 

夢の島ユース・プラザ 

夢の島競技場 

海の森水上競技場

海の森クロスカントリーコース

選手村 

IBC/MPC

皇居外苑

夢の島公園 

有明 BMX コース

有明ベロドローム

有明体操競技場

凡例 

     新設 

     既存 

仮設 
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表 5-17-1  既存会場における年間二酸化炭素排出量 

指定状況 

会場 No. 会場名 種別

延床面積 

 

（㎡） 

二酸化炭素

排出量 

（t-CO2/年）

延床面積あたり

の排出量 

(kg-CO2/㎡/年) 
省ｴﾈ法 都条例

調査

年度

2 東京体育館 屋内 43,971 4,550 103 ○ ○ H23

3 国立代々木競技場 屋内 34,204 1,556  45   H23

4 日本武道館 屋内 21,133 1,144  54   H23

6 東京国際フォーラム 屋内 145,076 13,084  90 ○ ○ H23

7 国技館 屋内 35,342 1,802  51   H23

12 有明テニスの森 屋外 30,952 608  20   H23

15～16 

IBC/MPC 

東京ビッグサイト・ホール

Ａ、Ｂ、IBC/MPC 
屋内 230,873 18,339  79 ○ ○ H23

26 夢の島競技場 屋外 2,920 66  23   H23

30 東京スタジアム 屋外 86,000 1,999  23   H23

33 霞ヶ関カンツリー倶楽部 屋外 2,500 870  348   H23

34 札幌ドーム 屋外 98,226 6,763  69 ○  H23

35 宮城スタジアム 屋外 57,570 2,554  44 ○  H22

36 埼玉スタジアム 2002 屋外 60,867 1,727  28 ○  H23

37 横浜国際総合競技場 屋外 172,758 3,781  22 ○  H23

注）1. 会場№は、表 1-3-37（p1-85～1-86）に示す会場№を表す。 

2. 宮城スタジアムの値は、宮城スタジアムを含む宮城県運動総合公園全体の値を示す。 

3. 指定状況については、省エネ法はエネルギー管理指定工場の、都条例は特定地球温暖化対策事業所の

指定の有無を表す。 

 



5-17-3 

 

(2) 全体計画 

全体計画の予測評価にあたっては、大会に起因する CO2 の変化を対象として予測し、環境

影響を検討する。現在の東京全体の温室効果ガス排出量の現状に鑑みれば、温室効果ガスを

CO2により代表させることができると考えられる。以下、東京都全体の温室効果ガス及び CO2

の排出の現況について、その動向を含め概観する。 

 

《東京都全体の温室効果ガス排出量とその特徴》 

全体計画においては、各会場は都心部を中心とする半径８km 圏内に集約されているが、宿

泊や移動その他関連する活動のエリアは８km 圏内だけで展開されるものではない。したがっ

て、ここでは東京都全体を大会の基盤として考え、その温室効果ガスを対象にその現況を把

握する。 

表 5-17-2は2009年度の温室効果ガス（京都議定書の第一約束期間で対象としている６種類

のガス；二酸化炭素(CO2)、メタン(CH4)、一酸化二窒素(N2O)、ハイドロフルオロカーボン類

(HFCs）、パーフルオロカーボン類(PFCs）、六フッ化硫黄(SF6)）排出量の現状とその推移であ

る。東京都全体の温室効果ガス排出量は、2009年度では約5,665万ｔ-CO2eqであり、京都議定

書の規定による基準年※の総排出量である5,781万ｔに比べると2.0％の減少となっている。こ

のうち、CO2の排出量が94.7％を占めており、この排出動向が温室効果ガス全体の動向を決し

ているといっても過言ではない。したがって、先にも述べたとおり、以下の予測評価はCO2を

対象として行うこととした。 

 

表 5-17-2  東京都における温室効果ガス排出量の現状と推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）1．基準年は、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素については1990年、HFCs、PFCs、SF6については1995年と

している。 

2．表記上”0”となっている数値についても、僅かながら排出量が存在する。 

出典：「都における温室効果ガス排出量総合調査」（平成 24 年 3 月、東京都環境局） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「京都議定書」とは、1997年12月に京都で開催された「気候変動枠組条約第３回締約

国会議（COP3）」で採択された議定書のこと。先進国の温室効果ガス排出量について、

法的拘束力のある削減数値目標を各国毎に設定しており、第一約束期間（2008年～

2012年）までは、6種類（二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、HFCs、PFCs、SF6）

の温室効果ガスを対象としている。 

メ モ 
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CO2排出量の現状と推移は、表 5-17-3、図 5-17-2に示すとおりである。2009年度のCO2排出

量は、5,363万ｔ-CO2であり、1990年度の排出量である5,440万ｔと比べると、1.4％の減少で

ある。なお、近年ではCO2の排出量は漸減傾向をみせ、2000年度比では8.9％の減少となってい

る。 

2009年度における部門別のCO2排出量の構成比（図 5-17-3(p5-17-5)）は、業務部門（36.7％）

及び家庭部門（27.4％）が大きいという特徴があり、工場をはじめとする産業部門の占める割

合は小さい。また、部門ごとの伸びは、業務部門と家庭部門は、2000 年度比で横ばいである。

一方、運輸部門は2000年度比で減少している。 

大会による影響がある部門としては、オリンピックスタジアムなどの会場や民間ホテルでの

CO2排出は業務部門に属し、選手や観客の移動は運輸部門に含まれる。 

 

表 5-17-3  東京都におけるCO2排出量の現状と推移 

 

 

 

 

 

出典：「都における温室効果ガス排出量総合調査」（平成 24 年 3 月、東京都環境局） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）1．東京都における「その他」には、廃棄物の焼却による二酸化炭素排出量が含まれる。 

2．全国における「エネルギー転換部門」が東京都に無いのは、東京都の各部門の需要に従い、エネルギ

ー転換部門における二酸化炭素排出量を配分していることによる。 

3．全国における「工業プロセス」が東京都に無いのは、東京都においては、工業プロセスによる二酸化

炭素排出がごく少ないこと、統計的な把握が困難なことなどの理由から計上していないことによる。 

出典：「都における温室効果ガス排出量総合調査」（平成 24 年 3 月、東京都環境局） 

図 5-17-2  東京都における CO2排出量の推移 
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注）1．東京都における「その他」には、廃棄物の焼却による二酸化炭素排出量が含まれる。 

2．全国における「エネルギー転換部門」が東京都に無いのは、東京都の各部門の需要に従い、エネルギ

ー転換部門における二酸化炭素排出量を配分していることによる。 

3．全国における「工業プロセス」が東京都に無いのは、東京都においては、工業プロセスによる二酸化

炭素排出がごく少ないこと、統計的な把握が困難なことなどの理由から計上していないことによる。 

出典：「都における温室効果ガス排出量総合調査」（平成 24 年 3 月、東京都環境局） 

図 5-17-3  二酸化炭素排出量の構成比 

 

 

東京の CO2排出量の特徴としては、以下のような点も注目される。図 5-17-4 は、人口一人

当たりの CO2 排出量をニューヨーク市及び大ロンドン市と比較したものであるが、東京の一

人当たりの CO2排出量は年間約 5ｔ-CO2であり、ニューヨーク市の約 7 t、大ロンドン市の約

6 t と比べて少ないことがわかる。エネルギー消費等の効率の良さの表れであるといわれる。 

東京都ではさらに、世界で も環境負荷の少ない都市の実現を目指し、2020 年までに東京

の温室効果ガス排出量を 2000 年比で 25％削減する目標を掲げて取り組んでいるところであ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：東京都環境局） 

図 5-17-4  ニューヨーク、ロンドンと比較した東京都の一人当たりの CO2排出量

（t-CO2/年）
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5-17-2  予測評価（会場別） 

(1) 評価の指標及び目安 

会場別検討における評価の指標及び目安は、表 5-17-4 に示すとおりである。 

 

表 5-17-4  評価の指標及び目安 

評価の目安 
評価の指標 評価の基準 

－２ －１ ０ ＋１ ＋２ 

温室効果ガス

の削減量 

①エネルギー

消費量による

CO2 排出の概

算 

②既存施設に

おける追加的

排出の有無 

大幅に増大す

る 

（20％以上）

増大する 

（5％以上 

20％未満） 

現状(同等施

設等)の排出

量と変わらな

い 

（±5％未満）

削減が図られ

る（5％以上 

20％未満） 

大幅な削減が

図られる 

（20％以上）

 

 

(2) 予測評価の方法 

会場別には、開催前（工事の実施による影響）、開催中（競技の実施による影響）、開催後

（工事の実施による影響）、開催後（後利用による影響）における温室効果ガス排出量の削減

の程度について予測評価を行った。 

それぞれの時期における予測評価の方法は、表 5-17-5 に示すとおりである。 

 

表 5-17-5  予測評価方法（会場別） 

予測評価の時期 予測評価の方法 

開催前 
工事の実施によ

る影響 

会場の建設工事の実施に伴う温室効果ガス排出量の削減の程度につい

ては、低燃費型建設機械の導入に伴う温室効果ガス排出量の削減率に基づ

き、定量的に予測評価を行った。 

施設の存在によ

る影響 

開催中の施設の存在に伴う温室効果ガスの排出による影響については、

競技の実施に伴い発生する温室効果ガスの方が多くなることから、「競技

の実施による影響」に含めて予測評価を行った。 
開催中 

競技の実施によ

る影響 

施設（建築物等）における、競技の実施に伴う温室効果ガス排出量の削

減の程度について、施設の区分毎（新設/既存/仮設）の削減率と延床面積

を基に施設ごとの削減率を算出し、定量的に予測評価を行った。 

工事の実施によ

る影響 

仮設の撤去工事の実施に伴う温室効果ガス排出量の削減の程度につい

ては、低燃費型建設機械の導入に伴う温室効果ガス排出量の削減率に基づ

き、定量的に予測評価を行った。 
開催後 

後利用による影

響 

施設（建築物等）の後利用における温室効果ガス排出量の削減の程度に

ついて、施設の区分毎（新設/既存/仮設）の削減率と延床面積を基に施設

ごとの削減率を算出し、定量的に予測評価を行った。 
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(3) 予測評価の結果 

1)  開催前（工事の実施による影響） 

①  一次評価 

各会場（新設、改修、仮設）の建設工事に伴い排出される CO2 排出量は、通常採用され

る従来型の建設機械を使用することを想定した場合、一般的な施設の建設工事と同程度の

排出量になると予測される。 

したがって、新設、改修または仮設工事を行う各会場（工事を実施しない東京国際フォ

ーラムを除く 38 会場）の評価結果は、いずれも「０」とした。 

 

②  ミティゲーション 

一次評価の結果、各会場の建設工事に伴う建設機械の稼働により排出される CO2 排出量

は、一般的な施設の建設工事と同程度であると予測されるが、CO2排出量の削減を目的とし

たミティゲーションを実施する。ミティゲーションの内容は表 5-17-6 に示すとおりであ

る。 

国土交通省では CO2排出の少ない建設機械の普及を目指し、2007 年 11 月に「CO2排出低

減に資する低燃費型建設機械の指定に関する規程※」を定め、この規程に基づき低燃費型

建設機械の型式認定を行っている。 

 

表 5-17-6  各会場の建設工事に伴う CO2排出の削減に関するミティゲーションの内容 

会場 ミティゲーションの内容 

新設・改修・仮設工事

を行う会場（38 会場） 

・ 各会場の建設工事に使用する建設機械には低燃費型建設機械

を採用する。 

・ アイドリングストップやエンジン回転の抑制など省エネ運転

を励行する。 

・ 建設機械の燃料について、バイオディーゼル燃料の使用を促

進する。 

 

※ 「CO2排出低減に資する低燃費型建設機械の指定に関する規程」（抜粋） 

（型式認定） 

第３ 総合政策局建設施工企画課長は、その型式が別表１に掲げる省エネルギー機構を搭

載し、CO2排出量の低減が図られている建設機械を、CO2排出低減建設機械として認定

することができる。 

 

別表１ 

◎ 省エネモード 

○ アイドリング制御 

○ 可変容量型油圧ポンプ 

○ 油圧全馬力制御機構 

○ 多連弁機構 

○ 高圧対応油圧機器 

 

 

 

注）上記機構のうち、◎印の機構を具備し、かつ○印の機構を

4 機構以上具備していることが認定の要件となる。 
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③  二次評価 

低燃費型建設機械の燃費は表 5-17-7 に示すとおり、従来型の建設機械よりも約 20～

40％向上しており、建設工事に使用する建設機械に低燃費型建設機械を採用することによ

り、従来型の建設機械を使用する場合と比べて、CO2 排出量は約 20～40％の削減が図られ

る。 

一次評価の結果、各会場の建設工事に伴う建設機械の稼働により排出される CO2 排出量

は一般的な施設の建設工事と同程度であると予測した。さらに、CO2排出量の削減を目的と

したミティゲーション（低燃費型建設機械の採用等）を実施することにより、約 20～40％

削減されると予測した。 

したがって、新設、改修または仮設工事を行う各会場（工事を実施しない東京国際フォ

ーラムを除く 38 会場）の評価結果は、いずれも「＋２」とした。 

 

表 5-17-7  低燃費型建設機械の燃費向上率 

メーカー コベルコ建機㈱
キャタピラー 
ジャパン㈱ 

日立建機㈱ ㈱小松製作所 

型式 SK80H-2 D7E ZH200 HB205 

燃費向上率 

（従来型比） 
40％ 約 20％ 20％ 約 25％ 

出典：各社ホームページ 

 

 

2)  開催中（競技の実施による影響） 

①  一次評価 

(ｲ) 新設及び仮設の施設の削減率 

「エネルギーの使用の合理化に関する法律（以下、「省エネ法」という）」では、建築物

のエネルギーの使用の合理化に関し、建築主が講ずるべき措置の判断の基準となる事項を

定めており、逐次改正・強化されてきている（表 5-17-8(1)(p5-17-9)）。 

また、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（以下、「東京都環境確保条例」

という）」では、エネルギー使用の合理化等に関する建築主の自主的な取組を促すための建

築物環境計画書の提出を義務付けている（表 5-17-8(2)(p5-17-10)）。 

これらの関係法令・条例に基づいて施設の設計・施工を行うことから、「省エネ法」や「東

京都環境確保条例」の改正・強化等により既存施設の標準的な排出量よりは下回るものの、

新設の同等施設の標準的な排出量と同程度になると予測した。 

したがって、新設及び仮設の CO2排出量の削減率を０％とした。 

 



5-17-9 

 

表 5-17-8（1）  建築物に係るエネルギー使用の合理化に関する関係法令・条例 

関係法令等 項目 内容 

建築主等の

努力 

第 72 条 建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及

び建築物に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率

的利用のための措置を的確に実施することにより、建築物

に係るエネルギーの使用の合理化に資するよう努めなけれ

ばならない。 

建築主等の

判断基準 

第 73 条 建築物に係るエネルギーの使用の合理化の適切か

つ有効な実施を図るため、特定建築物の所有者の判断の基

準となるべき事項を定め、これを公表する。 

建築物に係

る指導・助言 

第 74 条 所管行政庁は、建築物について第 72 条に規程す

る措置の適格な実施を確保するため必要があると認めると

きは、建築主等に対し、第 73 条に規程する判断の基準とな

るべき事項を勘案して、建築物の設計、施工及び維持保全

に係る事項について必要な指導及び助言を行う。 

省エネ法 

特定建築物

に係る届出 

第 75 条 特定建築主等は、特定建築物の新築若しくは政令

で定める規模以上の改築・増築等に係る建築物の設計及び

施工に係る措置に関するものを所管行政庁に届け出なけれ

ばならない。また、所管行政庁は、当該報告に係る事項が

第 73 条第１項に規定する判断の基準となるべき事項に照ら

して著しく不十分であると認めるときは、当該報告をした

者に対し、その判断の根拠を示して、エネルギーの効率的

利用に資する維持保全をすべき旨の勧告をすることができ

る。 

注）省エネ法の特定建築物は、第一種特定建築物（延床面積 2,000ｍ2以上）及び第二種特定

建築物（延床面積 300ｍ2以上）の建築物とする。 
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表 5-17-8（2）  建築物に係るエネルギー使用の合理化に関する関係法令・条例 

関係法令等 項目 内容 

建築主の責

務 

第 18 条 建築物の新築等をしようとする者は、当該建築物

及びその敷地に係るエネルギーの使用の合理化、資源の適

正利用、自然環境の保全、ヒートアイランド現象の緩和及

び再生可能エネルギーの利用について必要な措置を講じ、

環境への負荷の低減に努めなければならない。 

配慮指針に

基づく環境

配慮の措置 

第 20 条 規則で定める規模を超える特定建築物（大規模特

定建築物）の新築等をしようとする者（大規模特定建築主）

は、当該大規模特定建築物及びその敷地（大規模特定建築

物等）について、配慮指針に基づき適切な環境への配慮の

ための措置を講じなければならない。 

再生可能エ

ネルギーの

導入検討 

第 20 条の２ 大規模特定建築主は、配慮指針に基づき、大

規模特定建築物等について、再生可能エネルギーを利用す

るための設備の導入に係る措置の検討を行わなければなら

ない。 

省エネルギ

ー性能基準

の遵守 

第 20 条の３ 規則で定める規模を超える大規模特定建築物

（特別大規模特定建築物）に新築等をしようとする大規模

特定建築主（特別大規模特定建築主）は、当該特別大規模

特定建築物について、規則で定める省エネルギー性能基準

の値に適合するよう措置を講じなければならない。 

東京都環境

確保条例 

建築物環境

計画書の作

成 

第 21 条 大規模特定建築主は、大規模特定建築物等につい

て、環境への配慮のための措置についての計画書（建築物

環境計画書）を作成し、知事に提出しなければならない。 

注）現在、建築物環境計画書の届出は、延床面積が 10,000ｍ2 を超える特別大規模特定建築

物及び 5,000ｍ2 を超える大規模特定建築物の新築等が対象となっている。また、2,000

ｍ2を超える特定建築物の新築等についても計画書の任意提出が促されている。 
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(ﾛ) 既存施設（大規模施設）の削減率 

既存施設のうち、年間のエネルギー消費量（原油換算量）が 1,500kL/年以上の大規模施

設（表 5-17-9）については、「省エネ法」に基づくエネルギー管理指定工場に指定され、

年率１％以上のエネルギー原単位の改善努力義務が課せられる。 

このため、「省エネ法」に基づくエネルギー管理指定工場に指定されている既存施設では、

2020 年（約８年後）の大会開催時までに CO2排出量は８％程度削減されることが予測され

る。 

また、都内の大規模施設については、「東京都環境確保条例」に基づく地球温暖化対策計

画書の提出・公表が義務付けられ、各施設が計画した排出量削減対策を推進することが求

められる（表 5-17-10(p5-17-12)）。さらに、エネルギー消費量（原油換算量）が３ヶ年度

連続して 1,500kL/年以上となる事業所は、特定地球温暖化対策事業所に指定され、「温室

効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制度」の対象として、第１計画期間（2010～2014

年度）において６～８％、第２計画期間（2015～2019 年度）において約 17％（見込み）の

削減義務が求められる。削減の取り組みが不十分な場合は、義務不足量×1.3 倍の削減を

するよう措置命令等が課せられることになっている。 

このため、「東京都環境確保条例」に基づく特定地球温暖化対策事業所に指定されている

既存施設では、2020 年の大会開催時までに CO2排出量は 17％程度削減されることが予測さ

れる。 

したがって、年間のエネルギー消費量（原油換算量）が 1,500kL/年以上の都内の既存施

設（東京体育館、東京国際フォーラム、東京ビックサイト）については CO2 排出量の削減

率を 17％、都外の既存施設（札幌ドーム、宮城スタジアム、埼玉スタジアム 2002、横浜国

際競技場）については CO2排出量の削減率を８％とした。 

 

表 5-17-9  エネルギー消費量（原油換算量）が 1,500kL/年以上の既存施設 

対象施設 

省エネ法 

エネルギー 

管理指定工場 

都条例 

特定地球温暖化 

対策事業所 

東京体育館 第２種 ○ 

東京国際フォーラム 第１種 ○ 

東京ビックサイト 第１種 ○ 

札幌ドーム 第１種 ― 

宮城スタジアム 第１種 ― 

埼玉スタジアム 2002 第１種 ― 

横浜国際競技場 第２種 ― 

注）エネルギー消費量（原油換算量）が 3,000kL/年以上の場合は第１種指定工場

に、1,500kL/年以上 3,000kL/年未満の場合は第２種指定工場に指定され、第

１種・第２種ともに年率１％以上のエネルギー原単位の改善努力義務が課せら

れる。 
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表 5-17-10  大規模事業所に対する「温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制

度」に係る関係条例 

関係法令等 項目 内容 

特定地球温

暖化対策事

業所の温室

効果ガス排

出量の削減 

第 5 条の 11 特定地球温暖化対策事業所の所有事業者等

（特定地球温暖化対策事業者）は、各削減義務期間ごとに、

当該特定地球温暖化対策事業所における算定排出削減量

を、当該削減義務期間終了後の規則で定める日までに、削

減義務量以上としなければならない。 

地球温暖化

対策計画書

の作成 

第 6 条 指定地球温暖化対策事業者は、毎年度、指定地球

温暖化対策事業所ごとに、地球温暖化対策計画書を、地球

温暖化対策指針に基づき作成し、知事に提出しなければな

らない。 

東京都環境

確保条例 

地球温暖化

対策計画の

公表 

第 8 条 指定地球温暖化対策事業者は、地球温暖化対策計

画書を提出したときは、遅滞なくその内容を公表しなけれ

ばならない。 

注）現在、地球温暖化対策計画書の届出は、年間のエネルギー消費量（原油換算量）が 1,500kL/

年以上の事業所が対象となっている。 

 

 

(ﾊ) 既存施設（大規模施設以外）の削減率 

既存施設のうち、年間のエネルギー消費量（原油換算量）が 1,500kL/年未満の施設は、

「東京都環境確保条例」に基づく地球温暖化対策計画書の提出義務や、「省エネ法」に基づ

くエネルギー管理指定工場に該当せず、自主的な削減対策のみに限られることから、CO2

排出量は現状から変わらないものと予測した。 

したがって、大規模施設以外の既存施設（国立代々木競技場、日本武道館、国技館、有

明テニスの森、夢の島競技場、東京スタジアム、霞ヶ関カンツリー倶楽部）の CO2 排出量

の削減率を０％とした。 

 

(ﾆ) 各会場の予測評価結果 

日本武道館など新設、既存、仮設の施設が混在する会場もあることから、施設区分（新

設/既存/仮設）ごとの延床面積及び削減率から、各会場における削減率及び CO2 排出量を

予測した。その結果と評価結果を表 5-17-11（p5-17-13）に示す。 

一次評価では、東京体育館、東京国際フォーラム、東京ビックサイト、札幌ドーム、宮

城スタジアム、埼玉スタジアム 2002、横浜国際競技場が「＋１」となるが、その他の会場

は「０」となる。 
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表 5-17-11  各会場における CO2排出量の予測評価結果（競技の実施：一次評価） 

延床面積（m2） 会場

NO. 
会場名 

新設 既存 仮設 計 

削減率 

（％） 

一次評価

結果 

1 オリンピックスタジアム 290,000 2,800 292,800   0.0  ０ 

2 東京体育館 43,971 970 44,941  16.6  +１ 

3 国立代々木競技場 34,204 6,600 40,804   0.0  ０ 

4 日本武道館 1,005 21,133 4,600 26,738   0.0  ０ 

5 皇居外苑 7,170 7,170   0.0  ０ 

6 東京国際フォーラム 145,076 145,076  17.0  +１ 

7 国技館 35,342 3,580 38,922   0.0  ０ 

8 有明アリーナ 41,400 700 42,100   0.0  ０ 

9 有明 BMX コース 7,350 7,350   0.0  ０ 

10 有明ベロドローム 25,000 25,000   0.0  ０ 

11 有明体操競技場 30,700 30,700   0.0  ０ 

12 有明テニスの森 17,760 30,952 1,850 50,562   0.0  ０ 

13 お台場海浜公園 6,100 6,100   0.0  ０ 

14 潮風公園 7,205 7,205   0.0  ０ 

15～16 東京ビッグサイト・ホール A、B  230,873 14,770 245,643  16.0  +１ 

17 大井ホッケー競技場 4,745 3,694 8,439   0.0  ０ 

18 海の森クロスカントリーコース 9,255 9,255   0.0  ０ 

19 海の森水上競技場 9,350 11,845 21,195   0.0  ０ 

20 海の森マウンテンバイクコース 7,350 7,350   0.0  ０ 

21 若洲オリンピックマリーナ 1,950 7,140 9,090   0.0  ０ 

22 葛西臨海公園 845 7,235 8,080   0.0  ０ 

23～24 夢の島ユース・プラザ・アリーナ A、B 84,470 1,500 85,970   0.0  ０ 

25 夢の島公園 14,780 14,780   0.0  ０ 

26 夢の島競技場 5,121 23,191 28,312   0.0  ０ 

27～28 
オリンピックアクアティクスセンター

ウォーターポロアリーナ 
43,180 54,010 97,190   0.0  ０ 

29 武蔵の森総合スポーツ施設 49,120 49,120   0.0  ０ 

30 東京スタジアム 86,000 1,600 87,600   0.0  ０ 

31 武蔵野の森公園 6,941 6,941   0.0  ０ 

32 陸上自衛隊朝霞訓練場 16,795 16,795   0.0  ０ 

33 霞ヶ関カンツリー倶楽部 6,200 5,180 11,380   0.0  ０ 

34 札幌ドーム 98,226 2,390 100,616   7.8  +１ 

35 宮城スタジアム 57,570 1,200 58,770   7.8  +１ 

36 埼玉スタジアム 2002 60,867 4,490 65,357   7.5  +１ 

37 横浜国際総合競技場 172,758 3,510 176,268   7.8  +１ 

OV 選手村 368,315 122,730 491,045   0.0  ０ 

IBC/MPC IBC/MPC 45,700 230,873 276,573  14.2  +１ 

注）削減率 ＝（新設/仮設面積×0%＋既存(大規模)面積×17%（都外 8%）＋既存(大規模以外)面積×0%）／ 全体面積 

削減率の程度により評価した。 
評価 削減率 
０ 0～5％未満 

＋１ 5～20％未満 
＋２ 20％以上 
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②  ミティゲーション 

(ｲ) 新設及び仮設の施設 

一次評価の結果、同等施設の標準的な排出量と同程度であると予測されるが、CO2排出量

の削減を目的としたミティゲーションを実施する。ミティゲーションの内容は表 5-17-12

に示すとおりである。 

 

表 5-17-12  CO2排出の削減に関するミティゲーションの内容 

対象施設 ミティゲーションの内容 

新設・仮設の施設 世界でもトップクラスの建物仕様である「省エネ・再エネ東京

仕様」の適用等、①負荷低減・低エネルギー化、②高効率化、③

創エネの取り組みを織り交ぜて CO2排出量の削減を図り、新設の施

設ではグリーンビルディング認証制度の CASBEE において 高ラ

ンク S の取得を目指す。 

 

①負荷低減・低エネルギー化 

・高断熱の資材、壁面・屋上緑化 

・自然採光・通風などのパッシブ利用による低エネルギー化 

②高効率化 

・海水を利用したヒートポンプなど、 高水準の省エネルギ-

技術の導入 

・情報通信技術を活用した建築物エネルギー管理システム

（BEMS）の導入によるエネルギー消費の管理・抑制 

③創エネ 

・再生可能エネルギー（太陽光発電・太陽熱利用機器等）の積

極的な導入・利用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「再生可能エネルギー」とは、自然界で起こる現象から取り出すことができ、一度利用し

ても再生可能なエネルギー資源のことで、太陽光、太陽熱、バイオマス、風力、水力、地

熱、温度差、波力、廃棄物発電・熱利用などがある。 

「パッシブ利用」とは、機械の力に頼らず、建築的な方法や工夫によって自然エネルギー

を利用するシステム。 

メ モ 
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○「省エネ・再エネ東京仕様」の概要 

東京都では、都の施設を最高水準の省エネ・再エネ仕様で整備する「省エネ・再エネ東京

仕様」を策定し、CO2 排出量やエネルギー消費量の削減に向けた取組みを率先して進めてい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：東京都報道発表資料（2011 年 7 月 28 日） 

 

 

○東京都の再生可能エネルギー導入の取り組み 

東京都では、2020 年までに東京のエネルギー消費に占める再生可能エネルギーの割合を

20％程度に高めていくことを目標としており、「東京都環境確保条例」を改正し、一定規模

以上の建築物の新築等に際しては再生可能エネルギーの導入について検討することを義務

化した（2010 年 1 月 1 日施行）。 

都内において導入ポテンシャルの大きい太陽エネルギーについては、2016 年までに 100

万 kW 相当の太陽光・太陽熱の利用拡大を目指し、利用拡大に向けた仕組みづくりやプロジ

ェクト（住宅用太陽光発電拡大を目指す 3 か年モデルプロジェクトなど）を展開している。 
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(ﾛ) 既存の施設 

一次評価の結果、既存施設のうち年間のエネルギー消費量（原油換算量）が 1,500kL/年

以上の大規模施設では、高効率型照明器具への更新や再生可能エネルギー設備の設置など

「省エネ法」や「東京都環境確保条例」に基づいた CO2 排出量削減のための取り組みが既

に進められており、CO2排出量は現状よりも下回ると予測される。 

また、既存施設のうち大規模施設以外の施設では、一次評価の結果、CO2排出量は現状か

ら変わらないものと予測されるが、省エネ型設備への更新など表 5-17-13 に示すような

CO2排出量の削減を目的とした省エネルギー対策を実施する。 

 

表 5-17-13  既存施設における省エネルギー対策の一例 

・照明器具の高効率化（Hf 型蛍光灯や LED 照明への更新など） 

・人感センサの設置 

・空調設備の高効率タイプへの更新 

・冷却水・冷温水ポンプのインバータ制御 

・コージェネレーションシステムの導入 

・高効率変圧器への更新 

・再生可能エネルギー（太陽光発電、太陽熱利用等）の導入推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「Hf型蛍光灯」とは、高周波点灯専用蛍光ランプ（Hfランプ）を電子安定器（インバー

タ）で高周波点灯する蛍光灯で、一般の蛍光灯よりも明るく約2割の省エネとなる。 

メ モ 
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○東京都における排出総量削減義務と排出量取引制度の導入 

 東京都では、「東京都環境確保条例」を改正し、2010 年度から、CO2排出量が多い大規模事

業所（特定地球温暖化対策事業所）に対して削減計画期間及び履行期限を設け、第一計画期

間（2010～2014 年度）では６～８%、第二計画期間（2015～2019 年度）では約 17%（見通し）

の排出総量の削減を義務化している。義務の履行は、事業所自らの削減対策（設備の運用の

工夫や最新の高効率機器の導入など）を基本としているが、補完的に排出量取引制度を活用

し、他の事業所の削減量を取得することを可能としている。利用可能なクレジットとしては、

超過削減量やオフセットクレジット（都内中小クレジット、再エネクレジット、都外クレジ

ット）があり、都内中小クレジットの活用による都内中小事業所における削減対策の促進や、

再エネクレジットの活用による再生可能エネルギーの利用促進を図ることとしている。 

 

 

 

出典：「大規模事業所への温室効果ガス排出総量 削減義務と排出量取引制度（概要）」 

（平成 23 年 5 月、東京都環境局） 
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③  二次評価 

(ｲ) 新設及び仮設の施設の削減率 

「東京都環境確保条例」に基づく建築物環境計画書制度では、新築または増築する建築

物の環境配慮の取り組みについて評価を行っており、近年、新設された建築物のうち、建

築物環境計画書を提出している事例について、省エネシステムの評価点及び CO2 排出原単

位（延床面積あたりの CO2排出量）を表 5-17-14(p5-17-19)に整理した。 

省エネシステムの評価点（０～２点の３段階評価）が高い事例（２点：墨田区総合体育

館、（仮称）丸の内二丁目７番計画、衆議員新議員会館南棟・北棟）では、コージェネレー

ションシステムや照明制御システムの導入などをはじめとする省エネ対策が行われており、

評価点が低い事例（０点：渋谷区文化総合センター大和田）と比べて、CO2排出原単位は約

25～58％程度小さくなっている。 

新設の施設では、これ以上の削減を目指し、断熱性能の強化、 高水準の省エネルギ-

技術や再生可能エネルギーの導入などにより、標準的な建築物と比較して 50％以上の CO2

排出量の削減を図っていく。また、仮設の施設では、高効率機器の導入などによって 20％

以上の CO2排出量の削減を図っていく。 

したがって、新設の施設の CO2排出量の削減率を 50％とし、仮設の施設の削減率を 20％

とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「トップランナー変圧器」とは、最も省エネ性が高い変圧器の性能を目標基準値として、

その基準値をクリアした変圧器のことをいう。トップランナー変圧器は、従来機種（JIS C 

4304：1999 適合品）に比べて約38％のエネルギー損失の低減が図られている。 

メ モ 
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表 5-17-14  近の建築物の CO2排出原単位 

建物名 

渋谷区 
文化総合センタ

ー大和田 

(仮称)赤坂二丁
目計画（福吉町）

新築工事 

墨田区 
総合体育館 

(仮称）丸の内 
二丁目７番計画 

衆議員 
新議員会館 
南棟・北棟 

用 途 集会所等 事務所等 集会所等 事務所等 事務所等 

省エネシステム
の評価点 1) 

０点 １点 ２点 ２点 ２点 

CO2排出原単位 2) 
（kg-CO2/m

2/年） 
77.3 49.4 57.2 40.7 32.3 

空調熱源設備 

台数制御方式 
変流量方式 
 

― 

ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃ
ﾑ 

台数制御方式 
変流量方式 
大温度差送水 
 

台数制御方式 
変流量方式 
大温度差送水 
ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ
水蓄熱方式 
NAS 電池 

空調二次設備 

全熱交換器 
外気冷房 

小外気取入量
制御 
居住域空調ｼｽﾃﾑ 
空調負荷低減 
変風量方式 

全熱交換器 
 

全熱交換器 
外気冷房 
変風量方式 

外気冷房 
小外気取入れ

量制御 
変風量方式 
大温度差送風 

全熱交換器 
外気冷房 
居住域空調ｼｽﾃﾑ
変風量方式 
大温度差送風 

機械換気設備 
局所換気方式 局所換気方式 

温度ｾﾝｻｰによる
換気量制御 

― 
局所換気方式 
温度ｾﾝｻｰによる
換気量制御 

局所換気方式 
温度ｾﾝｻｰによる
換気量制御 

照明設備 

Hf 型照明器具 
在室検知制御 
ﾀｲﾑｽｹｼﾞｭｰﾙ制御 

Hf 型照明器具 
在室検知制御 
適正照度調整 
ﾀｲﾑｽｹｼﾞｭｰﾙ制御
ｿﾞｰﾆﾝｸﾞ制御 

Hf 型照明器具 Hf 型照明器具 
省電力型安定器 
在室検知制御 
適正照度調整 
昼光連動制御 
ﾀｲﾑｽｹｼﾞｭｰﾙ制御 
昼光利用制御 
初期照度補正制
御 
人感ｾﾝｻｰ制御 

Hf 型照明器具 
在室検知制御 
適正照度調整 
ﾀｲﾑｽｹｼﾞｭｰﾙ制御

給湯設備 

ﾛｯｸｳｰﾙ保温材ｶﾗ
ｰ鋼板仕上げ 
台数制御 

小型電気式湯沸
し器（貯湯型・
ｳｨｰｸﾘｰﾀｲﾏｰ制
御）の採用 
給湯管及び貯湯
槽の保温措置 
自動感知式水栓
や節水型水栓の
採用 

ﾛｯｸｳｰﾙ保温材 

― 

排熱利用 

昇降機設備 
ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ制御 
台数制御 

ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ制御 
群管理制御 

― 
ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ制御 
台数制御 

ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ制御 
台数制御 

省
エ
ネ
対
策 

エネルギー利
用効率化設備 

― ― ― 

太陽光ﾊﾟﾈﾙの設
置 
ｱﾓﾙﾌｧｽ鉄心を用
いた変圧器 

― 

注）1.省エネシステムの評価点は、建築物環境計画書における省エネシステムの評価点を示し、各種設備シス

テムでのエネルギー利用の効率化の程度を総合した指標である ERR（設備システムにおけるエネルギー

利用の低減率）の値により０～２点の３段階で評価される。 

     ERR＜25％ ０点、 25％≦ERR＜35％ １点、 35％≦ERR ２点 

  2.建築物環境計画書ではエネルギー原単位（MJ/m2/年）が公表されている。表には、エネルギー原単位を

電力の排出係数（0.382 kg-CO2/kWh）を用いて CO2 排出原単位に換算した。ここでは、計画の建築物の

エネルギー種別の内訳は不明であるため、エネルギー消費のすべてが電気であるものとして取り扱った。 
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(ﾛ) 既存施設（大規模施設）の削減率 

既存施設のうち、年間のエネルギー消費量（原油換算量）が３ヶ年度連続して 1,500kL/

年以上となる都内の大規模施設は、特定地球温暖化対策事業所に指定され、「温室効果ガス

排出総量削減義務と排出量取引制度」の対象として、第１計画期間（2010～2014 年度）に

おいて６～８％、第２計画期間（2015～2019 年度）において約 17％（見込み）の削減義務

が求められる。このため、2020 年の大会開催時までに CO2排出量は 17％程度削減されるこ

とが予測される。 

都外の既存の大規模施設では、高効率型照明器具への更新や再生可能エネルギー設備の

設置など、「省エネ法」に基づいた CO2排出量削減のための取り組みが進められており、こ

の取り組みにより CO2 排出量は現状よりも８％程度削減されるものと予測され、今後、更

なる削減を目的としたミティゲーションの方策について検討し、10％程度の CO2 排出量の

削減を図っていく。 

したがって、既存の施設のうち、都内の大規模施設については CO2排出量の削減率を 17％

とし、都外の大規模施設については 10％とした。 

 

(ﾊ) 既存の施設（大規模施設以外）の削減率 

既存施設のうち大規模施設以外の施設についても、今後、CO2排出量の削減を目的とした

CO2排出量削減のための方策について検討し、10％程度の CO2排出量の削減を図っていく。 

したがって、大規模以外の既存施設については CO2排出量の削減率を 10％とした。 

 

(ﾆ) 各会場の予測評価結果 

日本武道館など新設、既存、仮設の施設が混在する会場もあることから、施設区分（新

設/既存/仮設）ごとの延床面積及び削減率から、各会場における削減率を予測した。その

結果と評価結果を表 5-17-15(p5-17-21)に示す。 

二次評価では、東京体育館他 14 施設で５～20%未満の削減が予測されることから「＋１」

となり、オリンピックスタジアム他 25 施設で 20%以上の削減が予測されることから「＋２」

となる。 

 

 
「台数制御方式」とは、エネルギー効率を最高にするために稼働台数を最適化するシステム。 
「変流量方式」とは、負荷の変動に応じて空調用の冷水・温水の送水量制御を行うシステムで、
送水量を調節することにより搬送動力を低減することができ、省エネ効果が得られる。 
「大温度差送水」とは、冷水の往きと還り温度の差を通常のシステム（5℃差）に比べて大きく
する（7℃差以上）ことにより送水量を低減し、ポンプにかかる搬送動力を削減するシステム。 
「NAS 電池」とは、発電された電力を貯蔵し必要なときにバッテリーとして電力を供給する大
型電力貯蔵装置のこと。 

メ モ 
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表 5-17-15  各会場における CO2排出量の予測評価結果（競技の実施：二次評価） 

延床面積（m2） 会場

NO. 
会場名 

新設 既存 仮設 計 

削減率 

（％） 

二次評価

結果 

1 オリンピックスタジアム 290,000 2,800 292,800  49.7  +２ 

2 東京体育館 43,971 970 44,941  17.1  +１ 

3 国立代々木競技場 34,204 6,600 40,804  11.6  +１ 

4 日本武道館 1,005 21,133 4,600 26,738  13.2  +１ 

5 皇居外苑 7,170 7,170  20.0  +２ 

6 東京国際フォーラム 145,076 145,076  17.0  +１ 

7 国技館 35,342 3,580 38,922  10.9  +１ 

8 有明アリーナ 41,400 700 42,100  49.5  +２ 

9 有明 BMX コース 7,350 7,350  20.0  +２ 

10 有明ベロドローム 25,000 25,000  20.0  +２ 

11 有明体操競技場 30,700 30,700  20.0  +２ 

12 有明テニスの森 17,760 30,952 1,850 50,562  24.4  +２ 

13 お台場海浜公園 6,100 6,100  20.0  +２ 

14 潮風公園 7,205 7,205  20.0  +２ 

15～16 東京ビッグサイト・ホール A、B  230,873 14,770 245,643  17.2  +１ 

17 大井ホッケー競技場 4,745 3,694 8,439  36.9  +２ 

18 海の森クロスカントリーコース 9,255 9,255  20.0  +２ 

19 海の森水上競技場 9,350 11,845 21,195  33.2  +２ 

20 海の森マウンテンバイクコース 7,350 7,350  20.0  +２ 

21 若洲オリンピックマリーナ 1,950 7,140 9,090  26.4  +２ 

22 葛西臨海公園 845 7,235 8,080  23.1  +２ 

23～24 夢の島ユース・プラザ・アリーナ A、B 84,470 1,500 85,970  49.5  +２ 

25 夢の島公園 14,780 14,780  20.0  +２ 

26 夢の島競技場 5,121 23,191 28,312  18.2  +１ 

27～28 
オリンピックアクアティクスセンター

ウォーターポロアリーナ 
43,180 54,010 97,190  33.3  +２ 

29 武蔵の森総合スポーツ施設 49,120 49,120  50.0  +２ 

30 東京スタジアム 86,000 1,600 87,600  10.2  +１ 

31 武蔵野の森公園 6,941 6,941  20.0  +２ 

32 陸上自衛隊朝霞訓練場 16,795 16,795  20.0  +２ 

33 霞ヶ関カンツリー倶楽部 6,200 5,180 11,380  14.6  +１ 

34 札幌ドーム 98,226 2,390 100,616  10.2  +１ 

35 宮城スタジアム 57,570 1,200 58,770  10.2  +１ 

36 埼玉スタジアム 2002 60,867 4,490 65,357  10.7  +１ 

37 横浜国際総合競技場 172,758 3,510 176,268  10.2  +１ 

OV 選手村 368,315 122,730 491,045  42.5  +２ 

IBC/MPC IBC/MPC 45,700 230,873 276,573  22.5  +２ 

注）削減率 ＝（新設面積×50%＋既存(大規模)面積×17%（都外 10%）＋既存(大規模以外)面積×10%＋仮設面積×20%）／全体面積 

削減率の程度により評価した。 

評価 削減率 
０ 0～5％未満 

＋１ 5～20％未満 
＋２ 20％以上 
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3)  開催後（工事の実施による影響） 

①  一次評価 

仮設の撤去工事に伴う建設機械の稼働による温室効果ガスの排出量について予測評価を

行った。 

仮設の撤去工事に伴い排出される CO2 排出量は、通常採用される従来型の建設機械を使

用することを想定した場合、一般的な仮設物の撤去工事と同程度の排出量になると予測さ

れる。 

したがって、仮設の撤去工事を行う会場（東京国際フォーラム、武蔵の森総合スポーツ

施設、東京ビックサイト（IBC/MPC）を除く 36 会場）における評価結果は、いずれも「０」

とした。 

 

②  ミティゲーション 

一次評価の結果、仮設の撤去工事に伴う建設機械の稼働により排出される CO2 排出量は

一般的な仮設物の撤去工事と同程度であると予測されるが、CO2排出量の削減を目的とした

ミティゲーションを実施する。ミティゲーションの内容は表 5-17-16 に示すとおりである。 

 

表 5-17-16  仮設の撤去工事に伴う CO2排出の削減に関するミティゲーションの内容 

会場 ミティゲーションの内容 

仮設の撤去工事を行

う会場 

（東京国際フォーラ

ムなどを除く 36 会場） 

・ 各会場の建設工事に使用する建設機械には低燃費型建設機械

を採用する。 

・ アイドリングストップやエンジン回転の抑制など省エネ運転

を励行する。 

・ 建設機械の燃料について、バイオディーゼル燃料の使用を促

進する。 

 

 

③  二次評価 

低燃費型建設機械の燃費は、従来型の建設機械よりも約 20～40％向上しており（表 

5-17-7(p5-17-8)）、仮設の撤去工事に使用する建設機械に低燃費型建設機械を採用するこ

とにより、従来型の建設機械を使用する場合と比べて、CO2 排出量は約 20～40％の削減が

図られる。 

一次評価の結果、仮設の撤去工事に伴う建設機械の稼働により排出される CO2 排出量は

一般的な仮設物の撤去工事と同程度であると予測され、さらに、CO2排出量の削減を目的と

したミティゲーション（低燃費型建設機械の採用等）を実施することにより、約 20～40％

削減されると予測した。 

したがって、仮設の撤去工事を行う会場（東京国際フォーラム、武蔵の森総合スポーツ

施設、東京ビックサイト（IBC/MPC）を除く 36 会場）における評価結果は、いずれも「＋

２」とした。 
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4)  開催後（後利用による影響） 

①  一次評価 

(ｲ) 新設の施設の削減率の削減率 

「省エネ法」や「東京都環境確保条例」に基づいて施設の設計・施工が行われることか

ら、これらの関係法令・条例の改正・強化等により既存施設の標準的な排出量よりは下回

るものの、新設の同等施設の標準的な排出量と同程度になると予測した。 

したがって、新設の施設の削減率を０％とした。 

 

(ﾛ) 既存施設（大規模施設）の削減率 

既存施設のうち、年間のエネルギー消費量（原油換算量）が 1,500kL/年以上の大規模施

設（表 5-17-9(p5-17-11)）については、「省エネ法」に基づくエネルギー管理指定工場に

指定され、年率１％以上のエネルギー原単位の改善努力義務が課せられる。 

このため、「省エネ法」に基づくエネルギー管理指定工場に指定されている既存施設では、

2020 年（約８年後）の大会開催時までに CO2排出量は８％程度削減されることが予測され

る。 

また、都内の大規模施設については、「東京都環境確保条例」に基づく地球温暖化対策計

画書の提出・公表が義務付けられ、各施設が計画した排出量削減対策を推進することが求

められる。さらに、エネルギー消費量（原油換算量）が３ヶ年度連続して 1,500kL/年以上

となる事業所は、特定地球温暖化対策事業所に指定され、「温室効果ガス排出総量削減義務

と排出量取引制度」の対象として、第１計画期間（2010～2014 年度）において６～８％、

第２計画期間（2015～2019 年度）において約 17％（見込み）の削減義務が求められる。削

減の取り組みが不十分な場合は、義務不足量×1.3 倍の削減をするよう措置命令等が課せ

られることになっている。 

このため、「東京都環境確保条例」に基づく特定地球温暖化対策事業所に指定されている

既存施設では、2020 年の大会開催時までに CO2排出量は 17％程度削減されることが予測さ

れる。 

したがって、年間のエネルギー消費量（原油換算量）が 1,500kL/年以上の都内の既存施

設（東京体育館、東京国際フォーラム、東京ビックサイト）については CO2 排出量の削減

率を 17％、都外の既存施設（札幌ドーム、宮城スタジアム、埼玉スタジアム 2002、横浜国

際競技場）については CO2排出量の削減率を８％とした。 

 

(ﾊ) 既存施設（大規模施設以外）の削減率 

既存施設のうち、年間のエネルギー消費量（原油換算量）が 1,500kL/年未満の施設は、

「東京都環境確保条例」に基づく地球温暖化対策計画書の提出義務や、「省エネ法」に基づ

くエネルギー管理指定工場に該当せず、自主的な削減対策のみに限られることから、CO2

排出量は現状から変わらないものと予測した。 

したがって、大規模施設以外の既存施設（国立代々木競技場、日本武道館、国技館、有

明テニスの森、夢の島競技場、東京スタジアム、霞ヶ関カンツリー倶楽部）の CO2 排出量

の削減率を０％とした。 
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(ﾆ) 各会場の予測評価結果 

日本武道館など新設と既存の施設が混在する会場もあることから、施設区分（新設/既存）

ごとの延床面積及び削減率から、各会場における削減率を予測した。その結果と評価結果

を表 5-17-17(p5-17-25)に示す。 

一次評価では、東京体育館、東京国際フォーラム、東京ビックサイト、札幌ドーム、宮

城スタジアム、埼玉スタジアム 2002、横浜国際競技場が「＋１」となるが、その他の会場

は「０」となる。 
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表 5-17-17  各会場における CO2排出量の予測評価結果（後利用：一次評価） 

延床面積（m2） 会場 

NO. 
会場名 

新設 既存 計 

削減率 

（％） 

一次評価

結果 

1 オリンピックスタジアム 290,000 290,000   0.0  ０ 

2 東京体育館 43,971 43,971  17.0  +１ 

3 国立代々木競技場 34,204 34,204   0.0  ０ 

4 日本武道館 1,005 21,133 22,138   0.0  ０ 

5 皇居外苑 ― ―  ―  

6 東京国際フォーラム 145,076 145,076  17.0  +１ 

7 国技館 35,342 35,342   0.0  ０ 

8 有明アリーナ 41,400 41,400   0.0  ０ 

9 有明 BMX コース ― ―  ―  

10 有明ベロドローム ― ―  ―  

11 有明体操競技場 ― ―  ―  

12 有明テニスの森 17,760 30,952 48,712   0.0  ０ 

13 お台場海浜公園 ― ―  ―  

14 潮風公園 ― ―  ―  

15～16 東京ビッグサイト・ホール A、B 230,873 230,873  17.0  +１ 

17 大井ホッケー競技場 4,745 4,745   0.0  ０ 

18 海の森クロスカントリーコース ― ―  ―  

19 海の森水上競技場 9,350 9,350   0.0  ０ 

20 海の森マウンテンバイクコース ― ―  ―  

21 若洲オリンピックマリーナ 1,950 1,950   0.0  ０ 

22 葛西臨海公園 845 845   0.0  ０ 

23～24 夢の島ユース・プラザ・アリーナ A、B 84,470 84,470   0.0  ０ 

25 夢の島公園 ― ―  ―  

26 夢の島競技場 5,121 5,121   0.0  ０ 

27～28 
オリンピックアクアティクスセンター

ウォーターポロアリーナ 
43,180 43,180   0.0  ０ 

29 武蔵の森総合スポーツ施設 49,120 49,120   0.0  ０ 

30 東京スタジアム 86,000 86,000   0.0  ０ 

31 武蔵野の森公園 ― ―  ―  

32 陸上自衛隊朝霞訓練場 ― ―  ―  

33 霞ヶ関カンツリー倶楽部 6,200 6,200   0.0  ０ 

34 札幌ドーム 98,226 98,226   8.0  +１ 

35 宮城スタジアム 57,570 57,570   8.0  +１ 

36 埼玉スタジアム 2002 60,867 60,867   8.0  +１ 

37 横浜国際総合競技場 172,758 172,758   8.0  +１ 

OV 選手村 368,315 368,315  0.0  ０ 

IBC/MPC IBC/MPC 45,700 230,873 276,573  14.2  +１ 

注）削減率 ＝ （新設/仮設面積×0%＋既存(大規模)面積×17%（都外 8%）＋既存(大規模以外)面積×0%）／ 全体面積 

削減率の程度により評価した。 

評価 削減率 
０ 0～5％未満 

＋１ 5～20％未満 
＋２ 20％以上 
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②  ミティゲーション 

(ｲ) 新設の施設 

一次評価の結果、新設の同等施設の標準的な排出量と同程度であると予測されるが、CO2

排出量の削減を目的とした開催中と同様のミティゲーションを実施する。ミティゲーショ

ンの内容は表 5-17-18 に示すとおりである。 

 

表 5-17-18  新設の施設の後利用における CO2排出の削減に関するミティゲーションの内容 

対象施設 ミティゲーションの内容 

新設の施設 世界でもトップクラスの建物仕様である「省エネ・再エネ東京

仕様」の適用等、①負荷低減・低エネルギー化、②高効率化、③

創エネの取り組みを織り交ぜて CO2排出量の削減を図り、グリーン

ビルディング認証制度のCASBEEにおいて 高ランクSの取得を目

指す。 

 

①負荷低減・低エネルギー化 

・高断熱の資材、壁面・屋上緑化 

・自然採光・通風などのパッシブ利用による低エネルギー化 

②高効率化 

・海水を利用したヒートポンプなど、 高水準の省エネルギ-

技術の導入 

・情報通信技術を活用した建築物エネルギー管理システム

（BEMS）の導入によるエネルギー消費の管理・抑制 

③創エネ 

・再生可能エネルギー（太陽光発電・太陽熱利用機器等）の積

極的な導入・利用 

 

 

(ﾛ) 既存の施設 

一次評価の結果、既存施設のうち年間のエネルギー消費量（原油換算量）が 1,500kL/年

以上の大規模施設では、高効率型照明器具への更新や再生可能エネルギー設備の設置など

「省エネ法」や「東京都環境確保条例」に基づいた CO2 排出量削減のための取り組みが既

に進められており、CO2排出量は現状よりも下回ると予測される。 

また、既存施設のうち大規模施設以外の施設では、一次評価の結果、CO2排出量は現状か

ら変わらないものと予測されるが、省エネ型設備への更新など表 5-17-13(p5-17-16)に示

すような CO2排出量の削減を目的とした開催中と同様の省エネルギー対策を実施する。 
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③  二次評価 

(ｲ) 新設の施設の削減率 

近年、新設された建築物のうち、「東京都環境確保条例」に基づく建築物環境計画書を提

出している事例では、照明制御システムの導入などの省エネ対策を数多く講じた場合、CO2

排出原単位は約 25～58％程度小さくなっている（表 5-17-14(p5-17-19)）。 

新設の施設では、これ以上の削減を目指し、断熱性能の強化、 高水準の省エネルギ-

技術や再生可能エネルギーの導入などにより、標準的な建築物と比較して 50％以上の CO2

排出量の削減を図っていく。 

したがって、新設の施設の CO2排出量の削減率を 50％とした。 

 

(ﾛ) 既存施設（大規模施設）の削減率 

既存施設のうち、年間のエネルギー消費量（原油換算量）が３ヶ年度連続して 1,500kL/

年以上となる都内の大規模施設は、特定地球温暖化対策事業所に指定され、「温室効果ガス

排出総量削減義務と排出量取引制度」の対象として、第１計画期間（2010～2014 年度）に

おいて６～８％、第２計画期間（2015～2019 年度）において約 17％（見込み）の削減義務

が求められる。このため、2020 年の大会開催時までに CO2排出量は 17％程度削減されるこ

とが予測される。 

都外の既存の大規模施設では、高効率型照明器具への更新や再生可能エネルギー設備の

設置など、「省エネ法」に基づいた CO2排出量削減のための取り組みが進められており、こ

の取り組みにより CO2 排出量は現状よりも８％程度削減されるものと予測され、今後、更

なる削減を目的としたミティゲーションの方策について検討し、10％程度の CO2 排出量の

削減を図っていく。 

したがって、既存の施設のうち、都内の大規模施設については CO2排出量の削減率を 17％

とし、都外の大規模施設については 10％とした。 

 

(ﾊ) 既存施設（大規模施設以外）の削減率 

既存施設のうち大規模施設以外の施設についても、今後、CO2排出量の削減を目的とした

CO2排出量削減のための方策について検討し、10％程度の CO2排出量の削減を図っていく。 

したがって、大規模以外の既存施設については CO2排出量の削減率を 10％とした。 

 

(ﾆ) 各会場の予測評価結果 

日本武道館など新設と既存の施設が混在する会場もあることから、施設区分（新設/既存）

ごとの延床面積及び削減率から、各会場における削減率を予測した。その結果と評価結果

を表 5-17-19(p5-17-28)に示す。 

二次評価では、東京体育館他 14 施設で５～20％未満の削減が予測されることから「＋１」

となり、オリンピックスタジアム他 14 施設で 20%以上の削減が予測されることから「＋２」

となる。 
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表 5-17-19  各会場における CO2削減量の予測評価結果（後利用：二次評価） 

延床面積（m2） 会場 

NO. 

会場名 

 新設 既存 計 

削減率 

（％） 

二次評価

結果 

1 オリンピックスタジアム 290,000 290,000 50.0  +２ 

2 東京体育館 43,971 43,971 17.0  +１ 

3 国立代々木競技場 34,204 34,204 10.0  +１ 

4 日本武道館 1,005 21,133 22,138 11.8  +１ 

5 皇居外苑 ― ―  ―  

6 東京国際フォーラム 145,076 145,076 17.0  +１ 

7 国技館 35,342 35,342 10.0  +１ 

8 有明アリーナ 41,400 41,400 50.0  +２ 

9 有明 BMX コース ― ―  ―  

10 有明ベロドローム ― ―  ―  

11 有明体操競技場 ― ―  ―  

12 有明テニスの森 17,760 30,952 48,712 24.6  +２ 

13 お台場海浜公園 ― ―  ―  

14 潮風公園 ― ―  ―  

15～16 東京ビッグサイト・ホール A、B  230,873 230,873  17.0  +１ 

17 大井ホッケー競技場 4,745 4,745  50.0  +２ 

18 海の森クロスカントリーコース ― ―  ―  

19 海の森水上競技場 9,350 9,350  50.0  +２ 

20 海の森マウンテンバイクコース ― ―  ―  

21 若洲オリンピックマリーナ 1,950 1,950  50.0  +２ 

22 葛西臨海公園 845 845  50.0  +２ 

23～24 夢の島ユース・プラザ・アリーナ A、B 84,470 84,470  50.0  +２ 

25 夢の島公園 ― ―  ―  

26 夢の島競技場 5,121 5,121  10.0  +１ 

27～28 
オリンピックアクアティクスセンター

ウォーターポロアリーナ 
43,180 43,180  50.0  +２ 

29 武蔵の森総合スポーツ施設 49,120 49,120  50.0  +２ 

30 東京スタジアム 86,000 86,000  10.0  +１ 

31 武蔵野の森公園 ― ―  ―  

32 陸上自衛隊朝霞訓練場 ― ―  ―  

33 霞ヶ関カンツリー倶楽部 6,200 6,200  10.0  +１ 

34 札幌ドーム 98,226 98,226  10.0  +１ 

35 宮城スタジアム 57,570 57,570  10.0  +１ 

36 埼玉スタジアム 2002 60,867 60,867  10.0  +１ 

37 横浜国際総合競技場 172,758 172,758  10.0  +１ 

OV 選手村 368,315 368,315 50.0  +２ 

IBC/MPC IBC/MPC 45,700 230,873 276,573  22.5  +２ 

注）削減率 ＝(新設面積×50%＋既存(大規模)面積×17%(都外 10%)＋既存(大規模以外)面積×10%)／全体面積 

削減率の程度により評価した。 

評価 削減率 
０ 0～5％未満 

＋１ 5～20％未満 
＋２ 20％以上 
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(4) 評価結果の総括 

各会場に対する評価結果は、表 5-17-20(p5-17-30)に示すとおりである。 

オリンピックスタジアム等の新設会場では、一次評価（競技の実施による影響、後利用

による影響）は「０」であるが、断熱性能の強化、 高水準の省エネルギ-技術や再生可能

エネルギーの導入などのミティゲーションを実施することにより二次評価では「＋２」と

なる。また、既存会場についても、ミティゲーションとして省エネルギー対策を実施する

ことにより、東京体育館等においては「＋１」となる。 

工事の実施による影響（開催前、開催後）では、一次評価は「０」であるが、低燃費型

建設機械を採用するなどのミティゲーションを実施することにより二次評価では「＋２」

となる。 
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表 5-17-20  各会場に対する温室効果ガスの評価結果総括表 

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

1 オリンピックスタジアム(国立霞ヶ丘競技場) 0 － 0 0 0 +2 － +2 +2 +2

2 東京体育館 0 － +1 0 +1 +2 － +1 +2 +1

3 国立代々木競技場 0 － 0 0 0 +2 － +1 +2 +1

4 日本武道館 0 － 0 0 0 +2 － +1 +2 +1

5 皇居外苑 0 － 0 0 － +2 － +2 +2 －

6 東京国際フォーラム － － +1 － +1 － － +1 － +1

7 国技館 0 － 0 0 0 +2 － +1 +2 +1

8 有明アリーナ 0 － 0 0 0 +2 － +2 +2 +2

9 有明ＢＭＸコース 0 － 0 0 － +2 － +2 +2 －

10 有明ベロドローム 0 － 0 0 － +2 － +2 +2 －

11 有明体操競技場 0 － 0 0 － +2 － +2 +2 －

12 有明テニスの森 0 － 0 0 0 +2 － +2 +2 +2

13 お台場海浜公園 0 － 0 0 － +2 － +2 +2 －

14 潮風公園 0 － 0 0 － +2 － +2 +2 －

15～16 東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂ 0 － +1 0 +1 +2 － +1 +2 +1

17 大井ホッケー競技場 0 － 0 0 0 +2 － +2 +2 +2

18 海の森クロスカントリーコース 0 － 0 0 － +2 － +2 +2 －

19 海の森水上競技場 0 － 0 0 0 +2 － +2 +2 +2

20 海の森マウンテンバイクコース 0 － 0 0 － +2 － +2 +2 －

21 若洲オリンピックマリーナ 0 － 0 0 0 +2 － +2 +2 +2

22 葛西臨海公園 0 － 0 0 0 +2 － +2 +2 +2

23～24 夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ 0 － 0 0 0 +2 － +2 +2 +2

25 夢の島公園 0 － 0 0 － +2 － +2 +2 －

26 夢の島競技場 0 － 0 0 0 +2 － +1 +2 +1

27～28
オリンピックアクアティクスセンター
ウォーターポロアリーナ

0 － 0 0 0 +2 － +2 +2 +2

29 武蔵野の森総合スポーツ施設 0 － 0 － 0 +2 － +2 － +2

30 東京スタジアム 0 － 0 0 0 +2 － +1 +2 +1

31 武蔵野の森公園 0 － 0 0 － +2 － +2 +2 －

32 陸上自衛隊朝霞訓練場 0 － 0 0 － +2 － +2 +2 －

33 霞ヶ関カンツリー倶楽部 0 － 0 0 0 +2 － +1 +2 +1

34 札幌ドーム 0 － +1 0 +1 +2 － +1 +2 +1

35 宮城スタジアム 0 － +1 0 +1 +2 － +1 +2 +1

36 埼玉スタジアム2002 0 － +1 0 +1 +2 － +1 +2 +1

37 横浜国際総合競技場 0 － +1 0 +1 +2 － +1 +2 +1

OV 選手村 0 － 0 0 0 +2 － +2 +2 +2

IBC/MPC 東京ビッグサイト(IBC/MPC) 0 － +1 － +1 +2 － +2 － +2

開催中 開催後 開催前 開催中 開催後

会場 評価点(一次) 評価点(二次)

No. 名称

開催前

 

※会場№は、表 1-3-37（p1-85～1-86）に示す会場№を表す。 

※評価点の目安は以下のとおりである。 

+2: 大きなプラスの影響 

+1: ある程度のプラスの影響 

0: 中立 

-1: ある程度のマイナスの影響 

-2: 大きなマイナスの影響 

－: 予測評価の検討において対象外とした影響 

■: 網掛けは非該当項目のため対象外とした影響 
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5-17-3  予測評価（競技別） 

(1) 評価の指標及び目安 

競技別検討における評価の指標及び目安は、表 5-17-21 に示すとおりである。 

 

表 5-17-21  評価の指標及び目安 

評価の目安 
評価の指標 評価の基準 

－２ －１ ０ ＋１ ＋２ 

温室効果ガス

の削減量 

①エネルギー

消費量による

CO2 排出の概

算 

②既存施設に

おける追加的

排出の有無 

大幅に増大す

る 

（20％以上）

増大する 

（5％以上 

20％未満） 

現状(同等施

設等)の排出

量と変わらな

い 

（±5％未満）

削減が図られ

る（5％以上 

20％未満） 

大幅な削減が

図られる 

（20％以上）

 

 

(2) 予測評価の方法 

競技別には、開催中（競技の実施による影響）における温室効果ガス排出量の削減の程度

について予測評価を行った。 

開催中（競技の実施による影響）における予測評価の方法は、表 5-17-22 に示すとおりで

ある。 

 

表 5-17-22  予測評価方法（競技別） 

予測評価の時期 予測評価の方法 

開催中 
競技の実施によ

る影響 

競技の実施に伴う温室効果ガス排出量の削減の程度については、低公害

車の活用による温室効果ガス排出量の削減率に基づき、定量的に予測評価

を行った。 

 

 

(3) 予測評価の結果 

1)  開催中（競技の実施による影響） 

①  一次評価 

競技の実施に伴う温室効果ガスの排出量について予測評価を行った。 

陸上競技（マラソン）、自転車競技（ロード・レース）、トライアスロン／パラトライア

スロンの実施の際に、先導車、大会関係車、報道関係車（中継車）等の走行による CO2 の

排出が想定されるが、大会関係車等に一般的な車両（ガソリン車）を使用することを想定

した場合、競技の実施に伴い排出される CO2排出量は現状の水準にとどまると予測した。 

したがって、陸上競技（マラソン）、自転車競技（ロード・レース）、トライアスロン／

パラトライアスロンの評価結果は、いずれも「０」とした。 
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②  ミティゲーション 

一次評価の結果、競技の実施に伴い排出される CO2 排出量は現状から増大することはな

いと予測されるが、CO2排出量の削減を目的としたミティゲーションを実施する。ミティゲ

ーションの内容は、表 5-17-23 に示すとおりである。 

 

表 5-17-23  競技の実施に伴う CO2排出の削減に関するミティゲーションの内容 

競技名 ミティゲーションの内容 

陸上競技(ﾏﾗｿﾝ） 

自転車競技(ﾛｰﾄﾞ・ﾚｰｽ) 

トライアスロン／パラ

トライアスロン 

・ 競技運営に使用する大会関係車は、電気自動車や燃料電池自

動車、ハイブリッド自動車などの低公害かつ低燃費な自動車

を使用する。 

 

 

③  二次評価 

ガソリン車の CO2排出量を基準としたときの、低公害・低燃費車の CO2排出量及び削減率

を表 5-17-24 に整理した。表に示した低公害・低燃費車はいずれも、ガソリン車よりも CO2

排出量は 23～75％少なく、大会関係車等に低公害かつ低燃費な自動車を使用することによ

り、23％以上の CO2排出量の削減が図られる。 

一次評価の結果、競技の実施に伴う CO2 排出量は現状から増大することはないと予測さ

れるが、さらに、CO2排出量の削減を目的としたミティゲーション（ 新鋭の無公害車、低

公害車、低燃費車の導入）を実施することにより、CO2 排出量は 23％以上削減されるもの

と予測した。 

したがって、陸上競技（マラソン）、自転車競技（ロード・レース）、トライアスロン／

パラトライアスロンの評価結果は、いずれも「＋２」とした。 

 

表 5-17-24  1km 走行当りの CO2排出量 

 ガソリン車 
ガソリン 

ハイブリッド
ディーゼル

ハイブリッド
天然ガス 
自動車 

燃料電池 
自動車 

電気 
自動車 

CO2排出量 

（g-CO2/km） 
193 123 89 148 58 49 

削減率 － 36% 54% 23% 70% 75% 

注）CO2排出量及び削減率は、ガソリン車を基準としたときの値。 

出典：「ヒートアイランド現象による環境影響等に関する調査業務」（平成 22 年 3 月、環境省） 

 

 

 

 

 

 

 

 

「燃料電池自動車」とは、燃料電池で水素と酸素の化学反応によって発電した電気エネル

ギーを使って、モーターを回して走る自動車のこと。 

メ モ 
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(4) 評価結果の総括 

各競技に対する評価結果は、表 5-17-25 に示すとおりである。 

陸上競技（マラソン）、自転車競技（ロード・レース）、トライアスロン／パラトライア

スロンは、一次評価は「０」であるが、大会関係車を電気自動車や燃料電池車、ハイブリ

ッド自動車等の低公害かつ低燃費な自動車とするなどのミティゲーションの実施により二

次評価では「＋２」となる。 

 

表 5-17-25  各競技に対する温室効果ガスの評価結果総括表 

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

1 陸上競技（マラソン） 0 +2

2 陸上競技（競歩） － －

3 自転車競技（ロード･レース） 0 +2

4
トライアスロン／パラトライアス
ロン

0 +2

5 水泳（マラソン 10km） － －

6
カヌー（スプリント）／パラカ
ヌー

－ －

7 カヌー（スラローム） － －

8 ボート － －

9 セーリング － －

開催前 開催中 開催後 開催前 開催中 開催後

競技 評価点(一次) 評価点(二次)

No. 名称

 
※競技№は、表 1-3-38（p1-87）に示す競技№を表す。 

※評価点の目安は以下のとおりである。 

+2: 大きなプラスの影響 

+1: ある程度のプラスの影響 

0: 中立 

-1: ある程度のマイナスの影響 

-2: 大きなマイナスの影響 

－: 予測評価の検討において対象外とした影響 

■: 網掛けは非該当項目のため対象外とした影響 
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5-17-4  予測評価（全体計画） 

(1) 評価の指標及び目安 

全体計画の検討における評価の指標及び目安は、表 5-17-26 に示すとおりである。 

 

表 5-17-26  評価の指標及び目安 

評価の目安 
評価の指標 評価の基準 

－２ －１ ０ ＋１ ＋２ 

温室効果ガス

の削減量 

①エネルギー

消費量による

CO2排出の概

算 

②既存施設に

おける追加的

排出の有無 

大幅に増大す

る 

（20％以上）

増大する 

（5％以上 

20％未満） 

現状(同等施

設等)の排出

量と変わらな

い 

（±5％未満）

削減が図られ

る（5％以上 

20％未満） 

大幅な削減が

図られる 

（20％以上）

 

 

(2) 予測評価の方法 

温室効果ガスは、大会招致・開催にあたっての重要な環境項目のひとつと位置づけ、カー

ボンニュートラルな大会の実現を目指し、大会の開催による排出量の算定から削減対策、マ

ネジメントを一環して行うこととしている。このため、2020 年東京大会における施設面積や

観客席数等の計画値を基に、各種 CO2排出原単位から大会の開催に伴う CO2排出量を算定する

とともに、ミティゲーションの実施による削減効果の算定を行った。 

現況で述べたとおり、東京都における温室効果ガスの排出においては、CO2の比重が大きく、

また、計画の初期段階であることから、予測評価する対象は CO2とした。 

CO2排出量の算定は、開催前、開催中、開催後に分けて行った。予測評価の対象が、CO2排

出量の算定区分とどのように対応しているのかを図 5-17-5（p5-17-35）に示した。 

「開催中」の「施設の存在による影響」については、施設整備の LCCO2（ライフサイクル

における CO2 排出量）として、「建築物の建設・廃棄」による排出量を算定した。なお、「開

催前」及び「開催後」の「工事の実施による影響」については、「建築物の建設・廃棄」に含

んで計算しているため、「開催中」の「施設の存在による影響」の内数を再掲するかたちとな

っている。 

また、「開催中」の「競技の実施による影響」については、「競技及び施設運営」、「移動（選

手・関係者）」、「宿泊（選手・関係者）、「移動（観客）」、「宿泊（観客）」による排出量を算定

した。「開催後」の「後利用による影響」については、施設の排出削減対策によるレガシー効

果を算定する際のベースとなる CO2排出量を計上した。 

 

 

 

 

 

「LCCO2」とは、資材製造から建設、維持管理、廃棄までを含めたライフサイクルにわ

たって排出されるCO2排出量のこと。 

メ モ 
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図 5-17-5  予測評価の対象と CO2排出量算定区分の関係 

 

 

予測評価の方法は、表 5-17-27(1)～(3)(p5-17-36～p5-17-38)のとおりである。開催前に

ついては工事の実施による影響、開催中については施設の存在による影響及び競技の実施に

よる影響、開催後については撤去などの工事の実施による影響及び後利用による影響を予測

評価した。 

なお、CO2 排出量の算定に用いた排出原単位は以下の資料等より設定し、その値は表 

5-17-28(p5-17-39)に示すとおりである。 

・建築物の建設・廃棄に係る排出原単位は、日本建築学会「建物の LCA 指針」における国

内消費支出を境界とした原単位を用いた。 

・施設運営に係る排出原単位は、電気・ガス・重油・熱・水に関しては「東京都地球温暖

化対策計画書制度」における排出係数を、維持管理に関しては「建物の LCA 指針」にお

ける排出係数を用いた。 

・移動に係る排出原単位は、国際航空に関しては ICAO（国際民間航空機関）「Carbon 

Emissions Calculator」の結果から算出した排出係数を、国内航空等の国内交通手段に

関しては環境省「地球温暖化対策資料 温室効果ガス排出量について（要因分析）」にお

ける旅客の排出係数を用いた。 

 

時期 予測評価の対象

新設・改築（全計上）
新設・改築（期間按分）
仮設建築

仮設スタンド

新設
改築
仮設
既設
選手の宿泊
監督等の宿泊
役員とメディアの宿泊

海外から成田まで
成田から開催域まで
国内から開催域まで
選手及び監督等
役員
メディア
海外観客の宿泊
国内観客の宿泊
海外から成田まで
成田から開催域まで
国内から開催域まで

開催域内

開
催
後

後利用による影響 ※削減対策の算定に含まれる

施設の存在による影響
（施設整備のＬＣＣＯ２）

　※開催前・後の工事影響を含む

開
催
中

開
催
中

大会（競技）の実施による影響

建築物の建設・廃棄

競技及び施設運営

施設運営

宿泊
（選手・関係者）

対象とする活動区分

移　動
開催域まで

大
　
　
会
　
　
基
　
　
盤

観
客
関
連

移動（選手・関係者）

開催域まで

開催域内

宿　泊〈観客） 宿　泊

新設（全計上） 
新設（期間按分） 
仮設建築 
仮設スタンド 

新設（全計上） 
新設（期間按分） 
仮設 
既設 

施設の存在による影響 
（施設整備の LCCO2） 

 ※開催前・後の工事影響を含む 

（観客）

競技の実施による影響 

CO2 排出量算定区分 
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表 5-17-27（1） 予測評価の方法 

予測評価の時期 

影響の種類 

排出／ 

ﾐﾃｨｹﾞｰｼｮﾝ 
算定項目 内 容 

開
催
前 

工事の実施

による影響 

排出量の予

測評価／ 

ミティゲー

ション効果

の予測評価 

― ・建設工事の排出量は、LCA（ライフサイクル

アセスメント）の観点から、「開催中」の「施

設の存在による影響（施設整備の LCCO2）」に含

んで算定しているため、工事の実施による影響

については、定性的な予測評価を行った。 

開
催
中 

施設の存在

による影響 

(施設整備の

LCCO2) 

排出量の予

測評価 

新設施設の 

建設・廃棄 

・施設の建設にあたって、LCCO2を計上。設計か

ら資材製造、流通、建設、廃棄までのライフサ

イクルにわたって排出される CO2を算定。 

・建物用途ごとに、日本建築学会が開発した LCA

計算ソフト「建築物の LCA ツール」（2006 年 11

月、日本建築学会）を使用して算定。 

   既存施設の

改修 

・施設の省エネ改修について、改修分の資材製

造、建設により排出される CO2を算定。 

・建物用途ごとに、日本建築学会「建築物の LCA

ツール」を使用して算定。 

   仮設施設の

建設・廃棄 

・新設施設と同様に仮設施設についても、その

資材製造、流通、建設、廃棄段階における CO2

排出量を、LCA に基づき算定。 

・仮設建築物のグレードを想定して、日本建築

学会「建築物の LCA ツール」を使用して算定。

   仮設スタンド

の生産・輸送

・仮設スタンドについては、基本的にそのまま

再利用されるものであることを前提に、資材製

造、流通、組立、搬入・搬出段階における CO2

排出量を LCA に基づき算定。 

・資材の構成・量については、スタンド工事メ

ーカー提供の資料による。その他は、日本建築

学会「建築物の LCA ツール」を使用して算定。

  ミティゲー

ションの効

果の予測評

価 

省エネルギー

対策の導入 

・新設及び既存施設における省エネルギー対策

を予定し、その削減効果を予測した。 

・自然エネルギーのパッシブ利用についても考

慮し、効果のレベルを想定して、予測評価を行

った。 

・レガシー効果として 10 年間を見込んでいる。

   再生可能エネ

ルギーの導入

・新設施設について、再生可能エネルギー、特

に太陽光発電を予定し、その効果について予測

評価を行った。 

・レガシー効果として 10 年間を見込んでいる。
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表 5-17-27（2） 予測評価の方法 

予測評価の時期 

影響の種類 

排出／ 

ﾐﾃｨｹﾞｰｼｮﾝ 
算定項目 内 容 

開
催
中 

競技の実施

による影響 

排出量の予

測評価 

施設運営 ・オリンピックスタジアムや IBC/MPC 等の施設

におけるエネルギー使用（電気、ガス、重油、

熱、維持管理、水の使用）の総計として算定。

・用途ごとのエネルギー消費や維持管理、水等

の原単位は、㈳建設技術者協会「ELPAC2005」、

㈳空気調和・衛工学会「都市ガスによるコージ

ェネレーションシステム計画・設計と評価」、

㈳東京ビルヂング協会の調査結果を使用。 

   宿泊 

(選手・関係

者) 

・選手や監督、大会役員などの関係者は、選手

村と民間ホテルに宿泊するものとして算定。 

・選手村は、運営による CO2 排出量を、施設に

おけるエネルギー使用量（電気、ガス、重油、

熱、維持管理、水の使用）の予測により算定。

・民間ホテル宿泊分は、民間ホテルの一般的な

エネルギー使用量から算定。 

・㈳建設技術者協会「ELPAC2005」、㈳空気調和・

衛工学会「都市ガスによるコージェネレーショ

ンシステム計画・設計と評価」等の資料を使用。

   宿泊（観客） ・観客の宿泊については、民間ホテルに宿泊す

るものとして、ホテルの一般的なエネルギー使

用量算定。 

・㈳建設技術者協会「ELPAC2005」、㈳空気調和・

衛工学会「都市ガスによるコージェネレーショ

ンシステム計画・設計と評価」等の資料を使用。

   移動 

(選手・関係

者) 

・選手・関係者の移動については、海外から成

田まで、成田から東京の開催域まで、国内他地

域から開催域まで、また開催域内の交通に分け

て算定。 

・選手・関係者は、開催域内は専用バスを利用、

それ以外の関係者はバスと乗用車を利用する

ものとして算定。 

・移動手段ごとの排出原単位は環境省資料、

ICAO「Carbon Emissions Calculator」から抽

出。 

   移動（観客） ・観客の移動についても、海外から成田、成田

から開催域、国内他地域から開催域、開催域内

に分けて算定。 

・観客については、域内移動はすべて公共交通

を利用すると想定。 

・移動手段ごとの排出原単位は環境省資料、

ICAO「Carbon Emissions Calculator」から抽

出。 
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表 5-17-27（3） 予測評価の方法 

予測評価の時期 

影響の種類 

排出／ 

ﾐﾃｨｹﾞｰｼｮﾝ 
算定項目 内 容 

開
催
中 

競技の実施

による影響 

ミティゲー

ションの効

果の予測評

価 

施設・ホテル

等における

省エネなど

低 CO2対策導

入 

・施設における対策は、省エネルギー対策の実

施、再生可能エネルギーの導入などを予定して

いる。しかしながら、開催期間中の削減量は限

定的であることから、予測評価の対象外とし

た。 

   低 CO2排出バ

スの導入 

・選手・監督等が利用する専用バスは、低 CO2

排出バスの導入を予定している。しかしなが

ら、開催期間中の削減量は限定的であることか

ら、予測評価の対象外とした。 

   グリーン電力

の活用 

・開催期間中の運営（施設運営、選手・関係者

の宿泊）に係る CO2 排出については、開催期間

中の CO2 排出をゼロにするため、グリーン電力

の活用等、再生可能エネルギー由来のものを使

用。 

・排出量に見合う分の購入を想定して算定。 

   オフセット等 ・大会基盤分以外の観客関連の CO2 排出に対し

て、オフセット対策の導入を予定。 

・排出量オフセットの規模を前提に、ミティゲ

ーションの効果を予測評価した。 

開
催
後 

工事の実施

による影響 

排出量の予

測評価／ 

ミティゲー

ションの効

果の予測評

価 

仮設施設・ス

タンドの解

体・撤去 

・仮設施設・スタンドの解体・撤去に伴う排出

量は、LCA の観点から「開催中」の「施設の存

在による影響（施設整備の LCCO2）」に含んで算

定しているため、工事の実施による影響につい

ては、定性的な予測評価を行った。 

 後利用によ

る影響 

排出量の予

測評価 

施設の後利用 ・新設の恒久施設は、いずれも後利用を行うも

のと計画している。 

・会場ごとに、後利用の用途にあわせて、排出

量を予測評価した。 

  ミティゲー

ションの効

果の予測評

価 

省エネルギ

ー対策の実

施 

・新設の恒久施設については、省エネルギー対

策を徹底することとしており、後利用において

も効果が継続すると考えられる。 

・用途ごとに省エネの水準を想定し、対策の効

果を予測評価した。 

   再生可能エネ

ルギーの導入

・再生可能エネルギーの導入は、後利用におい

ても継続的に効果を発揮すると考えられる。再

生可能エネルギーの種類ごとに導入水準を想

定し、対策効果の予測評価を行った。 

 

 

 

 

 

 

「ELPAC」は、建築・空調・電気・給排水衛生設備概要及び水・エネルギー使用量のデ

ータ集。 

「ICAO」は、International Civil Aviation Organization（国際民間航空機関）の略。

国連の専門機関。 

メ モ 
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表 5-17-28  算定に用いた CO2排出原単位 

項 目 CO2 排出原単位 

建築物の スタジアム・アリーナ 727 kg-CO2/m2 

建設・廃棄  ホテル 951 kg-CO2/m2 

  オフィスビル 857 kg-CO2/m2 

  仮設建築 297 kg-CO2/m2 

  仮設スタンド 41 kg-CO2/席 

 廃棄物輸送 0.256 kg-CO2/tkm 

施設運営 電気 0.464 kg-CO2/kWh 

  ガス 2.28 kg-CO2/m3 

  重油 2.71 kg-CO2/L 

  熱 0.07 kg-CO2/MJ 

  維持管理費 0.0006 kg-CO2/円 

  水（上水、下水） 0.65 kg-CO2/m3 

移動 国際航空（ｴｺﾉﾐｰ） 0.076 kg-CO2/人・km 

  国際航空（ﾌﾟﾚﾐｱﾑ） 0.135 kg-CO2/人・km 

  国際航空（観客、ｴｺﾉﾐｰ） 0.088 kg-CO2/人・km 

  国際航空（観客、ﾌﾟﾚﾐｱﾑ） 0.116 kg-CO2/人・km 

  国内航空 0.105 kg-CO2/人・km 

  鉄道 0.018 kg-CO2/人・km 

  バス 0.051 kg-CO2/人・km 

  乗用車 0.167 kg-CO2/人・km 

注）建築物の建設・廃棄における分類は以下のとおり。 

ホテル：選手村、オフィスビル：IBC/MPC、スタジアム・アリーナ：その他の競技会場 
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(3) 予測評価の結果 

1)  開催前（工事の実施による影響） 

①  一次評価 

施設の建設工事の実施による影響は、各会場の影響の総和と考えられる。各施設の建設

工事に伴う CO2排出の内訳については、表 5-17-29 のように予測され、その大半は建設機

械の稼働や資材等の搬出入車両により消費する軽油である。 

 

表 5-17-29  工事の実施による CO2の排出内訳（全体計画） 

CO2排出 エネルギー種別 用 途 

建設機械・その他機器の稼働 

工事資材の搬入 

建設副産物の搬送 

軽油 

工事作業員の集散 

現場敷地内の照明 電力 

現場敷地内の空調 

単体建設工事に伴う排出 

※参考：2008 年 業界平均 

灯油 現場敷地内の暖房 

全体計画としての排出増要因 搬出入車両の輻輳による搬出入時間の増大 

出典：「建設業の環境自主行動計画 第 4 版（改訂版）」（2010 年 4 月、(社)日本建設業団体連合会・(社)

日本土木工業協会・(社)建築業協会） 

 

 

全体計画の環境影響については、近・隣接地における工事期間、車両アクセス経路の重

複に留意する必要がある。今回の計画では、複数の会場が予定されている有明地区や中央

防波堤内側埋立地の臨海地域において大規模建設工事が複数近接することになる。また、

オリンピックアクアティクスセンター及びウォーターポロアリーナと夢の島ユース・プラ

ザ・アリーナＡ、Ｂについても比較的近接している。これらのエリアについては、どちら

も複数の車両アクセス経路を設定することが可能であり、工事車両の輻輳等を避けた工事

計画が可能であることから、一般的な建設工事による影響と同程度になると予測した。 

したがって、開催前の工事の実施による全体計画の影響は「０」と評価した。 

 

電力 17％ 

灯油 1％ 

重油 13％ 
軽油 69％
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②  ミティゲーション 

一次評価では、開催前の建設工事の実施による影響は、一般的な建設工事による影響と

同程度になると予測されたが、2020 年東京大会は「カーボンニュートラルな大会の実現」

を掲げて実施する大会であり、建設工事においても積極的に対策を講じていく。 

現在、考えられるミティゲーションとしては、表 5-17-30 のようなものがある。これら

の対策を進めていくことは当然のこと、より効果の高い対策を追求し実施していく。 

 

表 5-17-30  工事の実施におけるミティゲーションの種類 

CO2排出 
エネルギー

種別 
用 途 ミティゲーション 

建設機械等の稼働 低 CO2排出建設機械等の導入 

アイドリングストップ 

工事資材の搬入 低 CO2排出車両の導入 

アイドリングストップ 

建設副産物の搬送 低 CO2排出車両の導入 

アイドリングストップ 

建設副産物の現場内利用・近隣利用 

軽油 

工事作業員の集散 公共交通利用の促進 

現場敷地内の照明 高効率照明の導入 電力 

現場敷地内の空調 高効率空調機の導入 

単体建築工事に

伴う排出 

灯油 現場敷地内の暖房 高効率エアコン暖房への切り替え 

全体計画として

の排出増要因 

搬出入車両の輻輳による搬出入時

間の増大 

搬出入経路の輻輳を避ける計画 

 

 

③  二次評価 

現在、建設業界は自主行動計画により 1990 年比で 2012 年度までに施工高あたりの CO2

排出原単位を 13％削減するという目標を掲げて取り組みを推進している。2020 年東京大会

では、これを超える水準の取り組みを進め、今後、工事計画の詳細化・具体化にあわせて

より適切・効果的な対策について検討していくことから、効果の高い削減が図られるもの

と予測した。 

したがって、開催前の工事の実施による全体計画の影響は「＋１」と評価した。 
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2)  開催中（施設の存在及び競技の実施による影響） 

①  一次評価 

大会開催中の CO2 排出量については、施設の存在による影響と競技の実施による影響に

区分し、予測評価を行った。ここで、予測評価の前提として、排出量算定の考え方につい

て概括する。 

ここでは、大会を開催することに伴う CO2 排出量を、現段階で可能な限り包括的に算定

した。算定の基本的考え方は、ライフサイクルアセスメントにより、競技の実施による影

響だけでなく、施設の存在による影響や、レガシーとして残る効果についてもあわせて算

定するものである。CO2排出量の算定範囲は図 5-17-6 に示すとおりであり、その特徴は次

のようにまとめられる。 

・ライフサイクルアセスメントの考え方に基づき、大会運用時の排出だけでなく、資材

の製造も含めた、施設の建設から廃棄までのライフサイクルを考慮した CO2 排出量を

算定 

・大会基盤以外の排出として、観客の移動（海外移動を含む）・宿泊も含めた包括的な

CO2排出量を算定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-17-6  大会の開催に伴う CO2排出量の算定範囲 

 

2020 

2020 

  

●新設の 
大会期間外分 

●大会期間外 
の運営   

●大会期間中の 
宿泊 

●大会期間中

の運営 

●大会前の練習・

キャンプ 

● テレビ観戦 

●海外関係者の   
自国内での移動 

●海外観客の 
自国内での移動 

●国内・海外から 
開催地までの移動 

●国内・海外から 
開催地までの移動 

観客（移動）   

観客（宿泊）   

競技・施設  
運営   

選手団・役員等の

関係者（宿泊） 

 

選手団・役員等の

関係者（移動） 
  

大会基盤   

観客関連   

●大会期間中の 
宿泊   

算定   

算定   

対象   

対象外   

建築物の   
建設・廃棄   

●新設（2016年東京大会以外で計画さ 
れていない）・仮設・仮設スタンド   

⇒LCA に基づき全期間算入 
●新設（2016年東京大会以外で新改築 

が計画されている） 
⇒建築物の寿命期間のうち、 

大会準備～撤収までの約１年分を算入   
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2020 年東京大会における CO2排出量算定の範囲は、表 5-17-31 に示す過去の大規模スポ

ーツイベントで実施されてきた CO2 排出量の算定範囲と比較して、かなり広範な範囲を対

象とした。 

 

表 5-17-31  過去の大規模スポーツイベントにおける CO2排出量算定の範囲 

大会基盤 観客関連 

スポーツ 

イベント名 LCA 基準 

建築物排出

の全期間算

入 

大会施設

の運営 

大会関係

者の移動

（国内） 

大会関係

者の移動

（海外） 

観客移動

（国内） 

観客移動

（海外） 

2006 年 

トリノ冬季五輪 
× × ○ ○ ○ × × 

2006 年 

ﾄﾞｲﾂﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ 
○ × ○ ○ × ○ × 

2020 年 

東京五輪 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

○：算定している ×：算定に含めていない 

 

CO2 排出量算定の対象とする活動区分は表 5-17-32 のとおりである。ミティゲーション

と対応させるために、大会基盤における CO2 排出、すなわち施設の建設や運営、選手や関

係者などの移動・宿泊を含めた大会開催の基盤となる活動に伴う CO2 排出と、国内外から

集まる観客の移動・宿泊による観客関連における CO2 排出を分けて算定した。活動区分ご

との算定方法は、表 5-17-33(p5-17-44)に示すとおりである。 

 

表 5-17-32  CO2排出量算定の対象とする活動区分と影響の種類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

影響の種類
新設・改築（全計上）
新設・改築（期間按分）
仮設建築

仮設スタンド

新設
改築
仮設
既設
選手の宿泊
監督等の宿泊
役員とメディアの宿泊
海外から成田まで
成田から開催域まで
国内から開催域まで
選手及び監督等
役員
メディア
海外観客の宿泊
国内観客の宿泊
海外から成田まで
成田から開催域まで
国内から開催域まで

開催域内

施設の存在
による影響

大会（競技）
の実施による
影響

建築物の建設・廃棄

競技及び施設運営

移動（選手・関係者）

宿　泊

移　動

施設運営

宿泊（選手・関係者）

開催域まで

観
客
関
連

対象とする活動区分

大
　
　
会
　
　
基
　
　
盤

開催域内

宿　泊

開催域まで

新設（全計上） 
新設（期間按分） 
仮設建築 
仮設スタンド 

新設（全計上） 
新設（期間按分）
仮設 
既設 
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表 5-17-33  活動区分ごとの CO2排出量の算定方法 

算式 算定根拠・数値諸元

建築物の （製造建設）：A【建築物の延床面積】×B【排出原単位】＋（廃棄）：C【廃棄輸送積数】×D【排出原単位】

建設・廃棄 （製造建設）：A【建築物の延床面積】×B【排出原単位】＋（廃棄）：C【廃棄輸送積数】×D【排出原単位】×1/70

仮設建築 （製造建設）：A【建築物の延床面積】×B【排出原単位】＋（廃棄）：C【廃棄輸送積数】×D【排出原単位】

（製造）：A【スタンド数】×B【排出原単位】＋（輸送）：C【搬入・搬出輸送積数】×D【排出原単位】

競技及び 施設運営 新設（全計上）

施設運営 新設（アロケーション）

仮設

既設

宿泊 選手の宿泊

監督等の宿泊

役員とメディアの宿泊

移動 開催域まで 海外から成田まで

成田から開催域まで

国内から開催域まで

開催域内 選手及び監督等 A【移動人数】×B【選手村からの距離】×C【排出原単位】×２（往復）

役員

メディア

宿泊 宿泊 海外観客の宿泊

国内観客の宿泊

移動 開催域まで 海外から成田まで

成田から開催域まで

国内から開催域まで

開催域内 A【移動人数】×B【開催域の半径8ｋｍ】×C【排出原単位】×２（往復） A～B：施設計画より　C：表5-17-28より

A【移動人数】×B【移動距離】×C【排出原単位】×２（往復）

A【移動人数】×B【開催域の半径8ｋｍ】×C【排出原単位】×２（往復）

A～Ｂ：基本的諸元より　C～D：表5-17-28より

大

会

基

盤

観

客

関

連

A：施設計画より　B：アテネオリンピック大会の参加選手

地域割合より成田までの平均移動距離を算出　C：表5-

17-28より

A：基本的諸元より　B：施設計画より　C：表5-17-28より

A：基本的諸元より　B：成田空港の地域別就航割合

C：表5-17-28より
A【移動人数】×B【移動距離】×C【排出原単位】×２（往復）

A【宿泊施設を利用する人数】×B【平均宿泊数】×C【エネルギー使用量の原単位】×D【排出原単位】

対象とする活動区分

A：施設計画より　　B～D：表5-17-28より

（エネルギー消費分）：

A【建築物の延床面積】×B【施設の稼働日数】×C【エネルギー使用量の原単位】×D【排出原単位】

（水使用分）：

E【施設を利用する延人数】×B【施設の稼働日数】×C【エネルギー使用量の原単位】×D【排出原単位】

A～B：施設計画より　C～D：表5-17-28より

E：施設稼働日数×参加人数

A【宿泊施設を利用する人数】×B【平均宿泊数】×C【エネルギー使用量の原単位】×D【排出原単位】

新設（全計上）

新設（アロケーション）

仮設スタンド

Ａ：施設計画より　Ｂ：開催期間（17日or12日）

C～D：表5-17-28より

 

 



 

5-17-45 

 

CO2排出量の算定結果は、表 5-17-34(p5-17-45)及び図 5-17-7(p5-17-45)に示すとおり

であり、2020 年東京大会全体では約 74 万トンであると予測した。 

・ 大会の開催に伴う CO2排出量は 約 74 万トン 

・ うち、施設の存在による排出 約 23 万トン 

競技の実施による排出 約 51 万トン 

・ 大会基盤関連は約 39 万トン、観客関連は約 35 万トン 

・ 選手・大会関係者と観客の移動が大きな割合を占め、約 31 万トンで全体の 42％とな

っている。 

・ 建築物（新設、改修、仮設）の建設・解体も大きな割合となっており、約 23 万トン

で全体の 31％を占める。 

 

表 5-17-34  2020 年東京大会における CO2排出量 

区分 対象とする活動区分 
CO2 排出量 

(万 t-CO2/大会) 

大会基盤 建築物の 新設  9 

 建設・解体 仮設 14 

  小計 23 

 競技・施設運営   6 

 移動  10 

 計  39 

観客関連 宿泊  14 

 移動  21 

 計  35 

合計   74 

 

建築物の

建設・解体

31%

競技・

施設運営
8%

移動
14%

宿泊（観客）
19%

移動（観客）
28%

 

図 5-17-7  2020 年東京大会における CO2排出量の内訳 

観客関連 大会基盤

施設の存在 
による影響 

競技の実施 
による影響 
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この算定結果に基づき、施設の存在による影響と競技の実施による影響に分けて予測評

価を行った。 

(ｲ) 施設の存在による影響 

施設の存在に伴う CO2排出量は約 23 万トンであり、このうち仮設施設の建設・解体によ

る排出量は約 14 万トンである。仮設の施設については、2020 年東京大会が開催されなけ

れば建設されないものであるため、大きな追加的排出が生じるものと予測した。 

したがって、施設の存在による全体計画の一次評価は「－１」とした。 

 

(ﾛ) 競技の実施による影響 

競技の実施に伴う CO2排出量は約 51 万トンであり、選手・関係者や観客の移動が 42％、

宿泊が 19％、施設運営が 8％となっている。選手・関係者や観客の移動・宿泊に伴う CO2

排出量が大きく、何のミティゲーションも講じない場合、大きな追加的排出が生じるもの

と予測した。 

したがって、競技の実施による全体計画の一次評価は「－１」とした。 

 

 

②  ミティゲーション 

2020 年東京大会は、「カーボンニュートラルな大会の実現」を目指す大会である。大会

の開催に伴う CO2 の排出については、カーボンニュートラルになるようミティゲーション

を積極的に展開することが大会の重要なコンセプトとなっている。 

2020 年東京大会のカーボンニュートラルのシナリオは、下記のように計画している。開

催期間中の会場からの排出はオフセットするとともに、大会基盤関連の CO2 排出について

は会場や大会関係車両の低カーボン化を、観客関連の排出については参加者と協働で CO2

排出の削減を積極的に推進し、低炭素で高効率な自立・分散型エネルギー社会を創出する。 

 

《会場からの開催期間中の排出をゼロに》 

■会場の運営にかかるエネルギーを 小化 

■グリーン電力・熱証書の活用 

・やむを得ず排出してしまう CO2 については、太陽光・太陽熱、風力、バイオマス等

のオフサイトの再生可能エネルギーを利用し、CO2排出をゼロにする。 

 

《大会基盤による排出は大会組織委員会が責任をもってカーボンニュートラル》 

■既存施設を 大限活用、８km 圏内でコンパクトに実施する低カーボン型大会計画 

■施設等の徹底した低エネルギー・省エネルギー対策 

■再生可能エネルギーの積極的な導入 

■選手・大会関係者の移動の低カーボン化 など 

 

《観客の排出分は協働によりカーボンオフセット》 

■観客が 100％快適に利用できる公共交通を充実 

■国内外のカーボン削減プロジェクトの協力支援/出資によりオフセット 
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現在予定しているミティゲーションは、表 5-17-35 に示すとおりである。 

 

表 5-17-35  現在予定しているミティゲーション 

ミティゲーション 

施設における徹底した低エネルギー・省エネルギー対策 

太陽光発電などの再生可能エネルギーの導入 

低 CO2バスの導入 
大会基盤 

大会運営を 100％グリーンエネルギー化 

宿泊施設の省エネルギー対策 
観客関連 

国内外でのカーボン削減プロジェクトの実施 

 

 

(ｲ) 施設の低エネルギー化・低カーボン化 

《自然エネルギーのパッシブ利用徹底による施設の低エネルギー化》 

■ 自然光、自然通風をはじめ、自然エネルギーを 大限活用し、施設におけるエネルギ

ー利用を 小限にする 

・自然の光と風をふんだんに採り入れ、低エネルギーを実現する。 

A. 太陽光を直接採り入れる照明 

B. 機械換気不要で快適なベンチレーション 

C．太陽熱を直接採り入れる空調 

 

《最先端技術の導入による施設の省エネルギー化》 

■ 新設施設への 先端の高効率化技術、省エネルギー技術の導入 

・ 先端技術の導入により、新設施設の CO2排出を 50％削減。 

A．厳しいグリーンビルディングの基準に従ったエネルギー効率のよい対策を実行 

B． 先端の高効率化技術、省エネルギー技術を導入 

■ 新設施設の長寿命化 

・次世代以降へのレガシーとして低カーボン施設を残す。 

■ 既存施設の省エネルギー対策 

・既存施設の省エネルギー対策により、CO2排出を 10％削減。 
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(ﾛ) 再生可能エネルギーの積極的な導入 

大会施設の低エネルギー化・省エネルギー化により、施設からの CO2 排出を極力抑制

する。それでも排出されてしまう分については再生可能エネルギーの導入のほか、太陽

光・太陽熱などオフサイトの再生可能エネルギーを活用する。 

 

《太陽光発電など再生可能エネルギーの導入》 

■ 大会施設に太陽光発電設備を設置するなど、再生可能エネルギーを積極的に導入 

・オリンピックというメディアにより、非常に大規模で 先端の再生可能エネルギー

の姿を世界に発信。 

・選手村では、清掃工場の排熱利用や食品廃棄物を利用したバイオガス発電を活用し

た面的なエネルギー利用の取り組みなどにより、CASBEE まちづくり基準を満足する。 

 

《大会運営を 100％グリーンエネルギー化》 

■ グリーン電力・熱証書の活用によりオフセット 

・ 開催期間中に排出した CO2は、太陽光、太陽熱、風力、バイオマス等のグリーンエ

ネルギーを活用し、オフセットする。 

 

(ﾊ) より広範、大規模なカーボンニュートラルを実現するムーブメント 

東京都と大会組織委員会は連携して、都民や企業との連携・協働による CO2 削減のム

ーブメントを強化し、低炭素社会への移行を促進させる。これにより大会からの排出に

ついてカーボンニュートラルとする。 

 

 

これらのミティゲーションによる削減効果を算定した結果は、表 5-17-36(p5-17-49)に

示すとおりである。 
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表 5-17-36  ミティゲーションによる CO2削減効果 

ミティゲーション 
削減効果量

(万 t-CO2/大会)
算 定 式  根 拠 等 

施設における徹底した低エネル

ギー・省エネルギー対策 
27   

（施設毎の年間 CO2 排出量）：A【施設用途毎のエネルギー使用量】

×B【排出原単位】×C【建築物の延床面積】×D【削減割合】×E

【稼働率】×F【対策有効期間】 - G：改修に伴う CO2 排出 

A：一般データより B：LCA より C：施設計画より 

D：新設 50％、その他 10％ E：選手村 100％、そ

の他 70％ F：10 年 G：建設・解体に同じ 

太陽光発電などの再生可能エネ

ルギーの導入 
5   

（発熱量）：A【年間平均日射量】×B【発電効率】×C【継続発電日

数】×D【パネル設置面積】×E【CO2 換算係数】 - （パネル製造）：

D【パネル設置面積】÷F【パネル単位面積】×G：【単位面積の製造

排出原単位】 

A～B：業界データより C：10 年 D：施設計画より 

E：LCA より F～G：NEDO より 

大会運営を 100％グリーンエネ

ルギー化 
6   A【大会基盤の競技・施設運営に伴う排出量】  

低 CO2バスの導入 15   
（1 台あたり年間削減効果）：A【年間軽油消費量】×B【排出原単価】

×C【削減割合】×D【導入台数】×E【対策有効期間】 

A～B：交通量データより C：15％(大会計画より) 

D：2,500 台（大会計画より） E：10 年 

大
会
基
盤 

計 53     

宿泊施設の省エネルギー対策 6   上記の省エネルギー対策に同じ 
C：立候補ファイル(半径 10km 圏内) D：1/5 に対

して 10％ E：66～71％ 

国内外でのカーボン削減プロジ

ェクトの実施 
15     

観
客
関
連 

計 21     

削減量合計 74     
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③  二次評価 

ミティゲーションは総合的に行うため、ミティゲーションによる削減効果を施設の存在

による影響と競技の実施による影響に区分することは困難であることから、二次評価は開

催中の影響を総合的に予測評価した。 

2020 年東京大会は、「カーボンニュートラルな大会の実現」を掲げて進める大会である。

この実現に向けた様々なミティゲーションを実施することにより、大会の開催に伴う CO2

排出量はカーボンニュートラルとなり（図 5-17-8 参照）、さらに、より広範・大規模な CO2

削減のムーブメント及びレガシー効果によるさらなる CO2排出量の削減が見込まれる。 

以上のことから、開催中の CO2 排出量は大きく削減されると予測し、開催中における全

体計画の二次評価は「＋２」とした。 

 

 

図 5-17-8  2020 年東京大会における CO2排出・削減の収支 
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3)  開催後（工事の実施による影響） 

①  一次評価 

仮設物の撤去工事に伴う建設機械の稼働による CO2 排出量について予測評価を行った。

LCA による算定を行ったため、開催後の工事の実施による排出量は、開催中の施設の存在

による影響に含まれてしまっているが、ここでは開催後の影響を明確にするために特出し

て整理した。 

仮設物については、仮設施設と仮設スタンドに分けて算定した。LCA の考え方から、仮

設施設は素材を再利用・リサイクルすること、仮設スタンドは再利用することを前提とし

ており、解体工事に伴う CO2 排出は、解体物の搬送が大きな割合を占めることになるため

これに代表させて算定した。その結果は表 5-17-37 に示すとおりであり、仮設物全体で約

0.9 万トンになると予測された。 

全体計画の環境影響については、近・隣接地における解体工事期間、車両アクセス経路

の重複に留意する必要がある。今回の計画では、複数の会場が予定されている有明地区や

中央防波堤内側埋立地の臨海地域において解体工事が近接することになるが、複数の車両

アクセス経路を設定することが可能であり、工事車両の輻輳等を避けた工事計画が可能で

あることから、一般的な解体工事による影響と同程度になると予測した。 

したがって、開催後の工事の実施における全体計画の一次評価は「０」とした。 

 

表 5-17-37  仮設施設及び仮設スタンドの解体時における CO2排出量 

区分 
CO2排出量 

（万 t-CO2/大会） 

仮設施設 0.91 

仮設スタンド 0.01 

計 0.92 

 

 

②  ミティゲーション 

一次評価の結果、開催後の解体工事の実施に伴う CO2 排出量は、大会全体に占める割合

も小さく、また、一般的な解体工事による影響と同程度であると予測されたが、2020 年東

京大会は、「カーボンニュートラルな大会の実現」を掲げて実施する大会であり、解体工事

においても積極的に低カーボンに向けた取り組みを展開していく。 

現在、考えられるミティゲーションとしては、表 5-17-38(p5-17-52)のようなものがあ

る。これらの対策を進めていくことは当然のこと、より効果の高い対策を追求し実施して

いく。 

また、予測の前提としている資材やスタンドの再利用・リサイクルが確実に実施される

よう十分にマネジメントしていく。 
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表 5-17-38  仮設物の撤去に伴う CO2排出の削減に関するミティゲーションの内容 

CO2排出 
エネルギー

種別 
用 途 ミティゲーション 

建設機械等の稼働 低 CO2排出建設機械等の導入 

アイドリングストップ 

解体後のスタンド・資

材の搬送 

低 CO2排出車両の導入 

アイドリングストップ 

資材等の解体物の近隣地での利用 

軽油 

工事作業員の集散 公共交通利用の促進 

現場敷地内の照明 高効率照明の導入 電力 

現場敷地内の空調 高効率空調機の導入 

単体解体工事に

伴う排出 

灯油 現場敷地内の暖房 高効率エアコン暖房への切り替え 

全体計画として

の排出増要因 

搬出入車両の輻輳による搬出入時

間の増大 

搬出入経路の輻輳を避ける計画 

 

 

③  二次評価 

現在、建設業界は自主行動計画により 1990 年比で 2012 年度までに施工高あたりの CO2

排出原単位を 13％削減するという目標を掲げて取り組みを推進している。2020 年東京大会

では、これを超える水準の取り組みを進め、今後、工事計画の詳細化、具体化にあわせて

より適切、効果的な対策について検討していくため、より効果の高い削減が図られるもの

と予測した。 

したがって、開催後の工事の実施における全体計画の二次評価は「＋１」とした。 

 

 

4)  開催後（後利用による影響） 

①  一次評価 

施設の後利用における CO2 排出量は、新設施設及び既存施設に分けて算定を行った。施

設の後利用は、オリンピックスタジアムなどそのままの用途で活用されるものと、選手村

のようにホテル的な施設利用形態から住宅へと利用形態が変更されるものもあるため、後

利用の用途にあわせて排出量の算定を行った。 

その結果は表 5-17-39(p5-17-53)に示すとおりであり、後利用における CO2 排出量は年

間約 14.1 万トンと予測される。このうち、新設の施設のみが追加的排出となり、その排出

量は年間約 5.3 万トンとなる。新設の施設については、東京都環境確保条例に基づく建築

物環境計画書制度や省エネ法に準拠して計画するため、新設の標準的な排出量と同程度に

なると予測した。 

したがって、開催後の後利用における全体計画の一次評価は「０」とした。 
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表 5-17-39  後利用による CO2排出量 

CO2排出量（万 t-CO2） 
建物用途 

新設 既存 合計 

屋外競技場 2.0 3.5 5.5 

屋内多目的アリーナ 1.6 5.3 6.9 

屋内プール 0.7 － 0.7 

住宅 1.0 － 1.0 

計 5.3 8.8 14.1 

注）後利用における建物用途の分類は以下のとおり。 

屋外競技場： ｵﾘﾝﾋﾟｯｸｽﾀｼﾞｱﾑ､有明ﾃﾆｽの森､大井ﾎｯｹｰ競技場､海の森水上競技場､若洲ｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾏﾘｰﾅ､

葛西臨海公園､夢の島競技場､東京ｽﾀｼﾞｱﾑ､霞ヶ関ｶﾝﾂﾘｰ倶楽部､札幌ﾄﾞｰﾑ､宮城ｽﾀｼﾞｱﾑ､埼玉ｽﾀｼﾞｱﾑ

2002､横浜国際総合競技場 

屋内多目的ｱﾘｰﾅ: 東京体育館､国立代々木競技場､日本武道館､東京国際ﾌｫｰﾗﾑ､国技館､有明ｱﾘｰﾅ､東

京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ･ﾎｰﾙ A,B､夢の島ﾕｰｽ･ﾌﾟﾗｻﾞｱﾘｰﾅ A,B､武蔵の森総合ｽﾎﾟｰﾂ施設､IBC/MPC 

屋内ﾌﾟｰﾙ: ｵﾘﾝﾋﾟｯｸｱｸｱﾃｨｸｽｾﾝﾀｰ 

住宅: 選手村 

 

 

②  ミティゲーション 

一次評価の結果、新設の標準的な排出量と同程度であると予測されるが、2020 年東京大

会では、カーボンニュートラルな大会の実現に向け、CO2排出量の削減を目的としたミティ

ゲーションを積極的に実施する。ミティゲーションの内容は表 5-17-40 に示すとおりであ

る。 

 

表 5-17-40  新設施設の後利用における CO2排出の削減に関するミティゲーションの内容 

対策の種類 具体的な対策 

外壁の断熱 

天井の断熱 

窓部の熱負荷の低減 
断熱性能の強化 

建築物の配置･形状 

空調設備の省エネルギー化 

照明設備の省エネルギー化 

換気設備の省エネルギー化 

給湯設備の省エネルギー化 

設備の省エネルギー対策 

その他設備の省エネルギー化 

パッシブソーラーシステム 

昼光利用 

自然換気 

自然エネルギーの

パッシブ利用 

地中熱利用 

太陽光発電 

再生可能エネルギー

の導入 

自然エネルギーの

アクティブ利用 太陽熱利用 
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③  二次評価 

新設施設では、断熱性能の強化、設備の省エネルギー対策、再生可能エネルギーの導入

などのミティゲーションを複合的に実施し、標準的な建築物と比較して 50％以上の CO2排

出量の削減を実現する。また、既存施設についても、CO2排出量の削減を目的とした省エネ

ルギー対策の方策について検討し、10％程度の削減を図っていくことにより、全体として

は 20％以上の削減が予測される。 

したがって、後利用における全体計画の二次評価は「＋２」とした。 

 

 

(4) 評価結果の総括 

全体計画に対する評価結果は、表 5-17-41 に示すとおりである。 

一次評価では「－１」～「０」であるが、カーボンニュートラルな大会の実現に向けた

さまざまなミティゲーションを実施することにより、二次評価では「＋１」または「＋２」

となる。 

 

表 5-17-41  全体計画に対する温室効果ガスの評価結果総括表 

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

全体計画 0 -1 -1 0 0 +1 +1 +2+2

評価対象

評価点(一次) 評価点(二次)

開催前 開催中 開催後 開催前 開催中 開催後

 
※評価点の目安は以下のとおりである。 

+2: 大きなプラスの影響 

+1: ある程度のプラスの影響 

0: 中立 

-1: ある程度のマイナスの影響 

-2: 大きなマイナスの影響 

－: 予測評価の検討において対象外とした影響 

■: 網掛けは非該当項目のため対象外とした影響 

 

 

「アクティブ利用」とは、機械を利用して自然エネルギーを利用するシステムのこと。ま

た、パッシブ利用とは、機械の力に頼らず、建築的な方法や工夫によって自然エネルギー

を利用するシステムのこと。 

メ モ 
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5-18  エネルギー 

5-18-1  現況 

各会場の位置は図 5-18-1 に示すとおりであり、このうち既存施設におけるエネルギー消

費量をアンケート調査により把握し、表 5-18-1（p5-18-2）に整理した。 

既存の各会場における年間のエネルギー消費量の範囲は、1,711（夢の島競技場）～429,692 

GJ/年（東京ビッグサイト）であり、東京ビッグサイト、東京国際フォーラム、札幌ドーム、

東京体育館の４会場では、100,000 GJ/年を超えるエネルギー消費がある。 

延床面積あたりのエネルギー消費量の範囲は、屋外施設では 476（有明テニスの森）～6,893 

MJ/㎡/年（霞ヶ関カンツリー倶楽部）、屋内施設では 1,072（国立代々木競技場）～2,381 MJ/

㎡/年（東京体育館）となっている。 

既存施設のうち、東京体育館、国立代々木競技場、東京国際フォーラム、国技館、東京ビ

ッグサイト、東京スタジアム、札幌ドーム、埼玉スタジアム 2002 及び横浜国際総合競技場で

は、太陽光発電や太陽熱利用など再生可能エネルギーの導入が行われている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）建築物の計画により新設、既存、仮設に分類している。 

図 5-18-1  各会場の位置（８km 圏内） 

 

国技館

大井ホッケー競技場

有明アリーナ

東京体育館 

オリンピックスタジアム 
東京国際フォーラム

国立代々木競技場 

日本武道館

海の森マウンテンバイクコース 

有明テニスの森

オリンピックアクアティクスセンター 
ウォーターポロアリーナ 

潮風公園

お台場海浜公園
東京ビッグサイト

若洲オリンピックマリーナ 

葛西臨海公園 

夢の島ユース・プラザ 

夢の島競技場 

海の森水上競技場

海の森クロスカントリーコース

選手村 

IBC/MPC

皇居外苑

夢の島公園

有明 BMX コース 

有明ベロドローム

有明体操競技場

凡例 

     新設 
     既存 

仮設 
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表 5-18-1  既存施設における年間エネルギー消費量 

会場

No. 
会場名 種別

延床面積 

 

（㎡） 

エネルギー

消費量 

（GJ/年）

延床面積あたり

の消費量 

(MJ/㎡/年) 

再生可能エネル

ギーの導入状況 調査

年度太陽光 

発電 

太陽熱

利用

2 東京体育館 屋内 43,971 104,704 2,381 ○  H23

3 国立代々木競技場 屋内 34,204 36,650 1,072 ○  H23

4 日本武道館 屋内 21,133 28,274 1,338   H23

6 東京国際フォーラム 屋内 145,076 300,610 2,072 ○ ○ H23

7 国技館 屋内 35,342 41,485 1,174 ○  H23

12 有明テニスの森 屋外 30,952 14,735   476   H23

15～16 

IBC/MPC

東京ビッグサイト・ホール 

Ａ、Ｂ、IBC/MPC 
屋内 230,873 423,560 1,835 ○ ○ H23

26 夢の島競技場 屋外 2,920 1,675   574   H23

30 東京スタジアム 屋外 86,000 48,042   559 ○  H23

33 霞ヶ関カンツリー倶楽部 屋外 2,500 17,233 6,893   H23

34 札幌ドーム 屋外 98,226 157,965 1,608 ○  H23

35 宮城スタジアム 屋外 57,570 59,756 1,038   H22

36 埼玉スタジアム 2002 屋外 60,867 40,720   669 ○  H23

37 横浜国際総合競技場 屋外 172,758 93,089   539 ○  H23

注） 1．会場№は、表 1-3-37（p1-85～1-86）に示す会場№を表す。 

 2．GJ（ギガジュール）は 109 J、MJ（メガジュール）は 106 J。 

3. 宮城スタジアムの値は、宮城スタジアムを含む宮城県運動総合公園全体の値を示す。 
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5-18-2  予測評価（会場別） 

(1) 評価の指標及び目安 

会場別検討における評価の指標及び目安は、表 5-18-2 に示すとおりである。 

 

表 5-18-2  評価の指標及び目安 

評価の指標 評価の基準 
評価の目安 

－２ －１ ０ ＋１ ＋２ 

エネルギー消

費量の増減 

①現在の使用

量の水準（東

京都温暖化対

策計画書制度

/東京都建築

物環境計画書

制度による評

価水準） 

②省エネ再エ

ネ対策・設備

の導入状況/

可能性 

省エネ再エネ

対策・設備の

導入が図られ

ておらず、あ

るいは導入の

可能性もない

ことから、現

在(同等施設

等)の使用量

の水準より悪

化する（5％以

上） 

省エネ再エネ

対策・設備の

導入が図られ

ておらず、あ

るいは導入の

可 能 性 も な

く、現在(同等

施設等)の使

用量の水準と

変 わ ら な い

（±5％未満）

現在(同等施

設等)の使用

量の水準と変

わらない（±

5％未満） 

省エネ再エネ

対策・設備の

導入が図られ

る 等 に よ っ

て、現在(同等

施設等)の使

用量の水準を

下回る（5％以

上 20％未満） 

省エネ再エネ

対策・設備の

導入が図られ

る 等 に よ っ

て、現在(同等

施設等)の使

用量の水準を

下回る（20％

以上） 

 

 

(2) 予測評価の方法 

会場別には、開催前（工事の実施による影響）、開催中（競技の実施による影響）、開催後

（工事の実施による影響）、開催後（後利用による影響）におけるエネルギー消費量の低減の

程度について予測評価を行った。 

それぞれの時期における予測評価の方法は、表 5-18-3 に示すとおりである。 

 

表 5-18-3  予測評価方法（会場別） 

予測評価の時期 予測評価の方法 

開催前 
工事の実施によ

る影響 

会場の建設工事の実施に伴うエネルギー消費量の低減の程度について

は、低燃費型建設機械の導入に伴うエネルギー消費量の低減率に基づき、

定量的に予測評価を行った。 

開催中 

施設の存在によ

る影響 

施設の存在に伴うエネルギーの消費による影響については、競技の実施

に伴うエネルギー消費の方が多くなることから、「競技の実施による影響」

に含めて予測評価を行った。 

競技の実施によ

る影響 

施設（建築物等）における、競技の実施に伴うエネルギー消費量の低減

の程度について、新設施設、既存施設、仮設施設の延床面積を基に算定し

たエネルギー消費量の低減率に基づき、定量的に予測評価を行った。 

開催後 

工事の実施によ

る影響 

仮設の撤去工事の実施に伴うエネルギー消費量の低減の程度について

は、低燃費型建設機械の導入に伴うエネルギー消費量の低減率に基づき、

定量的に予測評価を行った。 

後利用による影

響 

施設（建築物等）の後利用におけるエネルギー消費量の低減の程度につ

いて、新設施設、既存施設、仮設施設の延床面積を基に算定したエネルギ

ー消費量の低減率に基づき、定量的に予測評価を行った。 
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(3) 予測評価の結果 

1)  開催前（工事の実施による影響） 

①  一次評価 

各会場（新設、改修、仮設）の建設工事に伴うエネルギー消費量（燃料消費量）は、通

常採用される従来型の建設機械を使用することを想定した場合、一般的な施設の建設工事

と同程度の排出量になると予測される。 

したがって、新設、改修または仮設工事を行う各会場（工事を実施しない東京国際フォ

ーラムを除く 38 会場）の評価結果は、いずれも「０」とした。 

 

②  ミティゲーション 

一次評価の結果、各施設の建設工事に伴う建設機械の稼働によるエネルギー消費量は、

一般的な施設の建設工事と同程度であると予測されるがエネルギー消費量の低減を目的と

したミティゲーションを実施する。ミティゲーションの内容は表 5-18-4 に示すとおりで

ある。 

国土交通省では低燃費型建設機械の普及を目指し、2007 年 11 月に「CO2排出低減に資す

る低燃費型建設機械の指定に関する規程※」を定め、この規程に基づき低燃費型建設機械

の型式認定を行っている。 

 

表 5-18-4  各会場の建設工事に伴うエネルギー消費の低減に関するミティゲーションの内容 

会場 ミティゲーションの内容 

新設・改修・仮設工事

を行う会場（38 会場） 

・ 各施設の建設工事に使用する建設機械には低燃費型建設機械

を採用する。 

・ アイドリングストップやエンジン回転の抑制など省エネ運転

を励行する。 

・ 建設機械の燃料について、バイオディーゼル燃料の使用を促

進する。 

 

※ 「CO2排出低減に資する低燃費型建設機械の指定に関する規程」（抜粋） 

（型式認定） 

第３ 総合政策局建設施工企画課長は、その型式が別表１に掲げる省エネルギー機構を

搭載し、エネルギー消費量の低減が図られている建設機械を、CO2排出低減建設機械

として認定することができる。 

 

別表１ 

◎ 省エネモード 

○ アイドリング制御 

○ 可変容量型油圧ポンプ 

○ 油圧全馬力制御機構 

○ 多連弁機構 

○ 高圧対応油圧機器 

 

 

注）上記機構のうち、◎印の機構を具備し、かつ○印の機構を

4 機構以上具備していることが認定の要件となる。 
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③  二次評価 

低燃費型建設機械の燃費は表 5-18-5 に示すとおり、従来型の建設機械よりも約 20～

40％向上しており、建設工事に使用する建設機械に低燃費型建設機械を採用することによ

り、従来型の建設機械を使用する場合と比べて、燃料消費量は約 20～40％の低減が図られ

る。 

一次評価の結果、各会場の建設工事に伴う建設機械の稼働によるエネルギー消費量は一

般的な施設の建設工事と同程度であると予測され、さらに、エネルギー消費量の低減を目

的としたミティゲーション（低燃費型建設機械の採用等）を実施することにより、約 20～

40％低減されると予測した。 

したがって、新設、改修または仮設工事を行う各会場（工事を実施しない東京国際フォ

ーラムを除く 38 会場）の評価結果は、いずれも「＋２」とした。 

 

表 5-18-5  低燃費型建設機械の燃費向上率 

メーカー コベルコ建機㈱
キャタピラー 
ジャパン㈱ 

日立建機㈱ ㈱小松製作所 

型式 SK80H-2 D7E ZH200 HB205 

燃費向上率 

（従来型比） 
40％ 約 20％ 20％ 約 25％ 

出典：各社ホームページ 

 

 

2)  開催中（競技の実施による影響） 

①  一次評価 

(ｲ) 新設及び仮設の施設の低減率 

「エネルギーの使用の合理化に関する法律（以下、「省エネ法」という）」では、建築物

のエネルギーの使用の合理化に関し、建築主が講ずるべき措置の判断の基準となる事項を

定めており、逐次改正・強化されている（表 5-18-6(1)(p5-18-6)）。 

また、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（以下、「東京都環境確保条例」

という）」では、エネルギー使用の合理化等に関する建築主の自主的な取組を促すための建

築物環境計画書の提出を義務付けている（表 5-18-6(2)(p5-18-7)）。 

これらの関係法令・条例に基づいて施設の設計・施工を行うことから、「省エネ法」や「東

京都環境確保条例」の改正・強化等により既存施設の標準的なエネルギー消費量よりは下

回るものの、新設の同等施設の標準的なエネルギー消費量と同程度になると予測した。 

したがって、新設及び仮設のエネルギー消費量の低減率を０％とした。 
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表 5-18-6(1)  建築物に係るエネルギー使用の合理化に関する関係法令・条例 

関係法令等 項目 内容 

省エネ法 建築主等の

努力 

第 72 条 建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及

び建築物に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率

的利用のための措置を的確に実施することにより、建築物

に係るエネルギーの使用の合理化に資するよう努めなけれ

ばならない。 

建築主等の

判断基準 

第 73 条 建築物に係るエネルギーの使用の合理化の適切か

つ有効な実施を図るため、特定建築物の所有者の判断の基

準となるべき事項を定め、これを公表する。 

建築物に係

る指導・助言 

第 74 条 所管行政庁は、建築物について第 72 条に規程す

る措置の適格な実施を確保するため必要があると認めると

きは、建築主等に対し、第 73 条に規程する判断の基準とな

るべき事項を勘案して、建築物の設計、施工及び維持保全

に係る事項について必要な指導及び助言を行う。 

特定建築物

に係る届出 

第 75 条 特定建築主等は、特定建築物の新築若しくは政令

で定める規模以上の改築・増築等に係る建築物の設計及び

施工に係る措置に関するものを所管行政庁に届け出なけれ

ばならない。また、所管行政庁は、当該報告に係る事項が

第 73 条第１項に規定する判断の基準となるべき事項に照ら

して著しく不十分であると認めるときは、当該報告をした

者に対し、その判断の根拠を示して、エネルギーの効率的

利用に資する維持保全をすべき旨の勧告をすることができ

る。 

注）省エネ法の特定建築物は、第一種特定建築物（延床面積 2,000ｍ2以上）及び第二種特定

建築物（延床面積 300ｍ2以上）の建築物とする。 
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表 5-18-6(2)  建築物に係るエネルギー使用の合理化に関する関係法令・条例 

関係法令等 項目 内容 

東京都環境

確保条例 

建築主の責

務 

第 18 条 建築物の新築等をしようとする者は、当該建築物

及びその敷地に係るエネルギーの使用の合理化、資源の適

正利用、自然環境の保全、ヒートアイランド現象の緩和及

び再生可能エネルギーの利用について必要な措置を講じ、

環境への負荷の低減に努めなければならない。 

配慮指針に

基づく環境

配慮の措置 

第 20 条 規則で定める規模を超える特定建築物（大規模特

定建築物）の新築等をしようとする者（大規模特定建築主）

は、当該大規模特定建築物及びその敷地（大規模特定建築

物等）について、配慮指針に基づき適切な環境への配慮の

ための措置を講じなければならない。 

再生可能エ

ネルギーの

導入検討 

第 20 条の２ 大規模特定建築主は、配慮指針に基づき、大

規模特定建築物等について、再生可能エネルギーを利用す

るための設備の導入に係る措置の検討を行わなければなら

ない。 

省エネルギ

ー性能基準

の遵守 

第 20 条の３ 規則で定める規模を超える大規模特定建築物

（特別大規模特定建築物）に新築等をしようとする大規模

特定建築主（特別大規模特定建築主）は、当該特別大規模

特定建築物について、規則で定める省エネルギー性能基準

の値に適合するよう措置を講じなければならない。 

建築物環境

計画書の作

成 

第 21 条 大規模特定建築主は、大規模特定建築物等につい

て、環境への配慮のための措置についての計画書（建築物

環境計画書）を作成し、知事に提出しなければならない。 

注）現在、建築物環境計画書の届出は、延床面積が 10,000ｍ2 を超える特別大規模特定建築

物及び 5,000ｍ2 を超える大規模特定建築物の新築等が対象となっている。また、2,000

ｍ2を超える特定建築物の新築等についても計画書の任意提出が促されている。 
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(ﾛ) 既存施設（大規模施設）の低減率 

既存施設のうち、年間のエネルギー消費量（原油換算量）が 1,500kL/年以上の大規模施

設（表 5-18-7）については、「省エネ法」に基づくエネルギー管理指定工場に指定され、

年率１％以上のエネルギー原単位の改善努力義務が課せられる。 

このため、「省エネ法」に基づくエネルギー管理指定工場に指定されている既存施設では、

2020 年（約８年後）の大会開催時までにエネルギー消費量は８％程度低減されることが予

測される。 

また、都内の大規模施設については、「東京都環境確保条例」に基づく地球温暖化対策計

画書の提出・公表が義務付けられ、各施設が計画した排出量低減対策を推進することが求

められる（表 5-18-8(p5-18-9)）。さらに、エネルギー消費量（原油換算量）が３ヶ年度連

続して 1,500kL/年以上となる事業所は、特定地球温暖化対策事業所に指定され、「温室効

果ガス排出総量低減義務と排出量取引制度」の対象として、第１計画期間（2010～2014 年

度）において６～８％、第２計画期間（2015～2019 年度）において約 17％（見込み）の低

減義務が求められる。低減の取り組みが不十分な場合は、義務不足量×1.3 倍の低減をす

るよう措置命令等が課せられることになっている。 

このため、「東京都環境確保条例」に基づく特定地球温暖化対策事業所に指定されている

既存施設では、2020 年の大会開催時までにエネルギー消費量は 17％程度低減されることが

予測される。 

したがって、年間のエネルギー消費量（原油換算量）が 1,500kL/年以上の都内の既存施

設（東京体育館、東京国際フォーラム、東京ビックサイト）についてはエネルギー消費量

の低減率を 17％、都外の既存施設（札幌ドーム、宮城スタジアム、埼玉スタジアム 2002、

横浜国際競技場）についてはエネルギー消費量の低減率を８％とした。 

 

表 5-18-7  エネルギー消費量（原油換算量）が 1,500kL/年以上の既存施設 

対象施設 

省エネ法 

エネルギー 

管理指定工場 

都条例 

特定地球温暖化 

対策事業所 

東京体育館 第２種 ○ 

東京国際フォーラム 第１種 ○ 

東京ビックサイト 第１種 ○ 

札幌ドーム 第１種 ― 

宮城スタジアム 第１種 ― 

埼玉スタジアム 2002 第１種 ― 

横浜国際競技場 第２種 ― 

注）エネルギー消費量（原油換算量）が 3,000kL/年以上の場合は第１種指定工場

に、1,500kL/年以上 3,000kL/年未満の場合は第２種指定工場に指定され、第

１種・第２種ともに年率１％以上のエネルギー原単位の改善努力義務が課せら

れる。 
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表 5-18-8  大規模事業所に対する「温室効果ガス排出総量低減義務と排出量取引制

度」に係る関係条例 

関係法令等 項目 内容 

東京都環境

確保条例 

特定地球温

暖化対策事

業所のエネ

ルギー消費

量の低減 

第 5 条の 11 特定地球温暖化対策事業所の所有事業者等

（特定地球温暖化対策事業者）は、各低減義務期間ごとに、

当該特定地球温暖化対策事業所における算定排出低減量

を、当該低減義務期間終了後の規則で定める日までに、低

減義務量以上としなければならない。 

地球温暖化

対策計画書

の作成 

第 6 条 指定地球温暖化対策事業者は、毎年度、指定地球

温暖化対策事業所ごとに、地球温暖化対策計画書を、地球

温暖化対策指針に基づき作成し、知事に提出しなければな

らない。 

地球温暖化

対策計画の

公表 

第 8 条 指定地球温暖化対策事業者は、地球温暖化対策計

画書を提出したときは、遅滞なくその内容を公表しなけれ

ばならない。 

注）現在、地球温暖化対策計画書の届出は、年間のエネルギー消費量（原油換算量）が 1,500kL/

年以上の事業所が対象となっている。 

 

 

(ﾊ) 既存施設（大規模施設以外）の低減率 

既存施設のうち、年間のエネルギー消費量（原油換算量）が 1,500kL/年未満の施設は、

「東京都環境確保条例」に基づく地球温暖化対策計画書の提出義務や、「省エネ法」に基づ

くエネルギー管理指定工場に該当せず、自主的な低減対策のみに限られることから、エネ

ルギー消費量は現状から変わらないものと予測した。 

したがって、大規模施設以外の既存施設（国立代々木競技場、日本武道館、国技館、有

明テニスの森、夢の島競技場、東京スタジアム、霞ヶ関カンツリー倶楽部）のエネルギー

消費量の低減率を０％とした。 

 

(ﾆ) 各会場の予測評価結果 

日本武道館など新設、既存、仮設の施設が混在する会場もあることから、施設区分（新

設/既存/仮設）ごとの延床面積及び低減率から、各会場における低減率を予測した。その

結果と評価結果を表 5-18-9（p5-18-10）に示す。 

一次評価では、東京体育館、東京国際フォーラム、東京ビックサイト、札幌ドーム、宮

城スタジアム、埼玉スタジアム 2002、横浜国際競技場が「＋１」となるが、その他の会場

は「０」となる。 
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表 5-18-9  各会場におけるエネルギー消費量の予測評価結果（競技の実施：一次評価） 

会場

NO. 
会場名 

延床面積（m2） 低減率 

（％） 

一次評価

結果 新設 既存 仮設 計 

1 オリンピックスタジアム 290,000 2,800 292,800  0.0  ０ 

2 東京体育館 43,971 970 44,941 16.6  +１ 

3 国立代々木競技場 34,204 6,600 40,804  0.0  ０ 

4 日本武道館 1,005 21,133 4,600 26,738  0.0  ０ 

5 皇居外苑 7,170 7,170  0.0  ０ 

6 東京国際フォーラム 145,076 145,076 17.0  +１ 

7 国技館 35,342 3,580 38,922  0.0  ０ 

8 有明アリーナ 41,400 700 42,100  0.0  ０ 

9 有明 BMX コース 7,350 7,350  0.0  ０ 

10 有明ベロドローム 25,000 25,000  0.0  ０ 

11 有明体操競技場 30,700 30,700  0.0  ０ 

12 有明テニスの森 17,760 30,952 1,850 50,562  0.0  ０ 

13 お台場海浜公園 6,100 6,100  0.0  ０ 

14 潮風公園 7,205 7,205  0.0  ０ 

15～16 東京ビッグサイト・ホール A、B  230,873 14,770 245,643 16.0  +１ 

17 大井ホッケー競技場 4,745 3,694 8,439  0.0  ０ 

18 海の森クロスカントリーコース 9,255 9,255  0.0  ０ 

19 海の森水上競技場 9,350 11,845 21,195  0.0  ０ 

20 海の森マウンテンバイクコース 7,350 7,350  0.0  ０ 

21 若洲オリンピックマリーナ 1,950 7,140 9,090  0.0  ０ 

22 葛西臨海公園 845 7,235 8,080  0.0  ０ 

23～24 夢の島ユース・プラザ・アリーナ A、B 84,470 1,500 85,970  0.0  ０ 

25 夢の島公園 14,780 14,780  0.0  ０ 

26 夢の島競技場 5,121 23,191 28,312  0.0  ０ 

27～28 
オリンピックアクアティクスセンター

ウォーターポロアリーナ 
43,180 54,010 97,190  0.0  ０ 

29 武蔵の森総合スポーツ施設 49,120 49,120  0.0  ０ 

30 東京スタジアム 86,000 1,600 87,600  0.0  ０ 

31 武蔵野の森公園 6,941 6,941  0.0  ０ 

32 陸上自衛隊朝霞訓練場 16,795 16,795  0.0  ０ 

33 霞ヶ関カンツリー倶楽部 6,200 5,180 11,380  0.0  ０ 

34 札幌ドーム 98,226 2,390 100,616  7.8  +１ 

35 宮城スタジアム 57,570 1,200 58,770  7.8  +１ 

36 埼玉スタジアム 2002 60,867 4,490 65,357  7.5  +１ 

37 横浜国際総合競技場 172,758 3,510 176,268  7.8  +１ 

OV 選手村 368,315 122,730 491,045  0.0  ０ 

IBC/MPC IBC/MPC 45,700 230,873 276,573 14.2  +１ 

注）低減率 ＝（新設/仮設面積×0%＋既存(大規模)面積×17%（都外８%）＋既存(大規模以外)面積×０%）／ 全体面積 

低減率の程度により評価した。 

評価 低減率 

０ 0～5％未満 

＋１ 5～20％未満 

＋２ 20％以上 
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②  ミティゲーション 

(ｲ) 新設及び仮設の施設 

一次評価の結果、同等施設の標準的なエネルギー消費量と同程度であると予測されるが、

エネルギー消費量の低減を目的としたミティゲーションを実施する。ミティゲーションの

内容は表 5-18-10 に示すとおりである。 

 

表 5-18-10  エネルギー消費の低減に関するミティゲーションの内容 

対象施設 ミティゲーションの内容 

新設・仮設の施設 世界でもトップクラスの建物仕様である「省エネ・再エネ東京

仕様」の適用等、①負荷低減・低エネルギー化、②高効率化、③

創エネの取り組みを織り交ぜて CO2排出量の削減を図り、新設の施

設ではグリーンビルディング認証制度の CASBEE において 高ラ

ンク S の取得を目指す。 

 

①負荷低減・低エネルギー化 

・高断熱の資材、壁面・屋上緑化 

・自然採光・通風などのパッシブ利用による低エネルギー化 

②高効率化 

・海水を利用したヒートポンプなど、 高水準の省エネルギ-

技術の導入 

・情報通信技術を活用した建築物エネルギー管理システム

（BEMS）の導入によるエネルギー消費の管理・抑制 

③創エネ 

・再生可能エネルギー（太陽光発電・太陽熱利用機器等）の積

極的な導入・利用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「再生可能エネルギー」とは、自然界で起こる現象から取り出すことができ、一度利用し

ても再生可能なエネルギー資源のことで、太陽光、太陽熱、バイオマス、風力、水力、地

熱、温度差、波力、廃棄物発電・熱利用などがある。 

「パッシブ利用」とは、機械の力に頼らず、建築的な方法や工夫によって自然エネルギー

を利用するシステム。 

メ モ 
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○「省エネ・再エネ東京仕様」の概要 

東京都では、都の施設を最高水準の省エネ・再エネ仕様で整備する「省エネ・再エネ東京

仕様」を策定し、エネルギー消費量やエネルギー消費量の低減に向けた取組みを率先して進

めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：東京都報道発表資料（平成 23 年 7 月 28 日） 

 

○東京都の再生可能エネルギー導入の取り組み 

東京都では、2020 年までに東京のエネルギー消費に占める再生可能エネルギーの割合を

20％程度に高めていくことを目標としており、「東京都環境確保条例」を改正し、一定規模

以上の建築物の新築等に際しては再生可能エネルギーの導入について検討することを義務

化する（2010 年 1 月 1 日施行）。 

都内において導入ポテンシャルの大きい太陽エネルギーについては、2016 年までに 100

万 kW 相当の太陽光・太陽熱の利用拡大を目指し、利用拡大に向けた仕組みづくりやプロジ

ェクト（住宅用太陽光発電拡大を目指す 3 か年モデルプロジェクトなど）を展開している。 
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(ﾛ) 既存の施設 

一次評価の結果、既存施設のうち年間のエネルギー消費量（原油換算量）が 1,500kL/年

以上の大規模施設では、高効率型照明器具への更新や再生可能エネルギー設備の設置など

「省エネ法」や「東京都環境確保条例」に基づいたエネルギー消費量低減のための取り組

みを既に進めており、エネルギー消費量は現状よりも下回ると予測される。 

また、既存施設のうち大規模施設以外の施設では、一次評価の結果、エネルギー消費量

は現状から変わらないものと予測されるが、省エネ型設備への更新など表 5-18-11 に示す

ようなエネルギー消費量の低減を目的とした省エネルギー対策を実施する。 

 

表 5-18-11  既存施設における省エネルギー対策の一例 

・照明器具の高効率化（Hf 型蛍光灯や LED 照明への更新など） 

・人感センサの設置 

・空調設備の高効率タイプへの更新 

・冷却水・冷温水ポンプのインバータ制御 

・コージェネレーションシステムの導入 

・高効率変圧器への更新 

・再生可能エネルギー（太陽光発電、太陽熱利用等）の導入推進 

 

 

 

「Hf型蛍光灯」とは、高周波点灯専用蛍光ランプ（Hfランプ）を電子安定器（インバー

タ）で高周波点灯する蛍光灯で、一般の蛍光灯よりも明るく約2割の省エネとなる。 

メ モ 
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③  二次評価 

(ｲ) 新設及び仮設の施設の低減率 

「東京都環境確保条例」に基づく建築物環境計画書制度では、新築または増築する建築

物の環境配慮の取り組みについて評価を行っており、近年、新設された建築物のうち、建

築物環境計画書を提出している事例について、省エネシステムの評価点及びエネルギー消

費原単位（単位床面積当たりのエネルギー消費量）を 

表 5-18-12 (p5-18-15)に整理した。 

省エネシステムの評価点（０～２点の３段階評価）が高い事例（２点：墨田区総合体育

館、（仮称）丸の内二丁目７番計画、衆議員新議員会館南棟・北棟）では、コージェネレー

ションシステムや照明制御システムの導入などをはじめとする省エネ対策が行われており、

評価点が低い事例（０点：渋谷区文化総合センター大和田）と比べて、エネルギー消費原

単位は約 25～58％程度小さくなっている。 

新設の施設では、これ以上の低減を目指し、断熱性能の強化、 高水準の省エネルギ-

技術や再生可能エネルギーの導入などにより、標準的な建築物と比較して 50％以上のエネ

ルギー消費量の低減を図っていく。また、仮設の施設では、高効率機器の導入などにより

20％以上のエネルギー消費量の低減を図っていく。 

したがって、新設のエネルギー消費量の低減率を 50％とし、仮設のエネルギー消費消費

量の低減率を 20％とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「Hf型蛍光灯」とは、高周波点灯専用蛍光ランプ（Hfランプ）を電子安定器（インバー

タ）で高周波点灯する蛍光灯で、一般の蛍光灯よりも明るく約2割の省エネとなる。 

「トップランナー変圧器」とは、最も省エネ性が高い変圧器の性能を目標基準値として、

その基準値をクリアした変圧器のことをいう。トップランナー変圧器は、従来機種（JIS C 

4304：1999 適合品）に比べて約38％のエネルギー損失の低減が図られている。 

メ モ 
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表 5-18-12  近の建築物のエネルギー消費原単位 

建物名 

渋谷区 
文化総合センタ

ー大和田 

(仮称)赤坂二丁
目計画（福吉町）

新築工事 

墨田区 
総合体育館 

(仮称）丸の内 
二丁目７番計画 

衆議員 
新議員会館 
南棟・北棟 

用 途 集会所等 事務所等 集会所等 事務所等 事務所等 

省エネシステム 
の評価点 1) 

０点 １点 ２点 ２点 ２点 

ｴﾈﾙｷﾞｰ消費原単位

（MJ/m2/年） 
1,976 1,261 1,462 1,039 824 

省
エ
ネ
対
策 

空調熱源設備 

台数制御方式 
変流量方式 
 

― 

ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃ
ﾑ 

台数制御方式 
変流量方式 
大温度差送水 
 

台数制御方式 
変流量方式 
大温度差送水 
ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ
水蓄熱方式 
NAS 電池 

空調二次設備 

全熱交換器 
外気冷房 

小外気取入れ
量制御 
居住域空調ｼｽﾃﾑ 
空調負荷低減 
変風量方式 

全熱交換器 
 

全熱交換器 
外気冷房 
変風量方式 

外気冷房 
小外気取入れ

量制御 
変風量方式 
大温度差送風 

全熱交換器 
外気冷房 
居住域空調ｼｽﾃﾑ
変風量方式 
大温度差送風 

機械換気設備 
局所換気方式 局所換気方式 

温度ｾﾝｻｰによる
換気量制御 

― 
局所換気方式 
温度ｾﾝｻｰによる
換気量制御 

局所換気方式 
温度ｾﾝｻｰによる
換気量制御 

照明設備 

Hf 型照明器具 
在室検知制御 
ﾀｲﾑｽｹｼﾞｭｰﾙ制御 

Hf 型照明器具 
在室検知制御 
適正照度調整 
ﾀｲﾑｽｹｼﾞｭｰﾙ制御
ｿﾞｰﾆﾝｸﾞ制御 

Hf 型照明器具 Hf 型照明器具 
省電力型安定器 
在室検知制御 
適正照度調整 
昼光連動制御 
ﾀｲﾑｽｹｼﾞｭｰﾙ制御 
昼光利用制御 
初期照度補正制
御 
人感ｾﾝｻｰ制御 

Hf 型照明器具 
在室検知制御 
適正照度調整 
ﾀｲﾑｽｹｼﾞｭｰﾙ制御

給湯設備 

ﾛｯｸｳｰﾙ保温材ｶﾗ
ｰ鋼板仕上げ 
台数制御   

小型電気式湯沸
し器（貯湯型・
ｳｨｰｸﾘｰﾀｲﾏｰ制
御）の採用 
給湯管及び貯湯
槽の保温措置 
自動感知式水栓
や節水型水栓の
採用 

ﾛｯｸｳｰﾙ保温材 

― 

排熱利用 

昇降機設備 
ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ制御 
台数制御 

ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ制御 
群管理制御 

― 
ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ制御 
台数制御 

ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ制御 
台数制御 

エネルギー利
用効率化設備 

― ― ― 

太陽光ﾊﾟﾈﾙの設
置 
ｱﾓﾙﾌｧｽ鉄心を用
いた変圧器 

― 

注）省エネシステムの評価点は、建築物環境計画書における省エネシステムの評価点を示し、各種設備システ

ムでのエネルギー利用の効率化の程度を総合した指標である ERR（設備システムのエネルギー利用の低減

率）の値により０～２点の３段階で評価される。 

     ERR＜25％ ０点、 25％≦ERR＜35％ １点、 35％≦ERR ２点 
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(ﾛ) 既存施設（大規模施設）の低減率 

既存施設のうち、年間のエネルギー消費量（原油換算量）が３ヶ年度連続して 1,500kL/

年以上となる都内の大規模施設は、特定地球温暖化対策事業所に指定され、「温室効果ガス

排出総量低減義務と排出量取引制度」の対象として、第１計画期間（2010～2014 年度）に

おいて６～８％、第２計画期間（2015～2019 年度）において約 17％（見込み）の低減義務

が求められる。このため、2020 年の大会開催時までにエネルギー消費量は 17％程度低減さ

れることが予測される。 

都外の既存の大規模施設では、高効率型照明器具への更新や再生可能エネルギー設備の

設置など、「省エネ法」に基づいたエネルギー消費量低減のための取り組みが進められてお

り、この取り組みによりエネルギー消費量は現状よりも８％程度低減されるものと予測さ

れ、今後、更なる低減を目的としたミティゲーションの方策について検討し、10％程度の

エネルギー消費量の低減を図っていく。 

したがって、既存の施設のうち、都内の大規模施設についてはエネルギー消費量の低減

率を 17％とし、都外の大規模施設については 10％とした。 

 

(ﾊ) 既存の施設（大規模施設以外）の低減率 

既存施設のうち大規模施設以外の施設についても、今後、エネルギー消費量の低減を目

的としたエネルギー消費量低減のための方策について検討し、10％程度のエネルギー消費

量の低減を図っていく。 

したがって、大規模以外の既存施設についてはエネルギー消費量の低減率を 10％とした。 

 

(ﾆ) 各会場の予測評価結果 

日本武道館など新設、既存、仮設の施設が混在する会場もあることから、施設区分（新

設/既存/仮設）ごとの延床面積及びエネルギー消費量の低減率から、各会場における低減

率を予測した。その結果と評価結果を表 5-18-13(p5-18-17)に示す。 

二次評価では、東京体育館他 14 施設で５～20%未満の低減が予測されることから「+１」

となり、オリンピックスタジアム他 25 施設で 20%以上の低減が予測されることから「+２」

となる。 

 

 

「台数制御方式」とは、エネルギー効率を最高にするために稼働台数を最適化するシステム。 

「変流量方式」とは、負荷の変動に応じて空調用の冷水・温水の送水量制御を行うシステムで、

送水量を調節することにより搬送動力を低減することができ、省エネ効果が得られる。 

「大温度差送水」とは、冷水の往きと還り温度の差を通常のシステム（5℃差）に比べて大きく

する（7℃差以上）ことにより送水量を低減し、ポンプにかかる搬送動力を削減するシステム。 

「NAS 電池」とは、発電された電力を貯蔵し必要なときにバッテリーとして電力を供給する大

型電力貯蔵装置のこと。 

メ モ 



 

 5-18-17

 

表 5-18-13  各会場におけるエネルギー消費量の予測評価結果（競技の実施：二次評価） 

会場

NO. 
会場名 

延床面積（m2） 低減率 

（％） 

二次評価

結果 新設 既存 仮設 計 

1 オリンピックスタジアム 290,000 2,800 292,800 49.7  +２ 

2 東京体育館 43,971 970 44,941 17.1  +１ 

3 国立代々木競技場 34,204 6,600 40,804 11.6  +１ 

4 日本武道館 1,005 21,133 4,600 26,738 13.2  +１ 

5 皇居外苑 7,170 7,170 20.0  +２ 

6 東京国際フォーラム 145,076 145,076 17.0  +１ 

7 国技館 35,342 3,580 38,922 10.9  +１ 

8 有明アリーナ 41,400 700 42,100 49.5  +２ 

9 有明 BMX コース 7,350 7,350 20.0  +２ 

10 有明ベロドローム 25,000 25,000 20.0  +２ 

11 有明体操競技場 30,700 30,700 20.0  +２ 

12 有明テニスの森 17,760 30,952 1,850 50,562 24.4  +２ 

13 お台場海浜公園 6,100 6,100 20.0  +２ 

14 潮風公園 7,205 7,205 20.0  +２ 

15～16 東京ビッグサイト・ホール A、B  230,873 14,770 245,643 17.2  +１ 

17 大井ホッケー競技場 4,745 3,694 8,439 36.9  +２ 

18 海の森クロスカントリーコース 9,255 9,255 20.0  +２ 

19 海の森水上競技場 9,350 11,845 21,195 33.2  +２ 

20 海の森マウンテンバイクコース 7,350 7,350 20.0  +２ 

21 若洲オリンピックマリーナ 1,950 7,140 9,090 26.4  +２ 

22 葛西臨海公園 845 7,235 8,080 23.1  +２ 

23～24 夢の島ユース・プラザ・アリーナ A、B 84,470 1,500 85,970 49.5  +２ 

25 夢の島公園 14,780 14,780 20.0  +２ 

26 夢の島競技場 5,121 23,191 28,312 18.2  +１ 

27～28 
オリンピックアクアティクスセンター

ウォーターポロアリーナ 
43,180 54,010 97,190 33.3  +２ 

29 武蔵の森総合スポーツ施設 49,120 49,120 50.0  +２ 

30 東京スタジアム 86,000 1,600 87,600 10.2  +１ 

31 武蔵野の森公園 6,941 6,941 20.0  +２ 

32 陸上自衛隊朝霞訓練場 16,795 16,795 20.0  +２ 

33 霞ヶ関カンツリー倶楽部 6,200 5,180 11,380 14.6  +１ 

34 札幌ドーム 98,226 2,390 100,616 10.2  +１ 

35 宮城スタジアム 57,570 1,200 58,770 10.2  +１ 

36 埼玉スタジアム 2002 60,867 4,490 65,357 10.7  +１ 

37 横浜国際総合競技場 172,758 3,510 176,268 10.2  +１ 

OV 選手村 368,315 122,730 491,045 42.5  +２ 

IBC/MPC IBC/MPC 45,700 230,873 276,573 22.5  +２ 

注）低減率 ＝（新設面積×50%＋既存(大規模)面積×17%（都外 10%）＋既存(大規模以外)面積×10%＋仮設面積×20%）／全体面積 

低減率の程度により評価した。 

評価 低減率 
０ 0～5％未満 

＋１ 5～20％未満 
＋２ 20％以上 
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3)  開催後（工事の実施による影響） 

①  一次評価 

仮設の撤去工事に伴う建設機械の稼働によるエネルギー消費量について予測評価を行っ

た。 

仮設の撤去工事に伴うエネルギー消費量（燃料消費量）は、通常採用される従来型の建

設機械を使用することを想定した場合、一般的な仮設物の撤去工事と同程度になると予測

される。 

したがって、仮設の撤去工事を行う会場（東京国際フォーラム、武蔵の森総合スポーツ

施設、東京ビックサイト（IBC/MPC）を除く 36 会場）における評価結果は、いずれも「０」

とした。 

 

②  ミティゲーション 

一次評価の結果、仮設の撤去工事に伴う建設機械の稼働によるエネルギー消費量は一般

的な仮設物の撤去工事と同程度であると予測されるが、エネルギー消費量の低減を目的と

したミティゲーションを実施する。ミティゲーションの内容は表 5-18-14 に示すとおりで

ある。 

 

表 5-18-14  仮設の撤去工事に伴うエネルギー消費の低減に関するミティゲーションの内容 

会場 ミティゲーションの内容 

仮設の撤去工事を行

う会場 

（東京国際フォーラ

ムなどを除く 36 会場） 

・ 仮設の撤去工事に使用する建設機械には低燃費型建設機械を

採用する。 

・ アイドリングストップやエンジン回転の抑制など省エネ運転

を励行する。 

・ 燃料としてバイオディーゼルの使用を促進する。 

 

 

③  二次評価 

低燃費型建設機械の燃費は、従来型の建設機械よりも約 20～40％向上しており（表 

5-18-5(p5-18-5)参照）、仮設の撤去工事に使用する建設機械に低燃費型建設機械を採用す

ることにより、従来型の建設機械を使用する場合と比べて、燃料消費量は約 20～40％の低

減が図られる。 

一次評価の結果、仮設の撤去工事に伴う建設機械の稼働によるエネルギー消費量は一般

的な仮設物の撤去工事と同程度であると予測され、さらに、エネルギー消費量の低減を目

的としたミティゲーション（低燃費型建設機械の採用等）を実施することにより、約 20～

40％低減されると予測した。 

したがって、仮設の撤去工事を行う会場（東京国際フォーラム、武蔵の森総合スポーツ

施設、東京ビックサイト（IBC/MPC）を除く 36 会場）における評価結果は、いずれも「＋

２」とした。 
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4)  開催後（後利用による影響） 

①  一次評価 

(ｲ) 新設の施設の低減率 

「省エネ法」や「東京都環境確保条例」に基づいて施設の設計・施工が行われることか

ら、これらの関係法令・条例の改正・強化等により既存施設の標準的なエネルギー消費量

よりは下回るものの、新設の同等施設の標準的なエネルギー消費量と同程度になると予測

した。 

したがって、新設の施設の低減率を０％とした。 

 

(ﾛ) 既存施設（大規模施設）の低減率 

既存施設のうち、年間のエネルギー消費量（原油換算量）が 1,500kL/年以上の大規模施

設（表 5-18-7、p5-18-8）については、「省エネ法」に基づくエネルギー管理指定工場に指

定され、年率１％以上のエネルギー原単位の改善努力義務が課せられる。 

このため、「省エネ法」に基づくエネルギー管理指定工場に指定されている既存施設では、

2020 年（約８年後）の大会開催時までにエネルギー消費量は８％程度低減されることが予

測される。 

また、都内の大規模施設については、「東京都環境確保条例」に基づく地球温暖化対策計

画書の提出・公表が義務付けられ、各施設が計画した排出量低減対策を推進することが求

められる。さらに、エネルギー消費量（原油換算量）が３ヶ年度連続して 1,500kL/年以上

となる事業所は、特定地球温暖化対策事業所に指定され、「温室効果ガス排出総量低減義務

と排出量取引制度」の対象として、第１計画期間（2010～2014 年度）において６～８％、

第２計画期間（2015～2019 年度）において約 17％（見込み）の低減義務が求められる。低

減の取り組みが不十分な場合は、義務不足量×1.3 倍の低減をするよう措置命令等が課せ

られることになっている。 

このため、「東京都環境確保条例」に基づく特定地球温暖化対策事業所に指定されている

既存施設では、2020 年の大会開催時までにエネルギー消費量は 17％程度低減されることが

予測される。 

したがって、年間のエネルギー消費量（原油換算量）が 1,500kL/年以上の都内の既存施

設（東京体育館、東京国際フォーラム、東京ビックサイト）についてはエネルギー消費量

の低減率を 17％、都外の既存施設（札幌ドーム、宮城スタジアム、埼玉スタジアム 2002、

横浜国際競技場）についてはエネルギー消費量の低減率を８％とした。 

 

(ﾊ) 既存施設（大規模施設以外）の低減率 

既存施設のうち、年間のエネルギー消費量（原油換算量）が 1,500kL/年未満の施設は、

「東京都環境確保条例」に基づく地球温暖化対策計画書の提出義務や、「省エネ法」に基づ

くエネルギー管理指定工場に該当せず、自主的な低減対策のみに限られることから、エネ

ルギー消費量は現状から変わらないものと予測した。 

したがって、大規模施設以外の既存施設（国立代々木競技場、日本武道館、国技館、有

明テニスの森、夢の島競技場、東京スタジアム、霞ヶ関カンツリー倶楽部）のエネルギー

消費量の低減率を０％とした。 
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(ﾆ) 各会場の予測評価結果 

日本武道館など新設と既存の施設が混在する会場もあることから、施設区分（新設/既存）

ごとの延床面積及び低減率から、各会場における低減率を予測した。その結果と評価結果

を表 5-18-15（p5-18-21）に示す。 

一次評価では、東京体育館、東京国際フォーラム、東京ビックサイト、札幌ドーム、宮

城スタジアム、埼玉スタジアム 2002、横浜国際競技場が「＋１」となるが、その他の会場

は「０」となる。 
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表 5-18-15  各会場におけるエネルギー消費量の予測評価結果（後利用：一次評価） 

会場 

NO. 

会場名 

 

延床面積（m2） 低減率 

（％） 

二次評価

結果 新設 既存 計 

1 オリンピックスタジアム 290,000 290,000   0.0  ０ 

2 東京体育館 43,971 43,971  17.0  +１ 

3 国立代々木競技場 34,204 34,204   0.0  ０ 

4 日本武道館 1,005 21,133 22,138   0.0  ０ 

5 皇居外苑 ― ―  ―  

6 東京国際フォーラム 145,076 145,076  17.0  +１ 

7 国技館 35,342 35,342   0.0  ０ 

8 有明アリーナ 41,400 41,400   0.0  ０ 

9 有明 BMX コース ― ―  ―  

10 有明ベロドローム ― ―  ―  

11 有明体操競技場 ― ―  ―  

12 有明テニスの森 17,760 30,952 48,712   0.0  ０ 

13 お台場海浜公園 ― ―  ―  

14 潮風公園 ― ―  ―  

15～16 東京ビッグサイト・ホール A、B 230,873 230,873  17.0  +１ 

17 大井ホッケー競技場 4,745 4,745   0.0  ０ 

18 海の森クロスカントリーコース ― ―  ―  

19 海の森水上競技場 9,350 9,350   0.0  ０ 

20 海の森マウンテンバイクコース ― ―  ―  

21 若洲オリンピックマリーナ 1,950 1,950   0.0  ０ 

22 葛西臨海公園 845 845   0.0  ０ 

23～24 夢の島ユース・プラザ・アリーナ A、B 84,470 84,470   0.0  ０ 

25 夢の島公園 ― ―  ―  

26 夢の島競技場 5,121 5,121   0.0  ０ 

27～28 
オリンピックアクアティクスセンター

ウォーターポロアリーナ 
43,180 43,180   0.0  ０ 

29 武蔵の森総合スポーツ施設 49,120 49,120   0.0  ０ 

30 東京スタジアム 86,000 86,000   0.0  ０ 

31 武蔵野の森公園 ― ―  ―  

32 陸上自衛隊朝霞訓練場 ― ―  ―  

33 霞ヶ関カンツリー倶楽部 6,200 6,200   0.0  ０ 

34 札幌ドーム 98,226 98,226   8.0  +１ 

35 宮城スタジアム 57,570 57,570   8.0  +１ 

36 埼玉スタジアム 2002 60,867 60,867   8.0  +１ 

37 横浜国際総合競技場 172,758 172,758   8.0  +１ 

OV 選手村 368,315 368,315  0.0  ０ 

IBC/MPC IBC/MPC 45,700 230,873 276,573  14.2  +１ 

注）低減率 ＝（新設/仮設面積×0%＋既存(大規模)面積×17%（都外８%）＋既存(大規模以外)面積×０%）／ 全体面積 

低減率の程度により評価した。 

評価 低減率 

０ 0～5％未満 

＋１ 5～20％未満 

＋２ 20％以上 
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②  ミティゲーション 

(ｲ) 新設の施設 

一次評価の結果、新設の同等施設の標準的なエネルギー消費量と同程度であると予測さ

れるが、エネルギー消費量の低減を目的とした開催中と同様のミティゲーションを実施す

る。ミティゲーションの内容は表 5-18-16 に示すとおりである。 

 

表 5-18-16  新設の施設の後利用におけるエネルギー消費の低減に関する 

ミティゲーションの内容 

対象施設 ミティゲーションの内容 

新設の施設 世界でもトップクラスの建物仕様である「省エネ・再エネ東京

仕様」の適用等、①負荷低減・低エネルギー化、②高効率化、③

創エネの取り組みを織り交ぜて CO2排出量の削減を図り、グリーン

ビルディング認証制度のCASBEEにおいて 高ランクSの取得を目

指す。 

 

①負荷低減・低エネルギー化 

・高断熱の資材、壁面・屋上緑化 

・自然採光・通風などのパッシブ利用による低エネルギー化 

②高効率化 

・海水を利用したヒートポンプなど、 高水準の省エネルギ-

技術の導入 

・情報通信技術を活用した建築物エネルギー管理システム

（BEMS）の導入によるエネルギー消費の管理・抑制 

③創エネ 

・再生可能エネルギー（太陽光発電・太陽熱利用機器等）の積

極的な導入・利用 

 

 

(ﾛ) 既存の施設 

一次評価の結果、既存施設のうち年間のエネルギー消費量（原油換算量）が 1,500kL/年

以上の大規模施設では、高効率型照明器具への更新や再生可能エネルギー設備の設置など

「省エネ法」や「東京都環境確保条例」に基づいたエネルギー消費量低減のための取り組

みが既に進められており、エネルギー消費量は現状よりも下回ると予測される。 

また、既存施設のうち大規模施設以外の施設では、一次評価の結果、エネルギー消費量

は 現 状 か ら 変 わ ら な い も の と 予 測 さ れ る が 、 省 エ ネ 型 設 備 へ の 更 新 な ど 表 

5-18-11(p5-18-13)に示すようなエネルギー消費量の低減を目的とした開催中と同様の省

エネルギー対策を実施する。 
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③  二次評価 

(ｲ) 新設の施設の低減率 

近年、新設された建築物のうち、「東京都環境確保条例」に基づく建築物環境計画書を提

出している事例では、照明制御システムの導入などの省エネ対策を数多く講じた場合、エ

ネルギー消費原単位は約 25～58％程度小さくなっている。 

新設の施設では、これ以上の低減を目指し、断熱性能の強化、 高水準の省エネルギ-

技術や再生可能エネルギーの導入などにより、標準的な建築物と比較して 50％以上のエネ

ルギー消費量の低減を図っていく。 

したがって、新設の施設のエネルギー消費量の低減率を 50％とした。 

 

(ﾛ) 既存施設（大規模施設）の低減率 

既存施設のうち、年間のエネルギー消費量（原油換算量）が３ヶ年度連続して 1,500kL/

年以上となる都内の大規模施設は、特定地球温暖化対策事業所に指定され、「温室効果ガス

排出総量低減義務と排出量取引制度」の対象として、第１計画期間（2010～2014 年度）に

おいて６～８％、第２計画期間（2015～2019 年度）において約 17％（見込み）の低減義務

が求められる。このため、2020 年の大会開催時までにエネルギー消費量は 17％程度低減さ

れることが予測される。 

都外の既存の大規模施設では、高効率型照明器具への更新や再生可能エネルギー設備の

設置など、「省エネ法」に基づいたエネルギー消費量低減のための取り組みが進められてお

り、この取り組みによりエネルギー消費量は現状よりも８％程度低減されるものと予測さ

れ、今後、更なる低減を目的としたミティゲーションの方策について検討し、10％程度の

エネルギー消費量の低減を図っていく。 

また、既存施設のうち大規模施設以外の施設についても、今後、エネルギー消費量の低

減を目的としたエネルギー消費量低減のための方策について検討し、10％程度のエネルギ

ー消費量の低減を図っていく。 

したがって、既存の施設のうち、都内の大規模施設についてはエネルギー消費量の低減

率を 17％とし、都外の大規模施設については 10％とした。 

 

(ﾊ) 既存施設（大規模施設以外）の低減率 

既存施設のうち大規模施設以外の施設についても、今後、エネルギー消費量の低減を目

的としたエネルギー消費量低減のための方策について検討し、10％程度のエネルギー消費

量の低減を図っていく。 

したがって、大規模以外の既存施設についてはエネルギー消費量の低減率を 10％とした。 

 

(ﾆ) 各会場の予測評価結果 

日本武道館など新設と既存の施設が混在する会場もあることから、施設区分（新設/既存）

ごとの延床面積及びエネルギー消費量の低減率から、各会場における低減率を予測した。

その結果と評価結果を表 5-18-17(p5-18-24)に示す。 

二次評価では、東京体育館他 14 施設で５～20％未満の低減が予測されることから「+１」

となり、オリンピックスタジアム他 14 施設で 20%以上の低減が予測されることから「+２」

となる。 
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表 5-18-17  各会場におけるエネルギー消費量の予測評価結果（後利用：二次評価） 

会場 

NO. 

会場名 

 

延床面積（m2） 低減率 

（％） 

二次評価

結果 新設 既存 計 

1 オリンピックスタジアム 290,000 290,000 50.0  +２ 

2 東京体育館 43,971 43,971 17.0  +１ 

3 国立代々木競技場 34,204 34,204 10.0  +１ 

4 日本武道館 1,005 21,133 22,138 11.8  +１ 

5 皇居外苑 ― ―  ―  

6 東京国際フォーラム 145,076 145,076 17.0  +１ 

7 国技館 35,342 35,342 10.0  +１ 

8 有明アリーナ 41,400 41,400 50.0  +２ 

9 有明 BMX コース ― ―  ―  

10 有明ベロドローム ― ―  ―  

11 有明体操競技場 ― ―  ―  

12 有明テニスの森 17,760 30,952 48,712 24.6  +２ 

13 お台場海浜公園 ― ―  ―  

14 潮風公園 ― ―  ―  

15～16 東京ビッグサイト・ホール A、B  230,873 230,873  17.0  +１ 

17 大井ホッケー競技場 4,745 4,745  50.0  +２ 

18 海の森クロスカントリーコース ― ―  ―  

19 海の森水上競技場 9,350 9,350  50.0  +２ 

20 海の森マウンテンバイクコース ― ―  ―  

21 若洲オリンピックマリーナ 1,950 1,950  50.0  +２ 

22 葛西臨海公園 845 845  50.0  +２ 

23～24 夢の島ユース・プラザ・アリーナ A、B 84,470 84,470  50.0  +２ 

25 夢の島公園 ― ―  ―  

26 夢の島競技場 5,121 5,121  10.0  +１ 

27～28 
オリンピックアクアティクスセンター

ウォーターポロアリーナ 
43,180 43,180  50.0  +２ 

29 武蔵の森総合スポーツ施設 49,120 49,120  50.0  +２ 

30 東京スタジアム 86,000 86,000  10.0  +１ 

31 武蔵野の森公園 ― ―  ―  

32 陸上自衛隊朝霞訓練場 ― ―  ―  

33 霞ヶ関カンツリー倶楽部 6,200 6,200  10.0  +１ 

34 札幌ドーム 98,226 98,226  10.0  +１ 

35 宮城スタジアム 57,570 57,570  10.0  +１ 

36 埼玉スタジアム 2002 60,867 60,867  10.0  +１ 

37 横浜国際総合競技場 172,758 172,758  10.0  +１ 

OV 選手村 368,315 368,315 50.0  +２ 

IBC/MPC IBC/MPC 45,700 230,873 276,573  22.5  +２ 

注）低減率 ＝（新設/仮設面積×50%＋既存(大規模)面積×17%（都外 10%）＋既存(大規模以外)面積×10%）／ 全体面積 

低減率の程度により評価した。 

評価 低減率 

０ 0～5％未満 

＋１ 5～20％未満 

＋２ 20％以上 
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(4) 評価結果の総括 

各会場に対する評価結果は、表 5-18-18（p5-18-26）に示すとおりである。 

オリンピックスタジアム等の新設会場では、一次評価（競技の実施による影響、後利用

による影響）は「０」であるが、断熱性能の強化、 高水準の省エネルギ-技術や再生可能

エネルギーの導入などのミティゲーションを実施することにより二次評価では「＋２」と

なる。また、既存会場についても、ミティゲーションとして省エネルギー対策を実施する

ことにより、東京体育館等においては「＋１」となる。 

工事の実施による影響（開催前、開催後）では、一次評価は「０」であるが、低燃費型

建設機械を採用するなどのミティゲーションを実施することにより二次評価では「＋２」

となる。 
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表 5-18-18  各会場に対するエネルギーの評価結果総括表 

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

1 オリンピックスタジアム(国立霞ヶ丘競技場) 0 － 0 0 0 +2 － +2 +2 +2

2 東京体育館 0 － +1 0 +1 +2 － +1 +2 +1

3 国立代々木競技場 0 － 0 0 0 +2 － +1 +2 +1

4 日本武道館 0 － 0 0 0 +2 － +1 +2 +1

5 皇居外苑 0 － 0 0 － +2 － +2 +2 －

6 東京国際フォーラム － － +1 － +1 － － +1 － +1

7 国技館 0 － 0 0 0 +2 － +1 +2 +1

8 有明アリーナ 0 － 0 0 0 +2 － +2 +2 +2

9 有明ＢＭＸコース 0 － 0 0 － +2 － +2 +2 －

10 有明ベロドローム 0 － 0 0 － +2 － +2 +2 －

11 有明体操競技場 0 － 0 0 － +2 － +2 +2 －

12 有明テニスの森 0 － 0 0 0 +2 － +2 +2 +2

13 お台場海浜公園 0 － 0 0 － +2 － +2 +2 －

14 潮風公園 0 － 0 0 － +2 － +2 +2 －

15～16 東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂ 0 － +1 0 +1 +2 － +1 +2 +1

17 大井ホッケー競技場 0 － 0 0 0 +2 － +2 +2 +2

18 海の森クロスカントリーコース 0 － 0 0 － +2 － +2 +2 －

19 海の森水上競技場 0 － 0 0 0 +2 － +2 +2 +2

20 海の森マウンテンバイクコース 0 － 0 0 － +2 － +2 +2 －

21 若洲オリンピックマリーナ 0 － 0 0 0 +2 － +2 +2 +2

22 葛西臨海公園 0 － 0 0 0 +2 － +2 +2 +2

23～24 夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ 0 － 0 0 0 +2 － +2 +2 +2

25 夢の島公園 0 － 0 0 － +2 － +2 +2 －

26 夢の島競技場 0 － 0 0 0 +2 － +1 +2 +1

27～28
オリンピックアクアティクスセンター
ウォーターポロアリーナ

0 － 0 0 0 +2 － +2 +2 +2

29 武蔵野の森総合スポーツ施設 0 － 0 － 0 +2 － +2 － +2

30 東京スタジアム 0 － 0 0 0 +2 － +1 +2 +1

31 武蔵野の森公園 0 － 0 0 － +2 － +2 +2 －

32 陸上自衛隊朝霞訓練場 0 － 0 0 － +2 － +2 +2 －

33 霞ヶ関カンツリー倶楽部 0 － 0 0 0 +2 － +1 +2 +1

34 札幌ドーム 0 － +1 0 +1 +2 － +1 +2 +1

35 宮城スタジアム 0 － +1 0 +1 +2 － +1 +2 +1

36 埼玉スタジアム2002 0 － +1 0 +1 +2 － +1 +2 +1

37 横浜国際総合競技場 0 － +1 0 +1 +2 － +1 +2 +1

OV 選手村 0 － 0 0 0 +2 － +2 +2 +2

IBC/MPC 東京ビッグサイト(IBC/MPC) 0 － +1 － +1 +2 － +2 － +2

開催中 開催後 開催前 開催中 開催後

会場 評価点(一次) 評価点(二次)

No. 名称

開催前

 

※会場№は、表 1-3-37（p1-85～1-86）に示す会場№を表す。 

※評価点の目安は以下のとおりである。 

+2: 大きなプラスの影響 

+1: ある程度のプラスの影響 

0: 中立 

-1: ある程度のマイナスの影響 

-2: 大きなマイナスの影響 

－: 予測評価の検討において対象外とした影響 

■: 網掛けは非該当項目のため対象外とした影響 
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5-18-3  予測評価（競技別） 

(1) 評価の指標及び目安 

競技別検討における評価の指標及び目安は、表 5-18-19 に示すとおりである。 

 

表 5-18-19  評価の指標及び目安 

評価の指標 評価の基準 
評価の目安 

－２ －１ ０ ＋１ ＋２ 

エネルギー消

費量の増減 

①現在の使用

量の水準（東

京都温暖化対

策計画書制度

/東京都建築

物環境計画書

制度による評

価水準） 

②省エネ再エ

ネ対策・設備

の導入状況/

可能性 

省エネ再エネ

対策・設備の

導入が図られ

ておらず、あ

るいは導入の

可能性もない

ことから、現

在(同等施設

等)の使用量

の水準より悪

化する（5％以

上） 

省エネ再エネ

対策・設備の

導入が図られ

ておらず、あ

るいは導入の

可 能 性 も な

く、現在(同等

施設等)の使

用量の水準と

変 わ ら な い

（±5％未満）

現在(同等施

設等)の使用

量の水準と変

わらない（±

5％未満） 

省エネ再エネ

対策・設備の

導入が図られ

る 等 に よ っ

て、現在(同等

施設等)の使

用量の水準を

下回る（5％以

上 20％未満） 

省エネ再エネ

対策・設備の

導入が図られ

る 等 に よ っ

て、現在(同等

施設等)の使

用量の水準を

下回る（20％

以上） 

 

 

(2) 予測評価の方法 

競技別には、開催中（競技の実施による影響）におけるエネルギー消費量の低減の程度に

ついて予測評価を行った。 

開催中（競技の実施による影響）における予測評価の方法は、表 5-18-20 に示すとおりで

ある。 

 

表 5-18-20  予測評価方法（競技別） 

予測評価の時期 予測評価の方法 

開催中 
競技の実施によ

る影響 

競技の実施に伴うエネルギー消費量の低減の程度については、低公害車

の活用によるエネルギー消費量の低減率に基づき、定量的に予測評価を行

った。 

 

 

(3) 予測評価の結果 

1)  開催中（競技の実施による影響） 

①  一次評価 

競技の実施に伴うエネルギー消費量について予測評価を行った。 

陸上競技（マラソン）、自転車競技（ロード・レース）、トライアスロン／パラトライア

スロンの実施の際に、先導車、大会関係車、報道関係車（中継車）等の走行による燃料の

消費が想定されるが、大会関係車等に一般的な車両（ガソリン車）を使用することを想定

した場合、競技の実施に伴うエネルギー消費量は現在の水準にとどまると予測した。 

したがって、陸上競技（マラソン）、自転車競技（ロード・レース）、トライアスロン／

パラトライアスロンの評価結果は、いずれも「０」とした。 
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②  ミティゲーション 

一次評価の結果、競技の実施に伴うエネルギー消費量は現状から増加することはないと

予測されるが、エネルギー消費量の低減を目的としたミティゲーションを実施する。ミテ

ィゲーションの内容は、表 5-18-21 に示すとおりである。 

 

表 5-18-21  競技の実施に伴うエネルギー消費の低減に関するミティゲーションの内容 

競技名 ミティゲーションの内容 

陸上競技(ﾏﾗｿﾝ） 

自転車競技(ﾛｰﾄﾞ・ﾚｰｽ) 

トライアスロン／パラ

トライアスロン 

・ 競技運営に使用する大会関係車は、電気自動車や燃料電池自

動車、ハイブリッド自動車などの低公害かつ低燃費な自動車

を使用する。 

 

 

③  二次評価 

ガソリン車のエネルギー消費量を基準としたときの、低公害・低燃費車のエネルギー消

費量（原油換算量）及び低減率を表 5-18-22 に整理した。表に示した低公害・低燃費車は

いずれも、ガソリン車よりもエネルギー消費量（原油換算量）は 36～82％少なく、大会関

係車等に低公害かつ低燃費な自動車を使用することにより、36％以上のエネルギー消費量

の低減が図られる。 

一次評価の結果、競技の実施に伴うエネルギー消費量は現状から増加することはないと

予測されるが、さらに、エネルギー消費量の低減を目的としたミティゲーション（無公害

車、低公害車、低燃費車の導入）を実施することにより、エネルギー消費量は 36％以上低

減するものと予測した。 

したがって、陸上競技（マラソン）、自転車競技（ロード・レース）、トライアスロン／

パラトライアスロンの評価結果は、いずれも「＋２」とした。 

 

表 5-18-22  1km 走行当りのエネルギー消費量 

 ガソリン車 
ガソリン 

ハイブリッド
ディーゼル 

ハイブリッド
燃料電池 
自動車 

電気自動車 

エネルギー消費量

（MJ/km） 
2.23 1.42 1.11 0.78 0.4 

低減率 － 36% 50% 65% 82% 

注）エネルギー消費量及び低減率は、ガソリン車を基準としたときの値。 

出典：「ヒートアイランド現象による環境影響等に関する調査業務」（平成 22 年３月、環境省） 

 

 

 

 

 

 

 

 

「燃料電池自動車」とは、燃料電池で水素と酸素の化学反応によって発電した電気エネル

ギーを使って、モーターを回して走る自動車のこと。 

メ モ 
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(4) 評価結果の総括 

各競技に対する評価結果は、表 5-18-23 に示すとおりである。 

陸上競技（マラソン）、自転車競技（ロード・レース）、トライアスロン／パラトライア

スロンは、一次評価は「０」であるが、大会関係車を電気自動車や燃料電池車、ハイブリ

ッド自動車等の低公害かつ低燃費な自動車とするなどのミティゲーションの実施により二

次評価では「＋２」となる。 

 

表 5-18-23  各競技に対するエネルギーの評価結果総括表 

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

1 陸上競技（マラソン） 0 +2

2 陸上競技（競歩） － －

3 自転車競技（ロード･レース） 0 +2

4
トライアスロン／パラトライアス
ロン

0 +2

5 水泳（マラソン 10km） － －

6
カヌー（スプリント）／パラカ
ヌー

－ －

7 カヌー（スラローム） － －

8 ボート － －

9 セーリング － －

開催前 開催中 開催後 開催前 開催中 開催後

競技 評価点(一次) 評価点(二次)

No. 名称

 

※競技№は、表 1-3-38（p1-87）に示す競技№を表す。 

※評価点の目安は以下のとおりである。 

+2: 大きなプラスの影響 

+1: ある程度のプラスの影響 

0: 中立 

-1: ある程度のマイナスの影響 

-2: 大きなマイナスの影響 

－: 予測評価の検討において対象外とした影響 

■: 網掛けは非該当項目のため対象外とした影響 
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 5-19-1

5-19  土地利用 

5-19-1  現況 

(1) 会場周辺の現在の土地利用等の状況 

東京圏にある 33 競技会場のうち 28 会場、IBC/MPC、そして IOC ホテル、IPC ホテルは選手

村の半径 8 ㎞圏内に存在する。8km 圏内の 2 つのゾーン（ヘリテッジゾーン、東京ベイゾー

ン）における会場周辺の現在の土地利用等の状況については以下のとおりである。 

 

1)  ヘリテッジゾーン 

（皇居周辺） 

日本武道館、皇居外苑、東京国際フォーラムが位置する皇居周辺は東京の中心部であり

ながら、緑豊かな地区であり、ジョギングや散歩等として人気が高い場所である。歴史的

な地区である赤坂周辺は日本を代表するビジネス街となっており、オフィスビル、レスト

ラン、ショッピング街が立ち並んでいる。 

 

（オリンピックスタジアムパーク周辺） 

オリンピックスタジアム（国立霞ヶ丘競技場）、東京体育館、国立代々木競技場が位置す

る代々木～神宮外苑周辺は高層化の進むオフィスや商業地が多くを占める一方で、明治神

宮や代々木公園周辺ではマンションが多く住宅街が広がっている。 

オリンピックスタジアム（国立霞ヶ丘競技場）は、1964 年東京大会のメインスタジアム

として陸上競技、サッカーが実施され、現在では、秩父宮ラグビー場、東京体育館、水泳

場、トレーニングセンター、テニス場等を合わせ都内 大のスポーツコンプレックスとな

っている。 

代々木公園は、旧陸軍練兵場が 1964 年東京大会における選手村となり、その後に公園と

して開園したものである。また、東京体育館は 1964 年東京大会の体操競技の会場として、

国立代々木競技場は競泳、バスケットボールの会場として建設されたもので、今もなおス

ポーツ競技大会等に広く利用されている。 

 

2)  東京ベイゾーン 

（お台場地区） 

選手村が位置する中央区晴海は、昭和 4 年に東京湾埋立 4 号地として造成された埋立地

であり、大型商業施設、大型マンション等が建てられ、住宅街として整備されている。地

下鉄大江戸線の開通により、勝どき駅、月島駅が主要な交通拠点となる他、晴海客船ター

ミナルは国内外の客船が接岸する海の玄関口となっている。 

臨海副都心部は、江戸時代末期の大砲台場の建設に由来し、昭和 15 年の東京港開港以来、

本格的な埋立てが始まった。1979 年のマイタウン構想懇談会以降、臨海副都心としての開

発事業が進み、レインボーブリッジの建設、りんかい線の開通に伴い、近年にはアミュー

ズメントや商業施設が立ち並び、都心の観光スポットとなっている。 

 

（夢の島地区） 

夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ、夢の島公園及び夢の島競技場が位置する夢の

島は、戦前に飛行場建設のために埋立て、その後の廃棄物処分場跡地を都立夢の島公園と

して緑あふれる場所に生まれ変わらせた場所である。 
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都立夢の島公園には、野球場、陸上競技場、東京スポーツ文化会館等の設備が整い、都

民のスポーツ活動や憩いの場となっている。 

 

（中央防波堤周辺） 

海の森クロスカントリーコース、海の森水上競技場及び海の森マウンテンバイクコース

が位置する中央防波堤は、昭和 48 年から昭和 62 年にかけて廃棄物及び建設発生土の処分

場として埋め立てられた土地であり、現在は清掃工場、廃棄物破砕処理施設等の中間処理

施設の整備が進められている。 

現在公共的な利用はなく、交通アクセスは車両に限定されており、第二航路トンネルに

よって江東区青海、臨海トンネルによって大田区城南島と結ばれ、平成 24 年 2 月に若洲地

区と結ぶ東京港臨海道路（東京ゲートブリッジ）が開通している。 

 

(2) ８km 圏及び各会場の土地利用の状況 

選手村を中心とする８km 圏に関わる土地利用の現況は、表 5-19-1 及び図 5-19-1 

(p5-19-4)に示すとおりである。 

8 ㎞圏内の関係区の土地利用は宅地がほとんどであり、田畑、山林や原野の面積はごく

わずかである。千代田区、中央区、台東区では住宅地区の割合が低く、商業地区の割合が

高くなっている。臨海部の江東区、品川区、大田区では他の区部と比較して工業地区の割

合が高くなっている。 

また、8 ㎞圏内の未利用地は臨海部に多く分布しており、特に中央防波堤、有明北地区、

豊洲地区にまとまった面積の未利用地が集中している。 

各会場の改変エリアにおける土地利用の現況は、表 5-19-2(p5-19-5～p5-19-6)及び図 

5-19-2(p5-19-7～p5-19-19)に示すとおりであり、施設計画の予定地には、自然地（原野、

森林）や農用地（農地、採草放牧地）は存在しない。 

また、施設計画の実施予定地のうち、有明アリーナ、有明ＢＭＸコース、有明ベロドロ

ーム、有明体操競技場、海の森クロスカントリーコース、海の森水上競技場、海の森マウ

ンテンバイクコースの大部分が未利用地となっており、武蔵野の森総合スポーツ施設の改

変エリアの大部分の未利用地は、現在は駐車場として仮利用されている。また、夢の島ユ

ース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ、選手村の一部の土地が未利用地となっている。 
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表 5-19-1 ８km 圏における土地利用の現況（平成 23 年度） 

 

区 部 総 計 宅 地     田 畑 山林 原野 池沼 雑種地
免税点
未満 

  計 商業 
地区 

工業
地区 

住宅
地区 

その
他        

千代田区  404.99  364.01  312.79 -  51.22 - - - - - - 40.97 0.01

中央区  395.17  394.42  241.76  19.62  133.04 - - - - - - 0.73 0.02

港区  998.71  928.09  286.81  26.47  614.81 - - - - - 0.06 70.49 0.07

新宿区 1,015.61  984.97  109.39  35.78  839.80 - - - - - - 30.42 0.22

文京区  595.58  588.28  93.64  19.47  475.17 - - - - - - 7.02 0.28

台東区  480.79  453.85  249.83 -  204.02 - - - - - - 26.79 0.15

墨田区  711.32  683.52  45.66  126.47  511.39 - - - - - - 27.50 0.30

江東区 1,532.22 1,465.03 61.02 415.84 988.17 - - - - - 4.27 62.53 0.39

品川区 1,369.93 1,157.77 75.48 173.94 908.35 - - - - - - 211.79 0.37

目黒区 923.36 906.30 35.81 - 870.49 - - 3.07 0.54 - - 13.26 0.19

大田区 2,578.66 2,499.81 37.05 248.30 2,214.46 - - 4.13 1.74 - 0.13 71.84 1.01

渋谷区 847.22 810.33 124.25 - 686.08 - - - - - - 36.73 0.16

江戸川区 2,420.14 2,334.07 50.39 122.99 2,160.69 - 0.22 55.59 - - 1.37 28.04 0.85

単位：ha 



 5-19-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：東京都都市計画地理情報システム 平成 18 年度土地利用現況（区部）（平成 20 年、東京都）より作成 

※ 会場№は、表 1-3-37（p1-85～1-86）に示す会場№を表す。 

 

図 5-19-1 土地利用の現況 
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表 5-19-2(1) 各会場の改変エリアにおける土地利用の現況 

会場№ 会場名 改変エリアにおける土地利用 

1 
オリンピックスタジアム 

（国立霞ヶ丘競技場） 

オリンピックスタジアムの恒設・仮設施設による改変エリ

アは、現況では商業用地、公園、運動場等となっており、自

然地や農用地は存在しない。 

2 東京体育館 
東京体育館における建設工事は、施設内における観客席、

プレハブ等の一時的な仮設に留まるため、土地の改変はな

い。 

3 国立代々木競技場 
国立代々木競技場の恒設・仮設施設による改変エリアは、

現況では商業用地、公園、運動場等となっており、自然地や

農用地は存在しない。 

4 日本武道館 
日本武道館の改築・改修による改変エリアは、敷地内の公

共用地や公園、運動場等であり、自然地や農用地は存在しな

い。 

5 皇居外苑 
皇居外苑の仮設施設による改変エリアは、現況では道路、

公園、運動場等となっており、自然地や農用地は存在しない。

6 東京国際フォーラム 
東京国際フォーラムにおける建設工事は、施設内における

設営等に留まるため、土地の改変はない。 

7 国技館 
国技館の仮設施設における改変エリアは公共用地となっ

ており、自然地や農用地は存在しない。 

8 有明アリーナ 
有明アリーナの恒設・仮設施設による改変エリアは、現況

では大部分が未利用地となっており、自然地や農用地は存在

しない。 

9 有明ＢＭＸコース 
有明ＢＭＸコースの仮設施設による改変エリアは、現況で

は大部分が未利用地となっており、自然地や農用地は存在し

ない。 

10 有明ベロドローム 
有明ベロドロームの仮設施設による改変エリアは、現況で

は大部分が未利用地となっており、自然地や農用地は存在し

ない。 

11 有明体操競技場 
有明体操競技場の仮設施設による改変エリアは、現況では

大部分が未利用地となっており、自然地や農用地は存在しな

い。 

12 有明テニスの森 
有明テニスの森における改築・改修による改変エリアは、

敷地内の公園、運動場等であり、自然地や農用地は存在しな

い。 

13 お台場海浜公園 
お台場海浜公園の仮設施設による改変エリアは、敷地内の

屋外利用地や公園、運動場等であり、自然地や農用地は存在

しない。 

14 潮風公園 
潮風公園の仮設施設による改変エリアは、敷地内の公園、

運動場等であり、自然地や農用地は存在しない。 

15～16 東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂ
東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂにおける改変エリアは、

商業用地、屋外利用地等となっており、自然地や農用地は存

在しない。 

17 大井ホッケー競技場 
大井ホッケー競技場の恒設・仮設施設による改変エリア

は、敷地内の公園、運動場等であり、自然地や農用地は存在

しない。 

18 海の森クロスカントリーコース 
海の森クロスカントリーコースの仮設施設による改変エ

リアは、現時点で未利用地であるため、自然地や農用地は存

在しない。 

19 海の森水上競技場 
海の森水上競技場の恒設・仮設施設による改変エリアは、

現時点で未利用地であるため、自然地や農用地は存在しな

い。 

20 海の森マウンテンバイクコース 
海の森マウンテンバイクコースの仮設施設による改変エ

リアは、現時点で未利用地であるため、自然地や農用地は存

在しない。 
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表 5-19-2(2) 各会場の改変エリアにおける土地利用の現況 

会場№ 会場名 改変エリアにおける土地利用 

21 若洲オリンピックマリーナ 
若洲オリンピックマリーナの新設施設による改変エリア

は、敷地内の屋外利用地や公園、運動場等、海上公園内の水

域であるため、自然地や農用地は存在しない。 

22 葛西臨海公園 
葛西臨海公園の恒設・仮設施設による改変エリアは、敷地

内の屋外利用地や公園、運動場等であるため、自然地や農用

地は存在しない。 

23～24 
夢の島ユース・プラザ・アリーナ

Ａ、Ｂ 

夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂの恒設施設による

改変エリアは敷地内の未利用地や公園、運動場等であるた

め、自然地や農用地は存在しない。 

25 夢の島公園 
夢の島公園の改築・改修による改変エリアは敷地内の公

園、運動場等であるため、自然地や農用地は存在しない。 

26 夢の島競技場 
夢の島競技場の仮設施設による改変エリアは、敷地内の公

園、運動場等であるため、自然地や農用地は存在しない。 

27～28 
オリンピックアクアティクスセンター 

ウォーターポロアリーナ 

オリンピックアクアティクスセンター、ウォーターポロア

リーナの恒設・仮設施設による改変エリアは、商業用地や公

園、運動場等であるため、自然地や農用地は存在しない。 

29 武蔵野の森総合スポーツ施設 
武蔵野の森総合スポーツ施設の恒設施設による改変エリ

アは敷地内の未利用地であるため、自然地や農用地は存在し

ない。 

30 東京スタジアム 
東京スタジアムにおける建設工事は、施設内におけるプレ

ハブ等の一時的な仮設であり、自然地や農用地は存在しな

い。 

31 武蔵野の森公園 
武蔵野の森公園の仮設施設による改変エリアは公園・運動

場や屋外利用地等であり自然地や農用地は存在しない。 

32 陸上自衛隊朝霞訓練場 
陸上自衛隊朝霞訓練場における建設工事は、施設内におけ

るプレハブ等の一時的な仮設に留まるため、土地の改変はな

い。 

33 霞ヶ関カンツリー倶楽部 

霞ヶ関カンツリー倶楽部の仮設施設による改変エリアは、

土地利用区分では山林・荒地等となっているが、ゴルフ場内

における整地された区画であり、自然地や農用地、民家等は

存在しない。 

34 札幌ドーム 
札幌ドームにおける建設工事は、施設内のプレハブ等の一

時的な仮設に留まるため、土地の改変はない。 

 

35 宮城スタジアム 
宮城スタジアムは既存の状況で使用するため、土地の改変

はない。 

36 埼玉スタジアム 2002 
埼玉スタジアム 2002 における建設工事は、施設内におけ

るプレハブ等の一時的な仮設に留まるため、土地の改変はな

い。 

37 横浜国際総合競技場 
横浜国際総合競技場おける建設工事は、施設内におけるプ

レハブ等の一時的な仮設に留まるため、土地の改変はない。

OV 選手村 
選手村の新設による改変エリアは、未利用地や屋外利用

地、公園、運動場等となっており、自然地や農用地は存在し

ない。 

IBC/MPC 東京ビッグサイト（IBC/MPC） 
IBC/MPC の改築・改修による改変エリアは、主に屋外利用

地であり、自然地や農用地は存在しない。 
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図 5-19-2(1) 各会場における土地利用の現況（オリンピックスタジアム、東京体育館） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-19-2(2) 各会場における土地利用の現況（国立代々木競技場） 

オオオリリリンンンピピピッッックククスススタタタジジジアアアムムム   

東東東京京京体体体育育育館館館   

《土地利用の概況》 

オリンピックスタジアム、東京体育館の改

変エリアは、現在では公園、運動場及び

商業用地となっており、自然地や農用地

は存在しない。 

改変エリアの一部で住宅用地が存在する

が、大会施設の用地はいずれも公有地で

あり、2020 年大会に伴う強制退去等は生

じない。 

国国国立立立代代代々々々木木木競競競技技技場場場   

《土地利用の概況》 

国立代々木競技場における改変エリアは、現況

では商業用地、公園、運動場となっており、自然

地や農用地、民家等は存在しない。 

※図面上では未利用地の区分となっている

が、現在は既設の建築物となっている。 
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図 5-19-2(3) 各会場における土地利用の現況（日本武道館） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-19-2(4) 各会場における土地利用の現況（皇居外苑） 

《土地利用の概況》 

日本武道館における改変エリアは、現況では公

共用地、公園、運動場となっており、自然地や

農用地、民家等は存在しない。 

日日日本本本武武武道道道館館館   

皇皇皇居居居外外外苑苑苑   

《土地利用の概況》 

皇居外苑における改変エリアは、現況では道

路、公園、運動場となっており、自然地や農用

地、民家等は存在しない。 
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図 5-19-2(5) 各会場における土地利用の現況（東京国際フォーラム） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-19-2(6) 各会場における土地利用の現況（国技館） 

 

《土地利用の概況》 

東京国際フォーラムにおける改変エリアは、商業

用地となっており、敷地内における設営等に留

まるため、土地の改変はない。 

東東東京京京国国国際際際フフフォォォーーーラララムムム   

国国国技技技館館館   

《土地利用の概況》 

国技館における改変エリアは、現況では公共用

地となっており、自然地や農用地、民家等は存

在しない。 
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図 5-19-2(7) 各会場における土地利用の現況 
（有明アリーナ、有明 BXM コース、有明ベロドローム、有明体操競技場） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-19-2(8) 各会場における土地利用の現況（有明テニスの森） 

有有有明明明アアアリリリーーーナナナ   

有有有明明明ＢＢＢＭＭＭＸＸＸコココーーーススス   

有有有明明明ベベベロロロドドドロロローーームムム   

有有有明明明体体体操操操競競競技技技場場場   

有有有明明明テテテニニニスススののの森森森   

《土地利用の概況》 

有明アリーナ、有明 BMX コース、有明ベロドロー

ム、有明体操競技場における改変エリアは、現

況では未利用地となっており、自然地や農用

地、民家等は存在しない。 

《土地利用の概況》 

有明テニスの森における改変エリアは、現況で

は屋外利用地、公園、運動場等となっており、自

然地や農用地、民家等は存在しない。 
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図 5-19-2(9) 各会場における土地利用の現況（お台場海浜公園） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-19-2(10) 各会場における土地利用の現況（潮風公園） 

おおお台台台場場場海海海浜浜浜公公公園園園   

潮潮潮風風風公公公園園園   

《土地利用の概況》 

お台場海浜公園における改変エリアは、現況で

は屋外利用地、公園、運動場等となっており、自

然地や農用地、民家等は存在しない。 

《土地利用の概況》 

潮風公園における改変エリアは、現況では屋外

利用地、公園、運動場等となっており、自然地

や農用地、民家等は存在しない。 
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  図 5-19-2(11)各会場における土地利用の現況 
（東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂ、IBC/MPC） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

図 5-19-2(12) 各会場における土地利用の現況（大井ホッケー競技場） 

東東東京京京ビビビッッッグググサササイイイトトト・・・ホホホーーールルル・・・ＡＡＡ、、、ＢＢＢ   

IIIBBBCCC///MMMPPPCCC   

大大大井井井ホホホッッッケケケーーー競競競技技技場場場   

《土地利用の概況》 

大井ホッケー競技場の恒設・仮設施設による改

変エリアは、敷地内の公園、運動場等であり、自

然地や農用地、民家等は存在しない。 

《土地利用の概況》 

東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂ、IBC/MPC にお

ける改変エリアは、商業用地、屋外利用地等と

なっており、自然地や農用地、民家等は存在し

ない。 

※図面上では海面や未利用地となっているが、現在は埋

立られており、屋外利用地（駐車場）として整地・利用さ

れている。 
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図 5-19-2(13) 各会場における土地利用の現況 
（海の森クロスカントリーコース、海の森水上競技場、海の森マウンテンバイクコース） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-19-2(14) 各会場における土地利用の現況（若洲オリンピックマリーナ） 

海海海ののの森森森水水水上上上競競競技技技場場場   

海海海ののの森森森クククロロロスススカカカンンントトトリリリーーーコココーーーススス   

若若若洲洲洲オオオリリリンンンピピピッッックククマママリリリーーーナナナ   

海海海ののの森森森マママウウウンンンテテテンンンバババイイイクククコココーーーススス   
《土地利用の概況》 

海の森クロスカントリーコース、海の森水上競技

場、海の森マウンテンバイクコースの改変エリア

は、未利用地となっており、自然地や農用地、民

家等は存在しない。 

《土地利用の概況》 

若洲オリンピックマリーナの改

変エリアは、敷地内の屋外利

用地や公園、運動場等である

ため、自然地や農用地、民家

等は存在しない。 
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図 5-19-2(15) 各会場における土地利用の現況（葛西臨海公園） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-19-2(16) 各会場における土地利用の現況 
（夢の島ユース・プラザ・アリーナ A、B、夢の島公園） 

葛葛葛西西西臨臨臨海海海公公公園園園   

夢夢夢ののの島島島ユユユーーーススス・・・プププラララザザザ・・・アアアリリリーーーナナナＡＡＡ、、、ＢＢＢ   

夢夢夢ののの島島島公公公園園園   

《土地利用の概況》 

葛西臨海公園の恒設・仮設施

設による改変エリアは、敷地内

の屋外利用地や公園、運動場

等であるため、自然地や農用

地、民家等は存在しない。

《土地利用の概況》 

○夢の島ユース・プラザ・アリーナ A、B の恒設施設による

改変エリアは敷地内の未利用地や公園、運動場であ

るため、自然地や農用地は存在しない。なお、改変エ

リアには江東区の福祉施設「夢の島いこいの家」が含

まれるが、同施設は 2020 年東京大会の開催によらず

統廃合を検討している。 

○夢の島公園の改変エリアは、敷地内の公園、運動場

等であり、自然地や農用地、民家等は存在しない。 
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図 5-19-2(17) 各会場における土地利用の現況（夢の島競技場） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-19-2(18) 各会場における土地利用の現況 
（オリンピックアクアティクスセンター、ウォーターポロアリーナ） 

夢夢夢ののの島島島競競競技技技場場場   

《土地利用の概況》 

夢の島競技場の恒設・仮設施

設による改変エリアは、敷地内

の公園、運動場等であるため、

自然地や農用地、民家等は存

在しない。 

オオオリリリンンンピピピッッックククアアアクククアアアテテティィィクククスススセセセンンンタタターーー   

ウウウォォォーーータタターーーポポポロロロアアアリリリーーーナナナ   

《土地利用の概況》 

オリンピックアクアティクスセンター、ウォー

ターポロアリーナの恒設・仮設施設による

改変エリアは、商業用地や公園、運動場

等であるため、自然地や農用地、民家等

は存在しない。 
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図 5-19-2(19) 各会場における土地利用の現況 
（武蔵野の森総合スポーツ施設、東京スタジアム） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-19-2(20) 各会場における土地利用の現況（武蔵野の森公園） 

東東東京京京スススタタタジジジアアアムムム   

武武武蔵蔵蔵野野野ののの森森森総総総合合合スススポポポーーーツツツ施施施設設設   

《土地利用の概況》 

武蔵野の森総合スポーツ施設による改変

エリアは駐車場として仮利用されている

未利用地や屋外利用地等であり、東京ス

タジアムによる改変エリアは敷地内の商

業用地となっており、自然地や農用地、

民家等は存在しない。 

武武武蔵蔵蔵野野野ののの森森森公公公園園園   

《土地利用の概況》 

武蔵野の森公園の仮設施設による改変

エリアは公園・運動場や屋外利用地等で

あり自然地や農用地、民家等は存在しな

い。 



 5-19-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-19-2(21) 各会場における土地利用の現況（陸上自衛隊朝霞訓練場） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 5-19-2(22) 各会場における土地利用の現況（霞ヶ関カンツリー倶楽部） 

陸陸陸上上上自自自衛衛衛隊隊隊朝朝朝霞霞霞訓訓訓練練練場場場   

《土地利用の概況》 

陸上自衛隊朝霞訓練場の改変エリアは、

敷地内における一時的な仮設であり、自

然地や農用地、民家等は存在しない。 

《土地利用の概況》 

霞ヶ関カンツリー倶楽部の仮設施設によ

る改変エリアは、土地利用区分では山

林・荒地等となっているが、ゴルフ場内に

おける整地された区画であり、自然地や

農用地、民家等は存在しない。 

霞霞霞ヶヶヶ関関関カカカンンンツツツリリリーーー倶倶倶楽楽楽部部部   
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図 5-19-2(23) 各会場における土地利用の現況（埼玉スタジアム 2002） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-19-2(24) 各会場における土地利用の現況（横浜国際総合競技場） 

埼埼埼玉玉玉スススタタタジジジアアアムムム 222000000222   

横横横浜浜浜国国国際際際総総総合合合競競競技技技場場場   

《土地利用の概況》 

横浜総合競技場の改変エリアは、敷地内

における公園・緑地等の一時的な仮設で

あり、自然地や農用地、民家等は存在し

ない。 

《土地利用の概況》 

埼玉スタジアム 2002 の改変エリアは、敷

地内における公園・緑地等の一時的な仮

設であり、自然地や農用地、民家等は存

在しない。 
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図 5-19-2(25) 各会場における土地利用の現況（選手村） 

 

 

 

 

 

 

 

 

選選選手手手村村村   

《土地利用の概況》 

選手村による改変エリアは、未利用地や

公園、運動場等、商業用地や工業用地

等となっており、自然地や農用地は存在

しない。 

商業用地の一部に民家等が存在する

が、大会施設の用地はいずれも公有地

であり、2020 年大会に伴う強制退去等は

生じない。 
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5-19-2  予測評価（会場別） 

(1) 評価の指標及び目安 

会場別検討における評価の指標及び目安は、表 5-19-3 に示すとおりであり、土地の転

用及び土地の有効利用を評価の指標とし、自然地の改変・農用地の転用及び未利用地の有

効活用の有無を基準として評価を行った。 

なお、土地の有効利用については、会場の改変エリアにおいて未利用地が利用される場

合には「＋１」の評価、未利用地が改変エリアに占める面積の概ね 50％以上になる場合に

は、大規模な未利用地の有効活用として「＋２」の評価とした。 

 

表 5-19-3  評価の指標及び目安 

評価の指標 評価の基準 
評価の目安 

－２ －１ ０ ＋１ ＋２ 

土地の転用 
土地利用の
改変、転用
の有無 

－ 
自然地の改
変・転用あり

自然地の改
変・転用なし

－ － 

土地の 
有効利用 

未利用地の
解消の有無 

－ － 
未利用地の
解消なし 

未利用地の
有効活用が
随所にあり 
(改変エリア
の 50％未満) 

大規模な未
利用地の有
効活用あり 
(改変エリア
の 50％以上)

 

 

(2) 予測評価の方法 

予測方法は表 5-19-4 に示すとおりであり、各会場の施設計画における改変エリアの土地

利用状況を整理し、開催中における自然地の改変・農用地の転用及び土地の有効利用の有無、

並びに開催後における土地の有効利用の有無について予測評価を行った。 

 

表 5-19-4  予測評価方法（会場別） 

予測評価の時期 予測評価の方法 

開催中 
施 設 の 存 在 に 

よる影響 

（土地の転用、土地の有効利用） 

各会場の施設計画における改変エリアの土地利用状況を整理し、自然地

の改変・農用地の転用及び土地の有効利用の有無について予測評価を行っ

た。 

開催後 
後 利 用 に よ る 

影響 

（土地の有効利用） 

各会場の後利用における改変エリアの土地利用状況を整理し、土地の有

効利用の有無について予測評価を行った。 
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(3) 予測評価の結果 

1)  開催中（施設の存在による影響） 

①  一次評価 

(ｲ) 土地の転用 

各会場における改変エリアの土地利用の現況は、表 5-19-2(p5-19-5～6)に示すとおりで

あり、いずれの会場においても自然地（原野、森林）や農用地（農地、採草放牧地）を含

まないため、施設の存在による自然地の改変・農用地の転用はないと予測される。したが

って、いずれの会場についても評価結果は「０」とした。 

 

(ﾛ) 土地の有効利用 

各会場における改変エリアの土地利用の現況は、表 5-19-2(p5-19-5～6)に示すとおりで

あり、有明アリーナ、有明ＢＭＸコース、有明ベロドローム、有明体操競技場、海の森ク

ロスカントリーコース、海の森水上競技場、海の森マウンテンバイクコースにおいて、改

変エリアの大部分が未利用地となっており、また武蔵野の森総合スポーツ施設においては

改変エリアの大部分の未利用地が駐車場として仮利用されている。これらの未利用地につ

いては、開催中に有効活用されることから、これらの会場の評価は「＋２」とした。 

また、夢の島ユース･プラザ・アリーナＡ、Ｂ、選手村において、予定地の一部が未利用

地となっており、未利用地が有効活用される予定であることから、評価は「＋１」とした。 

その他の会場については、未利用地の有効活用は無いため、評価結果は「０」とした。 

 

②  ミティゲーション 

「1-5 立地の適地性」（p1-93）に整理しているように、2020 年東京大会では、1964 年東

京大会の競技施設をはじめとした既存施設の利用や、臨海部に位置する主要な未利用地を

積極的に有効利用することにより土地の造成や改変を抑え、環境・社会・経済への負荷を

小化するよう考慮されており、構想段階において戦略的に自然地の改変・農用地の転用

をなくした立地計画としている。 

各会場においては、改変される樹木を可能な限り会場エリア内に移植することや、臨海

部において緩傾斜護岸や汐入など海の生物に触れ合える水辺空間を形成すること等により、

周辺の生物の生育・生息環境の連続性の改善や、人と自然の触れ合い活動の促進と場の確

保を図るものとしている（「5-6 生物・生態系」（p5-6-1～）、「5-11 自然との触れ合い活動

の場」（p5-11-1～）を参照）。また、未利用地に位置する会場の建設に際しては、十分に環

境に配慮しながら進めるものとする。 

 

③  二次評価 

(ｲ) 土地の転用 

「②ミティゲーション」で示すように、2020 年東京大会では、既存施設の利用や未利用

地の積極的な有効利用により、土地の造成・改変を抑えた立地計画としている。これによ

り、いずれの会場についても施設の存在による自然地の改変・転用は生じないことから、

一次評価と同様に評価結果はいずれも｢０｣とした。 
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(ﾛ) 土地の有効利用 

「②ミティゲーション」で示すように、2020 年東京大会では、土地の造成・改変を抑え

た立地計画とするため、未利用地の積極的な有効利用を図っている。 

未利用地の有効利用が図られる会場として、有明アリーナ、有明ＢＭＸコース、有明ベ

ロドローム、有明体操競技場、海の森クロスカントリーコース、海の森水上競技場、海の

森マウンテンバイクコース、武蔵野の森総合スポーツ施設においては、改変エリアの大部

分が未利用地であることから、これらについての評価結果は「＋２」とした。 

また、夢の島ユース･プラザ・アリーナＡ、Ｂ、選手村において、予定地の一部が未利用

地となっており、これらの未利用地が有効活用される予定であることから、これらの評価

は「＋１」とした。 

その他の会場では、一次評価と変わらず、大きな未利用地の有効活用はない予定である

ことから、その他の会場についての評価結果は「０」とした。 

 

 

2)  開催後（後利用による影響） 

①  一次評価 

(ｲ) 土地の有効利用 

各会場の大会開催後の施設利用等は、表 5-19-5(p5-19-23～p5-19-24)に示すとおりであ

る。 

恒久施設として建設される会場のうち、有明アリーナ、海の森水上競技場、武蔵野の森

総合スポーツ施設については予定地の大部分が未利用地となっており、これらの未利用地

が大会開催後も有効活用される予定であることから、それらの評価は「＋２」とした。 

また、夢の島ユース･プラザ・アリーナＡ、Ｂ、選手村において、予定地の一部が未利用

地となっており、後利用時においても、これらの未利用地が有効活用される予定であるこ

とから、夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ、選手村の評価は「＋１」とした。 

 

仮設施設のうち、海の森クロスカントリーコースについては、開催後に東京都民の憩い

の場として利用され、後利用において未利用地の大部分が継続的に有効活用されることか

ら、評価は「＋２」とした。 

また、有明ＢＭＸコース、有明ベロドローム、有明体操競技場については、開催後の利

用についての計画が未定であるが、会場エリアの一部の区域が海浜公園として有効活用さ

れることから、評価は「＋１」とした。 

海の森マウンテンバイクコースについては、開催後の利用についての計画が未定である

ことから、後利用時には施設が撤去され未利用地に戻ると想定し、評価は「０」とした。 

その他の会場については、いずれも未利用地の有効活用は無い予定であるため、評価は

「０」とした。 
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表 5-19-5(1) 各会場の大会開催後の施設利用等の状況 

№ 会 場 名 大会開催後の施設利用等の状況 
未利用地の活用

開催中 開催後

1 
オリンピックスタジアム 

（国立霞ヶ丘競技場） 

大会終了後は、8 万人収容のスタジアムとして、ラ

グビー、サッカーの国際試合や陸上競技の日本選手権

など文化・スポーツ関連イベントに使用される予定で

ある。 

  

2 東京体育館 
大会終了後は、現在と同様に、スポーツアリーナと

してスポーツやエクササイズに利用される。 
  

3 国立代々木競技場 
大会終了後は、現在と同様に、スポーツアリーナと

してスポーツやエクササイズに利用される。 
  

4 日本武道館 

大会終了後は、現在と同様に、武道だけでなくコン

サートその他のイベントに利用される。 

新設される地下室は、選手のウォームアップスペー

スの他、練習場所、会議室、借置き場等、多目的に活

用される。 

  

5 皇居外苑 
仮設施設の撤去後は、現在と同様に、公共公園とし

て都民の憩いの場となる。 
  

6 東京国際フォーラム 

大会終了後は、現在と同様に、文化と情報を国際規

模で発信するコンベンション＆アートセンターとして

利用される。 

  

7 国技館 
大会終了後は、現在と同様に、日本の国技である相

撲の聖地として利用される。 
  

8 有明アリーナ 

大会終了後は、注目を集めるバレーボールの国内リ

ーグの会場になるほか、東京がこれまで多数開催して

きたような、国際大会の際も使用される。 

○ ○ 

9 有明ＢＭＸコース 大会後には仮設施設が撤去される。 

海岸沿いの区域は海浜公園として整備される。それ

以外の会場跡地の後利用は現時点で計画されていない

ため、会場の大部分が未利用地に戻ると想定した。 

○ △ 

10 有明ベロドローム ○ △ 

11 有明体操競技場 ○ △ 

12 有明テニスの森 

5,000 人を収容する第１コートが新設され、大会終

了後は、テニスをはじめ、各種のイベントに幅広く利

用される。 

  

13 お台場海浜公園 

仮設施設の撤去後は、現在と同様に、都会の風景と

歴史的建造物、そして自然の水辺が融合した公共公園

として利用される。 

  

14 潮風公園 
仮設施設の撤去後は、現在と同様に、臨海副都心

大の公共公園として利用される。 
  

15～16 
東京ビッグサイト・ホールＡ、

Ｂ 

大会終了後は、現在と同様に、展示会場として利用

される。 
  

17 大井ホッケー競技場 

大会終了後は、4,000 人規模のホッケー場に改修さ

れ、国内及び国際競技大会が開催できるホッケー場と

して国内のホッケーの普及、強化の拠点となる。 

  

18 海の森クロスカントリーコース 

仮設施設の撤去後は、公共公園として、都民の憩い

の場となり、未利用地の大部分が開催中から継続して

有効活用される。 

○ ○ 

19 海の森水上競技場 

埋立地に囲まれた会場は、大会終了後ボート、カヌ

ー場となり、水辺の空間として東京都民に親しまれる

水辺のレクリエーション施設として利用される。 

○ ○ 

20 海の森マウンテンバイクコース 

大会後には仮設施設が撤去される。会場跡地の後利

用は現時点で計画されていないため、未利用地に戻る

と想定した。 

○  

21 若洲オリンピックマリーナ 

大会終了後には、日本有数のセーリング会場となり、

東京のみならず首都圏広域のセーリング競技の普及の

拠点となる。 

  

22 葛西臨海公園 

大会終了後は、カヌー競技のほか、ラフティングな

どのレクリエーションにも使える施設として、広く地

域の人々が水辺に親しめる施設となる。 

  

※：○…改変エリアの大部分で未利用地の有効活用あり 

 △…改変エリアの一部で未利用地の有効活用あり 
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表 5-19-5(2) 各会場の大会開催後の施設利用等の状況 

№ 会 場 名 大会開催後の施設利用等の状況 
未利用地の活用

開催中 開催後

23～24 
夢の島ユース・プラザ・アリー

ナＡ、Ｂ 

大会終了後は、様々な室内競技大会やイベントを行

うことができる大規模総合体育館となる。大規模アリ

ーナを二つ有する施設の特性を活かし、人気の高まっ

ているバスケットボール、バドミントンなど室内競技

の国内・国際大会も開催可能となる。 

△ △ 

25 夢の島公園 

大会終了後は、国内及び国際競技大会が開催できる

アーチェリーの拠点となり、学生選手権、日本選手権

などの会場となるほか、都内のアーチャーの日常的な

活動拠点となる。 

  

26 夢の島競技場 
大会終了後は、大会前と同様、地域住民の多目的ス

ポーツの拠点として活用される。 
  

27～28 
オリンピックアクアティクスセンター 

ウォーターポロアリーナ 

オリンピックアクアティクスセンターは、大会終了

後に収容可能人数を 2 万人から 5,000 人に縮小して、

利用しやすい規模の水泳場に改修する。大会後は、既

存の辰巳国際水泳場同様、水泳各種別の都内選手権、

日本選手権からジャパンオープン等の国際大会で使用

するとともに、住民も使える水泳場となる。 

  

29 武蔵野の森総合スポーツ施設 

大会終了後は、大会前と同様、国内及び国際競技大

会が開催できる施設となる。多摩地域のスポーツ振興

拠点として、地域スポーツから競技スポーツまで、幅

広いイベントに使用するほか、コンサートなどの文化

イベントにも使用される。 

○ ○ 

30 東京スタジアム 
大会終了後は、現在と同様に、Ｊリーグ等国内外の

大会が行われる多目的スタジアムとなる。 
  

31 武蔵野の森公園 
大会終了後は、現在と同様に、公共公園として都民

の憩いの場となる。 
  

32 陸上自衛隊朝霞訓練場 
大会終了後は、現在と同様に、陸上自衛隊の訓練場

となる。 
  

33 霞ヶ関カンツリー倶楽部 
大会終了後は、現在と同様に、関東屈指の名門ゴル

フコースとして利用される。 
  

34 札幌ドーム 
大会終了後は、現在と同様に、Ｊリーグ等国内外の

大会が行われる多目的スタジアムとなる。 
  

35 宮城スタジアム 
大会終了後は、現在と同様に、Ｊリーグ等国内外の

大会が行われる多目的スタジアムとなる。 
  

36 埼玉スタジアム 2002 
大会終了後は、現在と同様に、Ｊリーグ等国内外の

大会が行われる多目的スタジアムとなる。 
  

37 横浜国際総合競技場 
大会終了後は、現在と同様に、Ｊリーグ等国内外の

大会が行われる多目的スタジアムとなる。 
  

OV 選手村 

大会後、選手村は東京湾の水辺地帯の新しい地区と

して都会の居住コミュニティとなる。これは、自然環

境と調和の取れた現代的な開発となる。 

△ △ 

IBC/MPC 東京ビッグサイト（IBC/MPC） 
大会終了後は、現在と同様に、国際会議・展示施設

として利用される。 
  

※：○…改変エリアの大部分で未利用地の有効活用あり 

 △…改変エリアの一部で未利用地の有効活用あり 
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②  ミティゲーション 

「1-5 立地の適地性」（p1-93）に整理しているように、2020 年東京大会では、1964 年東

京大会の競技施設をはじめとした既存施設の利用や、臨海部に位置する主要な未利用地の

有効利用により土地の造成や改変を抑え、環境・社会・経済への負荷を 小化するよう考

慮されており、構想段階において戦略的に自然地の改変・農用地の転用をなくした立地計

画としている。 

未利用地に新設される恒久施設は、大会終了後も地域スポーツの拠点として活用される

ほか、未利用地の仮設会場についても大会後には公共公園等の都民の憩いの場として活用

されるよう計画されており、未利用地が大会のレガシーとして活用されるような立地計画

としている。 

また、各会場においては、仮移植した樹木を仮設撤去後に現状（樹林）に戻すことや、

臨海部において緩傾斜護岸や汐入など海の生物に触れ合える水辺空間を形成すること等に

より、周辺の生物の生育・生息環境の連続性の改善や、人と自然の触れ合い活動の促進と

場の確保を図る（「5-6 生物・生態系」（p5-6-1～）、「5-11 自然との触れ合い活動の場」

（p5-11-1～）を参照）。 

なお、未利用地に設置する会場の後利用に関する具体的な将来計画については、実施段

階における計画の具体化に併せて検討するものとする。 

 

③  二次評価 

(ｲ) 土地の有効利用 

「②ミティゲーション」で示すように、2020 年東京大会では、土地の造成・改変を抑え

た立地計画とするため、未利用地の積極的な有効利用を図っている。 

開催後においても未利用地の利用が図られる会場について、有明アリーナ、海の森水上

競技場、武蔵野の森総合スポーツ施設においては、恒久施設となる会場予定地の大部分が

未利用地であり、後利用時においても未利用地の有効活用がなされる。したがって、それ

らについての評価結果は「＋２」とした。 

また、夢の島ユース･プラザ・アリーナＡ、Ｂ、選手村において、予定地の一部が未利用

地となっており、後利用時においても、これらの未利用地が有効活用される予定であるこ

とから、夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ、選手村の評価は「＋１」とした。 

 

仮設施設である海の森クロスカントリーコースについては、開催後に東京都民の憩いの

場として利用され、後利用において未利用地の大部分が継続的に有効活用されることから、

評価は「＋２」とした。 

また、有明ＢＭＸコース、有明ベロドローム、有明体操競技場については、開催後の利

用についての計画が未定であるが、会場エリアの一部の区域が海浜公園として有効活用さ

れることから、評価は「＋１」とした。 

海の森マウンテンバイクコースについては、開催後の土地利用が未定であるため、未利

用地に戻ると想定し、評価は「０」とした。 

 

その他の会場の施設計画は、未利用地の有効活用はないことから、それらについての評

価結果は「０」とした。 
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(4) 評価結果の総括 

1)  土地の転用 

競技会場の整備計画による自然地（原野、森林）や農用地の転用の有無について、大会

計画及び現況の土地利用状況をもとに評価を行った。 

2020 年東京大会では、1964 年東京大会の競技施設をはじめとした既存施設の利用により

土地の造成や改変を抑え、環境・社会・経済への負荷を 小化するよう考慮されており、

構想段階においてすべての会場において戦略的に自然地の改変・農用地の転用をなくした

立地計画としている。 

よって、各会場に対する土地利用（土地の転用）の評価結果は表 5-19-6(p5-19-27)に示

すとおりであり、一次、二次評価の結果は、すべての会場で「０」となる。 

 

2)  土地の有効利用 

競技会場の整備計画による未利用地の有効活用の有無について、大会計画及び現況の土

地利用状況をもとに評価を行った。 

2020 年東京大会では、現在未利用地となっている有明北地区や海の森地区等の未利用地

に競技会場を計画しており、開催中にはこれらの土地の有効活用が図られ、恒久施設につ

いては、開催後も土地の有効利用が継続される。 

 

各会場に対する土地利用（土地の有効利用）の評価結果は表 5-19-7(p5-19-28)に示すと

おりであり、新設の恒久施設となる有明アリーナ、海の森水上競技場、武蔵野の森総合ス

ポーツ施設において会場の大部分の土地の有効活用がなされることにより、開催中及び開

催後の評価が「＋２」となる。 

夢の島ユース･プラザ・アリーナＡ、Ｂ、選手村は、会場の一部の土地の有効利用がなさ

れることから、開催中及び開催後の評価が「＋１」となる。 

仮設会場である有明ＢＭＸコース、有明ベロドローム、有明体操競技場については、未

利用地の有効活用がなされることから開催中の評価が「＋２」となる。開催後の利用につ

いての計画が未定であるが、会場エリアの一部の区域が海浜公園として有効活用されるこ

とから、後利用時の評価は「＋１」となる。 

海の森マウンテンバイクコースでは、開催時には未利用地の有効活用がなされ「＋２」

となるが、仮設施設の撤去後の利用計画がないことから、後利用時には未利用地に戻ると

想定し「０」となる。 

仮設会場である海の森クロスカントリーコースは、後利用時においても都民の憩いの場

として利用されることから、開催中及び開催後の評価が「＋２」となる。 

 

なお、未利用地に位置する会場の建設に際しては、十分に環境に配慮しながら進めるも

のとし、会場の後利用に関する具体的な将来計画については、実施段階における計画の具

体化に併せて検討するものとする。 
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表 5-19-6 各会場に対する土地利用の評価結果総括表（土地の転用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※会場№は、表 1-3-37（p1-85～1-86）に示す会場№を表す。 

 

※評価点の目安は以下のとおりである。 

+2: 大きなプラスの影響 

+1: ある程度のプラスの影響 

0: 中立 

-1: ある程度のマイナスの影響 

-2: 大きなマイナスの影響 

－ : 予測評価の検討において対象外とした影響 

■ : 網掛けは非該当項目のため対象外とした影響 

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

1 オリンピックスタジアム(国立霞ヶ丘競技場) 0 0

2 東京体育館 0 0

3 国立代々木競技場 0 0

4 日本武道館 0 0

5 皇居外苑 0 0

6 東京国際フォーラム 0 0

7 国技館 0 0

8 有明アリーナ 0 0

9 有明ＢＭＸコース 0 0

10 有明ベロドローム 0 0

11 有明体操競技場 0 0

12 有明テニスの森 0 0

13 お台場海浜公園 0 0

14 潮風公園 0 0

15～16 東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂ 0 0

17 大井ホッケー競技場 0 0

18 海の森クロスカントリーコース 0 0

19 海の森水上競技場 0 0

20 海の森マウンテンバイクコース 0 0

21 若洲オリンピックマリーナ 0 0

22 葛西臨海公園 0 0

23～24 夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ 0 0

25 夢の島公園 0 0

26 夢の島競技場 0 0

27～28
オリンピックアクアティクスセンター
ウォーターポロアリーナ

0 0

29 武蔵野の森総合スポーツ施設 0 0

30 東京スタジアム 0 0

31 武蔵野の森公園 0 0

32 陸上自衛隊朝霞訓練場 0 0

33 霞ヶ関カンツリー倶楽部 0 0

34 札幌ドーム 0 0

35 宮城スタジアム 0 0

36 埼玉スタジアム2002 0 0

37 横浜国際総合競技場 0 0

OV 選手村 0 0

IBC/MPC 東京ビッグサイト(IBC/MPC) 0 0

開催中 開催後

会場 評価点(一次) 評価点(二次)

No. 名称

開催前 開催中 開催後 開催前
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表 5-19-7 各会場に対する土地利用の評価結果総括表（土地の有効利用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※会場№は、表 1-3-37（p1-85～1-86）に示す会場№を表す。 

 

※評価点の目安は以下のとおりである。 

+2: 大きなプラスの影響 

+1: ある程度のプラスの影響 

0: 中立 

-1: ある程度のマイナスの影響 

-2: 大きなマイナスの影響 

－ : 予測評価の検討において対象外とした影響 

■ : 網掛けは非該当項目のため対象外とした影響 

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

1 オリンピックスタジアム(国立霞ヶ丘競技場) 0 0 0 0

2 東京体育館 0 0 0 0

3 国立代々木競技場 0 0 0 0

4 日本武道館 0 0 0 0

5 皇居外苑 0 0 0 0

6 東京国際フォーラム 0 0 0 0

7 国技館 0 0 0 0

8 有明アリーナ +2 +2 +2 +2

9 有明ＢＭＸコース +2 +1 +2 +1

10 有明ベロドローム +2 +1 +2 +1

11 有明体操競技場 +2 +1 +2 +1

12 有明テニスの森 0 0 0 0

13 お台場海浜公園 0 0 0 0

14 潮風公園 0 0 0 0

15～16 東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂ 0 0 0 0

17 大井ホッケー競技場 0 0 0 0

18 海の森クロスカントリーコース +2 +2 +2 +2

19 海の森水上競技場 +2 +2 +2 +2

20 海の森マウンテンバイクコース +2 0 +2 0

21 若洲オリンピックマリーナ 0 0 0 0

22 葛西臨海公園 0 0 0 0

23～24 夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ +1 +1 +1 +1

25 夢の島公園 0 0 0 0

26 夢の島競技場 0 0 0 0

27～28
オリンピックアクアティクスセンター
ウォーターポロアリーナ

0 0 0 0

29 武蔵野の森総合スポーツ施設 +2 +2 +2 +2

30 東京スタジアム 0 0 0 0

31 武蔵野の森公園 0 0 0 0

32 陸上自衛隊朝霞訓練場 0 0 0 0

33 霞ヶ関カンツリー倶楽部 0 0 0 0

34 札幌ドーム 0 0 0 0

35 宮城スタジアム 0 0 0 0

36 埼玉スタジアム2002 0 0 0 0

37 横浜国際総合競技場 0 0 0 0

OV 選手村 +1 +1 +1 +1

IBC/MPC 東京ビッグサイト(IBC/MPC) 0 0 0 0

開催中 開催後

会場 評価点(一次) 評価点(二次)

No. 名称

開催前 開催中 開催後 開催前
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5-20  地域分断 

5-20-1  現況 

会場利用者や地域住民等の日常的な生活移動動線の状況について、国土地理院の地図等に

より各会場の周辺における歩行者・自転車等の移動動線を整理した。 

既存の各会場周辺の生活移動動線の状況は図 5-20-1(p5-20-2～p5-20-14)に示すとおりで

ある。 

ヘリテッジゾーンは道路網及び鉄道網が成熟した地域であり、2020 年東京大会の会場は既

に公共的な利用がされている施設・公園であることから、主な幹線道路における歩行者専用

道路や歩道橋等が既に整備されており、生活移動動線の確保がなされている。 

東京ベイゾーンは比較的新しい造成地であり、水路・運河等により土地が区分されている

が、ゆりかもめ、りんかい線等の鉄道網や、道路網により快適なアクセス経路が確保されて

いる。都心の観光スポットとして商業施設が立ち並び、歩行者用の通路や歩道橋等が整備さ

れており、生活移動動線の確保がなされている。 

なお、若洲海浜公園については、現在での交通手段が乗用車、バス等での移動に限られて

おり、また近隣に居住施設が無いため、会場周辺での生活移動動線は想定されない。 

また、海の森クロスカントリーコース、海の森水上競技場、海の森マウンテンバイクコー

スが開催される中央防波堤については、現在のアクセス手段が車両に限定されており、また

現在公共的な利用はされていない（図 5-20-1(11)、p5-20-7 参照）。 
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図 5-20-1(1) 会場周辺の移動動線の状況（オリンピックスタジアム、東京体育館） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-20-1(2) 会場周辺の移動動線の状況（国立代々木競技場） 

《移動動線の概況》 

オリンピックスタジアム、東京体育館は、既に公

共的な利用がなされている会場であり、周辺の

移動動線は確保されている。 

《移動動線の概況》 

国立代々木競技場は、既に公共的な利用がな

されている会場であり、周辺の移動動線は確保

されている。 
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図 5-20-1(3) 会場周辺の移動動線の状況（日本武道館） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-20-1(4) 会場周辺の移動動線の状況（皇居外苑、東京国際フォーラム） 

《移動動線の概況》 

日本武道館は、既に公共的な利用がなされてい

る会場であり、周辺の移動動線は確保されてい

る。 

《移動動線の概況》 

皇居外苑、東京国際フォーラムは、既に公共的

な利用がなされている会場であり、周辺の移動

動線は確保されている。 
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図 5-20-1(5) 会場周辺の移動動線の状況（国技館） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-20-1(6) 会場周辺の移動動線の状況 

（有明アリーナ、有明ＢＭＸコース、有明ベロドローム、有明体操競技場）

《移動動線の概況》 

国技館は、既に公共的な利用がなされている会

場であり、周辺の移動動線は確保されている。 

 

《移動動線の概況》 

有明アリーナ、有明 BMX コース、有

明ベロドローム、有明体操競技場は、

現在未利用地となっており、公共的な

利用はされていないが、隣接する有

明テニスの森は既に公共的な利用が

なされている会場であり、周辺の移動

動線は確保されている。 
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図 5-20-1(7) 会場周辺の移動動線の状況（お台場海浜公園） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-20-1(8)会場周辺の移動動線の状況（潮風公園）

《移動動線の概況》 

お台場海浜公園は、既に公共的な利用

がなされている会場であり、周辺の移動

動線は確保されている。 

 

《移動動線の概況》 

潮風公園は、既に公共的な利用がなさ

れている会場であり、周辺の移動動線

は確保されている。 
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図 5-20-1(9)会場周辺の移動動線の状況 

（有明テニスの森、東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂ、IBC/MPC） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-20-1(10)会場周辺の移動動線の状況（大井ホッケー競技場） 

《移動動線の概況》 

有明テニスの森、東京ビッグサイト・ホー

ル A、B、IBC/MPC は、既に公共的な利

用がなされている会場であり、周辺の移

動動線は確保されている。 

《移動動線の概況》 

大井ホッケー競技場は、既に公共的な

利用がなされている会場であり、周辺の

移動動線は確保されている。 
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図 5-20-1(11)会場周辺の移動動線の状況 

（海の森クロスカントリーコース、海の森水上競技場、海の森マウンテンバイクコース） 

《移動動線の概況》 

海の森クロスカントリーコース、海の森水

上競技場、海の森マウンテンバイクコー

スは、現在未利用地となっており、公共

的な利用はなされていない。 
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図 5-20-1(12) 会場周辺の移動動線の状況（若洲オリンピックマリーナ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-20-1(13) 会場周辺の移動動線の状況（葛西臨海公園）

《移動動線の概況》 

若洲オリンピックマリーナは、既に公共

的な利用がなされている会場である。現

在の交通手段は乗用車、バスに限られ

ており、また近隣に居住施設がない。 

《移動動線の概況》 

葛西臨海公園は、既に公共的な利用が

なされている会場であり、周辺の移動動

線は確保されている。 
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図 5-20-1(14) 会場周辺の移動動線の状況 

（夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ、夢の島公園、夢の島競技場） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-20-1(15) 会場周辺の移動動線の状況 

（オリンピックアクアティクスセンター、ウォーターポロアリーナ）

《移動動線の概況》 

オリンピックアクアティクスセンター、ウォ

ーターポロアリーナは既に公共的な利

用がなされている会場であり、周辺の移

動動線は確保されている。 

《移動動線の概況》 

夢の島ユース・プラザ・アリーナ

Ａ、Ｂ、夢の島公園、夢の島競技

場は既に公共的な利用がなされ

ている会場であり、周辺の移動動

線は確保されている。 
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図 5-20-1(16) 会場周辺の移動動線の状況 

（東京スタジアム、武蔵野の森総合スポーツ施設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-20-1(17) 会場周辺の移動動線の状況（武蔵野の森公園） 

《移動動線の概況》 

武蔵野の森総合スポーツ施設は現在未

利用地となっているが、併設の東京スタ

ジアムは既に公共的な利用がなされて

いる会場であり、周辺の移動動線は確

保されている。 

《移動動線の概況》 

武蔵野の森公園は既に公共的利用が

なされている会場であり、周辺の移動動

線は確保されている。 
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図 5-20-1(18) 会場周辺の移動動線の状況（陸上自衛隊朝霞訓練場） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-20-1(19) 会場周辺の移動動線の状況（霞ヶ関カンツリー倶楽部） 

 

《移動動線の概況》 

陸上自衛隊朝霞訓練場は自衛隊の占

有施設となっており公共的な利用は想

定されない。周辺の移動動線は公共交

通（バス）が整備されている。 

《移動動線の概況》 

霞ヶ関カンツリー倶楽部は既に公共的

な利用がなされている会場であり、周辺

の移動動線は確保されている。 
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図 5-20-1(20) 会場周辺の移動動線の状況（札幌ドーム） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-20-1(21) 会場周辺の移動動線の状況（宮城スタジアム） 

《移動動線の概況》 

宮城スタジアムは既に公共的な利用が

なされている会場であり、周辺の移動動

線は確保されている。 

《移動動線の概況》 

札幌ドームは既に公共的な利用がなさ

れている会場であり、周辺の移動動線

は確保されている。 
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図 5-20-1(22) 会場周辺の移動動線の状況（埼玉スタジアム 2002） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-20-1(23) 会場周辺の移動動線の状況（横浜国際総合競技場） 

《移動動線の概況》 

横浜国際総合競技場は既に公共的な

利用がなされている会場であり、周辺の

移動動線は確保されている。 

《移動動線の概況》 

埼玉スタジアム 2002 は既に公共的な利

用がなされている会場であり、周辺の移

動動線は確保されている。 



 5-20-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-20-1(24) 会場周辺の移動動線の状況（選手村） 

《移動動線の概況》 

選手村は既に公共的な利用がなされて

いる会場であり、周辺の移動動線は確

保されている。 
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5-20-2  予測評価（会場別） 

(1) 評価の指標及び目安 

会場別検討における評価の指標及び目安は、表 5-20-1 に示すとおりであり、移動動線の

分断又は進展を評価の指標として、歩行者、自転車等の移動動線の分断やネットワーク化の

進展の有無を目安として評価を行った。 

 

表 5-20-1 評価の指標及び目安 

評価の指標 評価の基準 
評価の目安 

－２ －１ ０ ＋１ ＋２ 

生活移動動線
の分断又は進
展 

①歩行者、
自転車等の
移動動線を
分断しない
こと 

－ 
動線の分断
あり 

現況と変わ
らない 

－ － 

②歩行者、
自転車等の
動線のネッ
トワーク化
の進展の有
無 

－ － 
現況と変わ
らない 

ネットワー
ク化の進展
あり 

－ 

 

 

(2) 予測評価の方法 

会場別の地域分断について、それぞれの時期における予測評価方法は表 5-20-2(p5-20-16)

に示すとおりである。 

開催中（施設の存在による影響）、開催中（競技の実施による影響）、開催後（後利用によ

る影響）において、施設の存在や競技の実施による「歩行者、自転車等の移動動線の分断の

有無」及び「歩行者、自転車等の動線のネットワーク化の進展の有無」について、既存の生

活移動動線の状況と施工計画における改変エリアをもとに予測評価を行った。 
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表 5-20-2  予測評価方法（会場別） 

予測評価の時期 予測評価の方法 

開催前 工事による影響 

会場の改変エリアの工事による地域分断の影響については、「施設の存

在による影響」と同等であることから、「施設の存在による影響」で予測

評価を行うこととし、工事による影響は予測評価の対象外とした。 

 

開催中 

施設の存在に 

よる影響 

開催中における施設の存在による影響について、期間中に想定される交

通規制等も勘案し、既存施設周辺の生活移動動線の現状と、施工計画にお

ける改変エリアから、生活移動動線の分断について予測評価を行った。 

 

競技の実施に 

よる影響 

競技の実施による影響として、競技実施による生活移動動線の分断につ

いて予測評価を行った。 

 

開催後 

工事による影響 

会場の改変エリアの工事による地域分断の影響については、「施設の存

在による影響」と同等であることから、「施設の存在による影響」で予測

評価を行うこととし、工事による影響は予測評価の対象外とした。 

 

後利用による 

影響 

後利用による影響については、既存の会場周辺の生活移動動線施設の現

状と、施工計画における改変エリアから、生活移動動線の分断について予

測評価を行った。 

なお、改修を伴わない既存会場（東京体育館、国立代々木競技場など

13 会場）については、後利用時の影響は想定されないことから、予測評

価の対象外とした。 

また、有明ＢＭＸコース、有明ベロドローム、有明体操競技場、海の森

マウンテンバイクコースについては、仮設施設の撤去後の後利用時の影響

が想定されないため、後利用による予測評価を行わなかった。 

陸上自衛隊朝霞訓練場は、陸上自衛隊の専有施設であり、後利用時の影

響が想定されないため、後利用による予測評価を行わなかった。 

 

 

(3) 予測評価の結果 

1)  開催中（施設の存在による影響） 

①  一次評価 

(ｲ) 移動動線の分断 

2020 年東京大会の会場は、既に公共的な利用がされている施設・公園の敷地内や現在未

利用地の場所等であり、いずれの会場においても改変エリアが既存の生活移動動線を分断

しないため、現況と変わらないと予測される。従って、すべての会場について評価は「０」

とした。 

(ﾛ) ネットワーク化の進展 

有明北地区の会場（有明アリーナ、有明ＢＭＸコース、有明ベロドローム、有明体操競

技場）については、現在の未利用地の状態から競技会場が整備されるが、周辺における歩

行者のアクセスルート等の移動動線については既に整備されていることから、現況と同程

度であるとしてこれらの会場の評価は「０」とした。 

また、海の森地区の会場（海の森クロスカントリーコース、海の森水上競技場、海の森

マウンテンバイクコース）については、現在の未利用地の状況から、競技会場が整備され
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ることで、バス等の公共交通アクセス手段が整備され、海の森地区のネットワーク化が進

展すると考えられる。したがって、これらの会場の評価は「＋１」とした。 

その他の 2020 年東京大会の会場は、既に公共的な利用がされている施設・公園の敷地内

や現在未利用地の場所等であり、現況と変わらないと予測される。従って、その他の会場

の評価は「０」とした。 

 

②  ミティゲーション 

開催中の施設の設置に際して、生活移動動線の確保や進展を促進するためのミティゲー

ションは、表 5-20-3 に示すとおりである。 

東京都は、徒歩などにより、安全・快適にアクセスすることも可能な環境を提供するた

め、うるおいのある歩行者空間の整備などを進める。 

また、選手村については、開催中において交通規制を行うが、代替ルートの確保等の措

置により生活移動動線の確保を図る。 

なお、表 5-20-3 に示す各会場におけるミティゲーションの具体的な将来計画について

は、実施段階における計画の具体化に併せて検討するものとする。 

 

表 5-20-3  地域分断に関するミティゲーションの内容（開催中） 

会場№ 会場名 ミティゲーションの内容 

全会場 全会場 東京都は、大会開催中において公共交通機関で会場に来場す

る以外に、直接、徒歩などにより、安全・快適にアクセスする

ことも可能な環境を提供するため、うるおいのある歩行者空間

の整備などを進める。 

OV 選手村 東京都は、開催中の選手村については交通規制を行うが、生

活移動動線の確保のために以下の措置を行う。 

・代替ルートによる生活移動動線の確保 

・既存鉄軌道駅の改良による駅へのアクセス性の向上 

 

 

③  二次評価 

(ｲ) 移動動線の分断 

地域分断に関するミティゲーションの内容は表 5-20-3 に示すとおりであり、各会場に

ついて、うるいおいのある歩行者空間の整備などを進める。 

移動動線の分断については、開催中の生活移動動線の分断がなく、現況と変わらないと

予測されることから、一次評価と同様にいずれの会場についても評価結果は「０」とした。 

(ﾛ) ネットワーク化の進展 

地域分断に関するミティゲーションの内容は表 5-20-3 に示すとおりであり、各会場に

ついて、うるいおいのある歩行者空間の整備などを進める。 

ネットワーク化の進展については、海の森地区の会場（海の森クロスカントリーコース、

海の森水上競技場、海の森マウンテンバイクコース）において、現在の未利用地の状況か

ら、競技会場が整備されることで、ネットワーク化が進展すると考えられることから、一

次評価と同様に評価結果は「＋１」とした。 

他の会場については、一次評価と同様に現況と変わらないと予測されることから、評価
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結果は「０」とした。 

 

2)  開催中（競技の実施による影響） 

①  一次評価 

(ｲ) 移動動線の分断 

屋外競技が行われる会場のうち、以下の 4 会場については起点又はコースとして会場外

の道路を使用する。これらの屋外競技の実施時には、周辺の生活移動動線の分断が生じる

と考えられるが、競技実施時の一時的なものであり、現況とほとんど変わらないと予測し

た。 

オリンピックスタジアム（陸上競技（マラソン、競歩）） 

お台場海浜公園（トライアスロン（バイク、ラン）） 

皇居外苑（都心周回コース）（自転車（ロード・レース）） 

武蔵野の森公園（自転車（ロード・レース）） 

したがって、上記３競技にかかる会場の評価は現況と変わらないことから評価結果は

「０」とした。 

その他の競技会場についても、競技の開催に際して、 寄りの公共交通機関等からの観

客の集中的な往来や交通規制による生活移動動線の分断が考えられるが、競技実施前後の

一時的なものであり、現況とほとんど変わらず生活移動動線は確保されることが予測され

るため、評価結果は「０」とした。 

なお、選手村については、選手の安全確保のため一般交通のアクセス制限をする必要が

あり、開催中は交通規制を行う。このため、選手村については開催中においても生活移動

動線の分断があると予測されることから、評価結果は「－１」とした。 

(ﾛ) ネットワーク化の進展 

「施設の存在による影響」での検討と同様、海の森地区の会場（海の森クロスカントリ

ーコース、海の森水上競技場、海の森マウンテンバイクコース）については、現在の未利

用地の状況から、競技会場が整備されることで、ネットワーク化が進展すると考えられる

ことから、評価結果は「＋１」とした。 

他の会場については、現況と変わらないと予測されることから、評価結果は「０」とし

た。 

 

②  ミティゲーション 

開催中の競技の実施に際して、生活移動動線の確保や進展を促進するためのミティゲー

ションは、施設の存在と同様であり、表 5-20-3(p5-20-17)に示すとおりである。 

 

③  二次評価 

(ｲ) 移動動線の分断 

二次評価における選手村については、表 5-20-3(p5-20-17)に示したミティゲーションを

実施することにより生活移動動線が確保されることが見込まれることから、現況と変わら

なくなると予測した。したがって、選手村の評価結果は「０」とした。 

選手村以外の会場は、一次評価と同様、開催中の生活移動動線の分断がなく、現況と変

わらないと予測されることから、評価結果は「０」とした。 
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(ﾛ) ネットワーク化の進展 

一次評価と同様、海の森地区の会場（海の森クロスカントリーコース、海の森水上競技

場、海の森マウンテンバイクコース）については、現在の未利用地の状況から、競技会場

が整備されることで、ネットワーク化が進展すると考えられることから、評価結果は「＋

１」とした。 

他の会場については、一次評価と同様に現況と変わらないと予測されることから、評価

結果は「０」とした。 

 

 

3)  開催後（後利用による影響） 

①  一次評価 

(ｲ) 移動動線の分断 

開催後の選手村については、開催中に必要だった交通規制が解除されるため、現況と変

わらなくなると予測する。したがって、選手村についての評価結果は「０」とした。 

その他の会場については、開催前から開催後を通じて生活移動動線の分断がなく、現況

と変わらないと予測されるため、評価結果は「０」とした。 

(ﾛ) ネットワーク化の進展 

海の森地区の会場では、海の森クロスカントリーコース、海の森水上競技場は公共交通

によるネットワークの進展が維持されることから、評価結果は「＋１」とした。 

その他の会場については、開催前から開催後を通じて現況と変わらないと予測されるた

め、評価結果は「０」とした。 

 

②  ミティゲーション 

選手村については、開催中の交通規制が解除されるとともに、開催中と同様に既存鉄軌

道駅の改良によるアクセス性の向上が継続される。また晴海地区全体の利用者が増加する

ことを想定し、新たなアクセス手段となる交通システムが検討され、これは輸送モールの

レガシーとなる。 

その他の会場については、現況と変わらないため、ミティゲーションは想定していない

が、実施段階においては計画の具体化に併せ、ミティゲーションの可能性について検討を

行うものとする。 

 

 

表 5-20-4  地域分断に関するミティゲーションの内容（開催後） 

会場№ 会場名 ミティゲーションの内容 

OV 選手村 ・既存鉄軌道駅の改良による駅へのアクセス性の向上の継続 

・輸送モールのレガシーとなる晴海地区の新たなアクセス手段

となる交通システムの検討 
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③  二次評価 

(ｲ) 移動動線の分断 

選手村については、開催中の交通規制が解除される。 

その他の会場についても、一次評価同様、生活移動動線の分断がなく、現況と変わらな

いと予測されるため、すべての会場において評価結果は「０」とした。 

(ﾛ) ネットワーク化の進展 

選手村については、ミティゲーションの実施により、大会開催中の交通規制が解除され

るとともに、既存駅の改良や、新たなアクセス手段となる交通システムの検討・新たな輸

送モールのレガシーにより、生活移動動線のネットワーク化が進展すると予測する。した

がって、選手村の評価結果は「＋１」とした。 

また、海の森地区の会場では、海の森クロスカントリーコース、海の森水上競技場は公

共交通によるネットワークの進展が維持されることから、一次評価同様、評価結果は「＋

１」とした。 

その他の会場については、一次評価同様、現況と変わらないと予測されるため、評価結

果は「０」とした。 

 

(4) 評価結果の総括 

競技会場の整備計画による、会場利用者や地域住民の移動動線への影響について、大会

計画及び現況の移動動線の状況から評価を行った。 

2020 年東京大会の競技会場の多くは、既存の公園や施設等を活用しており、現在既に移

動動線が十分に確保されており、開催による移動動線への影響は想定されない。 

また、現在未利用地であり移動動線のない有明北地区や海の森地区については、会場の

整備により、新たな移動動線が整備・進展されると考えられる。 

 

各会場に対する地域分断の評価結果は表 5-20-5(p5-20-21～5-20-22)に示すとおりであ

る。 

(ｲ) 移動動線の分断 

移動動線の分断については、選手村は開催中において選手の安全確保の必要から交通規

制を行うため一次評価において「－１」となるが、代替ルートの確保等のミティゲーショ

ンの実施により「０」となる。 

(ﾛ) ネットワーク化の進展 

ネットワークの進展については、海の森クロスカントリーコース及び海の森水上競技場

において、新たな移動動線が整備・進展されると考えられることから、開催中の評価が「＋

１」となり、後利用が想定される会場については開催後も「＋１」となる。 

選手村は開催中において選手の安全確保の必要から交通規制を行うが、開催後はその規

制が解除になるとともに開催中の交通に関する対策が維持され、晴海地区の新たなアクセ

ス手段となる交通システムが検討されることにより、生活移動動線のネットワーク化は進

展することから「＋１」の評価となる。 
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表 5-20-5(1)  各会場に対する地域分断の評価結果総括表（移動動線の分断） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※会場№は、表 1-3-37（p1-85～1-86）に示す会場№を表す。 

 

※評価点の目安は以下のとおりである。 

+2: 大きなプラスの影響 

+1: ある程度のプラスの影響 

0: 中立 

-1: ある程度のマイナスの影響 

-2: 大きなマイナスの影響 

－ : 予測評価の検討において対象外とした影響 

■ : 網掛けは非該当項目のため対象外とした影響 

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

1 オリンピックスタジアム(国立霞ヶ丘競技場) 0 0 0 0 0 0

2 東京体育館 0 0 0 0

3 国立代々木競技場 0 0 0 0

4 日本武道館 0 0 0 0 0 0

5 皇居外苑 0 0 0 0 0 0

6 東京国際フォーラム 0 0 0 0

7 国技館 0 0 0 0

8 有明アリーナ 0 0 0 0 0 0

9 有明ＢＭＸコース 0 0 - 0 0 -

10 有明ベロドローム 0 0 - 0 0 -

11 有明体操競技場 0 0 - 0 0 -

12 有明テニスの森 0 0 0 0 0 0

13 お台場海浜公園 0 0 0 0 0 0

14 潮風公園 0 0 0 0 0 0

15～16 東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂ 0 0 0 0

17 大井ホッケー競技場 0 0 0 0 0 0

18 海の森クロスカントリーコース 0 0 0 0 0 0

19 海の森水上競技場 0 0 0 0 0 0

20 海の森マウンテンバイクコース 0 0 - 0 0 -

21 若洲オリンピックマリーナ 0 0 0 0 0 0

22 葛西臨海公園 0 0 0 0 0 0

23～24 夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ 0 0 0 0 0 0

25 夢の島公園 0 0 0 0 0 0

26 夢の島競技場 0 0 0 0

27～28
オリンピックアクアティクスセンター
ウォーターポロアリーナ

0 0 0 0 0 0

29 武蔵野の森総合スポーツ施設 0 0 0 0 0 0

30 東京スタジアム 0 0 0 0

31 武蔵野の森公園 0 0 0 0 0 0

32 陸上自衛隊朝霞訓練場 0 0 - 0 0 -

33 霞ヶ関カンツリー倶楽部 0 0 0 0

34 札幌ドーム 0 0 0 0

35 宮城スタジアム 0 0 0 0

36 埼玉スタジアム2002 0 0 0 0

37 横浜国際総合競技場 0 0 0 0

OV 選手村 0 -1 0 0 0 0

IBC/MPC 東京ビッグサイト(IBC/MPC) 0 0 0 0 0 0

開催中 開催後

会場 評価点(一次) 評価点(二次)

No. 名称

開催前 開催中 開催後 開催前
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表 5-20-5(2)  各会場に対する地域分断の評価結果総括表（ネットワーク化の進展） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※会場№は、表 1-3-37（p1-85～1-86）に示す会場№を表す。 

 

※評価点の目安は以下のとおりである。 

+2: 大きなプラスの影響 

+1: ある程度のプラスの影響 

0: 中立 

-1: ある程度のマイナスの影響 

-2: 大きなマイナスの影響 

－ : 予測評価の検討において対象外とした影響 

■ : 網掛けは非該当項目のため対象外とした影響 

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

1 オリンピックスタジアム(国立霞ヶ丘競技場) 0 0 0 0 0 0

2 東京体育館 0 0 0 0

3 国立代々木競技場 0 0 0 0

4 日本武道館 0 0 0 0 0 0

5 皇居外苑 0 0 0 0 0 0

6 東京国際フォーラム 0 0 0 0

7 国技館 0 0 0 0

8 有明アリーナ 0 0 0 0 0 0

9 有明ＢＭＸコース 0 0 - 0 0 -

10 有明ベロドローム 0 0 - 0 0 -

11 有明体操競技場 0 0 - 0 0 -

12 有明テニスの森 0 0 0 0 0 0

13 お台場海浜公園 0 0 0 0 0 0

14 潮風公園 0 0 0 0 0 0

15～16 東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂ 0 0 0 0

17 大井ホッケー競技場 0 0 0 0 0 0

18 海の森クロスカントリーコース +1 +1 +1 +1 +1 +1

19 海の森水上競技場 +1 +1 +1 +1 +1 +1

20 海の森マウンテンバイクコース +1 +1 - +1 +1 -

21 若洲オリンピックマリーナ 0 0 0 0 0 0

22 葛西臨海公園 0 0 0 0 0 0

23～24 夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ 0 0 0 0 0 0

25 夢の島公園 0 0 0 0 0 0

26 夢の島競技場 0 0 0 0

27～28
オリンピックアクアティクスセンター
ウォーターポロアリーナ

0 0 0 0 0 0

29 武蔵野の森総合スポーツ施設 0 0 0 0 0 0

30 東京スタジアム 0 0 0 0

31 武蔵野の森公園 0 0 0 0 0 0

32 陸上自衛隊朝霞訓練場 0 0 - 0 0 -

33 霞ヶ関カンツリー倶楽部 0 0 0 0

34 札幌ドーム 0 0 0 0

35 宮城スタジアム 0 0 0 0

36 埼玉スタジアム2002 0 0 0 0

37 横浜国際総合競技場 0 0 0 0

OV 選手村 0 0 0 0 0 +1

IBC/MPC 東京ビッグサイト(IBC/MPC) 0 0 0 0 0 0

開催中 開催後

会場 評価点(一次) 評価点(二次)

No. 名称

開催前 開催中 開催後 開催前
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5-21  移転 

5-21-1  現況 

東京都区部の土地利用現況図及び都市計画図の情報等をもとにした、現況における会場の

改変エリア内の民家等の状況は、図 5-19-2 (「5-19 土地利用」p5-19-7～p5-19-19)のとお

りである。 

オリンピックスタジアム（国立霞ヶ丘競技場）、選手村の改変エリアの一部に民家等が存在

する。また、夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂの恒設施設による改変エリア内には、

江東区の福祉施設である「夢の島いこいの家」が含まれている。 

 

5-21-2  予測評価（会場別） 

(1) 評価の指標及び目安 

会場別検討における評価の指標及び目安は、表 5-21-1 に示すとおりであり、施設の設置

による民家等の移転の有無を評価の目安として予測評価を行った。 

 

表 5-21-1  評価の指標及び目安 

評価の指標 評価の基準 
評価の目安 

－２ －１ ０ ＋１ ＋２ 

民家等の移転 
民家等の移
転を伴わな
いこと 

－ 
民家等の移
転あり 

民家等の移
転なし 

－ － 

 

(2) 予測評価の方法 

会場別には、各会場の施設計画をもとに、改変エリアの土地利用状況を整理し、民家等の

移転の有無について予測評価を行った(表 5-21-2)。 

 

表 5-21-2  予測評価方法（会場別） 

予測評価の時期 予測評価の方法 

開催中 
施設の存在によ

る影響 

各会場の施設計画における改変エリアの土地利用状況を整理し、2020

年大会の開催に伴う民家等の移転の有無について予測評価を行った。 

 

 

 

(1) 予測評価の結果 

1)  開催中（施設の存在による影響） 

①  一次評価 

各会場における改変エリアの土地利用の現況は、表 5-21-3(p5-21-3～p5-21-4)に示すと

おりである。 

有明アリーナ、有明ＢＭＸコース、有明ベロドローム、有明体操競技場の会場が建設予

定である江東区有明 1 丁目付近の改変エリアは、現在未利用地であるため、民家等は存在

しない。 
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オリンピックスタジアムの改変エリアの一部に住宅用地が存在するが、大会施設の用地

はいずれも公有地であり、2020 年大会に伴う強制退去等は生じない。 

選手村の改変エリアである中央区晴海 5 丁目付近は、現況では晴海ふ頭公園や運動場等

となっている。改変エリアの一部に民家等が存在するが、オリンピックの開催に伴う強制

退去等は生じない。 

また、夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂの改変区域には、現在、江東区の福祉施

設である「夢の島いこいの家」が含まれているが、同施設は建物の老朽化等に伴い、2020

年東京大会の開催によらず統廃合を検討している。 

その他の会場については、改変エリアに民家等は存在しない。 

したがって、いずれの会場についても評価結果は「０」とした。 
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表 5-21-3(1) 各会場の改変エリアにおける土地利用の現況 

会場№ 会場名 改変エリアにおける土地利用 

1 
オリンピックスタジアム 

（国立霞ヶ丘競技場） 

オリンピックスタジアムの恒設・仮設施設による改変エリ

アは、現況では商業用地、公園、運動場等となっている。 

改変エリアの一部において住宅用地が存在するが、大会施

設の用地はいずれも公有地であり、2020 年大会に伴う強制

退去等は生じない。 

2 東京体育館 
東京体育館における建設工事は、施設内における観客席、

プレハブ等の一時的な仮設に留まるため、民家等の移転は伴

わない。 

3 国立代々木競技場 
国立代々木競技場の恒設・仮設施設による改変エリアは、

現況では商業用地、公園、運動場等となっており、民家等は

存在しない。 

4 日本武道館 
日本武道館の改築・改修による改変エリアは、敷地内の公

共用地や公園、運動場等であり、民家等は存在しない。 

5 皇居外苑 
皇居外苑の仮設施設による改変エリアは、現況では道路、

公園、運動場等となっており、民家等の移転は伴わない。 

6 東京国際フォーラム 
東京国際フォーラムにおける建設工事は、施設内における

設営等に留まるため、土地の改変はない。 

7 国技館 
国技館の仮設施設における改変エリアは公共用地となっ

ており、民家等の移転は伴わない。 

8 有明アリーナ 
有明アリーナの恒設・仮設施設による改変エリアは、現況

では大部分が未利用地となっており、民家等は存在しない。

9 有明ＢＭＸコース 
有明ＢＭＸコースの仮設施設による改変エリアは、現況で

は大部分が未利用地となっており、民家等は存在しない。 

10 有明ベロドローム 
有明ベロドロームの仮設施設による改変エリアは、現況で

は大部分が未利用地となっており、民家等は存在しない。 

11 有明体操競技場 
有明体操競技場の仮設施設による改変エリアは、現況では

大部分が未利用地となっており、民家等は存在しない。 

12 有明テニスの森 
有明テニスの森における改築・改修による改変エリアは、

敷地内の公園、運動場等であり、民家等は存在しない。 

13 お台場海浜公園 
お台場海浜公園の仮設施設による改変エリアは、敷地内の

屋外利用地や公園、運動場等であり、民家等は存在しない。

14 潮風公園 
潮風公園の仮設施設による改変エリアは、敷地内の公園、

運動場等であり、民家等は存在しない。 

15～16 東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂ
東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂにおける改変エリアは、

商業用地、屋外利用地等となっており、民家等は存在しない。

17 大井ホッケー競技場 
大井ホッケー競技場の恒設・仮設施設による改変エリア

は、敷地内の公園、運動場等であり、民家等は存在しない。

18 海の森クロスカントリーコース 
海の森クロスカントリーコースの仮設施設による改変エ

リアは、現時点で未利用地であるため、民家等は存在しない。

19 海の森水上競技場 
海の森水上競技場の恒設施設・仮設施設による改変エリア

は、現時点で未利用地であるため、民家等は存在しない。 

20 海の森マウンテンバイクコース 
海の森マウンテンバイクコースの仮設施設による改変エ

リアは、現時点で未利用地であるため、民家等は存在しない。
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表 5-21-3(2) 各会場の改変エリアにおける土地利用の現況 

会場№ 会場名 改変エリアにおける土地利用 

21 若洲オリンピックマリーナ 
若洲オリンピックマリーナの恒設・仮設施設による改変エ

リアは、敷地内の屋外利用地や公園、運動場等であるため、

民家等は存在しない。 

22 葛西臨海公園 
葛西臨海公園の恒設・仮設施設による改変エリアは、敷地

内の屋外利用地や公園、運動場等であるため、民家等は存在

しない。 

23～24 
夢の島ユース・プラザ・アリーナ

Ａ、Ｂ 

夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂの恒設施設による

改変エリアは敷地内の未利用地や公園、運動場等であるた

め、民家等は存在しない。 

なお、夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂの改変区域

には、現在、江東区の福祉施設である「夢の島いこいの家」

が含まれているが、同施設は建物の老朽化等に伴い、2020

年東京大会の開催によらず統廃合を検討している。 

25 夢の島公園 
夢の島公園の改築・改修による改変エリアは敷地内の公

園、運動場等であるため、民家等は存在しない。 

26 夢の島競技場 
夢の島競技場の仮設施設による改変エリアは、敷地内の公

園、運動場等であるため、民家等は存在しない。 

27～28 
オリンピックアクアティクスセンター 

ウォーターポロアリーナ 

オリンピックアクアティクスセンター、ウォーターポロア

リーナの恒設・仮設施設による改変エリアは、商業用地や公

園、運動場等であるため、民家等は存在しない。 

29 武蔵野の森総合スポーツ施設 
武蔵野の森総合スポーツ施設の恒設施設による改変エリ

アは敷地内の未利用地であるため、民家等は存在しない。 

30 東京スタジアム 
東京スタジアムにおける建設工事は、施設内におけるプレ

ハブ等の一時的な仮設に留まるため、土地の改変はない。 

31 武蔵野の森公園 
武蔵野の森公園の仮設施設による改変エリアは公園・運動

場や屋外利用地等であり民家等は存在しない。 

32 陸上自衛隊朝霞訓練場 
陸上自衛隊朝霞訓練場における建設工事は、施設内におけ

るプレハブ等の一時的な仮設に留まるため、土地の改変はな

い。 

33 霞ヶ関カンツリー倶楽部 
霞ヶ関カンツリー倶楽部の仮設施設による改変エリアは、

土地利用区分では山林・荒地等であり、民家等は存在しない。

34 札幌ドーム 
札幌ドームにおける建設工事は、施設内のプレハブ等の一

時的な仮設に留まるため、土地の改変はない。 

35 宮城スタジアム 
宮城スタジアムは既存の状況で使用するため、土地の改変

はない。 

36 埼玉スタジアム 2002 
埼玉スタジアム 2002 における建設工事は、施設内におけ

るプレハブ等の一時的な仮設に留まるため、土地の改変はな

い。 

37 横浜国際総合競技場 
横浜国際総合競技場おける建設工事は、施設内におけるプ

レハブ等の一時的な仮設に留まるため、土地の改変はない。

OV 選手村 

選手村の新設による改変エリアは、現況では未利用地や晴

海ふ頭公園や運動場等となっている。改変エリアの一部に民

家等が存在するが、オリンピックの開催に伴う強制退去等は

生じない。 

IBC/MPC 東京ビッグサイト（IBC/MPC） 
IBC/MPC の改築・改修による改変エリアは、主に屋外利用

地であり、民家等は存在しない。 
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②  ミティゲーション 

「1-5 立地の適地性」（p1-93）に整理しているように、2020 年東京大会では、1964 年東

京大会の競技施設をはじめとした既存施設の利用により土地の造成や改変を抑え、環境・

社会・経済への負荷を 小化するよう考慮されており、構想段階において戦略的に民家等

の移転をなくした立地計画としている。 

 

③  二次評価 

「②ミティゲーション」で示すように、2020 年東京大会では、既存施設の利用や未利用

地の積極的な有効利用により、土地の造成・改変を抑えた立地計画としている。一次評価

と同様、施設の建設による民家等の強制移転はないため、各会場の評価結果は、いずれも

「０」とした。 

 

 

(2) 評価結果の総括 

競技会場の整備計画による民家等の移転の有無について、大会計画及び現況の土地利用

状況をもとに評価を行った。 

2020 年東京大会では、1964 年東京大会の競技施設をはじめとした既存施設の利用により

土地の造成や改変を抑え、環境・社会・経済への負荷を 小化するよう考慮されており、

構想段階においてすべての会場において戦略的に民家等の強制移転をなくした立地計画と

している。 

各会場に対する移転の評価結果は表 5-21-4(p5-21-6)に示すとおりであり、いずれの会

場においても 2020 年東京大会の開催による民家等の強制移転を伴うことはないことから、

いずれの会場についても評価結果が「０」となる。 
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表 5-21-4  各会場に対する移転の評価結果総括表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※会場№は、表 1-3-37（p1-85～1-86）に示す会場№を表す。 

 

※評価点の目安は以下のとおりである。 

+2: 大きなプラスの影響 

+1: ある程度のプラスの影響 

0: 中立 

-1: ある程度のマイナスの影響 

-2: 大きなマイナスの影響 

－ : 予測評価の検討において対象外とした影響 

■ : 網掛けは非該当項目のため対象外とした影響 

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

1 オリンピックスタジアム(国立霞ヶ丘競技場) 0 0

2 東京体育館 0 0

3 国立代々木競技場 0 0

4 日本武道館 0 0

5 皇居外苑 0 0

6 東京国際フォーラム 0 0

7 国技館 0 0

8 有明アリーナ 0 0

9 有明ＢＭＸコース 0 0

10 有明ベロドローム 0 0

11 有明体操競技場 0 0

12 有明テニスの森 0 0

13 お台場海浜公園 0 0

14 潮風公園 0 0

15～16 東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂ 0 0

17 大井ホッケー競技場 0 0

18 海の森クロスカントリーコース 0 0

19 海の森水上競技場 0 0

20 海の森マウンテンバイクコース 0 0

21 若洲オリンピックマリーナ 0 0

22 葛西臨海公園 0 0

23～24 夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ 0 0

25 夢の島公園 0 0

26 夢の島競技場 0 0

27～28
オリンピックアクアティクスセンター
ウォーターポロアリーナ

0 0

29 武蔵野の森総合スポーツ施設 0 0

30 東京スタジアム 0 0

31 武蔵野の森公園 0 0

32 陸上自衛隊朝霞訓練場 0 0

33 霞ヶ関カンツリー倶楽部 0 0

34 札幌ドーム 0 0

35 宮城スタジアム 0 0

36 埼玉スタジアム2002 0 0

37 横浜国際総合競技場 0 0

OV 選手村 0 0

IBC/MPC 東京ビッグサイト(IBC/MPC) 0 0

開催中 開催後

会場 評価点(一次) 評価点(二次)

No. 名称

開催前 開催中 開催後 開催前
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1. 事業特性の把握 ～大会計画案の整理～ 

2. 環境影響要因の集出 

3. 環境影響評価の項目の選定 

4. 評価の目安 

 
 

5. 予測及び評価 

5-1  大気質 

5-2   

5-3   

5-4   

5-5   

5-6   

5-7   

5-8   

5-9   

5-10   

5-11   

5-12   

5-13   

5-14   

5-15   

5-16   

5-17   

5-18   

5-19   

5-20   

5-21   
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5-22  スポーツ活動 

5-22-1  現況 

(1) スポーツの力の活用 

スポーツは、個人の楽しみや生きがいの創出はもとより、教育や産業振興、福祉、医療な

ど、さまざまな分野の政策と相乗効果を発揮する力を持っている。 

近年、子供たちの気力や体力の低下が問題となっているが、スポーツに打ち込むことを通

じて、他者との相克にも耐え得る肉体と精神が鍛えられるとともに、友情やフェアプレーの

精神など、一生を支える心の糧を得ることができる。 

また、超高齢社会において、スポーツに親しみながら健やかな生活を送り、社会との絆を

得ることは、夢や希望を持って人生を送ることにつながる。 

東京都は、年齢やハンディキャップの有無を問わず、誰もが、いつでも、どこでも、そし

ていつまでもスポーツに取り組めることを目指し、国に先駆けて、スポーツの所管部門を一

元化した「スポーツ振興局」を平成 22 年度に設置した。関係団体や区市町村、地域などと連

携し、スポーツ施策の推進に取り組み、誰もがスポーツに親しむ「スポーツ都市東京」の実

現に取り組んでいる。 

 

(2) 国際レベルのスポーツ施設 

1)  都民のスポーツ活動の場 

①  公立のスポーツ施設 

東京都の都立スポーツ施設は表 5-22-1 に、都内のスポーツ施設は表 5-22-2 に示すとお

りである。８km 圏内区部別の施設数では、江東区及び河川敷に運動場がある大田区や江戸

川区で施設数が多く、各区部に多様なスポーツ施設が確保されている。 

都のスポーツ拠点となるハードの整備のみならず、誰もが生涯にわたりスポーツを楽し

むという文化の確立が重要であり、競技スポーツに限らず、都民が身近に身体を動かすこ

とができる場を整備することで、スポーツ実施率を向上させることができる。 

そのためには、スポーツ施設の整備とともに、歩くことが楽しくなる遊歩道や、安全に

通行できる自転車走行空間を拡充し、ランニングやウォーキングなど身近な場所で行うス

ポーツについて、安全に取り組むことができる環境整備を進めており、現在も公園に併設

した施設での野球やテニス、サッカーなど身近な環境を中心に利用されている。 

 

表 5-22-1（1）  都立スポーツ施設の状況 

 施設名 施設管理所所在地 施設 

０１ 東京都体育館 渋谷区千駄ヶ谷 1-17-1 

メインアリーナ、サブアリーナ、会議室、屋内プー

ル、トレーニングルーム、スタジオ、陸上競技場、

多目的コート 

０２ 
駒沢オリンピック公園

総合運動場 
世田谷区駒沢公園 1-1 

陸上競技場、補助競技場、第一球技場、第二球技場、

硬式野球場、軟式野球場、テニスコート、体育館、

屋内球技場、弓道場、トレーニングルーム 

０３ 東京武道館 足立区綾瀬 3-20-1 
大武道場、第一武道場、第二武道場、弓道場、トレ

ーニングルーム、大研修室、茶室 

０４ 東京都辰巳国際水泳場 江東区辰巳 2-8-10 メインプール、サブプール、ダイビングプール 
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表 5-22-1（2）  都立スポーツ施設の状況 

 公園名 公園管理所所在地 種目 

０１ 日比谷公園 千代田区日比谷公園１-6 テニス 

０２ 芝公園 港区芝公園 4-10-17 軟式野球、少年軟式野球、ソフトボール、テニス 

０３ 砧公園 世田谷区砧公園 1-1 軟式野球、少年軟式野球、ソフトボール、サッカー 

０４ 代々木公園 渋谷区代々木神園町 2-1 サッカー、ホッケー 

０５ 猿江恩賜公園 江東区毛利 2-13-7 軟式野球、少年軟式野球、ソフトボール、テニス 

０６ 亀戸中央公園 江東区亀戸 9-37-28 テニス 

０８ 木場公園 江東区平野 4-6-1 テニス 

０９ 祖師谷公園 
世田谷区上祖師谷

3-22-19 
テニス 

１５ 上野恩賜公園 台東区上野公園 5-20 軟式野球、少年軟式野球、ソフトボール 

１６ 東白鬚公園 墨田区堤通 2-2-1 少年軟式野球、ソフトボール、テニス 

１７ 浮間公園 板橋区舟渡 2-15-1 軟式野球、少年軟式野球、ソフトボール、テニス 

１８ 城北中央公園 練馬区氷川台 1-3-1 軟式野球、少年軟式野球、ソフトボール、テニス 

１９ 赤塚公園 板橋区高島平 3-1 軟式野球、少年軟式野球、ソフトボール、テニス 

２０ 東綾瀬公園 足立区東綾瀬 3-4 軟式野球、少年軟式野球、ソフトボール、テニス 

２１ 舎人公園 足立区舎人公園 1-1 軟式野球、少年軟式野球、ソフトボール、テニス 

２２ 篠崎公園Ａ 江戸川区上篠崎 1-25-1 軟式野球、少年軟式野球、ソフトボール、テニス 

２３ 篠崎公園Ｂ（鹿骨） 江戸川区上篠崎 4-5-1 軟式野球、少年軟式野球、ソフトボール 

２４ 大島小松川公園Ａ 
江東区大島 9-9 

少年軟式野球、ソフトボール、テニス、サッカー 

２６ 大島小松川公園Ｂ 少年軟式野球、ソフトボール 

２５ 汐入公園 荒川区南千住 8-13-1 テニス 

３５ 善福寺川緑地 杉並区成田西 1-30-27 軟式野球、少年軟式野球、ソフトボール、テニス 

３７ 光が丘公園 練馬区光が丘 4-1-1 軟式野球、少年軟式野球、ソフトボール、テニス 

３８ 石神井公園Ａ 練馬区石神井台 1-26-1 軟式野球、少年軟式野球、ソフトボール 

３６ 石神井公園Ｂ 練馬区石神井町 5-17 軟式野球、少年軟式野球、ソフトボール、テニス 

３９ 大泉中央公園 練馬区大泉学園町 9-4-3 軟式野球、少年軟式野球、ソフトボール 

４０ 井の頭恩賜公園 三鷹市下連雀 1-1-1 テニス 

４１ 武蔵野中央公園 武蔵野市八幡町 2-4-22 テニス 

４２ 小金井公園 武蔵野市桜堤 3-21-1 軟式野球、少年軟式野球、ソフトボール、テニス 

４３ 武蔵野公園 府中市多磨町 2-24-1 軟式野球、少年軟式野球、ソフトボール 

４４ 野川公園 三鷹市大沢 6-4-1 テニス 

４５ 府中の森公園 府中市浅間町 1-3-1 
少年軟式野球、ソフトボール、テニス、サッカー、

ホッケー、ラグビー 

４６ 東大和南公園 東大和市桜が丘 2-106-2 軟式野球、少年軟式野球、ソフトボール、テニス 

４７ 陵南公園 八王子市長房町 1369 軟式野球、少年軟式野球、ソフトボール 

４９ 小山田緑地 町田市下小山田町 361-10 少年軟式野球、ソフトボール 

６１ 大井ふ頭中央海浜公園 品川区八潮 4-1-19 軟式野球、少年軟式野球、ソフトボール、テニス 

６２ 有明テニスの森公園 江東区有明 2-2-22 テニス 

出典：「都立公園のスポーツ施設 利用案内」（平成 24 年 3 月、東京都スポーツ施設予約センター） 
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表 5-22-2  都内のスポーツ施設の状況 

区
部 

陸
上
競
技
場 

硬
式
野
球
場 

軟
式
野
球
場 

少
年
野
球
場 

球
技
場 

庭
球
場 

体
育
館
・
体
育
室 

卓
球
場 

多
目
的
運
動
広
場 

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
場 

屋
外
プ
ー
ル 

屋
内
プ
ー
ル 

柔
道
場
・
剣
道
場 

弓
道
場 

ア
ー
チ
ェ
リ
ー
場 

ア
イ
ス
ス
ケ
ー
ト
場 

サ
イ
ク
リ
ン
グ
コ
ー
ス 

ラ
ン
ニ
ン
グ
コ
ー
ス 

ゴ
ル
フ
場 

ヨ
ッ
ト
場 

総
計 

千代田区 0 0 1 0 0 2 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 10 

中央区 0 0 1 0 0 1 2 2 2 2 0 2 2 1 1 0 0 1 1 0 18 

港区 0 0 3 1 1 5 1 1 4 1 1 1 2 3 0 0 0 2 0 0 26 

新宿区 1 0 2 1 0 4 5 0 0 2 0 3 2 1 1 0 0 0 0 0 22 

文京区 0 0 0 1 0 2 2 2 2 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 17 

台東区 1 0 2 1 0 2 2 1 0 2 1 2 1 1  0 0 0 0 0 16 

墨田区  0 2 4 1 7 3  2 3 0 3 1 1 1 0 0 1 0 0 29 

江東区 2 1 4 3 3 12 7 0 2 8 1 7 3 2 1 0 2 0 2 1 61 

品川区 1 0 7  1 5 7 2 3 3 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 34 

目黒区 0 0 1 0 0 4 5 1 0 4 1 2 1 1 1 0 0 1 0 0 22 

大田区 0 2 9 5 3 6 2 0 3 1 3 4 0 2 1 0  1 0 0 42 

渋谷区 2 0 0 1 2 2 11 1 1 4 1 5 1 1 0 0 1 0 0 0 33 

江戸川区 1 1 9 10 7 7 2 2 4 4 3 4 2 1 2 1 0 2 0 0 62 

総計 8 4 41 27 18 59 50 13 23 37 12 37 20 18 8 1 3 8 4 1 392 

出典：「スポーツ施設検索」（スポーツ TOKYO インフォメーションホームページ）より作成 

（http://www.sports-tokyo.info/sti/search/ja/SportsFacilitiesInformationSearch.jsp） 

 

 

②  四大スポーツクラスター等の整備 

大規模スポーツ施設を中心とした様々な施設の集積（スポーツクラスター）により、集

客力の高い、賑わいあふれるエリアを生み出し、スポーツ振興とともに、活力あるまちの

再生を実現することができる。東京都は、次の 4 地区を四大スポーツクラスターと位置づ

け、「2020 年オリンピック・パラリンピック競技大会」及び、「スポーツ祭東京２０１３1」

の開催に向け、整備を進めている。 

「スポーツ祭東京２０１３」を契機として、誰もが、いつでも、どこでも、そしていつ

までも身体を動かしたくなるスポーツ環境の整備が進められており、会場となる区市町村

のスポーツ施設の新設・改修をはじめとして、実施競技の啓発活動、リハーサル大会の運

営など、大会の円滑な実施に向けた区市町村の取組を支援している。 

                             
1 平成 25 年に東京都が「第 68 回国民体育大会」と「第 13 回全国障害者スポーツ大会」を一つの祭典として

開催するスポーツの大会。東京都における国民体育大会（国体）の開催は、冬季大会が平成 17 年の第 60 回

大会以来、8 年ぶり 2 回目、本大会が昭和 34 年の第 14 回大会以来、54 年ぶり 3 回目、全国障害者スポーツ

大会は初めての開催となる。多摩、島しょ地域を中心に都内全域で開催する。 
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◆神宮地区 

昭和 39 年の東京オリンピックにおけるメイン会場であった神宮地区一帯は、秩父宮ラグ

ビー場など多くのスポーツ施設を有する。国立霞ヶ丘競技場の国による建替えにより、「2020

年オリンピック・パラリンピック競技大会」では、再びメインスタジアムとなることが期待

されている。 

◆駒沢地区 

東京オリンピックのレガシー（遺産）を受け継ぐ駒沢オリンピック公園総合運動場がある。

「スポーツ祭東京２０１３」の開催に合わせて施設を改修し、ユニバーサルデザインなど各

施設の機能向上を図ることで、都のスポーツ振興拠点として更に重要な役割を担う。 

◆武蔵野の森地区 

平成 25 年開催の「スポーツ祭東京２０１３」のメイン会場である味の素スタジアムに隣

接する都有地に、補助競技場や国際大会が開催できるメインアリーナ等の施設群を整備し、

多摩地域のスポーツ振興拠点を形成する。 

◆臨海地区 

有明コロシアムをはじめ、東京辰巳国際水泳場やお台場ランニングコースなど、臨海地区

には多くのスポーツ施設が集積している。臨海副都心の発展に合わせてスポーツ施設を充実

し、一大クラスターを形成していく。 

 

出典：「2020 年の東京～大震災を乗り越え、日本の再生を牽引する～」（平成 23 年 12 月、東京都） 

図 5-22-1 四大スポーツクラスターの整備 

 

2)  東京におけるスポーツ資源 

東京を本拠地・開催地としている主なプロ・企業スポーツは表 5-22-3 に示すとおりで

ある。プロスポーツ・企業スポーツについて数多くのチームが東京を本拠地としており、

これらのチームによる国内トップレベルの競技が開催されている。このように東京は、年

間を通じて様々な形で多彩なスポーツに触れ合う機会に恵まれ、貴重なスポーツ資源を有

している。 
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また、国際都市としての強みを生かして、東京を舞台とした多様な種目の国際スポーツ

大会が開催されている。また、相撲や剣道等の伝統的な国内スポーツについても、近年海

外公演・海外大会が盛んに行われており、スポーツが国際交流や日本文化の発信の機会と

なっている（表 5-22-4）。 

 

表 5-22-3  東京を本拠地・開催地とする主なスポーツ 

○プロスポーツ 

相撲（日本相撲協会） ・両国国技館にて 1 月場所・5 月場所・9 月場所を開催 

野球（日本野球機構） ・読売ジャイアンツ（ホームスタジアム：東京ドーム） 

・東京ヤクルトスワローズ（ホームスタジアム：明治神宮球場） 

サッカー（J リーグ） ・ＦＣ東京（ホームスタジアム：味の素スタジアム） 

・東京ヴェルディ（ホームスタジアム：味の素スタジアム） 

バスケットボール（ｂｊリーグ） ・東京アパッチ 

○企業スポーツ 

日本女子サッカーリーグ ・日テレ・ベレーザ 

日本バスケットボールリーグ ・トヨタ自動車アルバルク ・日立サンロッカーズ 

バスケットボール女子日本リーグ ・日本航空ＪＡＬラビッツ ・エバラヴィッキーズ 

・ビッグブルー東京 

ジャパンラグビートップリーグ ・横河武蔵野アトラスターズ ・サントリーサンゴリアス 

・東芝ブレイブルーバス ・日本ＩＢＭブックブルー 

・クボタスピアーズ 

Ｖリーグ ・ＮＥＣブルーロケッツ（男子） 

・ＮＥＣレッドロケッツ（女子） 
 

○東京で行われる主なスポーツ大会 

マラソン ・東京マラソン  ・東京・荒川市民マラソン 

・青梅マラソン 

社会人野球 ・都市対抗野球大会 

ゴルフ ・ゴルフ日本シリーズＪＴカップ 

主な学生スポーツ大会・ジュニア大

会 

・全国日本少年サッカー大会決勝大会（準決勝、決勝） 

・全国高校サッカー選手権大会 

・全国高等学校バスケットボール選抜優勝大会 

・全国高等学校バレーボール選抜優勝大会 

・箱根駅伝 

・全日本大学野球選手権大会 

・明治神宮野球大会 

・全国大学ラグビーフットボール選手権大会（準決勝、決勝） 

・全日本大学サッカー選手権大会 
  

 

注：チーム名・団体名などは 2008 年 5 月現在 

出典：「東京都スポーツ振興基本計画～スポーツが都市を躍動させる」（平成 20 年 7 月、東京都）より作成 
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表 5-22-4  東京で行われる国際スポーツ大会等 

○東京で行われる主な国際スポーツ大会 

テニス ・AIG JAPAN OPEN TENNIS CHAMPIONSHIPS 

・フェドカップ（ワールドカップⅡ） 

バレーボール ・ワールドリーグ男子バレーボール大会 

・ワールドグランプリ女子バレーボール大会 

・バレーボール世界選手権 

・ＦＩＶＢワールドカップ 

新体操 ・イオンカップ世界新体操クラブ選手権 

フィギアスケート ・世界フィギアスケート選手権 

ヨット ・ジュニアヨット国際親善レガッタ 

柔道 ・嘉納治五郎杯東京国際柔道大会 

バドミントン ・ヨネックス トマス杯・ユーバー杯バドミントン選手権 

・ヨネックスオープンジャパン 

空手道 ・糸東流空手道世界選手権 

・世界空手道選手権 

ダンススポーツ ・ジャパンオープンダンス選手権 

・ワールドスーパーシリーズアジアオープンダンス選手権 

・東京インターナショナルオープン選手権 

エアロビクス ・スズキワールドカップ世界エアロビック選手権 

チアリーディング ・アジアインターナショナルオープンチャンピオンシップ 

・チアリーディング世界選手権 
 

○国内スポーツの海外公演・海外大会等 

相撲 ・ 海外巡業（2007 年 6 月ハワイ巡業、2008 年 6 月ロサンゼル

ス巡業、2008 年 8 月モンゴル巡業） 

・ 海外公演（2005 年ラスベガス公演） 

剣道 ・ 世界剣道選手権大会（2006 年台北大会） 

  
 

注：平成 17～19 年度の東京都後援分 

出典：「東京都スポーツ振興基本計画～スポーツが都市を躍動させる」（平成 20 年 7 月、東京都）より作成 
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(3) スポーツ活動への貢献 

1)  東京都民のスポーツ実施状況 

東京都が実施した「スポーツ・運動と保健医療に関する世論調査（平成 23 年）」による

と、過去１年間にスポーツ・運動を行った日数は、「週３日以上（年 151 日以上）」が 27％

で最も多く、週に１日以上と答えた人の割合は合計で 62.2％であった（図 5-22-2）。 

スポーツ・運動を「週に１日以上実施」した人について、年齢別に平成 21 年調査と比較

すると、いずれの世代も増加しており、50 代以上では 50％を超えている（図 5-22-3）。 

 

 
出典：「スポーツ・運動と保健医療に関する世論調査(平成 23年 10月調査)」（平成 24年 2月、東京都生活文化局） 

図 5-22-2 都民の過去 1 年間に行ったスポーツ・運動の日数 

 

 
出典：「スポーツ・運動と保健医療に関する世論調査(平成 23年 10月調査)」（平成 24年 2月、東京都生活文化局） 

図 5-22-3 都民のスポーツ・運動を「週に 1 日以上実施」した人の割合 
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過去１年間に行ったスポーツや運動の種目としては、「ウォーキング、散歩（散策、ペッ

トの散歩などを含む）」が約 57％で最も多く、平成 21 年調査と比較して 4 ポイント増加し

ている（図 5-22-4）。種目分類でみると、「比較的軽いスポーツのみ」が約 37％で最も多

く、「スポーツや運動はしなかった」は約 21％であった（図 5-22-5）。 

また、スポーツ・運動を行わなかった理由としては、「仕事や家事・育児が忙しくて時間

がないから」が最も多く、次いで「年をとったから」、「機会がなかったから」、「体が弱い

から」の順となっている（図 5-22-6）。 

 

出典：「スポーツ・運動と保健医療に関する世論調査(平成 23年 10月調査)」（平成 24年 2月、東京都生活文化局） 

図 5-22-4 都民の過去 1 年間に行ったスポーツ・運動の実施状況（上位 10 種目） 

 

 

 
注：比較的軽いスポーツとは、ウォーキングやランニング、軽い球技や水泳、ダンスや体操、ボウリングやゲート

ボールなどである。 

比較的広域にわたるスポーツとは、サイクリングやスケートボード、ハイキングや登山、釣りや海水浴、サー

フィン、ゴルフ、スキーなど、野外など自然の中で実施されることの多いスポーツである。 

競技的スポーツとは、野球、テニス、サッカー、バレーボール、陸上や水泳競技、武道、格闘技などである。 

出典：「スポーツ・運動と保健医療に関する世論調査(平成 23年 10月調査)」（平成 24年 2月、東京都生活文化局） 

図 5-22-5 都民の過去 1 年間に行ったスポーツ・運動の種目分類 
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注：ｎ（Ｎumber of cases の略）は、質問に対する回答者数で、比率算出の基数を示す。 

Ｍ.Ｔ.（Multiple Total の略）は、複数回答を求める質問の場合に、回答の合計を回答者数(ｎ)で割った比率

で、通常 100％を超える。 

出典：「スポーツ・運動と保健医療に関する世論調査(平成 23年 10月調査)」（平成 24年 2月、東京都生活文化局） 

図 5-22-6 都民のスポーツ・運動を行わなかった理由 

 

 

このように、世論調査結果から、東京マラソンに象徴されるランニングやウォーキング、

サイクリングに取り組む人が増えた一方で、「忙しい」「機会がない」ことを理由にスポー

ツ・運動を行わなかったとの回答が多いことや、年代別に見ると 20 代から 30 代でスポー

ツの実施率が低い傾向が見られる。 

スポーツを生活の中に浸透させることは、個人の健康と生きがいや豊かな社会づくりに

大きく寄与することから、年齢や性別、ハンディキャップの有無を問わず、誰もが、いつ

でも、どこでも、そしていつまでもスポーツに取り組める環境の創出が重要と考えられる。 

 

 

2)  東京都における地域スポーツクラブの設立状況 

東京都には、平成 24 年 5 月現在、都内 42 区市町村に 108 の地域スポーツクラブ2が設立

している。地域スポーツクラブの設立状況の推移は図 5-22-7 に示すとおりであり、平成

19 年頃からは毎年 10 件前後のクラブが設立している。 

このような地域スポーツクラブへの加入意向については、「既に加入している（約２％）」

と「加入したいと思う（約 27％）」を合わせると約 30％であった（図 5-22-8）。 

また、地域におけるスポーツ振興に期待する効果としては、「高齢者の生きがいづくり（約

                             
2 地域スポーツクラブとは、地域住民が主体的に運営し、誰もが、いつでも、どこでも、そしていつまでも

スポーツを楽しむことができる日常的なスポーツ活動の場 
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40％）」や「子供の体力つくり（約 37％）」が多く、子供から高齢者まで世代を問わず、ス

ポーツ振興の効果が期待されている。 

次いで、「親子や家族の交流（約 34％）」、「地域のコミュニティの形成・活性化（約 32％）」、

「余暇時間の有効利用（約 31％）」への期待も高かった（図 5-22-9）。 

この他、文部科学省による「総合型地域スポーツクラブの設立効果等に関する調査研究」

（平成 23 年 3 月、(株)野村総合研究所）によると、このような地域におけるスポーツクラ

ブの設立によって、就学前の児童から現役世代、高齢者に至るまで、地域住民はスポーツ

を身近なものと捉えるようになり、地域におけるスポーツ参加人口の裾野が拡大するとと

もに、地域住民にスポーツ機会を提供するという効果をもたらしていると分析している。  

 

東京都は、引き続き、気軽にスポーツを楽しむことができる地域スポーツクラブの全区

市町村への設置促進や、都民が参加しやすいスポーツイベントの拡充など、地域スポーツ

の活性化を図っている。 

 

 

 
出典：「2020 年の東京～大震災を乗り越え、日本の再生を牽引する～」（平成 23 年 12 月、東京都） 

図 5-22-7 東京都における地域スポーツクラブの設立状況の推移 

 

 

 
出典：「スポーツ・運動に関する世論調査(平成 21年 6月調査)」（平成 21年 10月、東京都生活文化スポーツ局） 

図 5-22-8 東京都における地域スポーツクラブへの加入意向 
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注：ｎ（Ｎumber of cases の略）は、質問に対する回答者数で、比率算出の基数を示す。 

Ｍ.Ｔ.（Multiple Total の略）は、複数回答を求める質問の場合に、回答の合計を回答者数(ｎ)で割った比率

で、通常 100％を超える。 

出典：「スポーツ・運動に関する世論調査(平成 21年 6月調査)」（平成 21年 10月、東京都生活文化スポーツ局） 

図 5-22-9 都民の地域におけるスポーツ振興に期待する効果 

 

 

3)  スポーツイベントによるスポーツ活動の促進 

①  都民の身近で気軽に参加できるスポーツイベント 

東京都では、スポーツ情報ポータルサイトとして「スポーツ TOKYO インフォメーション」

を整備している。都内スポーツ施設の検索や都内で行われるスポーツ大会やイベント・教

室情報の他、障害者スポーツ、地域スポーツクラブ、スポーツボランティアに関する情報

などを掲載している。 

都立体育施設の指定管理者である東京都スポーツ文化事業団は、子どもから高齢者まで、

障がいの有無や体力の程度にかかわらず、だれもが生涯を通じてスポーツに親しみ、スポ

ーツを楽しむことができるよう、東京都の 3 つの体育施設（東京体育館、東京武道館、駒

沢オリンピック公園総合運動場）と東京都広域スポーツセンターにおいて、それぞれの施

設の特性を活かしたさまざまなスポーツ事業を実施している。 

平成 24 年度の実施状況は表 5-22-5(5-22-12)に示すとおりである。 

これらのスポーツ事業は、「スマイルスポーツ」の愛称で紹介され、インターネット上の

予約サイトなどから気軽に参加できる仕組みにより、地域スポーツの振興・普及を図って

いる。 
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表 5-22-5 平成 24 年度スポーツ事業内容 

開催施設 プログラム内容例 

東京体育館 ・子どもの体力向上をめざす「子どもスポーツ成功体験プログラム」、

「親子で楽しむチャレンジスポーツ」など 

・働く世代のスポーツ振興に寄与する「スポーツ習慣化実践セミナ

ー」、「フィジカルトレーニングセミナー」など 

・新たなスポーツ人口の拡大に寄与する「トップレベルスポーツ観戦

事業」 

駒沢オリンピッ

ク公園総合運動

場 

・子どもの体力向上をめざす「ツリークライミング体操」、「駒沢キッ

ズレスリングデー」など 

・働く世代のスポーツ振興に寄与する「女性バレーボール交流会」 

・体育の日を記念するイベント「スポーツ博覧会東京 2012」 

・障がい者のスポーツ振興に寄与する「障がい者サッカークリニッ

ク」、「障がい者指導のための指導者講習会」 

東京武道館 ・子どもの体力向上をめざす「青少年広域武道稽古」、「武道系合同稽

古」など 

・働く世代のスポーツ振興に寄与する「柔道広域合同稽古」、「女性バ

レーボール交流会」 

・新たなスポーツ人口の拡大に寄与する「トップレベルスポーツ観戦

事業」 

その他 ・サッカーがより一層好きになる「第 10 回ジュニアサッカーフェス

ティバル in 味の素スタジアム」 

・島しょ地区の生涯学習を推進する「プロ棋士による将棋教室」 

出典：公益財団法人 東京都スポーツ文化事業団ホームページより作成 

 

②  大規模スポーツ大会の開催によるスポーツ活動への貢献 

日本人は大規模なスポーツイベントを好み、それに参加したいという内に秘めた願望と

情熱が共存する国民性がある。これまで日本で開催された数多くの大型スポーツイベント

を支えてきた実績とその成功は、こうした日本人の国民性を如実に物語っている。 

ロンドンオリンピック直後の 2012年 8月 20日

に、東京・銀座の中央通り（銀座通り口～銀座八

丁目の約１キロ）で、午前 11 時から 20 分間、計

7台の車両でメダリスト達のパレードが行われた。

金メダリスト 7 人を含む総勢 71 人のメダリスト

が参加し、平日にもかかわらず 50 万人という大

観衆が沿道に詰め掛けた。スポーツやアスリート、

そしてオリンピックに対する関心が非常に高い

ことを表している。 

 

平成 19 年より開催している「東京マラソン」は、全国からの申込みが増加し、国民的な

一大イベントに成長した。平成 23 年度の東京マラソン 2011 では、定員 35,000 人に対し、

335,000 人の参加申し込みがあった（図 5-22-10）。さらに、平成 22 年に、市民参加型大
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規模レースとしては日本唯一のゴールドラベル3に格付けされ、世界トップレベルのマラソ

ン大会となった。また、ボランティアやチャリティー活動の側面からみても、日本を代表

するスポーツイベントへと成長している。 

 

出典：「2020 年の東京～大震災を乗り越え、日本の再生を牽引する～」（平成 23 年 12 月、東京都） 

図 5-22-10 東京マラソン申込者数・倍率の推移 

 

その他、東京 2009 アジアユースパラゲームズや、世界柔道選手権（平成 22 年度）、世界

体操競技選手権（平成 23 年度）など、国際大会を誘致・開催している。 

また、東京都は 2016 年オリンピック・パラリンピック招致に挑戦した。その活動で得た

財産を梃子に、2010 年 7 月、国に先駆けてスポーツ施策を一元化して行う「スポーツ振興

局」を設置し、新たなスポーツ振興施策を展開している。さらに、障害者スポーツのある

べき姿や方向性を指し示す指針として 2012 年に「東京都障害者スポーツ振興計画」を策定

した。その先駆的な取組として、2013 年には、国民体育大会及び全国障害者スポーツ大会

をひとつのスポーツの祭典「スポーツ祭東京２０１３」として開催し、東京を舞台にスポ

ーツを通じて障害のある人とない人の連帯の輪を全国に広げ、ともに経験を分かち合う機

会としている。 

多くの集客と経済面等でのさまざまな効果を生む大規模スポーツ大会の開催は、都民の

スポーツに対する関心を高めることが期待されるほか、多くの集客により、まちに賑わい

を与え、活気あふれる東京を生み出す原動力となる。 

今後も大規模なスポーツ大会が開催できる環境を整え、継続して招致することは、「スポ

ーツ都市東京」の魅力を世界に発信していくことにつながる。 

 

＜今後東京で開催される予定の主な大規模スポーツ大会＞ 

 
                             
3 国際陸上競技連盟（IAAF）が世界の主要ロードレースを格付けするラベリング制度の最高位。競技者の招

聘やテレビ放映等の要件を満たすことが必要 
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過去においても、2002 年 FIFA ワールドカップ TMの会場となった各自治体へのアンケー

トによると、スポーツ活動への貢献に関する評価結果は表 5-22-6 (p5-22-14)に示すとお

りである。大会の開催を契機として、スポーツ施設の充実や実施環境が整備され、住民が

スポーツに積極的に参加するようになったと評価されている。 

このように、スポーツイベントの実施が、スポーツ活動の活性化や参加者の増加等のき

っかけとなることが期待できる。 

 

表 5-22-6 2002年 FIFAワールドカップ TMにおけるスポーツ活動への貢献に関する各自治体の評価 

評価項目 地域スポーツの活性化 スポーツ参加率の上昇 スポーツイベント運営ノウハ

ウの獲得 

大会を契機として新たなスポ
ーツイベント等を開催するよ
うになり、住民がスポーツに
積極的に参加するようになっ
たこと 

大会を契機としてスポーツを
する住民が大会以前よりも増
加したこと 

各種スポーツイベントの運営
に必要なノウハウが大会を通
して共有され、今後他のスポ
ーツイベントに活かしていく
状態ができていること 

札幌市 ☆☆☆ － － 

宮城県 ☆☆☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ 

茨城県 ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ 

埼玉県 ☆☆☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ 

横浜市 ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ 

新潟市 ☆☆☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ 

静岡県 ☆☆☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ 

大阪市 ☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ 

神戸市 ☆☆☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆☆ 

大分県 ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ 

 

評価項目 スタジアム等スポーツ施設の

充実 

スタジアム等スポーツ施設利

用の活発化 

開催会場となるスタジアムの
整備・建設を実施したこと。
またスタジアム周辺の大会に
必要なスポーツ施設を整備・
建設したこと 

競技施設を活用したスポーツ
イベントの実施やスポーツレ
クリェーション環境の整備等
により住民が積極的にスポー
ツ施設を利用していること 

札幌市 ☆☆☆ － 

宮城県 ☆☆☆☆ ☆☆☆☆ 

茨城県 ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ 

埼玉県 ☆☆☆☆ ☆☆☆☆ 

横浜市 ☆☆☆ ☆☆☆ 

新潟市 ☆☆☆☆ ☆☆☆☆ 

静岡県 ☆☆☆☆ ☆☆☆☆ 

大阪市 ☆☆ ☆☆☆ 

神戸市 ☆☆☆☆ ☆☆☆☆ 

大分県 ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ 

出典：「Ｗ杯開催の事後検証」（2004 年 2 月、(独)経済産業研究所） 

 

 

※「☆」は 5 段階評価における

評価点を示す 
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③  アスリートの育成支援による競技力向上 

平成 23 年夏のＦＩＦＡ女子ワールドカップにおける「なでしこジャパン」の初優勝は、

東日本大震災後の日本国民に、大きな感動や自信、希望をもたらすなど、改めて「スポー

ツの力」を証明することとなった。こうした国際競技大会におけるトップアスリートの活

躍は、スポーツ人口のすそ野拡大や将来のトップアスリート候補の成長につながる。 

世界の舞台で活躍できるアスリート候補の早期発掘とジュニア期からの一貫した育成を

推進し、今後は競技団体など関係機関と連携し、大規模大会で活躍した東京育ちのアスリ

ートを地域のスポーツ指導者等として迎え、その経験と能力を地域スポーツの振興に還元

する仕組みである「東京アスリート・サイクル」の形成に取り組んでいる。 

 
出典：「2020 年の東京～大震災を乗り越え、日本の再生を牽引する～」（平成 23 年 12 月、東京都） 

図 5-22-11  東京アスリート・サイクルの形成 

 

(4) スポーツ活動に関する現況のまとめ 

スポーツは、個人の楽しみや生きがいの創出はもとより、教育や産業振興、福祉、医療

など、さまざまな分野の政策と相乗効果を発揮する力を持っている。 

近年問題となっている子供たちの気力や体力の低下に対しても、スポーツに打ち込むこ

とを通じて、肉体と精神が鍛えられるとともに、友情やフェアプレーの精神など、一生を

支える心の糧を得ることができる。また、超高齢社会において、スポーツに親しみながら

健やかな生活を送り、社会との絆を得ることは、夢や希望を持って人生を送ることにつな

がる。 

国際レベルのスポーツ施設については、東京都には 1964 年東京大会の際に使用され、現

在も各種スポーツ活動の核となる東京体育館、国立霞ヶ丘競技場、国立代々木競技場、日

本武道館などがあるものの、都立施設を含め、設置後相当年数を経過しており、大規模な

スポーツ大会の開催に備えた施設整備が求められている。 

また、東京都の世論調査結果から、東京マラソンに象徴されるランニングやウォーキン

グ、サイクリングに取り組む人が増え、公園や遊歩道がスポーツの場としても再認識され

ていることが明らかとなった。一方で、「忙しい」「機会がない」ことを理由にスポーツ・

運動を行わなかったとの回答が多いことや、20 代から 30 代でスポーツの実施率が低い傾

向が見られている。このため、今まで運動をしていなかった住民へのきっかけづくりや、

住民の誰もがいつでも気軽に世代を超えて、多種目のスポーツを楽しむことができる仕組

みづくりが求められている。 

このようなスポーツの力をより一層活用していくために、東京都は国際レベルのスポー

ツ施設の充足や地域スポーツクラブの設置、誰もが身近で気軽に参加できるスポーツイベ

ントによるスポーツ活動の促進に取り組んでいる。 

地域スポーツクラブ 

学校 
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5-22-2  予測評価（全体計画） 

(1) 評価の指標及び目安 

スポーツ活動の全体計画の検討における評価の指標及び目安は、表 5-22-7 に示すとおり

である。 

表 5-22-7  評価の指標及び目安（全体計画） 

評価の指標 評価の基準 
評価の目安 

－２ －１ ０ ＋１ ＋２ 

国際レベルの

スポーツ施設

の充足度 

国際水準の

スポーツ施

設の充足度

向上の有無 

－ 

国際水準ス

ポーツ施設

の消滅 

現況と変わ

らない 

施設の充足

度向上 
－ 

スポーツ活動

への貢献 

地域スポー

ツ団体の育

成 の 有 無

（スポーツ

活動参加者

の増減） 

－ 

団体数又は

スポーツ活

動 参 加 者 

減 

現況と変わ

らない 

団体数又は

スポーツ活

動 参 加 者 

増 
－ 

 

 

(2) 予測評価の方法 

(ｲ) 国際レベルのスポーツ施設の充足度 

国際レベルのスポーツ施設の充足度の予測評価の方法は表 5-22-8 に示すとおりである。 

 

表 5-22-8 予測評価方法（全体計画） 

予測評価の時期 予測評価の方法 

開催中 
施設の存在に

よる影響 

国際水準のスポーツ施設の充足度向上の有無について、これま

でに実施された大規模スポーツ大会におけるスポーツ施設整備

の実績や東京都のスポーツ振興基本計画等の情報を基に定性的

に評価した。 
開催後 

後利用による

影響 

 

(ﾛ) スポーツ活動への貢献 

スポーツ活動への貢献の予測評価の方法は表 5-22-9 に示すとおりである。 

 

表 5-22-9 予測評価方法（全体計画） 

予測評価の時期 予測評価の方法 

開催前 
招致・PR 活動等

による影響 

地域スポーツ団体の育成の有無（スポーツ活動参加者の増減）

について、東京都の世論調査結果、これまでに実施された大規模

スポーツ大会における地域スポーツ振興の実績及び東京都のス

ポーツ振興基本計画等の情報を基に定性的に評価した。 
開催中 

競技の実施に

よる影響 

開催後 
後利用による

影響 
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(3) 予測評価の結果 

1)  開催前（招致・PR 活動によるスポーツ活動への貢献に関する影響） 

①  一次評価 

スポーツ活動は、地域スポーツ団体の育成や、スポーツ活動参加者を増加させるための

施策を実施しなければ、現況と変わらないと予測されるため、全体計画の評価結果は「０」

とした。 

 

②  ミティゲーション 

2020 年東京大会は 2012 年ロンドン大会の「スクール・ゲーム・プログラム」及び 2016

年リオ大会に引き続き国際的なスポーツ活動のレガシーを築く。 

その他のイベント活動により、東京都スポーツ振興局（2010 年設置）が行うスポーツ全

般の振興、また、教育部門と連携した若者のスポーツ振興を推進する取組を補完する。こ

れらの活動には以下のものが含まれる。 

 

○「スポーツ祭東京２０１３」などのスポーツイベントを開催する。この大会は日本の

各都道府県から２７，０００人以上の選手と役員が参加し、一般のスポーツ大会と障

害者のスポーツ大会をひとつのイベントとしてとらえ開催する。 

○２０１８年まで、すでに２０１１年に開催した世界体操競技選手権大会や FIVB バレー

ボール世界選手権のような国際大会を実施する。 

○６月２３日に開催される「オリンピックデイ」の祝祭を、JOC 主催による芸術とスポ

ーツを融合したイベントを通じて盛り上げる。 

○毎年 10 月 10 日には１９６４年大会の開会式の日を記念した「スポーツフレンドシッ

プデイ」を開催する。 

○日本では、独立行政法人国際協力機構（JICA）のボランティア事業を通じて、開発途

上国にスポーツ指導・普及の分野でボランティアを派遣している。これらのボランテ

ィアのトレーニングを受けた約 60 名の選手が、2000 年シドニー大会から 2012 年ロン

ドン大会までの 4 つのオリンピック大会に参加した。日本ではこうしたボランティア

を派遣することによって、開発途上国における若者の健全な成長に対する貢献を今後

も継続していく。 

○日本であまり注目されない夏季オリンピック競技のため、2020 年東京大会では国内外

の各スポーツ連盟と緊密に協力して、研修プログラムを充実させていく。2016 年リオ

デジャネイロ大会は重要な視察の場であるとともに、サポートが不十分なスポーツの

実施についてボランティアを含め要員に多くを学んでもらうインターンシップの機会

にもなる。 

 

また、東京都の取組として、平成 20 年 7 月に「スポーツ都市東京」を目指して新たなス

ポーツ振興基本計画を策定した。この計画では、都民の誰もがいつでも、どこでも、いつ

までも、それぞれの年齢や技術・興味・目的に応じてスポーツを楽しむことができる社会、

「スポーツ・フォア・オール」の実現を目指し、誰もが身近にスポーツを楽しめる環境の

整備やトップアスリートの養成など、多角的な施策展開を図ってきた。 

その後、平成 32 年度までを計画期間とする新たな長期ビジョン「２０２０年の東京」を

策定し、オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を目指す 2020 年の東京の姿と、そ
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れに向けた政策展開を明らかにした。 

スポーツ分野については、「誰もがスポーツに親しみ、子供たちに夢を与える社会を創る」

という目標を掲げ、アスリートの活躍により、子供たちに希望を与えるとともに、スポー

ツの力により、人々が健康に過ごし、生きがいを感じることができる、活気に満ちた都市

を実現するという政策の方向性を示している。この目標達成に向け、今後 10 年間で戦略的

に展開していく取組として、「四大スポーツクラスタープロジェクト」を位置づけている。 

その他、2020 年オリンピック・パラリンピック競技大会の開催や「スポーツ祭東京２０

１３」など大規模スポーツ大会の連続開催を実現させ、誰もが、いつでも、どこでも、そ

していつまでも身体を動かしたくなるスポーツ環境を創出するとしている。また、アスリ

ートの「発掘 ⇒ 育成 ⇒ 強化 ⇒ 活躍 ⇒ 地域スポーツへの貢献」という「東京アスリ

ート・サイクル」を形成し、スポーツとともに活力あるまちの実現を目指している。 

また、3 か年のアクションプランである「実行プログラム２０１２」では、トップアス

リートの育成と、誰もがいつまでもスポーツに親しめる環境を実現するための施策を展開

している。 

具体的には、3 年後の到達目標として、①2020 年オリンピック・パラリンピック競技大

会の招致、②スポーツ祭東京 2013 を契機にスポーツに親しむ機運を醸成、③週に 1 回以上

スポーツをする成人の割合を 6 割以上に向上（平成 28 年度）を設定している。 

スポーツ活動への貢献に関するミティゲーションの内容は、表 5-22-10(p5-22-19)に示

すとおりである。 
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表 5-22-10(1)  スポーツ活動への貢献に関するミティゲーションの内容 

予測評価の時期 ミティゲーションの内容 

開催前 

招致・ PR

活動等に

よる影響 

 

『東京都スポーツ振興基本計画』（2008.7）における基本理念と 3 つの戦略 

○ 基本理念 

都民の誰もがいつでも、どこでも、いつまでも、それぞれの年齢や技

術・興味・目的に応じてスポーツを楽しむことができる社会、「スポー

ツ・フォア・オール」。 

○ 戦略１ スポーツを始めたくなる、もっと親しめる東京を実現 

～生涯を通じたスポーツの振興～ 

子どもから高齢者まで、また、障がいの有無や体力にかかわらず、

すべての人が分け隔てなく、身近で気軽にスポーツを楽しむことがで

きるような取組を推進する。 

○ 戦略２ 世界を目指す東京アスリートの育成 

～競技力の向上～ 

(財)東京都体育協会や競技団体、学校体育連盟や民間団体等と連携

し、国体及びオリンピック・パラリンピックでの東京都選手の活躍と、

持続的・継続的な競技力の向上に結びつける。 

○ 戦略３ スポーツ都市東京の実現に向けた仕組みづくりと環境整備 

～スポーツ環境の整備～ 

スポーツ・フォア・オールを実現するためには、スポーツを取り巻く

環境を整えることが必要である。社会環境の変化に対応したスポーツを

支える仕組みづくりや施設整備の両面から、スポーツ環境の整備に取り

組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「東京都スポーツ振興基本計画～スポーツが都市を躍動させる」（平成 20 年 7 月、東京都）より作成 
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表 5-22-10(2)  スポーツ活動への貢献に関するミティゲーションの内容 

予測評価の時期 ミティゲーションの内容 

開催前 

招致・ PR

活動等に

よる影響 

 

『２０２０年の東京』（2011.12）における目標と取組 

 

目標８ 

・誰もがスポーツに親しみ、子供たちに夢を与える社会を創る 

政策の方向性 

・アスリートの活躍により、子供たちに希望を与えるとともに、スポー

ツの力により、人々が健康に過ごし、生きがいを感じることができる、

活気に満ちた都市を実現する 

施策 22 

・トップアスリートの育成と、誰もがいつまでもスポーツに親しめる環

境を実現する 

２０２０年の東京を支える 12 のプロジェクト 

（今後 10 年間で戦略的に展開していく取組） 

・⑫四大スポーツクラスタープロジェクト 

 

『２０２０年の東京』（2011.12）におけるこれからの政策展開 

 

○ 四大スポーツクラスターの整備 

・ 四大スポーツクラスターを整備し、国際的な大会の招致を進める

ことで、都民のスポーツ熱を高めるとともに、クラスターとリン

クしたまちづくりを実現する。 

○ 2020 年オリンピック・パラリンピック競技大会の開催 

・ 平成 32 年の「2020 年オリンピック・パラリンピック競技大会」の

開催実現に向け、都民や国民の理解と協力を得ながら、オールジ

ャパン体制で招致活動に取り組んでいく。 

○ 大規模スポーツ大会の連続開催 

・ 平成 25 年は、1 月の冬季国体に始まり、「東京マラソン」、秋の「ス

ポーツ祭東京２０１３」と続くスポーツイヤーとなる。 

・ 今後 10 年間を、世界卓球選手権、ラグビーワールドカップなど、

国際的なスポーツ大会が連続して開催される「スポーツ黄金の 10

年」とし、多くの集客による活気ある東京を実現する。 

○ 誰もがスポーツに親しむことができる環境の創出 

・ 競技スポーツに限らず、都民が身近に身体を動かすことができる

場を整備することで、スポーツ実施率を向上させる。 

・ 歩くことが楽しくなる遊歩道や、安全に通行できる自転車走行空

間を拡充し、都民が身体を動かしたくなる環境を整備する。 

・ 気軽にスポーツを楽しむことができる地域スポーツクラブの全区

市町村への設置促進や、都民が参加しやすいスポーツイベントの

拡充など、地域スポーツの活性化を図る。 

○ 「東京アスリート・サイクル」の形成 

・ ジュニア期の素質ある選手を発掘し、育成を支援することで、世

界で活躍する東京育ちのアスリートを数多く輩出していく。 

・ アンチドーピング教育やメンタルサポートなど、大学等と連携し

たアスリートの医・科学サポートを拡充することで、心身両面か

らの選手育成を促進する。 

・ 競技団体など関係機関と連携し、大規模大会で活躍した東京育ち

のアスリートを地域のスポーツ指導者等として迎え、その経験と

能力を地域スポーツの振興に還元する仕組みである「東京アスリ

ート・サイクル」の形成を促進する。 
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表 5-22-10(3)  スポーツ活動への貢献に関するミティゲーションの内容 

予測評価の時期 ミティゲーションの内容 

開催前 

招致・ PR

活動等に

よる影響 

 

○ 子供の体力の向上 

・ 都が独自の統一体力テストを実施するとともに、公立学校の全児

童・生徒が必要とする体力向上プログラムの構築により、子供一

人ひとりの発達段階に応じた体力向上を図る。 

・ 中学・高校の部活動に、都が育成を支援した「東京アスリート」

を派遣するなど、学校現場にアスリートの力を還元し、競技力の

向上と次世代の育成を推進する。 

・ 家族や学校に加え、関連団体や企業等の連携体制により、社会全

体で子供の体力向上を目指していく。 

○ 障害者スポーツの振興 

・ 障害者がより身近な地域でスポーツを楽しむことができる場を開

拓し、環境を整備する。 

・ 障害者スポーツセミナーの開催や障害者スポーツ指導員の資格取

得促進等により、障害者スポーツを支える人材を育成する。 

・ 専門ポータルサイトの開設など、障害者スポーツに関する具体的

な情報発信を強化する。 

・ 強化練習会の開催など障害のある選手の競技力向上に取り組むと

ともに、障害者スポーツ競技団体の組織強化を図る。 

 

 

資料：「2020 年の東京～大震災を乗り越え、日本の再生を牽引する～」（平成 23 年 12 月、東京都）より作成 
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③  二次評価 

現況で整理したとおり、世論調査結果から、東京マラソンに象徴されるランニングやウ

ォーキング、サイクリングに取り組む人が増え、公園や遊歩道がスポーツの場としても再

認識されていることが明らかとなった。一方で、「忙しい」「機会がない」ことを理由にス

ポーツ・運動を行わなかったとの回答が多いことや、20 代から 30 代でスポーツの実施率

が低い傾向が見られている。 

このように、今まで運動をしていなかった住民へのきっかけづくりや、住民の誰もがい

つでも気軽に世代を超えて、多種目のスポーツを楽しむことができる仕組みづくりが課題

となっている。 

これらの諸課題に対し、招致・PR 活動に伴う表 5-22-10(p5-22-19)の施策では、①2020

年オリンピック・パラリンピック競技大会の招致、②「スポーツ祭東京２０１３」を契機

にスポーツに親しむ機運を醸成、③週に 1 回以上スポーツをする成人の割合を 6 割以上に

向上を 3 年後の到達目標に掲げており、「誰もがスポーツに親しみ、子供たちに夢を与える

社会を創る」ための施策により、都民の誰もがいつでも気軽に世代を超えて、多種目のス

ポーツを楽しむことができる仕組みが構築され、これまで運動をしていなかった都民のス

ポーツを行う場や機会が増加すると考えられる。 

さらに、これらの取組の結果、「スポーツ祭東京２０１３」などの大舞台で、選手が活躍

する姿は都民に大きな夢と感動を与え、都民の生涯スポーツの実現へのきっかけとなる。

特に子ども達にとってはスポーツに対し夢やあこがれを抱くとともに、スポーツ活動への

強いきっかけとなる。 

このような施策が展開されることにより、地域スポーツクラブ数及びスポーツ活動参加

者の増加が予測されることから、全体計画の評価結果は「＋１」とした。 

 

 

2)  開催中（施設の存在による国際レベルのスポーツ施設の充足度に関する影響） 

①  一次評価 

国際レベルのスポーツ施設は、国際水準のスポーツ施設の充足度を向上させるための施

策を実施しなければ現況と変わらないと予測されるため、全体計画の評価結果は「０」と

した。 

 

②  ミティゲーション 

2020 年東京大会では、総数 37 を予定する競技会場のうち、22 会場（59%）が建設予定で

あり、そのうち 11 会場が恒久施設の予定である。その恒久施設のうち 2 会場は 2020 年大

会の招致結果に関係なく計画が進められている。残り 11 会場は仮設施設または移設可能施

設である。東京圏に位置する 33 カ所の競技会場のうちの 28 カ所、IBC／MPC、そして IOC

ホテル、IPC ホテルは、選手村から８キロ以内に設置される。また、実践性とダイナミッ

クさを兼ね備えた会場は、ユニバーサル・デザイン・スタンダードとバリアフリー環境に

対する東京の真摯な姿勢を通して、オリンピック・パラリンピック大会の開催場所となる。 

このように、現代東京のビジョンとニーズが織り込まれた新たな恒久施設は、スポーツ

と文化の中心に現在不足している部分を埋め、成長し続ける活力ある大都市のニーズに対

応していく。また、すべての会場が、国際競技連盟と協力して、大会の実施とスポーツ競

技に必要とされる高い基準を満たすことが可能である。 
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国際レベルのスポーツ施設の充足度に関する具体的なミティゲーションの内容は、表 

5-22-11(p5-22-23)に示すとおりである。 

 

表 5-22-11(1)  国際レベルのスポーツ施設の充足度に関するミティゲーションの内容 

予測評価の時期 ミティゲーションの内容 

開催中 

施設の存

在による

影響 

 

東京都が平成 20 年に策定した「東京都スポーツ振興基本計画」では、都

市づくりとスポーツという新しい視点からスポーツの振興を図り、都民の

誰もがいつでも、どこでも、いつまでも、それぞれの年齢や技術・興味・

目的に応じてスポーツを楽しむことができる社会、「スポーツ・フォア・オ

ール」の実現を目指している。 

また、表 5-22-10(2)(p5-22-20)の「２０２０年の東京」計画で示してい

るとおり、「スポーツ祭東京２０１３」の開催や「オリンピック・パラリン

ピック競技大会」の招致を契機として、四大スポーツクラスター等の整備

を進めている。 

「東京都スポーツ振興基本計画」及び「２０２０年の東京」計画におけ

る施設の充足に関する施策内容は以下に示すとおりである。 

 

○ 都立大規模施設の計画的な改築・改修 

「スポーツ祭東京２０１３」の開催に合わせて、会場となる東京辰巳

国際水泳場、東京体育館、東京武道館などの大規模体育施設の改修と

ともに、区市町村のスポーツ施設の改修を実施する。 

駒沢オリンピック公園総合運動場では、老朽化した屋内球技場等の施

設を、すべての人が使いやすく環境にやさしい施設へと改修すること

で、スポーツ拠点の一つとして再整備する。 

○ 国立霞ヶ丘競技場等の整備促進 

国が整備を予定している国立霞ヶ丘競技場の建替えを受けて、都とし

ても、スポーツ拠点周辺のまちづくりのあり方等を含めて検討する。 

○ 武蔵野の森総合スポーツ施設（仮称）の整備 

味の素スタジアムの隣接地に、国際大会の開催も可能なメインアリー

ナや、広域的な大会の開催が可能なサブアリーナと屋内プールなど、

多様なニーズに応える武蔵野の森総合スポーツ施設（仮称）を新たに

整備する。 

 

また、国際レベルの大規模スポーツ大会の開催に備え、スポーツ施設の

環境整備として、次のような施策も進めている。 

 

○ ユニバーサルデザインの施設改修の推進 

今後開催される大規模大会への取組としては、2009 年の東京 2009 ア

ジアユースパラゲームズや、2013 年に東京で開催される全国障害者ス

ポーツ大会の準備を進め、障害者スポーツの振興とスポーツを通じた

社会参加を促進する。 

○ 練習環境の整備 

都立施設・都立学校・遊休施設等の利用可能性を調査し、練習拠点と

して活用するための検討や、都立施設や市区町村立施設の優先利用等

の検討を行う。併せて、民間企業が保有するスポーツ施設の状況を調

査し、練習拠点としての利用可能性を検討する。 

○ 国際都市にふさわしいスポーツ環境の整備 

国際都市として、外国人が使いやすいスポーツ環境を整備する。公共

スポーツ施設などにおいて、英語などの複数言語での対応が可能なス

タッフの配置、案内板や掲示板などの設置を推進する。 
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表 5-22-11(2) 国際レベルのスポーツ施設の充足度に関するミティゲーションの内容 

予測評価の時期 ミティゲーションの内容 

開催中 

施設の存

在による

影響 

 

恒久スポーツ施設の建設を予定している競技会場は以下のとおりである。 

○ オリンピックスタジアム（国立霞ヶ丘競技場） 

1964 年大会のオリンピックスタジアムであり、テストイベントが行わ

れる 2019 年までに最新鋭の競技場に生まれ変わる予定である。2020

年大会では、開･閉会式、陸上競技、サッカー、ラグビーの会場となる。 

この 8 万人収容のスタジアムは日本スポーツ振興センターが所有し、

ラグビー、サッカーの国際試合や陸上競技の日本選手権など文化・ス

ポーツ関連イベントに使用される予定である。神宮エリア内に位置し、

4 大クラスターの一つとして「2020 年の東京」をもとに誰もがスポー

ツを楽しめる社会づくりを目指す。 

○ 有明アリーナ 

バレーボールの会場となり、大会後は、様々な室内競技大会やイベン

トを行うことができる大規模体育館となる。大会後は、注目を集める

バレーボールの国内リーグの会場となるほか、東京が、これまで多数

開催してきたような、国際大会の際も使用される。東京都が所有する

このアリーナは、「2020 年の東京」で臨海部の一部に含まれ、そのエ

リア内に有明テニスの森、オリンピックアクアティクスセンターに隣

接する東京辰巳国際水泳場がある。会場の整備は臨海部の開発と並行

して行われる。 

○ 大井ホッケー場 

1 万人収容可能な大井ホッケー競技場は、大井ふ頭中央海浜公園に新

設予定であり、大会後は 4000 人規模のホッケー場に改修される。東京

都が所有し、国内及び国際競技大会が開催できるホッケー場として、

国内のホッケー普及、強化の拠点となる。 

○ 海の森水上競技場 

ボート、カヌー（スプリント）の会場となり、将来、都民のレクリエ

ーションの場、憩いの場にもなる。大会後は、東京都が所有する。東

京ゲートブリッジが新設され、水辺の空間として都民に親しまれる場

となる。2016 年までに概成予定の海の森は、東京都が掲げる持続可能

な緑化活動のシンボルである。 

○ 若洲オリンピックマリーナ 

日本有数のセーリング会場となる。大会後は、東京都が所有し、東京

のみならず首都圏広域のセーリング競技の普及の拠点となる。 

○ 葛西臨海公園 

カヌー（スラローム）の会場となる葛西スラロームコースは、年間来

場者 150 万人を越える葛西臨海公園の中にあり、大会後には、カヌー

競技のほか、ラフティングなどのレクリエーションにも使える施設が

残る。東京都が所有し、広く地域の人々が水辺に親しめる施設となる。 

○ 夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ 

地域レベルの競技大会が行われる小規模な現ユースプラザを改修し、

バドミントンとバスケットボールの会場となる。大会後は、東京都が

所有し、様々な室内競技大会やイベントを行うことができる大規模総

合体育館となる。大規模アリーナを二つ有する施設の特性を活かし、

人気の高まっているバスケットボール、バドミントンなど室内競技の

国内・国際大会も開催可能となる。また東京湾エリアの開発に合わせ

た臨海部に連なる競技会場の一部となる。 
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表 5-22-11(3) 国際レベルのスポーツ施設の充足度に関するミティゲーションの内容 

予測評価の時期 ミティゲーションの内容 

開催中 

施設の存

在による

影響 

 

○ 夢の島公園 

アーチェリーの会場となり、大会後には、周辺の緑地を取り込み、国

内及び国際競技大会が開催できるアーチェリー場が残る。大会後は、

東京都が所有し、学生選手権、日本選手権などの会場となるほか、都

内のアーチャーの日常的な活動拠点となる。レガシーとなる会場の一

つであり、臨海部に連なる競技会場の一角を占めている。 

○ オリンピックアクアティクスセンター・ウォーターポロアリーナ 

競泳・飛込・シンクロナイズドスイミングの会場となり、大会後は、

収容可能人数を 2 万人から 5000 人に縮小して、利用しやすい規模の水

泳場に改修する。大会後は、東京都が所有し、既存の辰巳国際水泳場

同様、水泳各種別の都内選手権、日本選手権からジャパンオープン等

の国際大会で使用するとともに、住民も使える水泳場となる。 

○ 武蔵野の森総合スポーツ施設 

東京西部の多摩地域に計画中の施設であり、「2020 年の東京」の中

で 4 大クラスターの一つに位置づけられ、2016 年に完成予定である。

2020 年大会では、体育館が近代五種の会場となり、東京に大いなるス

ポーツ・レガシーをもたらす。東京都が所有し、多摩地域のスポーツ

振興の拠点として、地域スポーツから競技スポーツまで、幅広いイベ

ントに使用するほか、コンサートなどの文化イベントにも使用される。 
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③  二次評価 

現況で整理したとおり、より良いスポーツ環境を整備するためには、仕組みづくりとと

もに計画的な施設面での基盤整備が必要である。 

東京都には、1964 年東京大会の際に使用され、現在も各種スポーツ活動の核となる東京

体育館、国立霞ヶ丘競技場、国立代々木競技場、日本武道館などがあるものの、都立施設

を含め、設置後相当年数を経過しており、国際スポーツ大会の開催に備えた施設整備が求

められている。 

施設の存在に伴う表 5-22-11(p5-22-23)の施策では、「スポーツ祭東京２０１３」の開催

や「オリンピック・パラリンピック競技大会」の招致を契機として、老朽化した施設の改築・

改修のほか、スポーツの国際化の進展にも対応した環境整備等、国際水準のスポーツ施設

整備を計画している。 

このような施策が展開されることにより、国際水準スポーツ施設の充足度が向上すると

予測されることから、全体計画の評価結果は「＋１」とした。 

 

 

3)  開催中（競技の実施によるスポーツ活動への貢献に関する影響） 

①  一次評価 

開催前（招致・PR 活動による影響）と同様に、スポーツ活動は、地域スポーツ団体の育

成や、スポーツ活動参加者を増加させるための施策を実施しなければ、現況と変わらない

と予測されるため、全体計画の評価結果は「０」とした。 

 

②  ミティゲーション 

(a)  オリンピック競技の振興 

主として東京における会場及び施設の新設と改修、ならびに東京都、ＪＯＣ及び他の

スポーツ団体による、特に若者向けの、オリンピック競技に関する主な地域スポーツ教

育及び参加プログラムにより、2020 年東京大会を通じてオリンピック競技を振興し、発

展させていく。 

包括的なスポーツ振興コミュニティ・プログラムの一環として行われる主なスポーツ

振興及び参加プログラムの一つは、若手の選手がエリート選手のレベルに到達できるよ

う支援することを目的として、７つのオリンピック競技（アーチェリー、ボクシング、

カヌー、自転車、ボート、ウエイトリフティング、レスリング）に焦点を当てている。

このプログラムには、こうした競技における新たな才能の発掘と支援策が含まれる。 

国レベルでは、2011 年にスポーツ基本法が制定され、その中で国民の福祉のためにス

ポーツを振興する日本政府の責任が宣言されている。 

(b)  障害者スポーツの振興 

東京は、既に障害者スポーツの振興に積極的に取り組んでおり、2020 年東京パラリン

ピック競技大会の開催は、これらの取組を一層加速させる。また現在、スポーツ基本法

の考え方は、2012 年３月に策定された東京都の「障害者スポーツ振興計画」に取り入れ

られている。 

2020 年東京大会では、障害を持つ子供及びその両親を対象に、スポーツイベントやワ

ークショップを開催し、人生の早い段階からスポーツの選択や機会に触れる機会を提供
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する。また、パラリンピック大会において、観客を惹きつけ、成功をもたらした２０１

２年ロンドン大会に学び、2013 年から 2020 年東京大会、さらに開催後もパラリンピッ

ク大会に関する教育プログラムを導入する。 

このように 2020 年東京大会は、ユニバーサルデザインの考え方に基づくまちづくりを

促進するきっかけとなり、ノンステップバスの導入や、駅や公共施設、病院を結ぶ道路

のバリアフリー化、スポーツやイベント会場、その他のインフラに関する新たな同様の

バリアフリーの基準の導入などをもたらすことになる。 

・障害者を含むすべての人々が身近でスポーツを楽しめる環境整備を行う 

・健常者と障害者のスポーツ団体が連携し、選手の強化や指導者の育成を促進する 

・障害者スポーツ振興の普及・促進 

 

また、開催前（招致・PR 活動による影響）と同様に、表 5-22-10(p5-22-19)に示すミテ

ィゲーションを実施する。 

 

③  二次評価 

開催前（招致・PR 活動による影響）と同様に、表 5-22-10(p5-22-19)に示すミティゲー

ションにより、地域スポーツ団体が育成され、スポーツ活動参加者数が増加すると予測す

る。 

さらに、これらの取組の結果、2020 年東京大会の開催により、世界のトップレベルのス

ポーツ競技を間近で見る機会が増えることや、オリンピックという大舞台で、日本国民の

選手が活躍する姿は都民に大きな夢と感動を与え、都民の生涯スポーツの実現へのきっか

けとなるほか、特に子ども達にとってはスポーツに対し夢やあこがれを抱くとともに、自

分でもやってみようと思うきっかけとなる。 

したがって、全体計画の評価結果は「＋１」とした。 

 

 

4)  開催後（後利用による影響） 

①  一次評価 

(ｲ) 国際レベルのスポーツ施設の充足度 

開催中（施設の存在による影響）と同様に、国際レベルのスポーツ施設は、国際水準ス

ポーツ施設の充足度を向上させるための施策を実施しなければ現況と変わらないと予測さ

れるため、全体計画の評価結果は「０」とした。 

 

(ﾛ) スポーツ活動への貢献 

開催前（招致・PR 活動による影響）と同様に、スポーツ活動は、地域スポーツ団体の育

成や、スポーツ活動参加者を増加させるための施策を実施しなければ、現況と変わらない

と予測されるため、全体計画の評価結果は「０」とした。 

 

②  ミティゲーション 

2020 年東京大会の開催は、東京の人々に一連の社会的で健康的なレガシーをもたらすこ

とである。物理的レガシーとして、身近な会場や改善された施設ができ、スポーツやレク

リエーションへの参加を容易にし、促進する。 
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(ｲ) 国際レベルのスポーツ施設の充足度 

開催中（施設の存在による影響）と同様に、表 5-22-11(p5-22-23)に示すミティゲーシ

ョンを実施し、老朽化した施設の改築・改修のほか、スポーツの国際化の進展にも対応し

た環境整備等、国際水準のスポーツ施設を整備する。 

特に、恒久スポーツ施設として新設するオリンピックスタジアム（国立霞ヶ丘競技場）、

有明アリーナ、大井ホッケー競技場、海の森水上競技場、若洲オリンピックマリーナ、葛

西臨海公園、夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ、夢の島公園、オリンピックアクア

ティクスセンター・ウォーターポロアリーナ、武蔵野の森総合スポーツ施設は、開催後も 2020

年東京大会のレガシー（遺産）を代表する国際レベルのスポーツ施設として維持・活用さ

れる。 

また、半世紀を越えて利用されていたヘリテッジゾーンの競技施設は、今日のオリンピ

ック基準を満たす改修が施されることにより、まさに 100 年レガシーとして維持・活用さ

れる。 

 

(ﾛ) スポーツ活動への貢献 

開催前（招致・PR 活動による影響）と同様に、表 5-22-10(p5-22-19)に示すミティゲー

ションを実施する。 

 

③  二次評価 

(ｲ) 国際レベルのスポーツ施設の充足度 

施設計画としては、競技で使用する施設のうち、新設は 11 施設であり、そのうち 3 施設

はボート・カヌー・セーリングなどである。競技種目によって既存施設を改修するケース

もあれば、仮設施設を用い大会後に撤去または転換利用するケースもある。 

大規模施設の新設は極めて少なく、東京は既に大規模なスポーツ施設が充足している都

市のひとつといえる。 

一方で、スポーツ施設の充足度が施設数だけでは評価できないことを踏まえれば、ユニ

バーサルデザインやバリアフリーなど、既存施設の質の向上にも注目する必要がある。 

表 5-22-11(p5-22-23)に示すミティゲーションでは、このような老朽化した 1964 年東京

大会のレガシーを活用しながら、「オリンピック招致＝都市再開発」という旧来の図式とは

異なり、都市の持続的な成長モデルとなる 21 世紀型の新しいオリンピック大会像を示して

いる。 

2020 年東京大会の開催に伴うスポーツ施設整備の特徴は、国際水準のスポーツ施設であ

ることと、複数競技種目の集積地域が生まれることであると考えられる。さらに、新設す

るスポーツ施設をはじめ、既存施設の改修においても 2020 年東京大会のレガシー（遺産）

として広く都民の財産として活かすための戦略的な施策展開が図られている。 

また、2020 年東京大会の競技中に使用されたスポーツ設備は、開催後に各競技施設又は

スポーツ団体に無償譲渡され、スポーツ文化が生活に根付く健康な社会の創造に資するも

のと考えられる。 

このような施策が展開されることにより、開催後における国際水準スポーツ施設の充足

度が向上すると予測されることから、全体計画の評価結果は「＋１」とした。 
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(ﾛ) スポーツ活動への貢献 

1964 年東京大会の功績は都市の発展や経済成長のみならず、日本にスポーツを普及させ

た点にあるといわれている。1964 年東京大会は、サッカーが草分けとなった日本リーグの

誕生、一般層に広がっていったスポーツクラブなど、日本社会においてスポーツが生活の

一部となるきっかけとなった。 

オリンピックの翌年には、実業団によるサッカーの日本リーグは、バレーボール、バス

ケットボールなど多くの競技に広がり、トップレベルの戦力強化に貢献した。 

また、1964 年東京大会のコーチや選手だった人々が、同じくオリンピックの翌年から始

めた水泳、体操などを中心とするスポーツのクラブ（スクール、教室）は、たちまち全国

に波及し、幼児から家庭の主婦、中高年まで、幅広い人々が参加するようになった。 

このように、2020 年東京大会の開催後においても、世界のトップレベルのスポーツ競技

を間近で見る機会が増えることや、オリンピックという大舞台で東京都の選手が活躍する

姿は都民に大きな夢と感動を与え、都民の生涯スポーツの実現へのきっかけとなるほか、

特に子ども達にとってはスポーツに対し夢やあこがれを抱くとともに、自分でもやってみ

ようと思うきっかけとなるといった人々の意識の変化が期待できる。 

また、パラリンピック競技大会の開催においては、障害のある人々が新たにスポーツに

取り組むきっかけとなるといった、さらに幅広いレガシーをもたらすことができる。 

さらに、開催前（招致・PR 活動による影響）と同様に、表 5-22-10(p5-22-19)に示すミ

ティゲーションが進められ、都民の誰もがいつでも気軽に世代を超えて、多種目のスポー

ツを楽しむことができる仕組みが構築されることから、2020 年東京大会の開催後において

もスポーツ活動発展への貢献が維持・継続できると考えられる。 

このような施策が展開されることにより、地域スポーツ団体が育成され、スポーツ活動

参加者数が増加すると予測されることから、全体計画の評価結果は「＋１」とした。 

 

 

(4) 評価結果の総括 

1)  国際レベルのスポーツ施設の充足度 

全体計画に対するスポーツ活動（国際レベルのスポーツ施設の充足度）の評価結果は表 

5-22-12 に示すとおりである。 

開催中（施設の存在による影響）、開催後（後利用による影響）ともに、「スポーツ祭東

京２０１３」の開催や 2020 年東京大会の招致を契機として、老朽化した施設の改築・改修

のほか、四大スポーツクラスター等のスポーツの国際化の進展にも対応した環境整備等、

国際水準のスポーツ施設整備などのミティゲーションが実施される。 

また、2020 年東京大会の開催に伴うスポーツ施設整備の特徴は、国際水準のスポーツ施

設であることと、複数競技種目の集積地域が生まれることであると考えられる。さらに、

新設するスポーツ施設をはじめ、既存施設の改修においても 2020 年東京大会のレガシー

（遺産）として広く都民の財産として活かすための戦略的な施策展開が図られている。 

開催後は、2020 年東京大会の競技中に使用されたスポーツ設備は、各競技施設又はスポ

ーツ団体に無償譲渡され、スポーツ文化が生活に根付く健康な社会の創造に資するものと

考えられる。 

その結果、国際レベルのスポーツ施設が増加することから、評価結果は「＋１」となる。 
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表 5-22-12 全体計画に対するスポーツ活動の評価結果総括表 

(国際レベルのスポーツ施設の充足度) 

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

全体計画 0 0 +1 +1

評価対象

評価点(一次) 評価点(二次)

開催前 開催中 開催後 開催前 開催中 開催後

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)  スポーツ活動への貢献 

全体計画に対するスポーツ活動（スポーツ活動への貢献）の評価結果は表 5-22-13 に示

すとおりである。 

開催前（招致・PR 活動による影響）、開催中（競技の実施による影響）、開催後（後利用

による影響）ともに「誰もがスポーツに親しみ、子供たちに夢を与える社会を創る」を目

標としたミティゲーションの実施により、都民の誰もがいつでも気軽に世代を超えて、多

種目のスポーツを楽しむことができる仕組みが構築され、これまで運動をしていなかった

都民のスポーツを行う場や機会が増加すると考えられる。 

また、2020 年東京大会の開催により、世界のトップレベルのスポーツ競技を間近で見る

機会が増えることや、オリンピックという大舞台で、日本国民の選手が活躍する姿は都民

に大きな夢と感動を与え、都民の生涯スポーツの実現へのきっかけとなるほか、特に子ど

も達にとってはスポーツに対し夢やあこがれを抱くとともに、スポーツ活動への強いきっ

かけとなる。2020 年東京大会の開催後においても、スポーツ活動発展への貢献は維持・継

続できると考えられる。 

その結果、地域におけるスポーツ活動の環境が整備されることにより、地域スポーツク

ラブ数やスポーツ活動の団体数は増加し、参加者のすそ野が拡大することから評価結果は

「＋１」となる。 

※評価点の目安は以下のとおりである。 

+2: 大きなプラスの影響 

+1: ある程度のプラスの影響 

0: 中立 

-1: ある程度のマイナスの影響 

-2: 大きなマイナスの影響 

－ : 予測評価の検討において対象外とした影響 

■ : 網掛けは非該当項目のため対象外とした影響 
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表 5-22-13 全体計画に対するスポーツ活動の評価結果総括表（スポーツ活動への貢献） 

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

全体計画 0 0 0 +1 +1 +1

評価対象

評価点(一次) 評価点(二次)

開催前 開催中 開催後 開催前 開催中 開催後

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※評価点の目安は以下のとおりである。 

+2: 大きなプラスの影響 

+1: ある程度のプラスの影響 

0: 中立 

-1: ある程度のマイナスの影響 

-2: 大きなマイナスの影響 

－ : 予測評価の検討において対象外とした影響 

■ : 網掛けは非該当項目のため対象外とした影響 
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5-23  文化活動 

5-23-1  現況 

(1) 東京の文化施設の集積 

東京都の文化活動拠点の数は表 5-23-1 に示すとおりである。 

東京都立美術館及び博物館として、東京都美術館、東京都現代美術館、東京都写真美術

館、東京都江戸東京博物館を有しており、国立博物館及び美術館として、東京国立博物館、

国立西洋美術館、東京国立近代美術館、国立新美術館が東京に立地している。 

また、国立・都立の文化施設のみならず、民間の文化施設が多く、芸術に関する教育機

関、文化を創造する人々等、文化を支える多くの資源が集積している。世界の都市総合力

ランキングでも「美術館・博物館数」「食事の魅力」で上位にランキングされるなど、海外

大都市に匹敵する高いポテンシャルを有している（図 5-23-1・図 5-23-2）。 

 

表 5-23-1  東京都の文化活動拠点の数 

年度末及び

種類 
総数 

博物館法による博物館 博物館相当施設 その他 

国立 公立 私立 国立 公立 私立 
大学

附属 
国立 公立 私立 

大学

附属 

平成 20 年度 265 1 19 51 9 7 2 24 6 78 60 8 

21 269 - 18 53 9 7 3 24 6 79 61 9 

22 272 - 19 53 6 7 4 24 9 79 63 8 

総合博物館 39 - 10 4 - 1 1 1 - 21 - 1 

歴史博物館 107 - 4 14 1 1 2 16 5 31 29 4 

美術博物館 85 - 5 31 3 1 1 5 2 12 23 2 

科学博物館 22 - - 4 2 - - 2 - 5 9 - 

動物園 4 - - - - 2 - - - 2 - - 

植物園 7 - - - - - - - 2 4 - 1 

動・水・植 4 - - - - 1 - - - 2 1 - 

水族館 4 - - - - 1 - - - 2 1 - 

資料：日本博物館協会 

出典：平成 22 年東京都統計年鑑 

 

 
出典：「2020 年の東京～大震災を乗り越え、日本の再生を牽引する～」（平成 23 年 12 月、東京都） 

資料：「Global Power City Index YEARBOOK 2010」（平成 23 年２月 財団法人森記念財団）より作成 

図 5-23-1 世界の都市総合力ランキング 
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出典：「１０年後の東京～東京が変わる～」（2006 年 12 月、東京都） 

東京都：「東京都統計年鑑」（2006 年、東京都総務局）、他都市：東京都調べ（2006 年 9 月）より作成 

図 5-23-2 大都市における美術館の数の比較 

 

東京は、江戸時代から連なる長い歴史や独自の伝統的文化、景観、食文化に加えて、ア

ニメやマンガ等のポップカルチャーから歌舞伎や能楽などの伝統芸能まで、幅広い分野に

広がっており、新たな日本の魅力「クール・ジャパン（格好いい日本）」となるなど、新た

な文化の中心地を形成している。 

東京都は、表 5-23-2 に示すような、一度は行ってみたい都市、何度も訪れたい都市を

目指し、既存の観光スポットの魅力向上に加え、東京の新たな魅力の演出・発信を推進し

ている。 

表 5-23-2 東京の新たな魅力の演出・発信 

 
出典：「2020 年の東京～大震災を乗り越え、日本の再生を牽引する～」（平成 23 年 12 月、東京都） 

 

例えば、平成 23 年には、東京を代表する観光地である日本橋や浅草、空の玄関口である

羽田空港に新たな船着場が完成した。また、平成 24 年 5 月に、隅田川を望む水辺に東京ス

カイツリーが開業し、年間 2,000 万人の観光客の来訪が予測されている。このような隅田

川を中心とする水辺空間への注目の高まりを受け、東京都は、平成 23 年 7 月、学識経験者・

地元区・観光団体等と東京都から成る「隅田川ルネサンス推進協議会」を設置した。 

江戸時代、隅田川は江戸の生活・経済を支える水運の要であるとともに、浮世絵等で描

かれているように、川遊びや花火など芸術・文化の発信拠点でもあり、江戸の人々の暮ら

しを支え、賑わいを生み出す存在であった。 
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東京都は、かつて江戸の華として名を馳せた隅田川の賑わいを取り戻す「隅田川ルネサ

ンス」の取組をスタートさせ、仮設の川床への料亭の出店やまち歩きと舟運を組み合わせ

たイベントの実施や、川沿いの仮設劇場で歌舞伎公演が行われるなど、「隅田川ルネサンス」

の趣旨に合致する民間の取組も進んでいる。 

 

 
出典：「2020 年の東京～大震災を乗り越え、日本の再生を牽引する～」（平成 23 年 12 月、東京都） 

図 5-23-3 隅田川ルネサンス 
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(2) 観光誘致による日本文化の発信 

東京都は、国に先駆けて観光を成長産業として捉え、積極的な観光プロモーションや国際

コンベンション誘致活動等の外国人旅行者誘致の取組を展開し、訪都外国人旅行者数をこの

10 年間で 2 倍以上に増加させた（図 5-23-4）。 

平成 22 年に東京を訪れた国内外の旅行者が都内で消費した金額は 4.5 兆円を上回るなど、

観光が東京の経済に与える影響は大きい。さらに、中国人旅行者に対する個人観光ビザの解

禁により、今後、中国人旅行者の増加が見込まれるほか、全世界から東アジア・太平洋地域

への外国人旅行者数が平成 32 年に約４億人に倍増するとの見通しもある。 

 
出典：「2020 年の東京～大震災を乗り越え、日本の再生を牽引する～」（平成 23 年 12 月、東京都） 

図 5-23-4 訪都外国人旅行者数の推移 

 

東京都は、これらを活用した新たな文化の創造・発信を目指し、ヘブンアーティスト事

業の展開や若手アーティストを発掘・育成・支援するトーキョーワンダーサイトの開設な

ど、若手アーティストの支援に積極的に取り組むとともに、大規模な文化活動のイベント

として、大規模音楽祭のラ・フォル・ジュネ・オ・ジャポンや東京国際アニメフェア等の

先進的な取組みを行ってきている。また、都立文化施設では、民間人館長を登用し、民間

のノウハウを活用した経営改革にも積極的に取り組んできた。 

平成 18 年度に東京芸術文化評議会を設置し、その提言を受けて「世界的な文化創造都

市・東京」の実現に向けた「東京文化発信プロジェクト4」をスタートした。 

 

「東京文化発信プロジェクト」は、平成 20 年度より開始し、次の 4 事業を柱として、演

劇、音楽、伝統芸能、美術など様々な分野で文化イベントが展開されている（表 5-23-3）。 

①世界的な国際フェスティバルの開催を通じて、東京における芸術文化の創造活動の拡

充を図るとともに、国際的な創造・交流拠点としての認知を高める「Festival」事業 

②次世代の担い手となる子供・青少年たちへ、芸術文化の多様な創造活動を体験する機

会を提供し、創造性に満ちた豊かな感性の育成を目指す「Kids/Youth」事業 

③アーティストと市民が協働するプログラムを、まちなかで展開。創造型ＮＰＯ等と協

働し、防災、子育てなど他分野とも連携しながら、地域の文化創造拠点を生み出す

「Artpoint」計画 

                             
4 東京文化発信プロジェクト：「世界的な文化創造都市・東京」の実現に向けて、東京都と公益財団法人東京

都歴史文化財団が、芸術文化団体やアート NPO 等と協力して実施しているプロジェクト 
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④「世界的な文化創造都市・東京」を国内外にアピールするとともに、国内外の関係者

が東京に集うプログラムや事業を展開しネットワークを強化する「Networking」事業 

 

これまでにフェスティバル・トーキョーや六本木アートナイトなど、海外から高い評価

を得るプログラムも生まれており、平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災では、こ

うした資源を活用して被災地支援を実施するなど、文化活動の枠を超えて幅広く展開して

いる。 

表 5-23-3 東京文化発信プロジェクトのイベント事例 

事業名 分野 活動内容 

フェスティバル 

イベント 

伝統芸能 東京発・伝統 WA 感動  

東京大茶会 2011 

演劇・ダンス Festival/Tokyo11 フェスティバル/トーキョー11  

芸劇セレクション  

芸劇 eyes 番外編『20 年安泰。』 ＜芸劇セレクション＞  

芸劇＋（プラス）トーク『自作自演』 ＜芸劇セレクション＞  

東京文化会館 青少年のための舞台芸術体験プログラム 

音楽 ラ･フォル･ジュルネ･オ･ジャポン「熱狂の日」音楽祭 2011 連携事業 

東京文化会館 青少年のための舞台芸術体験プログラム  

Music Weeks in TOKYO 2011 

美術・映像 東京 2050//12 の都市ヴィジョン展  

日本映画海外発信事業  

Talent Campus Tokyo 2011  

六本木アートナイト  

恵比寿映像祭  

東京アートミーティング  

Trans-Cool TOKYO 

キッズ・ユース 

イベント 

伝統芸能 キッズ伝統芸能体験 

演劇・ダンス TACT/FESTIVAL TOKYO  

東京文化会館 青少年のための舞台芸術体験プログラム  

パフォーマンスキッズ・トーキョー  

音楽 東京文化会館 青少年のための舞台芸術体験プログラム  

ミュージック&リズムス TOKYO KIDS  

美術・映像 アーティスト・イン・児童館  

「キンダー・フィルム・フェスティバル」コンペティション 

その他 イザ！カエルキャラバン！in 東京  

東京アートポイ

ント計画 イベ

ント 

エリア型プログ

ラム 

アートアクセスあだち 2011 音まち千住の縁  

岸井大輔「東京の条件 2011」  

墨東まち見世 2011  

TERATOTERA（テラトテラ）  

ぐるぐるヤ→ミ→プロジェクト  

としまアートステーション構想  

三宅島大学  

小金井アートフル・アクション！S&G  

豊島区在住アトレウス家  

複合型プログラ

ム 

川俣正・東京インプログレス―隅田川からの眺め  

イザ！カエルキャラバン！in 東京  

アーティスト・イン・児童館  

人材育成プログ

ラム 

Tokyo Art Research Lab 

ソーシャル・プ

ラットフォーム 

アートのためのキャリア支援プログラム 2  

P+ARCHIVE  

出典：東京文化発信プロジェクトホームページ（http://www.bh-project.jp/）より作成 

http://www.bh-project.jp/festival/jpn/event/data/LFJ2011
http://www.bh-project.jp/festival/jpn/event/data/trial_program2011
http://www.bh-project.jp/festival/jpn/event/data/mwit2011
http://www.bh-project.jp/festival/jpn/event/data/filmex2011
http://www.bh-project.jp/festival/jpn/event/data/talent_campus2011
http://www.bh-project.jp/festival/jpn/event/data/roppongi_art_night2012
http://www.bh-project.jp/festival/jpn/event/data/eizousai2012
http://www.bh-project.jp/festival/jpn/event/data/art_meeting2011
http://www.bh-project.jp/festival/jpn/event/data/trans_cool2012
http://www.bh-project.jp/kids/jpn/event/data/tact2011
http://www.bh-project.jp/kids/jpn/event/data/trial_program2011
http://www.bh-project.jp/kids/jpn/event/data/kids_tokyo2011
http://www.bh-project.jp/kids/jpn/event/data/trial_program2011
http://www.bh-project.jp/kids/jpn/event/data/mr_tokyo_kids2011
http://www.bh-project.jp/kids/jpn/event/data/aijidoukan2011
http://www.bh-project.jp/kids/jpn/event/data/kinder2011
http://www.bh-project.jp/kids/jpn/event/data/kaeru2011
http://www.bh-project.jp/artpoint/program/area2011/adachi2011-01.html
http://www.bh-project.jp/artpoint/program/area2011/tokyocondition2011-01.html
http://www.bh-project.jp/artpoint/program/area2011/machimise2011-01.html
http://www.bh-project.jp/artpoint/program/area2011/teratotera2011-01.html
http://www.bh-project.jp/artpoint/program/area2011/guruyami2011-01.html
http://www.bh-project.jp/artpoint/program/area2011/toshima2011-01.html
http://www.bh-project.jp/artpoint/program/area2011/miyakejima2011-01.html
http://www.bh-project.jp/artpoint/program/area2011/koganeiartfullaction2011-01.html
http://www.bh-project.jp/artpoint/program/area2011/atreuske-toshimaku-01.html
http://www.bh-project.jp/artpoint/program/inter2011/tip2011-01.html
http://www.bh-project.jp/artpoint/program/inter2011/kaeru2011-01.html
http://www.bh-project.jp/artpoint/program/inter2011/jidokan2011-01.html
http://www.bh-project.jp/artpoint/program/tarl2011/lab2.html
http://www.bh-project.jp/artpoint/program/social/career-support2-01.html
http://www.bh-project.jp/artpoint/program/social/parchive2011-01.html
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(3) 情報のバリアフリー化 

伝統芸能や食、アニメなどの文化、最先端の技術、近代的な都市の街並みや豊かな自然な

ど、東京には多くの魅力的な観光資源が存在しており、東京都では、これらの資源を活用し

た観光振興を進めてきた。 

外国人旅行者が日本旅行中に感じた不便・不満としては、標識の不足や観光案内所の立地、

言葉の不自由などが上位を占めている（図 5-23-5）。このため、旅行者にとって分かりやす

い案内標識の整備を促進するため、表記方法や景観への配慮等に関する「国内外旅行者のた

めのわかりやすい歩行者用案内サイン標準化指針」、「国内外旅行者のためのわかりやすい鉄

道用案内サイン標準化指針」を平成 21 年に策定した。東京都では、これまでに 800 基以上の

多言語案内標識を設置するなど、受入体制の整備を着実に推進している。 

 

 
出典：「2020 年の東京～大震災を乗り越え、日本の再生を牽引する～」（平成 23 年 12 月、東京都） 

資料：「訪日外国人個人旅行者が日本旅行中に感じた不便・不満調査報告書」（平成 21 年７月 JNTO）より作成 

図 5-23-5 外国人旅行者が日本旅行中に感じた不便・不満 
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(4) オリンピックにおける文化活動 

1)  文化プログラム 

オリンピックは単なるスポーツの祭典ではなく、「文化の祭典」でもある。歴史を紐解く

と、かつての 1948 年ロンドン大会まではオリンピック競技種目のなかに「芸術競技」が組

み込まれており、絵画や彫刻についてもメダルを争っていた。 

また、現在では行われていないが、過去のオリンピックの開催においては、正式競技の

他に「デモンストレーション競技」が行われており、1964 年の東京大会においては日本の

伝統的スポーツである弓道、相撲、剣道の三種目が実施されている。 

現在のオリンピックにおいても、このようなオリンピックにおける文化の祭典としての

側面は、開催国の歴史・文化等が演出される開会式や、競技と併催される「文化プログラ

ム」に表れている。 

文化プログラムは、オリンピック憲章において「短くともオリンピック村の開催期間、

複数の文化イベントのプログラムを計画しなければならない」と規定されているものであ

り、開催国の歴史や文化の紹介、国際文化交流イベントが行われる。 

オリンピック開催都市における文化プログラムの内容は表 5-23-4 及び表 5-23-5 に示

すとおりである。 

長野冬季五輪においては、「歴史を振り返り、21 世紀への希望を表現するプログラム」「人

と自然との共存を表現するプログラム」「子供たちに夢と感動を与えるプログラム」が実行

されており、オリンピックにおける文化プログラムは、開催都市の様々な伝統・文化活動

の発信の機会の場となっている（表 5-23-6）。 

 

表 5-23-4  オリンピック開催都市における｢文化プログラム｣の提案内容 

 
出典：「１０年後の東京～東京が変わる～」（2006 年 12 月、東京都） 
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表 5-23-5  長野冬季五輪の文化プログラム 

「オリンピック能」 

○県能楽連盟が主催する「長野オリンピック能」は十五日、長野市若里の県民文化会館で開き、約

二千人の観客が優雅な伝統芸能の世界を堪能した。 

○笛や鼓の奏でる幽玄な音色に乗って、観世流二十六世宗家の観世清和さんによる「羽衣」の天人

の舞や、「石橋」の親子の獅子（しし）の激しく華やかな動きが繰り広げられると、観客は吸い込

まれるように舞台に見入った。 

○五輪文化プログラムの一つで、外国人客に日本の伝統文化に触れてもらうのが狙いだったが、外

国人客の姿は少なめ。それでも、米国の男性客は「オペラに近いのかな。厳密で正確にまとまっ

ているところが素晴らしい」と感心していた。 

松本から「日本の響き」 

○長野五輪文化プログラム「日本の響き」シリーズ（信濃毎日新聞社などの実行委主催）は八日、

松本市の県松本文化会館で始まった。この日は、「讃火～ＳＡＮＫＡ」をテーマに、「日本音楽集

団」などが琴や三味線といった邦楽演奏をした。 

○このうち、和服姿の県三曲協会員約九十人は、邦楽界の第一人者長沢勝俊氏が五輪を記念して作

曲した「燦（さん）～雪と氷の祭りによせて～」を披露。和楽器の音色が刻む西洋音楽のような

軽快なリズム、躍動感のある演奏に、盛大な拍手がわいた。 

○「日本の響き」は、九日に和太鼓集団鼓童が「鼓動」、十六日にわらび座が「いのちの祝祭」を県

松本文化会館でそれぞれ公演。長野市の県民文化会館では、十日に「鼓動」、十四日に県三曲協会

の「春への序奏」、十七日に「いのちの祝祭」を行う。 

資料：1998 年 2 月 16 日、1998 年 2 月 9 日 信濃毎日新聞掲載より作成 

 

表 5-23-6  長野冬季五輪における文化プログラムイベント一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１，歴史を振り返り、21 世紀への希望を表現するプログラム 

 ア，歴史に学ぶ 

    アジアの中の日本美術展、長野に見る世界の文化、日本の伝統芸能、日本の伝統文化 

    大相撲長野場所、オペラ善光寺 

 イ，今を生きる 

    サイトウ・キネン・オーケストラ、NHK 交響楽団コンサート、杏里コンサート、現代芸術 

 ウ，未来への希望 

    夢のオーケストラ公演、ガラコンサート、五千人の第九コンサート 

    国際姉妹都市交流フェスティバル、ミュージカル“ふるさときゃらばん” 

    オリンピックテーマ館 

 

２，人と自然との共存を表現するプログラム 

 ア，自然とのふれあい 

    人と自然、そして祈り in Japan 展 

    信州の風景画名作展、原田泰治展、喜多郎コンサート 

 イ，自然との共存 

    木の国際シンポジウム、民俗芸能、祭り、生活芸術、伝統工芸、長野の味 

 ウ，人と自然－新しい時代ヘ 

    国際自然保護シンポジウム、自然保護学習会 

 

３，子供たちに夢と感動を与えるプログラム 

 ア，見る感動、聞く感動 

    夢のコンサート、文化庁巡回公演、人形劇力ーニバル、アニメーション大会、オリンピッ

ク展 

 イ，参加する感動 

    街が舞台、鈴木メソード、世界子供絵画展 

 ウ，ふれあい、わかちあう感動 

    国際ユースキャンプ、こども親善大使、五大陸をつなぐ少年少女国際合唱フェスティバル 

    ながの－アスペンオーケストラコンサート、オリンピック・エイド・コンサート 

 エ，地球を大切にする心 

    宇宙から見た地球 
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2)  一校一国運動 

「一校一国運動」は、広島アジア大会の地区公民館単位での活動を参考に長野冬季五輪

から始まった運動であり、小中学校が参加予定国から一校一国の交流相手国を決め、相手

国を核とした国際交流・国際親善を図る活動である。 

1998 年の長野冬季五輪を迎えるにあたり、長野では市内の小・中・特殊学校が、参加し

た 82 の国・地域のそれぞれに交流校を決め、相手国の文化や生活等を学び交流する計画を

実施した。選手団来訪後には、選手村の入村式に参列したり、開会式では各校の児童生徒

が担当国のプラカードを持って選手入場を先導する等、「一校一国運動」により市民と参加

国、オリンピックが強く結びつけられ、国際交流や異文化理解の機会となっている。 

この一校一国運動は、長野冬季五輪において「平和と友情」を示す草の根運動として IOC

に大好評を博し、その後の 2000 年シドニー夏季五輪、2002 年ソルトレーク冬季五輪、2006

年トリノ冬季五輪へと引き継がれている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：1999 年 1 月 15 日 信濃毎日新聞掲載 より作成 

 

 

一校一国運動は効果あった 長野の子ども、異文化に関心 

 

長野冬季五輪で長野市内の小中学校が展開した「一校一国交流活動」は、子どもたちが異文

化を理解したり、平和への関心を高める上で有効だった―。日本オリンピック・アカデミー（Ｊ

ＯＡ、猪谷千春会長）の監事を務める真田久・筑波大体育科学系講師らが行ったアンケート調

査での結果がまとまった。 

ＪＯＡは、五輪憲章がうたう理念の研究、オリンピック・ムーブメントの国内普及を進めて

いる。調査は、長野市内から四小学校を抽出。比較のために北安曇郡白馬村など五輪競技開催

地の十一校、北海道や神奈川県など県外の四校と合わせ、六年生千五百人余を対象に行った。 

五輪を通して抱いた感想で「世界が平和になるように何かしたい」と思った児童は、長野市

内の小学校で九〇・三％。同市外（六八・二％）や県外（五八・六％）を大きく上回った。 

また、長野五輪を「良かった」と感じた項目で、「世界の人たちが仲良くすることの大切さが

分かった」のは長野市内で六一・八％、市外四四・〇％、県外四二・四％。「世界平和について

考えるようになった」のは長野市内三〇・三％、市外一三・七％、県外一一・五％だった。 

「スポーツをやる楽しさや大切さ」「スポーツを見る楽しさ」を感じた児童の割合は、逆に長

野市外や県外の方が高く、市内の児童には五輪が国際交流や異文化理解の機会となったことが

分かった。この点について真田講師は「五輪憲章は、五輪による平和教育の重要性もうたって

いる。日本ではその方法がこれまで議論されてこなかったが、一校一国交流活動は有効な体験

学習といえるのではないか」と評価している。 
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(5) 文化活動に関する現況のまとめ 

都民と文化の関わりについては、観て楽しむ「鑑賞」、創って楽しむ「創作」、ボランティ

アなどで芸術家を支えて楽しむ「支援」などがあり、それぞれの活動の場として文化施設は

重要な拠点となっている。 

東京都の文化活動拠点については、国立・都立の文化施設のみならず、民間の文化施設が

多く、文化を支える多くの資源が集積している。世界の都市総合力ランキングでも「美術館・

博物館数」「食事の魅力」で上位にランキングされるなど、海外大都市に匹敵する高いポテン

シャルを有している。 

平成 23 年には、東京を代表する観光地である日本橋や浅草、空の玄関口である羽田空港に

新たな船着場が完成した。また、平成 24 年 5 月に、隅田川を望む水辺に東京スカイツリーが

開業し、年間 2,000 万人の観光客の来訪が予測されている。また、東京は、江戸時代から連

なる長い歴史や独自の伝統的文化、景観、食文化に加えて、アニメやマンガ等のポップカル

チャーから歌舞伎や能楽などの伝統芸能まで、幅広い分野に広がっており、新たな日本の魅

力「クール・ジャパン（格好いい日本）」となるなど、新たな文化の中心地を形成している。 

文化の発信（国際貢献）については、平成 20 年度より開始した「東京文化発信プロジェク

ト」において、演劇、音楽、伝統芸能、美術など様々な分野で文化イベントが展開されてい

る。そのほか、これまでの長野冬季五輪などオリンピックにおける文化活動は、国際交流や

異文化理解の機会となるなど、オリンピックムーブメントの国内普及に貢献した。 

東京都は、一度は行ってみたい都市、何度も訪れたい都市を目指し、既存の観光スポット

の魅力向上に加え、東京の新たな魅力の演出・発信を推進している。 

情報のバリアフリー化については、外国人旅行者が一人でも自由に行動できる環境づくり

のため、標識の不足や観光案内所の立地、言葉の不自由などへの対策として、これまでに 800

基以上の多言語案内標識を設置するなど、受入体制の整備を着実に推進している。 
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5-23-2  予測評価（全体計画） 

(1) 評価の指標及び目安 

文化活動における、全体計画の検討についての評価の指標は「施設密度」「文化の発信（国

際貢献）」及び「情報のバリアフリー化」であり、それぞれの評価の目安は、表 5-23-7 に示

すとおりである。 

表 5-23-7  評価の指標及び目安 

評価の指標 評価の基準 
評価の目安 

－２ －１ ０ ＋１ ＋２ 

施設密度 文化活動拠

点の増減 
－ 

拠点数 減 現況と変わ

らない 

拠点数 増 
－ 

文 化 の 発 信

（国際貢献） 

国際交流の

活発化への

寄与の有無

（日本文化

との接触機

会の増減） 

－ 

発信機会 

減 

現状の文化

の発信機会

と変動がな

い 

発信機会 

増 

－ 

情報のバリア

フリー化 

案内表示等

情報提供の

バリアフリ

ー化の進展

の有無 

－ 

現状と変わ

らず情報提

供のバリア

が残る 

すでにバリ

アフリー化

されており

現状と変わ

らない 

バリアフリ

ー化の進展

あり － 

 

 

(2) 予測評価の方法 

それぞれの指標について、東京都が公表している施策等を基に定性的に評価した。 

 

(ｲ) 施設密度 

施設密度の予測評価の方法は表 5-23-8 に示すとおりである。 

 

表 5-23-8 予測評価方法（全体計画） 

予測評価の時期 予測評価の方法 

開催後 
後利用による

影響 

文化活動拠点数の増減について、東京都文化振興指針等の情報

を基に定性的に評価した。 

 

(ﾛ) 文化の発信（国際貢献） 

文化の発信（国際貢献）の予測評価の方法は表 5-23-9 に示すとおりである。 

 

表 5-23-9 予測評価方法（全体計画） 

予測評価の時期 予測評価の方法 

開催前 
招致・PR 活動に

よる影響 

国際交流の活発化への寄与の有無（日本文化との接触機会の増

減）について、東京都文化振興指針等の情報を基に定性的に評価

した。 
開催中 

競技の実施に

よる影響 

開催後 
後利用による

影響 
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(ﾊ) 情報のバリアフリー化 

情報のバリアフリー化の予測評価の方法は表 5-23-10 に示すとおりである。 

 

表 5-23-10 予測評価方法（全体計画） 

予測評価の時期 予測評価の方法 

開催中 
施設の存在に

よる影響 

案内表示等情報提供のバリアフリー化の進展の有無について、

東京都の計画の情報を基に定性的に評価した。 

開催後 
後利用による

影響 

 

(3) 予測評価の結果 

1)  開催前（招致・PR 活動による文化の発信に関する影響） 

①  一次評価 

文化の発信（国際貢献）は、国際交流の活発化に寄与（日本文化との接触機会の増加）

する施策を実施しなければ現況と変わらないと予測されるため、全体計画の評価結果は

「０」とした。 

 

②  ミティゲーション 

2020 年東京大会では、訪れる人に特別な体験をしてもらうため、東京、日本、そして世

界の文化の最高の要素を取り出し、独自のビジョンである”Discover Tomorrow”から発想

を得た様々な文化プログラムを展開する。 

 

(a)  2020 年東京大会の文化プログラム 

開催都市決定後から文化事業、展覧会、祭典など包括的なプログラムに着手する。 

このプログラムには、アスリートと同規模のクリエーターが世界中から集い、大会期

間中にピークを迎える。 

これらのプログラムにより、日本を含めたアジアでのオリンピックの価値の普及を促

進し、地域コミュニティで大会への情熱を喚起する。 

(b)  東京文化発信プロジェクト 

2016 年招致をきっかけとして開始した「東京文化発信プロジェクト」では、文化のた

めのイベント週間である「フェスティバル・トーキョー」などのイベントを開催してい

る。最先端の芸術からコミュニティアートまで、次世代を育成するプラットフォームと

しての機能を持ちながら、文化の多様性を促進する事業を行なってきた。 

このプロジェクトをさらに発展させ、文化に対する意識を広め、すべての市民にオリ

ンピズムのメッセージを伝えていく。 

(c)  若手芸術家の支援 

2020 年東京大会では、若手芸術家を支援する「トーキョーワンダーサイト」を拠点に、

「アーツ・アンド・オリンピズム・ユース・クリエーション・プログラム」を実施し、

若手芸術家を支援する東京都のイニシアチブを推進する。このプログラムでは、大会期

間中の国際的なコラボレーションや伝統文化から革新的な技術にいたるまでの挑戦的な

プロジェクトを通じて、世界中の若手芸術家が斬新な表現方法とオリンピズムの概念を

探究する取組を進める。制作された成果物は大会期間中に展示される。 
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(d)  1 校 1NOC 運動 

「一校一国交流活動（一校一国運動）」は 1998 年長野冬季五輪から始まった。2020 年

東京大会では、各学校や大学が NOC と対になる「１校１NOC 運動」を通じてさらに学生

にオリンピズムを広めていく。学生はその NOC が属する国の文化や歴史を学び、その国

の若者と交流を図る。 

 

また、2020 年東京大会を契機として、東京都は平成 32 年度までを計画期間とする新た

な長期ビジョン「２０２０年の東京」を策定し、オリンピック・パラリンピック競技大会

の開催を目指す 2020 年の東京の姿と、それに向けた政策展開を明らかにした。 

開催前における文化の発信に関するミティゲーションの内容は表 5-23-11(p.5-23-13)

に示すとおりである。 

 

表 5-23-11(1)  文化の発信に関するミティゲーションの内容 

予測評価の時期 ミティゲーションの内容 

開催前 

招致・ PR

活動等に

よる影響 

 

文化活動については、「産業力と都市の魅力を高め、東京を新たな成長軌

道に乗せる」という目標を掲げ、東京の持つ強みを活かしながら、戦略的

な情報発信や体制強化等により、観光・文化面における東京のプレゼンス

を向上させるという政策の方向性を示している。この目標達成に向け、実

行プログラム 2012 では、東京の多彩な魅力を演出・発信し、国内外から来

訪者を呼び込むための施策を展開している。 

具体的には、3 年後の到達目標として、 

①東日本大震災による落ち込みから力強く回復し、訪都外国人旅行者数

が震災前の水準を超えて着実に増加 

②芸術文化を創造・発信する新たな仕組みを構築し、創造性あふれた多

様な人材や活動を発掘、支援していくことによって、東京の文化を世

界へ発信 

を設定している。 

 

『２０２０年の東京』（2011.12）における目標と取組 

 

目標５ 

・産業力と都市の魅力を高め、東京を新たな成長軌道に乗せる 

政策の方向性 

・東京の持つ強みを活かしながら、戦略的な情報発信や体制強化等によ

り、観光・文化面における東京のプレゼンスを向上させる 

施策 13 

・東京の多彩な魅力を演出・発信し、国内外から来訪者を呼び込む 

 

『２０２０年の東京』（2011.12）におけるこれからの政策展開 

 

○ 何度も訪れたくなる新たな魅力の創出 

・ 一度は行ってみたい都市、何度も訪れたい都市を目指し、既存の

観光スポットの魅力向上に加え、東京の新たな魅力を演出・発信

する。 

・ 世界に誇るアニメやファッションなどのコンテンツの活用や映

画・ドラマのロケ地等を巡るカルチャーツーリズム、豊かな自然

に触れるエコツーリズムやグリーンツーリズム、国民のニーズを

満たした上での高い技術力や医療水準を活かしたメディカルツー

リズムなど、多彩なニューツーリズムを展開する。 
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表 5-23-11(2)  文化の発信に関するミティゲーションの内容 

予測評価の時期 ミティゲーションの内容 

開催前 

招致・ PR

活動等に

よる影響 

 

○ 戦略的なプロモーションの展開 

・ ウェルカム・アジアキャンペーン5なども活用し、今後、海外旅行

需要の大幅な増大が見込まれるアジアに対して、重点的にプロモ

ーションを進める。 

・ 対象国の市場動向を十分に把握した上で、戦略的なプロモーショ

ンを展開するとともに、国ごとの訪都外国人旅行者数などを踏ま

えて効果測定を行い、新たな戦略につなげるサイクルを確立する。 

・ 都内の観光情報などをソーシャルメディアで発信するなど、情報

発信メディアを多様化し、より多くの対象者へ効果的に届くプロ

モーションを実施する。 

○ 旅行者の受入体制の整備 

・ ＩＣＴ技術による情報提供など新たな技術の活用と日本人ならで

はの「おもてなしの心」の両輪で、旅行者の目線に立った受入体

制の整備を推進する。 

○ 国際会議の積極誘致 

・ 豊富なノウハウを持つ民間人や外国人等の多様な人材を活用する

など、ＭＩＣＥ6誘致体制を強化し、活発な誘致活動を展開する。 

・ 大学でのオープンユニバーシティ講座の実施など、産業界や大学

機関等とも連携しながら、高度なノウハウが求められるＭＩＣＥ

誘致を担う人材を育成・輩出し、ＭＩＣＥ誘致のすそ野を広げる。 

・ 都の文化施設や都市基盤施設を巡る観光ツアーや、隅田川、臨海

部等の水辺空間の魅力を体感する舟運ツアー、日本文化体験プロ

グラムなど、多様なアフターコンベンションのメニューを提供す

る。 

・ 臨海部にコンベンションやアフターコンベンション7の会場とな

る施設を誘致するとともに、規模拡大の検討や多言語の同時通訳

機器の充実など既存のコンベンション施設のレベルアップを図

る。 

○ 新たな芸術文化の推進体制の構築 

・ 日本で初めてアーツカウンシルを本格的に設置し、芸術支援プロ

グラムの立案や支援先の評価を通じて、創造性や将来性にあふれ

た活動を支援するとともに、都の文化政策のさらなる戦略化を図

る。 

・ また、世界で活躍するアーティストを育む国内外のネットワーク

構築や、専門的評価に基づく複数年度の長期的な支援を検討する

など、創造環境を整備し、多様で豊かな才能による創造活動を活

性化する。 

・ 都立文化施設においては、各施設の魅力を活かした事業展開や芸

術文化の担い手の育成推進など、創造発信拠点としての機能の強

化を図る。また、高齢者や障害者、外国人等が芸術文化を気軽に

楽しめる取組を促進する。 

 

                             
5 ウェルカム・アジアキャンペーン：東京都の呼びかけにより設立されたアジア大都市ネットワーク 21 の共

同事業の一つで、欧米、オセアニア及びアジアからの旅行者を誘致することを目的として、都市間で連携し

たプロモーション等を展開 
6 ＭＩＣＥ：企業等の会議(Meeting)、企業等の報奨・研修旅行(Incentive Travel)、国際機関等が行う国際

会議(Convention)、イベントや展示会等(Event/Exhibition)の総称 
7 アフターコンベンション：コンベンション等の終了後に行われる催しや懇親会 
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表 5-23-11(3)  文化の発信に関するミティゲーションの内容 

予測評価の時期 ミティゲーションの内容 

開催前 

招致・ PR

活動等に

よる影響 

 

・ あわせて、上野恩賜公園を文化施設や歴史的財産の集積を活かし

た文化発信拠点として整備する「文化の森」計画など、他施設等

との連携を深めることにより、広がりのある芸術文化の展開と活

発な創造活動を促進する。 

 
出典：「2020 年の東京」（平成 23 年 12 月、東京都） 

図 5-23-6 文化政策の新たな展開 

 

○ 文化における東京のプレゼンス確立 

・ 映画やマンガ、アニメ、デザイン等の創造性に対する海外からの

高い評価や、芸術文化の一分野として国内での認知度が高まって

いること等を背景に、メディア芸術やクリエイティブ産業に関す

る創造活動等への支援に取り組む。 

・ 隅田川ルネサンスと連携したプログラム、まちづくりや観光施策

とタイアップした事業展開など、既存事業の再構築による戦略的

展開等によって、文化発信の新たなステージを切り開く。 

・ 日本最大級の音楽祭となったラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポ

ン「熱狂の日」音楽祭のように、特定の地域で一定期間に集中し

てさまざまなプログラムを展開するなど、相乗効果を生み出す取

組を更に拡大し、他の分野でも展開する。 

・ 文化面におけるアジアのヘッドクォーターとして、アジア間の文

化交流を推進するとともに、産業や観光、食文化、景観などの事

業と連携した多様なプログラムを展開し、世界へ向けた東京の文

化発信を強化する。 

・ 将来の日本の伝統文化を支える人材を育成し、伝統文化の継承を

推進するとともに、魅力あるプログラムの開発や伝統文化に触れ

合う機会を創出する。 

○ 東京都は、大規模な文化プロジェクトや様々な都市との国際交流を戦

略的に展開し、これらの事業を起爆剤としてオリンピックムーブメン

トを巻き起こすことを目指している。 

○ オリンピック開催年を含む 4 年間にわたり実施する文化プログラムを

策定し、東京の魅力を世界に発信していく 

 
資料：「2020 年の東京～大震災を乗り越え、日本の再生を牽引する～」（平成 23 年 12 月、東京都）より作成 
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③  二次評価 

東京は、「5-23-1(1)東京の文化施設の集積」(p5-23-1)で挙げたように、文化施設、芸術

に関する教育機関等、文化を支える多くの資源が集積しており、歌舞伎や能楽などの伝統

芸能から、アニメやマンガ等のポップカルチャーまで、幅広い分野で高いポテンシャルを

有している。 

また、従来の観光資源に加えて、新たな文化拠点や豊かな水辺区間などが形成されるこ

とにより、東京の魅力を発信するエリアが形成されることが期待される。 

これまでに開催された過去のオリンピック開催都市においても、「5-23-1(4)オリンピッ

クにおける文化活動」（p5-23-7）にみられるように、開催都市の有する伝統、文化の発信

の大きな機会が与えられている。このことから、東京の魅力を活かした文化プログラムの

策定とともに、文化行事、展覧会、祭典など包括的なプログラムの実施により、日本文化

の発信機会が増加すると考えられる。したがって、文化の発信における全体計画の評価結

果は「＋１」とした。 

 

 

2)  開催中（施設の存在による情報のバリアフリー化に関する影響） 

①  一次評価 

情報のバリアフリー化は、案内表示等情報提供のバリアフリー化を進展させるための施

策を実施しなければ現況と変わらないと予測されるため、全体計画の評価結果は「０」と

した。 

 

②  ミティゲーション 

情報提供のバリアフリー化に関するミティゲーションの内容は表 5-23-12 に示すとお

りである。東京都は、先端技術の活用等による案内誘導の充実化を、利用者の多い重点整

備エリアを中心に推進していく。また、電車、地下鉄等においても多言語案内表示がすべ

ての施設で提供できる体制を構築していくことから、2020 年東京大会の開催までには必要

な範囲で情報提供のバリアフリー化が図られると想定する。 
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表 5-23-12  情報提供のバリアフリー化に関するミティゲーションの内容（開催中） 

予測評価の時期 ミティゲーションの内容 

開催中 

施設の存

在による

影響 

 

『１０年後の東京』（2006.12）における取組 

 

○ 東京都は、先端技術の活用等による案内誘導の充実化（例えば絵文字及び

多言語の案内表示、ユビキタス技術の活用等）を、利用者の多い重点整備

エリアを中心に推進していく。 

・ ユビキタス技術を活用し、駅とまちで統一した案内、決済手段を整備

する。 

・ 観光案内所の機能強化、案内サインの普及、小売店等における外国語

メニューの普及を推進する。 

・ 観光や案内サインの設計・バリアフリーボランティアのしくみづくり

等、ユニバーサルデザインのまちづくりに関する人材育成を推進する。 

○ 東京都は、電車・地下鉄等における英語など日本語以外による表示や情報

の提供について、2020 年までにすべての施設で提供できる体制を構築する。 

 

 

『２０２０年の東京』（2011.12）におけるこれからの政策展開 

 

○ 現在利用者が大幅に増加しているスマートフォンなど、新たな技術も積極

的に活用し、外国人旅行者が一人でも自由に行動できる環境づくりを一層

推進する必要がある。 

○ スマートフォン等の ICT8機器を使って、音声で入出力を行う同時通訳や、

カメラやメガネを通して現実の風景に多くの情報を重ね合わせる AR（拡張

現実）9による多言語の観光案内など、外国人旅行者が母国語を使って、よ

り楽しくストレスなく都内を観光できる環境を整備する必要がある。 

○ 同時に、多くの旅行者が訪れるエリア等において、エリア内のどこにいて

も ICT 機器でスムーズに観光情報が入手できるよう、無線 LAN10環境の整備

を促進する。 

○ ボランティアガイドのさらなる活用など、外国人旅行者の大幅な増加に対

応できる人的資源を確保するとともに、国際交流の機会の増加等を通じて、

外国人旅行者をあたたかく迎え入れる気運を醸成する。 

 

資料：「10 年後の東京～東京が変わる～」（平成 18 年 12 月、東京都）、「2020 年の東京～大震災を乗り越え、

日本の再生を牽引する～」（平成 23 年 12 月、東京都）より作成 

 

                             
8 ICT：Information and Communication Technology の略。情報や通信に関する技術の総称 
9 AR（拡張現実）：Augmented Reality の略。現実の環境にコンピュータを用いて情報を付加することにより

人工的な現実感を作り出す技術の総称 
10 無線 LAN：無線でデータの送受信を行う構内通信網（Local Area Network） 



 5-23-18 

○「１０年後の東京」計画における情報のバリアフリー化の施策の概要 

 

情報のバリアフリー化を重点的に整備を進めるエリアとして、①外国人観光客が多いまたは利

用者が多い駅を擁する、②2016 年東京大会の競技会場予定地の周辺、の観点から「東京・銀座・

新橋エリア」、「臨海エリア」、「品川エリア」、「六本木・赤坂エリア」、「原宿エリア」、「新宿・神

宮エリア」、「池袋エリア」、「上野・浅草エリア」、「秋葉原エリア」、「御茶ノ水・飯田橋エリア」

の１０のユニバーサルデザイン重点整備エリアを設定し、ユニバーサルデザインのまちづくりに

ついて以下の施策を展開する。 

 

○東京ひとり歩きサイン計画 

・国内外の旅行者が迷うことなく安心してまち歩きができるよう、絵文字等を活用した多言語

の案内標識の整備を推進するとともに、区市町村や公共交通事業者等に対し案内サイン標準

化指針の普及を図る。 

○東京ユビキタス計画の展開 

・ユビキタス技術を活用して、観光ナビシステム、街頭のデジタル案内板や鉄道駅のディスプ

レイ等を活用し、多言語で情報提供する。ユビキタス技術を活用したビジネスモデルの構築

を誘導する。また、更なる普及のトリガーとして都庁舎のユビキタス化に取り組む。 

○外国人旅行者が 1 人で安心して暮らせるまちづくり 

・1０のユニバーサルデザイン重点整備エリアを中心に、観光案内標識や多言語表記のバス停

の整備を進めるとともに、飲食店における多言語メニューの普及、拡大を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「10 年後の東京～東京が変わる～」（平成 18 年 12 月、東京都）、「１０年後の東京」への実行プログラム

2008」（平成 19 年 12 月、東京都）より作成 
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③  二次評価 

表 5-23-12(p5-23-17)に示すミティゲーションにより、ユニバーサルデザインのまちづ

くりが面的に整備され、外国人旅行者を含め、誰もが不自由なくまち歩きを楽しむことが

できるようになると想定されることから、2020 年東京大会の開催までには必要な範囲で情

報提供のバリアフリー化が図られると想定する。 

したがって、全体計画の評価結果は「＋１」とした。 

 

3)  開催中（競技の実施による文化の発信に関する影響） 

①  一次評価 

開催前（招致・PR 活動による影響）と同様に、文化の発信（国際貢献）は、国際交流の

活発化に寄与（日本文化との接触機会の増加）する施策を実施しなければ現況と変わらな

いと予測されるため、全体計画の評価結果は「０」とした。 

 

②  ミティゲーション 

2020 年東京大会では、誰もが「未来をつかむ（Discover Tomorrow）」ことができるとい

うビジョンを全構成要素（スポーツ、聖火リレー、都市活動、文化、教育、セレモニー）

に分かりやすく統合する。文化プログラムにおいても、オリンピックムーブメントがもた

らす恩恵と広範なレガシーを、日本人が持つ独自の文化や資質、価値とグローバルなトレ

ンドを生み出す都市の興奮、情熱、あたたかさに結びつける。 

 

(a)  2020 年東京大会の文化プログラム 

大会期間中のプログラム － 都市が劇場となる「TOKYO2020 フェスティバル・オブ・

アーツ・アンド・カルチャー」は、日本社会が共有するオリンピックの価値を称え、未

来を形作る。このフェスティバルでは、大会を訪れた人々や地域コミュニティに、文化

に触れ、親しむ機会を数多く提供し、「未来（あした）をつかむことを目指した、日本の

文化特性である多様性に関する世界の若手芸術家の対話」という主なテーマを通じて文

化交流を促進する。 

また、「アーツ・フォー・オリンピズム・ユース・クリエーション・プログラム」に参

加する若手芸術家、高齢者、障害者等は、共に創作し、卓越、友情、尊敬というオリン

ピックの価値を普及し、2012 年ロンドン大会の「アンリミテッド」プロジェクトの成功

を継承する。 

(b)  文化プログラムと都市活動 

大会期間中は、劇場や美術館を開放するだけでなく、公園や通りや公共施設など、都

市の隅々で、伝統と現代、日本古来の叡智と先端技術が混ざり合った文化の多様性を体

験できる。都市自体がこの祝祭のための大きな劇場となる。 

都内の地域コミュニティは、街頭装飾やイベント展開により、地域の特性を活かして

大会の祝祭の雰囲気を盛り上げ、来訪者を温かく迎え入れる。東京は、ライブサイト、

コミュニティ主体の祭典、ファントレイル、その他文化プログラムからなるさまざまな

イベントにより、訪れた人々だけでなくオリンピック・ファミリーや地元コミュニティ

に素晴らしい体験をもたらし、オリンピックとコミュニティが一体となる。 

○ライブサイト 
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東京の有名な公園（代々木公園、日比谷公園、上野恩賜公園、井の頭恩賜公園）に

大型スクリーンを設置してチケットを持たない人々も感動を共有できるようにする。

ライブサイトは、都市部で伝統文化とポップカルチャーを調和させ、音楽イベントや

演劇も主催し、スポーツ、文化、最新技術が世界的に融合することにより、発見の旅

へと観客を誘う。東日本大震災の被災地にもライブサイトを設置し、東京の会場と中

継でつなぐ。 

○ファントレイル 

ボランティアと若手アーティストによって競技会場と最寄駅の間に、「ファントレ

イル」が設置され、活気ある祝祭の雰囲気や彫刻、音楽、ストリートパフォーマンス

でイベント会場への道のりを盛り上げる。 

(c)  1 校 1NOC 運動 

開催前から「1 校 1NOC 運動」でその国の文化について学んだ学生達は入村式に参加す

るか、あるいは競技スタッフやチアリーダーになる機会が与えられる。これらは IOC や

IF と協議して実施される。 

 

また、開催前（招致・PR 活動による影響）と同様に、引き続き表 5-23-11（p5-23-13）

に示すミティゲーションを実施する。 

 

③  二次評価 

東京は、「5-23-1(1)東京の文化施設の集積」(p5-23-1)で挙げたように、文化施設、芸術

に関する教育機関等、文化を支える多くの資源が集積しており、歌舞伎や能楽などの伝統

芸能から、アニメやマンガ等のポップカルチャーまで、幅広い分野で高いポテンシャルを

有している。 

開催中は、開催前からの文化の発信についてのミティゲーション（表 5-23-11 

(p5-23-13)）に加え、開催中のミティゲーションが実施される。これらの伝統文化と先端

技術が融合した東京のポテンシャルを、世界中の人々が参加するオリンピックのなかで展

開することにより、東京、日本のみならず、さまざまな価値感や文化の共有による文化の

多様性発展に貢献できると考えられる。 

東京の魅力を活かした文化プログラムを通じて、世界の若手芸術家たちに日本独特の文

化について対話する機会を提供し、世界規模の文化交流を促進することができる。独自の

ビジョンである「Discover Tomorrow」から発想を得た様々なイベントを通じて日本文化を

紹介することにより、東京を訪れた人々や地域コミュニティに文化に関する発見と驚きの

機会を数多く提供する。大会期間中は、東京の文化施設を無料で開館するとともに、開館

時間も延長し、様々なイベントを行う。イベントでは、国内外の著名な芸術家だけでなく、

学生や東京ワンダーサイトの出身者をはじめとする若手芸術家の参加も積極的に支援する。

したがって、このような文化プログラムの策定とミティゲーションの実施により、日本文

化の発信機会が増加すると考えられることから、文化の発信における全体計画の評価結果

は「＋１」とした。 
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4)  開催後（後利用による影響） 

①  一次評価 

(ｲ) 施設密度 

開催後に、2020 年東京大会のために整備された施設を文化活動の拠点として利用してい

く計画が無ければ、文化活動拠点の施設密度は現況と変わらないと予測する。 

したがって、全体計画の評価結果は「０」とした。 

 

(ﾛ) 文化の発信（国際貢献） 

開催前（招致・PR 活動による影響）と同様に、文化の発信（国際貢献）は、国際交流の

活発化に寄与（日本文化との接触機会の増加）する施策を実施しなければ現況と変わらな

いと予測されるため、全体計画の評価結果は「０」とした。 

 

(ﾊ) 情報のバリアフリー化 

開催中（施設の存在による影響）と同様に、情報のバリアフリー化は、案内表示等情報

提供のバリアフリー化の進展させるための施策を実施しなければ現況と変わらないと予測

されるため、全体計画の評価結果は「０」とした。 

 

②  ミティゲーション 

(ｲ) 施設密度 

東京都は、2006 年 5 月に世界が文化的魅力を感じ、都民が文化的豊かさを誇ることがで

き、文化創造の基盤が充実した「創造的な文化を生み出す都市・東京」を目指して「東京

都文化振興指針」を策定した。また、平成 32 年度までを計画期間とする新たな長期ビジョ

ン「２０２０年の東京」を策定し、オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を目指

す 2020 年の東京の姿と、それに向けた政策展開を明らかにした。 

都民と文化の関わりについては、観て楽しむ「鑑賞」、創って楽しむ「創作」、ボランテ

ィアなどで芸術家を支えて楽しむ「支援」などがあり、それぞれの活動の場として文化施

設は重要な拠点となっている。 

文化施設の数については、既に海外大都市に匹敵するポテンシャルを有していることか

ら、今後は、各施設の魅力を活かした事業展開や芸術文化の担い手の育成推進など、創造

発信拠点としての機能の強化を図る。また、高齢者や障害者、外国人等が芸術文化を気軽

に楽しめる取組を促進する。 

あわせて、上野恩賜公園を文化施設や歴史的財産の集積を活かした文化発信拠点として

整備する「文化の森」計画など、他施設等との連携を深めることにより、広がりのある芸

術文化の展開と活発な創造活動を促進する。 

また、臨海部にコンベンションやアフターコンベンションの会場となる施設を誘致する

とともに、規模拡大の検討や多言語の同時通訳機器の充実など既存のコンベンション施設

のレベルアップを図る。 

具体的な施設密度に関するミティゲーションの内容は、表 5-23-13(p5-23-22)に示すと

おりである。 
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表 5-23-13 施設密度に関するミティゲーションの内容 

予測評価の時期 ミティゲーションの内容 

開催後 
後利用に

よる影響 

 
東京都は「東京都文化振興指針」を策定しており、施設に関して以下の

施策を行う。 

 

○ 取組 1 アーティスト及びアート関係者の滞在・交流・制作拠点の整備 

国内外の若手アーティストに対し、作品の発表や多様な人々との交流

の場を提供するために、都の施設などを有効活用し、東京に新たなア

ートの生まれる活動基盤を整備する。 

 ◆トーキョーワンダーサイト 

 ◆アーティスト･イン･レジデンス（トーキョーワンダーサイト青山） 

○ 取組 6 アーティストに公共空間を開放 

劇場、美術館等の文化施設だけでなく、東京の街そのものを新しい芸

術文化を生み出す場とし、アーティストが街角で一流のパフォーマン

ス、音楽、美術等の創造活動を展開できるように公共空間を開放する。 

 ◆ヘブンアーティスト 

 ◆ストリートペインティング 

○ 取組 10 芸術文化を支えるスタッフなどの人材育成 

都立の遊休施設を活用し、アーティストが演劇・ダンスなどの創造活

動を行う場を整備するとともに、舞台芸術等を支えるスタッフの育成

の場を提供する（表 5-23-14 参照）。 

 ◆トーキョーワンダーウォール 

 ◆アーティスト･イン･レジデンス（トーキョーワンダーサイト青山） 

○ 取組 26 文化施設のあり方や改修方法の検討 

舞台装置の更新時期を迎えている東京芸術劇場や、老朽化への対応が

課題となっている庭園美術館の新館等についても、今後のあり方につ

いて外部の有識者を含めて検討する。 

 

資料：「東京都文化振興指針」（平成 18 年 5 月、東京都）より作成 

 

表 5-23-14 廃校が文化芸術活動の拠点となった事例 

学校は昔から地域住民にとって地域づくりの拠点となっていたが、児童・生徒数の減少や地

域産業構造の変化などにより、廃校となる学校が生じている。廃校の利用は、多額の初期投資

を必要とせず、管理・運営コストの軽減も見込めるため、廃校施設を、アーティスト、文化芸

術団体、住民等の公園・展示や練習場として活用することで、地域コミュニティを再生しよう

とする動きがある。 

● 新宿区：芸能花伝舎（旧淀橋第三小学校） 

芸術団体へ稽古場を貸出。区民に伝統芸能の体験・鑑賞機会を提供。 

● 豊島区：にしすがも創造舎（旧朝日中学校） 

演劇や音楽の稽古場を提供。「演劇上映プロジェクト」を開催。 

● 北区：北区つかこうへい劇団 

稽古の公開や劇団員が講師となった児童教室を開講。 
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(ﾛ) 文化の発信（国際貢献） 

開催前（招致・PR 活動による影響）と同様に、引き続き表 5-23-11（p5-23-13）に示す

ミティゲーションを実施する。 

 

(ﾊ) 情報のバリアフリー化 

開催中（施設の存在による影響）と同様に、引き続き表 5-23-12（p5-23-17）に示すミ

ティゲーションを実施する。 

 

③  二次評価 

(ｲ) 施設密度 

現況で整理したとおり、東京には、美術館、博物館をはじめとする多種多様な文化施設

が多数存在している。日本を代表する大規模な文化施設や小規模な劇場・ホールなど、バ

ラエティに富んでおり、施設の特性を活かした特色ある舞台・展示などの文化事業が多様

に展開されている。 

最近では、小学校などの廃校を文化芸術活動の拠点にしたり、芸術の分野を特定した専

用小規模施設を設置したりするなど、住民に身近な場所で地域特性に富んだ文化施設を整

備するケースも見られている。 

また、個々の地域を見ると、それぞれが文化的魅力を持った特徴あるまちとして発展し、

成熟もしている。例えば、文化施設群を擁する上野恩賜公園、古本屋街が発展してきた神

田・神保町、多数の民間ギャラリーが展開する銀座、美術館が集積しつつある六本木、小

劇場群が集まる下北沢、数多くのパブリックアートが設置されている立川などを挙げるこ

とができる。このような地域ごとの特性を活かし、何度訪れても楽しめる都市を目指し、

既存の観光スポットの魅力向上に加え、東京の新たな魅力を演出・発信する。 

また、後利用に伴う表 5-23-13 の施策では、都立文化施設においては、鑑賞型事業だけ

でなく、それぞれの施設の個性に応じた独自の事業展開を重視し、創造・発信の拠点とな

る環境整備を進めるほか、都の未利用施設を活用した発表・交流の場の整備や公共空間の

開放による発表の場の提供などを計画している。 

さらには、既存のスポーツ施設（日本武道館、国立霞ヶ丘競技場等）は、コンサートや

各種イベントの会場としても活用されており、新設されるオリンピックスタジアムなどの

施設も、開催後は同様に活用されることが予想される。2020 年東京大会のレガシー（遺産）

を芸術・文化の側面からも広く都民の財産として活かすことができると考えられる。物理

的レガシーとして、身近な会場や改善された施設ができ、スポーツやレクリエーションへ

の参加を容易にし、促進することから、東京の人々に一連の社会的で健康的なレガシーを

もたらすことである。 

このような施策が展開されることにより、文化活動拠点数が増加すると予測されること

から、全体計画の評価結果は「＋１」とした。 

 

(ﾛ) 文化の発信（国際貢献） 

東京には、多種多様な文化施設、文化芸術に関する教育機関や団体、歴史的文化財等、

多くの資源が集積しており、伝統的な文化芸術に加え、デザインやコンテンツ、ファッシ

ョンといった新たな文化についても高いポテンシャルを有している。 

また、これらの文化的資源に加えて、新たな文化活動拠点が増加することにより、文化
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の魅力発信拠点も増加することになる。 

2020 年東京大会における文化プログラムは、スポーツと文化を通じた地域社会を構築す

る社会システムとして、オリンピックのレガシーとなる。 

さらに、開催前（招致・PR 活動による影響）と同様に、表 5-23-11(p5-23-13)に示すミ

ティゲーションを引き続き進め、2020 年東京大会の開催によって開拓・拡大されたネット

ワークが発展していくことにより、国際交流の活発化に寄与する文化の発信機会が増加す

ると予測されることから、全体計画の評価結果は「＋１」とした。 

 

(ﾊ) 情報のバリアフリー化 

2020 年東京大会の開催に合わせ、外国人観光客や利用者が多い駅や、競技会場周辺を中

心とした重点整備エリアでは、ユビキタス技術等を活用したユニバーサルデザインのまち

づくりがなされ、外国人旅行者を含め、誰もが不自由なくまち歩きを楽しむことができる

ようになっていると想定される。 

さらに、開催中（施設の存在による影響）と同様に、表 5-23-12(p5-23-17)に示すミテ

ィゲーションを開催後も引き続き進めることにより、重点的に進められてきた利用者の多

い整備エリア以外でも案内表示等情報提供のバリアフリー化が進展すると予測される。 

したがって、全体計画の評価結果は「＋１」とした。 

 

 

(4) 評価結果の総括 

1)  施設密度 

全体計画に対する文化活動（施設密度）の評価結果は表 5-23-15 に示すとおりである。 

開催後（後利用による影響）では、都立文化施設において、鑑賞型事業だけでなく、そ

れぞれの施設の個性に応じた創造・発信の拠点となる環境整備や、都の未利用施設を活用

した発表・交流の場の整備や公共空間の開放による発表の場の提供などのミティゲーショ

ンの実施により、各施設の魅力を活かした事業展開や芸術文化の担い手の育成推進など、

創造発信拠点としての機能の強化が図られる。 

さらに、既存のスポーツ施設（日本武道館、国立霞ヶ丘競技場等）は、コンサートや各

種イベントの会場としても活用されており、2020 年東京大会において新設されるオリンピ

ックスタジアム（国立霞ヶ丘競技場）などの施設も、開催後は同様に活用されることが予

想される。2020 年東京大会のレガシー（遺産）を芸術・文化の側面からも広く都民の財産

として活かすことができると考えられる。 

その結果、競技会場をコンサート及びイベントなどの会場として活用することにより、

文化活動拠点数が増加することから、評価結果が「＋１」となる。 
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表 5-23-15 全体計画に対する文化活動の評価結果総括表（施設密度） 

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

全体計画 0 +1

評価対象

評価点(一次) 評価点(二次)

開催前 開催中 開催後 開催前 開催中 開催後

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)  文化の発信（国際貢献） 

全体計画に対する文化活動（文化の発信）の評価結果は表 5-23-16 に示すとおりである。 

開催前（招致・PR 活動による影響）、開催中（競技の実施による影響）、開催後（後利用

による影響）ともに、「産業力と都市の魅力を高め、東京を新たな成長軌道に乗せる」を目

標とした、戦略的な情報発信や体制強化等のミティゲーションの実施により、観光・文化

面における東京のプレゼンスが向上する。 

東京には、文化を支える多くの資源が集積しており、歌舞伎や能楽などの伝統芸能から、

アニメやマンガ等のポップカルチャーまで、幅広い分野で高いポテンシャルを有している。

さらに、従来の観光資源に加えて、新たな文化拠点や豊かな水辺区間などが形成されるこ

とから、東京の魅力を発信するエリアが形成されることが期待される。 

これまでに開催された過去のオリンピック開催都市においても、開催都市の有する伝統、

文化の発信の大きな機会が与えられている。このことから、東京の魅力を活かした文化プ

ログラムの策定・実施により、日本文化の発信機会が増加すると考えられる。 

2020 年東京大会の開催を契機に、文化プログラムを策定し、世界中の人々が参加するオ

リンピックのなかで展開することにより、東京、日本のみならず、さまざまな価値観や文

化の共有による文化の多様性発展に貢献できると考えられる。開催後においても、2020 年

東京大会の開催によって開拓・拡大されたネットワークが発展していくことが期待できる。 

その結果、国際交流の活発化に寄与する文化の発信機会が増加することから、評価結果

が「＋１」となる。 

 

※評価点の目安は以下のとおりである。 

+2: 大きなプラスの影響 

+1: ある程度のプラスの影響 

0: 中立 

-1: ある程度のマイナスの影響 

-2: 大きなマイナスの影響 

－ : 予測評価の検討において対象外とした影響 

■ : 網掛けは非該当項目のため対象外とした影響 
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表 5-23-16 全体計画に対する文化活動の評価結果総括表（文化の発信（国際貢献）） 

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

全体計画 0 0 0 +1 +1 +1

評価対象

評価点(一次) 評価点(二次)

開催前 開催中 開催後 開催前 開催中 開催後

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)  情報のバリアフリー化 

全体計画に対する文化活動（情報のバリアフリー化）の評価結果は表 5-23-17 に示すと

おりである。 

開催中（施設の存在による影響）、開催後（後利用による影響）ともに、「ユニバーサル

デザインのまちづくり」を目標として、多言語案内表示など、先端技術の活用による案内

誘導の充実化を図ることから、2020 年東京大会の開催を契機として、外国人観光客や利用

者が多い駅や、競技会場周辺を中心とした重点整備エリアでは、ユビキタス技術等を活用

したユニバーサルデザインのまちづくりがなされ、外国人旅行者を含め、誰もが不自由な

くまち歩きを楽しむことができるようになっていると想定される。 

また、これらのミティゲーションを開催後も引き続き進めることにより、重点的に進め

られてきた利用者の多い整備エリア以外でも案内表示等情報提供のバリアフリー化が進展

すると予測される。 

その結果、先端技術の活用等による案内誘導の充実化により情報提供のバリアフリー化

が進展することから評価結果が「＋１」となる。 

 

表 5-23-17 全体計画に対する文化活動の評価結果総括表（情報のバリアフリー化） 

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

全体計画 0 0 +1 +1

評価対象

評価点(一次) 評価点(二次)

開催前 開催中 開催後 開催前 開催中 開催後

 

 

 

 

 

 

 

※評価点の目安は以下のとおりである。 

+2: 大きなプラスの影響 

+1: ある程度のプラスの影響 

0: 中立 

-1: ある程度のマイナスの影響 

-2: 大きなマイナスの影響 

－ : 予測評価の検討において対象外とした影響 

■ : 網掛けは非該当項目のため対象外とした影響 

※評価点の目安は以下のとおりである。 

+2: 大きなプラスの影響 

+1: ある程度のプラスの影響 

0: 中立 

-1: ある程度のマイナスの影響 

-2: 大きなマイナスの影響 

－ : 予測評価の検討において対象外とした影響 

■ : 網掛けは非該当項目のため対象外とした影響 
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5-24  ボランティア 

5-24-1  現況 

(1) ボランティア活動の状況 

1)  東京都のボランティア活動者数 

東京都におけるボランティア活動の状況として、総務省統計局による「平成 23 年度社会

生活基本調査」から東京都分についてとりまとめた結果をみると、過去１年間に何らかの

ボランティア活動を行った人（行動者数1）は 295 万人であった。行動の種類別にみると、

「子供を対象とした活動」、「まちづくりのための活動」、「災害に関係した活動」の行動者

が多かった（表 5-24-1）。 

 

表 5-24-1  東京都における「ボランティア活動」の種類別行動者数 

            単位：千人 

年  齢 

10 歳以
上 推 定
人口 

行   動   者   数 

総
数 

健
康
や
医
療
サ
ー
ビ
ス
に 

関
係
し
た
活
動 

高
齢
者
を
対
象
と
し
た
活
動 

障
害
者
を
対
象
と
し
た
活
動 

子
供
を
対
象
と
し
た
活
動 

ス
ポ
ー
ツ
・
文
化
・
芸
術
・ 

学
術
に
関
係
し
た
活
動 

ま
ち
づ
く
り
の
た
め
の
活
動 

安
全
な
生
活
の
た
め
の
活
動 

自
然
や
環
境
を
守
る
た
め
の 

活
動 

災
害
に
関
係
し
た
活
動 

国
際
協
力
に
関
係
し
た
活
動 

そ
の
他 

総 数 11,998 2,949  362  418  166 1,009  453  688  569  481  632  183  248 

10～14 歳 497  116  6  29  14  27  14  56  19  36  16  6  7 

15～24 歳 1,325  338  111  24  20  81  73  71  19  47  59  21  14 

25～34 歳 1,977  338  71  27  14  83  60  40  43  51  131  35  21 

35～44 歳 2,279  669  64  35  9  404  83  114  131  91  173  35  36 

45～54 歳 1,686  459  46  54  31  220  58  85  82  62  107  28  33 

55～64 歳 1,671  437  26  87  33  88  58  123  128  83  83  22  78 

65～74 歳 1,387  339  25  91  24  68  70  101  65  63  50  26  37 

75 歳以上 1,176  253  13  70  21  38  37  99  82  49  12  9  23 

出典：「平成 23 年社会生活基本調査 生活行動に関する結果」（総務省統計局ホームページ）より作成 

                             
1 行動者数とは、過去１年間に該当する種類の活動を行った人（10 歳以上）の数。なお、数値は母集団にお

ける行動者数の推定値である。 
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東京都の行動者率2は全国値よりもやや低く 24.6％であった。一方で、平均行動日数3で

は全国値よりも高い値を示す活動種類も多かった（表 5-24-2）。特に「自然や環境を守る

ための活動」（48.1 日）や「高齢者を対象とした活動」（41.9 日）、「スポーツ・文化・芸術・

学術に関係した活動」（37.9 日）などは、繰り返し継続してボランティア活動を実施して

いることが推測される（図 5-24-1）。 

また、男女別にみるとすべての年齢階級で女性の行動者率が高かった（図 5-24-2）。 

 

表 5-24-2  「ボランティア活動」の種類別行動者率及び平均行動日数 

 地域 

行   動   者   数 

総
数 

健
康
や
医
療
サ
ー
ビ
ス
に 

関
係
し
た
活
動 

高
齢
者
を
対
象
と
し
た
活
動 

障
害
者
を
対
象
と
し
た
活
動 

子
供
を
対
象
と
し
た
活
動 

ス
ポ
ー
ツ
・
文
化
・
芸
術
・ 

学
術
に
関
係
し
た
活
動 

ま
ち
づ
く
り
の
た
め
の
活
動 

安
全
な
生
活
の
た
め
の
活
動 

自
然
や
環
境
を
守
る
た
め
の 

活
動 

災
害
に
関
係
し
た
活
動 

国
際
協
力
に
関
係
し
た
活
動 

そ
の
他 

行動者率 

(％) 

全国 26.3 2.9 3.7 1.4 8.2 3.5 10.9 4.8 4.7 3.8 1.0 1.8 

東京都 24.6 3.0 3.5 1.4 8.4 3.8 5.7 4.7 4.0 5.3 1.5 2.1 

平均行動日数 

(日/年) 

全国  12.5 33.7 29.4 21.3 41.1 13.1 18.0 27.7 7.6 27.6  

東京都  11.4 41.9 36.8 24.5 37.9 26.1 18.6 48.1 6.6 23.8  

注 1：行動者率は、次式により算出した。行動者率＝行動者数÷各属性の 10 歳以上人口×100（％） 

注 2：平均行動日数とは、行動者について平均した過去 1 年間の行動日数。各行動の「総数」及び「その他」

を除く種類ごとに、頻度別の行動者数に基づき，次の式により算出した（「旅行・行楽」は除く。）。 

 
出典：「平成 23 年社会生活基本調査 生活行動に関する結果」（総務省統計局ホームページ）より作成 

 

 

                             
2 行動者率とは、10 歳以上人口に占める行動者数の割合。 
3 行動者について平均した過去１年間の行動日数 
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出典：「平成 23 年社会生活基本調査 生活行動に関する結果」（総務省統計局ホームページ）より作成 

図 5-24-1 東京都における「ボランティア活動」の種類別行動者率と平均行動日数 
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出典：「平成 23 年社会生活基本調査 生活行動に関する結果」（総務省統計局ホームページ）より作成 

図 5-24-2 東京都における男女別、年齢階級別「ボランティア活動」の行動者率 
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東京都にある活動情報の提供窓口としては、「ボラ市民ウェブ」（東京ボランティア・市

民活動センター）がある。また、各地域におけるボランティア活動に関する相談・情報提

供などは、区市町村のボランティアセンターや社会福祉協議会で行っている。その他、東

京都の施策や事業に関することは各部局のホームページ等でも公開されており、例えば環

境関連では環境局や港湾局（海の森関連等）、防犯関連では東京都青少年・治安対策本部な

ど、それぞれボランティア活動のカテゴリーを設けている。 

ここでは、ボランティア活動の種類の中でも多かった環境関連で、東京都との協働によ

り現在行われている取組事例を表 5-24-3 に紹介する。 

 

表 5-24-3（1）  環境関連で現在行われている取組の一部（ボランティア活動事例） 

事業の名称 活動内容 

緑のボランティア登録制度 

（都内全域） 

活動してみたい個人と、受け入れを希望する団体を登録し、

情報の提供を行う。登録者に対して、都が主催して体験実習

なども行っている。 

緑のボランティア活動に関する

指導者認定講習 

（対象場所：都内全域） 

緑地保全や自然観察などの知識・技術を持ち、個人の方やボ

ランティアグループなどの求めに応じて指導や助言を行える

人材の育成を目的として、講習の実施、指導者の認定を行っ

ている。 

海の森苗木づくりボランティア 

（対象場所：海の森） 

海上公園の苗圃では参加した個人が、会社敷地や庭などでは

企業や市民団体が、海の森植樹用の苗木づくりを行っている。 

海の森剪定枝葉堆肥化事業 

（対象場所：海の森） 

都内の公園や街路樹の剪定枝葉から、海の森の土づくりに使

用する堆肥をつくる事業を民間団体と協働で実施し、無償で

堆肥が海の森へ供給されている。 

海上公園ボランティア 

（対象場所：海上公園） 

海上公園の維持管理、美化清掃、自然観察教室等をとおした

緑の環境保全啓発活動、海浜の清掃等を実施。 

都立公園ボランティア 

（対象場所：都立公園） 

都立公園において花壇作りや草刈などの維持管理活動、清掃

などを実施。 

自然と森林を守る大自然塾 

（対象場所：都立公園、多摩の

森林） 

水元公園及び野山北・六道山公園において、東京の自然と森

林を守り育てるボランティアを育成。修了生は、多摩の森林

や都立公園内の樹林地保全活動に参加。 

保全地域ボランティア 

（対象場所：保全地域） 

市民団体等が草刈、間伐等の保全活動を実施。 

自然公園ボランティア 

（対象場所：自然公園） 

国立・国定公園内における自然教室の企画運営、清掃・美化

活動等を実施。 

多摩の森・大自然塾 

（対象場所：多摩の森林） 

NPO と協働して、森林ボランティア活動により、森林の整備を

進めるとともに、ボランティア活動に積極的、継続的に参加

してくれる人材を育成。 

多摩川水源森林隊 

（対象場所：多摩川上流域の民

有人工林） 

荒廃が進む多摩川上流域の人工民有林を緑豊かな森に再生す

るとともに、水道事業における森林保全の重要性について理

解を得るため、ボランティア主体による植栽・下刈・間伐・

枝打などの森林保全活動と住民参加による学習活動を実施。 

出典：「東京都環境基本計画」（東京都環境局、平成 20 年 3 月）及び「東京都関連のボランティア情報」

（http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/nature/volunteer/portal_site/index.html）より作成 
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表 5-24-3（2）  環境関連で現在行われている取組の一部（都民との協働事例） 

都民との協働（花守さん等） 

（対象場所：隅田川テラス） 

隅田川の親水テラスなどの水辺空間を都心の貴重なオープン

スペースとして都民に利用していただくにあたり、ボランテ

ィアと協働で植栽の管理や清掃等を適正に行うことで水辺環

境の保全に努め、水辺の魅力アップ、水辺の地域連携、ボラ

ンティア活動の育成及び河川愛護精神の高揚を促すことを目

的として実施している。テラスの花壇の管理を行うボランテ

ィア団体を、花を見守る・守るの趣旨から「花守さん」と命

名している。 

都民との協働 

（対象場所：都立公園予定地） 

大戸緑地、観音寺森緑地などの公園予定地において、雑木林

などの維持管理を実施。 

東京ふれあいロード・プログラ

ム（対象場所：都道） 

道路の清掃や植栽の手入れなどの道路美化活動を、地域の住

民や企業などの団体等と東京都が協力しあって実施。 

東京グリーンシップ・アクショ

ン 

（対象場所：保全地域） 

企業・NPO 等と行政が連携して、保全地域で自然環境保全活動

を実施。 

東京グリーン･キャンパス・プロ

グラム 

（対象場所：保全地域） 

大学と行政が協定を結び、緑地保全活動に参加する機会を提

供することで、大学生に緑の保全に対する関心の喚起や行動

力の醸成を促すプログラム。 

（第１号）桜美林大学 

（第２号）恵泉女学園大学 

サポート・レンジャー 

（対象場所：自然公園） 

東京の貴重で豊かな自然を守るため、不法行為の防止や利用

マナーの向上に取り組む東京都レンジャー18 名（多摩・小笠

原地域）をサポートするサポート・レンジャーは、多摩地域

で、東京都が実施する養成講座を修了した都民が登録。 

わたしの森づくり事業 

ようこそ心をはぐくむ「こげさ

わの森」 

（対象場所：都有林） 

八王子市裏高尾の木下沢（こげさわ）都有保健保安林で、都

と NPO 等との間で森林整備に関する協定を結び、協働で森づ

くりを行っている。 

①下刈り、間伐などの保育作業や歩道の開設・整備・補修な

どの森林整備 

②間伐材等を利用した森林環境整備 

③森林とふれあい親しむ普及啓発活動を行う 

④自然環境の調査・観察を行う 

企業の森 企業の森とは、企業（団体）の協賛により「花粉の少ない森

づくり」を進めていく事業。対象となる森林の所有者、企業

（団体）、(財)東京都農林水産振興財団の三者で 10 年間の森

林管理に関する協定を締結している。 

企業（団体）は、森林整備の資金を提供するほか、社員やそ

の家族による植樹や下刈り等の森づくりのボランティア活動

を実施する。 

出典：「東京都環境基本計画」（東京都環境局、平成 20 年 3 月）及び「東京都関連のボランティア情報」

（http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/nature/volunteer/portal_site/index.html）より作成 
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2)  ボランティア活動に対する意識 

内閣府が実施した全国の 15 歳以上を対象とした「生涯学習に関する世論調査」によると、

約半数（44.7％）の人が何らかのボランティア活動へ参加経験があり、活動内容としては

「自然・環境保護に関する活動」、「体育・スポーツ・文化に関する活動」の順で割合が高

かった。一方、このような全国の傾向に対して東京都区部をみると、参加経験は全国値に

対してやや低い水準であり、その活動内容も「社会福祉」、「募金活動・チャリティーバザ

ー」、「自然・環境保護に関する活動」の順で全国値とは異なる傾向を示した（図 5-24-3、

図 5-24-4）。 

参加してみたいボランティア活動としては、全国値では「自然・環境保護に関する活動」、

「社会福祉に関する活動」、「体育・スポーツ・文化に関する活動」の割合が高かった。一

方、東京都区部では「自然・環境保護に関する活動」、「社会福祉に関する活動」、「自主防

災活動や災害援助活動」の割合が高かった（図 5-24-5）。 

 

今後のボランティア活動への参加意欲については、全国値で既に活動経験のある人の場

合は「ぜひ参加してみたい」と「機会があれば参加してみたい」の合計が約 80％と高かっ

たのに対し、活動経験のない人の場合は、約 45％と低かった（図 5-24-6）。 

また、ボランティア活動について国や地方自治体に対する要望としては、「ボランティア

活動に関する情報の提供」が最も多く、次いで「学校教育におけるボランティア活動の重

視」「経済的な支援」等の割合が高かった（図 5-24-7）。 

これらのことから、ボランティア活動の気運を高め、より社会に浸透させるためには、

情報発信の場を設けるなどの社会的基盤の構築が必要であると考えられる。 
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出典：「生涯学習に関する世論調査（平成 17 年 5 月）」（平成 17 年 8 月、内閣府大臣官房政府広報室） 

調査実施概要： 

(1) 調査対象 全国 15 歳以上の者 5,000 人 

(2) 調査時期 平成 17 年 5 月 26 日～6 月 5 日 

(3) 調査方法 調査員による面接聴取 

(4) 回収結果 有効回収数(率) 全国 3,489 人（69.8％）、東京都区部 208 人 

図 5-24-3 ボランティア活動への参加経験 
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出典：「生涯学習に関する世論調査（平成 17 年 5 月）」（平成 17 年 8 月、内閣府大臣官房政府広報室） 

図 5-24-4 参加経験のあるボランティア活動内容 
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出典：「生涯学習に関する世論調査（平成 17 年 5 月）」（平成 17 年 8 月、内閣府大臣官房政府広報室） 

図 5-24-5 参加してみたいボランティア活動 
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出典：「生涯学習に関する世論調査（平成 17 年 5 月）」（平成 17 年 8 月、内閣府大臣官房政府広報室） 

図 5-24-6 ボランティア活動への参加希望（全国値） 
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注：ｎ（Ｎumber of cases の略）は、質問に対する回答者数で、比率算出の基数を示す。 

Ｍ.Ｔ.（Multiple Total の略）は、複数回答を求める質問の場合に、回答の合計を回答者数(ｎ)で割った比率

で、通常 100％を超える。 

出典：「生涯学習に関する世論調査（平成 17 年 5 月）」（平成 17 年 8 月、内閣府大臣官房政府広報室） 

図 5-24-7 ボランティア活動に関する国，地方公共団体に対する要望（全国値） 
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3)  スポーツに関するボランティア活動 

東京都が実施した「スポーツ・運動に関する世論調査」によると、過去１年程度の間に

スポーツに関するボランティア活動を実際に行った人の割合は約 5％であり、性・年齢別

にみると男性では 60 代、女性では 40 代で最も割合が高かった（図 5-24-8）。 

また、今後のスポーツに関するボランティア活動への参加意志があるとみられる人は約

17％であった（図 5-24-9）。このスポーツに関するボランティア活動を「ぜひ行いたい」、

「できれば行いたい」と答えた人の具体的な活動内容としては、「スポーツイベントのボラ

ンティア（スポーツ大会などの不定期的な活動）」の割合が 63％と最も高かった。次いで

「スポーツ活動などの運営や世話（クラブ、スポーツ団体での定期的な活動）」が 33％、「ス

ポーツの指導」が 19％であった（図 5-24-10）。 

 

 
出典：「スポーツ・運動に関する世論調査(平成 21年 6月調査)」（平成 21年 10月、東京都生活文化スポーツ局） 

図 5-24-8 東京都における過去１年間のスポーツに関するボランティア活動の参加経験 
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出典：「スポーツ・運動に関する世論調査(平成 21年 6月調査)」（平成 21年 10月、東京都生活文化スポーツ局） 

図 5-24-9 東京都における今後のスポーツに関するボランティア活動への参加意向 

 

 

 
注１：対象は、図 5-24-9 で「ぜひ行いたい」、「できれば行いたい」と答えた人（362人）。 

注２：ｎ（Ｎumber of cases の略）は、質問に対する回答者数で、比率算出の基数を示す。 

Ｍ.Ｔ.（Multiple Total の略）は、複数回答を求める質問の場合に、回答の合計を回答者数(ｎ)で割った比

率で、通常 100％を超える。 

出典：「スポーツ・運動に関する世論調査(平成 21年 6月調査)」（平成 21年 10月、東京都生活文化スポーツ局） 

図 5-24-10 東京都における今後行いたいボランティア活動 
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4)  高齢社会におけるボランティア活動の位置づけ 

①  急速に進む高齢化と高齢者の多い東京 

図 5-24-11 に示すとおり、日本の総人口に占める老年人口（65 歳以上人口）の割合（高

齢化率）は、平成 22 年で 23.0％に達しており、調査開始以来最高となっている。諸外国

と比べてみても、高齢化率の高いドイツやイタリア（ともに 20.4％）を上回り、世界の最

高水準となっている。特に近年、高齢化率が著しく上昇しており、日本は世界に類を見な

いスピードで、超高齢社会へ向かって突入していくことが見込まれる。 

また、東京都の高齢化率を見ると、図 5-24-12 に示すとおり、平成 22 年では 20.4％で

あり、既に 5 人に 1 人が高齢者となっている。全国には、秋田県の 29.6％を筆頭に、東京

都よりも高齢化率が高い道府県はいくつもあるが、東京都の特徴はその規模にある。そも

そも人口規模が 1,316 万人と膨大であることから、その 20.4％を占める老年人口も 264 万

人に上っており、日本の老年人口 2,925 万人の約 1 割を占めている。 

 

 
出典：「2020 年の東京～大震災を乗り越え、日本の再生を牽引する～」（平成 23 年 12 月、東京都） 

資料：「World Population Prospects, the 2010 Revision」（国連経済社会局人口部）、「日本の将来推計人口

（平成 18 年 12 月推計）」（国立社会保障・人口問題研究所）、「国勢調査」（総務省）等より作成 

備考：1.日本及び東京都の実績の数値は国勢調査による 

2.2015 年以降の日本の推計は、国立社会保障・人口問題研究所の予測 

3.東京都は知事本局の予測 

図 5-24-11 日本の高齢化率の推移と諸外国との比較 
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出典：「2020 年の東京～大震災を乗り越え、日本の再生を牽引する～」（平成 23 年 12 月、東京都） 

資料：「国勢調査」（総務省）より作成 

備考：（ ）内は総人口 総人口は年齢不詳分を含む。【 】内は高齢化率 高齢化率は年齢不詳分を除いて算出。 

図 5-24-12 平成 22 年人口における東京都の高齢化率の比較 

 

②  人口減少社会を迎えても高齢者の人口比率は増加 

今後も東京都における老年人口は増え続け、平成 32 年には、東京に住む 4 人に 1 人（321

万人）が高齢者となることが見込まれている（図 5-24-13）。 

特に、東京都の老年人口のうち 75 歳以上の人口は、平成 22 年で 122 万人であり、平成

32 年には 65～74 歳人口を逆転する見込みである。老年人口の増加は、人口減少を迎える

平成 32 年以降も続く見込みであり、高齢者の人口比率は増加していく。 

一方、高齢者の 8 割は介護を要しない元気な高齢者であり、60 歳以上の 7 割が 65 歳を

超えても就業を希望している（図 5-24-14）。実際、高齢者の 4 人に 1 人（63 万人）が就

業している。 

将来にわたり、東京が活力を維持していくためには、少子化を打破する取組の推進、若

者や女性への就業支援、高齢者が多様な形で働き、さまざまな活動へ参画できるしくみづ

くりなどが必要である。 
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出典：「2020 年の東京～大震災を乗り越え、日本の再生を牽引する～」（平成 23 年 12 月、東京都） 

資料：「国勢調査」（総務省）より作成 

備考：2015 年以降は知事本局による予測。（ ）内は総人口、【 】内は高齢化率。 

実績には年齢不詳が含まれることや四捨五入により内訳の合計値と一致しない場合がある 

図 5-24-13 東京都の年齢階層別人口の推移 

 

 

出典：「2020 年の東京～大震災を乗り越え、日本の再生を牽引する～」（平成 23 年 12 月、東京都） 

資料：「高齢者の地域社会への参加に関する意識調査」（平成 21 年 12 月、内閣府）より作成 

図 5-24-14 就業希望年齢（全国値） 

 

③  高齢者のボランティア活動の状況 

高齢者のボランティア活動の状況についてみると、70 歳以上では「参加してみたいと思

わない」と答えた者の割合が高かった。 

一方で、団塊の世代を含む 50～69 歳までの層においては、比較的高い参加希望率を示し

ていた。様々な社会経験を積み、知恵とバイタリティに溢れた団塊の世代は、従来の高齢

者のイメージとは異なるアクティブな層として、ボランティア活動により社会を活性化す

ることが期待できると考えられる。 

高齢者を社会的に支える現役世代が減少していく中で、元気で行動意欲の高い高齢者に

は就労や地域活動などに取り組み、超高齢社会を支える担い手として活躍することが期待

されている。こうした状況を踏まえ、意欲のある高齢者の能力と経験を活かした雇用就業

施策を充実させるとともに、ボランティアや地域活動への参加を促進する取組が更に必要

である。 
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出典：「生涯学習に関する世論調査（平成 17 年 5 月）」（平成 17 年 8 月、内閣府大臣官房政府広報室） 

図 5-24-15 年齢別 ボランティア活動への参加希望 

 

 

 



 5-24-16 

 

5)  大規模国際イベントにおけるボランティア活動 

①  1998 年 第 18 回長野冬季五輪 

長野冬季五輪は、大会運営業務に約 2 万 2 千人、文化プログラムに約 1 万 4 千人、合計

で約 3 万 6 千人が登録しており、うち約 2 万 9 千人が長野県内の在住者であった。 

また、ポストオリンピック施策として、行政はボランティア支援の新規事業を打ち出し、

長野市など 18 の市町村でつくる長野広域行政組合は、国際的なスポーツ大会やまちづくり

などのボランティアを支える国際化推進人材活用事業として、ボランティア団体が必要と

する事務所の家賃補助、情報の提供といった支援策をたてていた。 

長野冬季五輪の成功は、大会そのものの運営のほか、文化プログラムに携わった 4 万

7,000 人余のボランティア・市民を抜きにしては語れないところであり、準備期間中を含

めて育まれたスポーツとの関わりは、現在でも長野市民の中に深く息づいている。 

毎日新聞の記事によると、長野冬季五輪当時、スピードスケート会場（エムウェーブ）

で活動したボランティアが大会後に組織した「エムウェーブ友の会」は、平成 19 年 10 月

までに延べ 800 人のメンバーがエムウェーブでのイベントを中心に活動を行っている。 

このように長野冬季五輪で、その運営に関わった自信と経験が原動力となり、県内のボ

ランティア活動を活性化させた。上記「エムウェーブ友の会」の他にも、長野市ボブスレ

ー・リュージュパークを拠点にする「浅川スパイラル友の会」や白馬村でスキー競技の大

会などを手伝う「HAKUBA Team98」などオリンピックをきっかけにして生まれたボランティ

ア団体がある。 

この他にも、国内外の一線級ランナーと市民ランナーが同じコースを一緒に走ることに

より、地域のスポーツ、文化の発展とオリンピック・ムーブメントの広がりに寄与するこ

とを目的に、1999 年から開催されている「長野オリンピック記念長野マラソン」には、ス

タートからゴールにいたるまで、約 3,500 人のボランティアが関わっており、上記「HAKUBA 

Team98」や市内各地域に結成された「はあてぃい長野」などのメンバーが相当数参加し、

大会の運営を支えている。これらのボランティア団体は、2005 年２月に長野県で 84 の国

と地域の参加を得て開催された、知的発達障害のある人たちの自立と社会参加の促進を目

的とする「スペシャルオリンピックス冬季世界大会」でも大会運営の大きな原動力にもな

った。 

このように、オリンピックの開催を契機としてボランティア活動の気運が高まり、また

開催後に行政側がボランティア支援策や新規事業を打ち出すことにより、開催後もその気

運の高まりを継続することができると考えられる。 

出典： 

1 「聖火が残したもの：冬季五輪から 10 年／6 続くボランティア活動 ／長野」（毎日新聞、平成 20

年 1 月 8 日） 

2 「長野オリンピック記念長野マラソン 走り抜いた 10 年」（長野マラソン大会組織委員会、平成 20

年 7 月） 

3 「長野オリンピック・パラリンピックが遺したもの」（自治体国際化フォーラム、2012 年 5 月） 
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②  2002 年 FIFA ワールドカップ TM 

2002 年の日韓共催 FIFA ワールドカップ TMにおいては、８つの開催自治体と JAWOC の 10

支部・本部でボランティアが募集され、総勢 14,655 人が活躍した。 

「2002 FIFA ワールドカップ TM ボランティア活動の記録」によると、参加者の平均年齢

は 34.9 歳。10 代と 20 代の参加者で全体の 43％を占めている。10 代～30 代までは女性の

比率が男性より高く、40 代以降は男性の比率が高くなっている。 

参加者のうち 99.6％が日本国内在住で海外からはアメリカ、オーストラリア、スペイン、

フランス、韓国などから参加があった。 

ボランティアが活動した活動の種類と内容は表 5-24-4 のとおりである。 

 

表 5-24-4 FIFA ワールドカップ TM でのボランティア活動内容 

1 大会関係者・観客対応 スタジアムでの大会関係者・一般観客に対するサポート。案
内・誘導、チケット確認、もぎり、ドリンク移し替え、座席
案内、案内所での情報提供、身障者サポート、清掃業務の補
助等。 

2 駐車場・車両運行管理 大会関係者用駐車場での車両の整理・誘導、運行管理補助等。 

3 ドライバー 大会関係者の移動用車両の運転。 

4 送迎・案内 空港及び主要駅等での大会関係者の送迎・案内業務補助。イ
ンフォメーションデスクでの案内、ウェルカムボードの掲
示、荷物の受け取り、車・バスへの案内等。 

5 プロトコール スタジアム内 VIP エリアでの受付、クローク、案内・誘導等
と、FIFA ホテルでのインフォメーションデスク、事務補助
等。 

6 スポンサー対応・フード 巡回による広告看板の異常チェック・メンテナンス、違法商
品販売監視業務補助、VIK 飲料デリバリー、ホスピタリティ
ジビレッジ運営補助（受付・連絡）、弁当配布・運搬、場内
売店管理補助等。 

7 IT 関連 パソコン、プリンタ、電話機、FAX など IT 関連機器の設置・
撤去、トラブル時の相談受付・対応、通訳等。 

8 無線 無線機（放送用機器を含む）の貸し出し・返却の管理、無線
混信に備えた待機と現場での混信機器の確認等。 

9 メディアサービス IBC/MPC における報道・放送関係者に配付する資料の制作・
翻訳・コピー・配布・整理等。試合時のローピング、フィル
ムランナー等。 

10 ボランティア事務局補助 ボランティアセンター運営補助、ボランティアの出席受付、
パソコンによるデータ入力、弁当配布、物品の管理、他業務
支援等。 

11 AD センター補助 AD センターでの受付、パソコンを使ったデータ入力、AD カ
ードの作成、配布等。 

12 競技運営 大会運営本部事務補助、国旗掲揚・ユースプログラム補助、
チーム練習補助、担架搬送。ドーピングコントロールエスコ
ート・医事連絡補助等。 

出典：「2002FIFA ワールドカップ TM ボランティア活動の記録」（2002 年 FIFA ワールドカップ TM日本組織 

委員会、平成 14 年 10 月） 
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また、(独)経済産業研究所の調査で、FIFA ワールドカップ TM開催自治体の「事後評価」

のアンケートを整理した結果によると、ボランティアに関する評価結果は表 5-24-5 に示

すとおりであり、各自治体ともボランティア活動を重要視していた。 

このことから、FIFA ワールドカップ TMのような大規模スポーツイベントにボランティア

の参加・活動機会を提供することで、行政と住民の距離が縮まり、地元に対する愛着やボ

ランティア活動の気運が高まることが期待できると考えられる。 

 

表 5-24-5  Ｗ杯における各自治体のボランティア活動に関する評価 

 ボランティアに関する評価項目 

住民の美化運動の実践 
ボランティア活動参加

者の増加 

ボランティア活動組織

の増加 

大会の開催に当たって住民

が参加してのガーデニング

等美化活動が活発に行われ

たこと。 

大会を通してボランティア

の参加者が増加したこと。 

大会を通してボランティア

参加者による新しい団体が

増加したこと。 

 

札幌市 ☆☆☆ ☆☆☆☆ － 

宮城県 ☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ 

茨城県 ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ☆☆☆ 

埼玉県 ☆☆☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆☆ 

横浜市 ☆☆☆☆ ☆☆☆☆ － 

新潟市 ☆☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆ 

静岡県 ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆☆ 

大阪市 ☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆ 

神戸市 ☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ 

大分県 ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ 

※「☆」は 5 段階評価における評価点を示す 

☆    ：効果無し 

☆☆   ：ほとんどない 

☆☆☆  ：あった 

☆☆☆☆ ：かなりあった 

☆☆☆☆☆：効果絶大 

△    ：現段階では評価できない 

－    ：無回答 

出典：「Ｗ杯開催の事後検証」（(独)経済産業研究所、平成 16 年 2 月）より作成 
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③  2005 年 愛・地球博 

2005 年に愛知県で開催された日本国際博覧会では、ボランティア活動に市民の意見を広

く反映させることを目的として、博覧会協会からは独立して愛・地球博ボランティアセン

ターが設立された。 

ボランティア活動の目標は、市民の自主的・主体的な活動によって博覧会の運営を支え、

来場者に素敵な思い出と満足感が残るような「おもてなし」を提供することとされ、ボラ

ンティアセンターには約 2 万 7 千人の市民が登録し、会期中に延べ約 10 万 5 千人のボラン

ティアが活動した（表 5-24-6）。 

ボランティア個人登録者（一般・リーダー）17,782 人について、その内訳をみると、性

別では女性が 65％と男性に比べ 2 倍近く多く、年齢別では 60 代、50 代の登録者が半数を

占めていた。なお、平均年齢は 47.2 歳、最年少 15 歳、最年長 83 歳であった。 

居住地別にみると愛知県が 93％とほとんどではあったが、28 都道府県及び海外からも参

加があった。ボランティア活動経験の有無としては、経験者は 39％であった（図 5-24-16、

p5-24-20）。 

 

主な活動内容は次のとおりである。 

◇ターミナル・ゲート付近でのお客様対応 

◇車いす、ベビーカー等の貸出し対応 

◇会場内の同行介助 

◇ごみ分別（９種類）の案内活動 

◇キッズエコツアー＆体験ボランティア企画  等 

 

表 5-24-6  愛・地球博ボランティア登録参加者数 

  最終参加者数 延べ活動人数 

愛・地球博ボラン

ティア登録参加者 

個人・一般 17,296 72,278 

団体・一般(46 団体) 9,055 22,383 

個人・リーダー 486 9,957 

団体・リーダー(1 団体) 100 555 

計 26,937 105,173 

その他のボランテ

ィア活動参加者 

KIDS バンパク隊参加者 1,874 1,874 

体験ボランティア参加者 888 888 

ガールスカウト体験ボラン

ティア参加者 

332 332 

インターンシップ参加者 52 218 

計 3,146 3,312 

総数  30,083 108,485 

※KIDS バンパク隊・体験ボランティアの概要 

小学生を対象に愛・地球博でのボランティア活動を体験するプログラム。 

出典：「愛・地球博閉幕後データ集  EXPO データ集」（ (財 )2005 年日本国際博覧会協会、

http://www.expo2005.or.jp/jp/jpn/data/data_f.html） 
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性別

男性
35%

女性
65%

年齢

60代
27%

50代
23%20代

15%

40代
13%

30代
10%

10代
7%

70歳以上
5%

 

居住地

愛知県
93%

岐阜県
4%

その他
1%三重県

2%

活動経験の有無

経験あり
39%

経験なし・
不明
61%

 

出典：「愛・地球博閉幕後データ集 EXPO データ集」（(財)2005 年日本国際博覧会協会）より作成 

図 5-24-16 ボランティア個人登録者（一般・リーダー）の属性 

 

 

④  「東京マラソン」及び「スポーツ祭２０１３」 

「東京マラソン２０１２」では、ランナー誘導、給水・給食、沿道整理、荷物預かり、

荷物返却、完走メダル渡しなど 10,726 人のボランティアが参加し、大会の準備・運営に大

きな役割を果たした。初年度の 2008 年以降、毎年約１万人のボランティアが活動している。 

また、「スポーツ祭東京２０１３」においても、ボランティア活動を通じて全国から訪れ

る大会参加者や来会者を心からもてなし、大会を盛り上げるとともに、活動の継続を図り、

地域振興ひいてはスポーツ振興の気運を高めることを目的としている。 

一方で、ボランティアの活用においては、モチベーション維持の難しさや欠席率の高さ、

大会終了後の継続性の乏しさなどの課題がみられる。「スポーツ祭東京２０１３」では、ボ

ランティア運営実績のある東京マラソン財団と連携し、高い情報発信力や情報ツールの活

用、実績に基づいた研修、継続的な活動の場の提供など、東京マラソンでのボランティア

募集・運営経験を活かした計画が進められている。 

「スポーツ祭東京２０１３」のボランティアの種類は、表 5-24-7 に示す大会運営ボラ

ンティア、広報ボランティア、情報支援ボランティア及び選手団サポートボランティアの

４種類である。 
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オリンピックの運営にも多数のボランティアの協力が必要であることから、これらのイ

ベント参加者の継続的なボランティア活動を促進する仕組みづくりが必要であると考えら

れる。 

 

表 5-24-7  「スポーツ祭東京２０１３」のボランティアの種類 

大会運営ボランティア 広報ボランティア

<愛称>　　　ゆりーとＵ’フレンズ <愛称>　　　ゆりーとＫ’フレンズ

（運営） （広報）

<活動内容> <活動内容>

　○　開・閉会式等での受付・案内、会場整理等
　○　各種イベントでの、ゆりーとダンス・
　　広報ＰＲ活動等

<活動時期> <活動時期>

　○　平成２５年９月２８日～１０月１４日
　　　その他の日程でお願いする場合もある。

　○　平成２４年６月～大会終了まで

<募集人数>　約３，０００人 <募集人数>　約５０人

<募集時期> <募集時期>

　○　募集告知（平成２４年８月～） 　○　募集予定（平成２４年６月～）

　○　募集期間（平成２４年９月～１２月） 　○　必要数に達したとき、募集終了

<募集方法> <募集方法>

　○　ホームページ、リーフレット等で募集 　○　ホームページにて募集

情報支援ボランティア 選手団サポートボランティア

<愛称>　　　ゆりーとＪ’フレンズ <愛称>　　　ゆりーとＳ’フレンズ

（情報支援） （選手団サポート）

<活動内容> <活動内容>

　○　大会に参加する聴覚障害者への手話や
　　要約筆記による通訳や案内業務等

　○　障スポ大会選手団のお出迎え、介助、
　　案内、見送り等

<活動時期> <活動時期>

　○　平成２５年９月２８日、１０月８日、
　　１０月１１日～１４日
　　その他の日程でお願いする場合もある。

　○　平成２５年１０月１０日～１０月１５日

<募集人数>　約５４０人 <養成計画人数>　約８００人

<募集時期> <養成時期>

　○　募集中（平成２４年５月～６月２９日） 　○　平成２５年度

<募集方法> <養成方法>

　○　ホームページにて募集 　○　養成協力校へ依頼

ゆりーとフレンズ

スポーツ祭東京２０１３のボランティアの総称
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(2) ボランティアに関する現況のまとめ 

都民のボランティア活動への参加状況は、「子供を対象とした活動」や「まちづくりのため

の活動」、「災害に関係した活動」の行動者が多く、女性の行動者率が高かった。 

また、「自然や環境を守るための活動」や「高齢者を対象とした活動」、「スポーツ・文化・

芸術・学術に関係した活動」では、行動者の過去 1 年間の行動日数が 40 日前後と多く、繰り

返し継続してボランティア活動を実施していることが推測される。 

 

今後のボランティア活動に対する意識としては、既に活動経験のある人の場合は「参加し

てみたい」が約 80％と高かったのに対し、活動経験のない人の場合は、約 45％と低かった。 

一方で、東京マラソンをはじめとするスポーツボランティアへの都民の参加意欲は強く、

東京マラソンでは毎回 1 万人を超える多数のボランティア参加者が大会の運営に携わってい

る。これらのスポーツボランティアへの参加機会を提供し、その後も継続的な活動を促進す

ることで都民のボランティア活動への気運が成熟すると考えられる。 

また、今後退職を迎える団塊の世代を中心として、今後のボランティア活動への参加意欲

は高く、ボランティア人口の増加と元気な高齢者に代表される新たな地域活力層の発掘に繋

げられるものと考えられる。 

ボランティア活動について、国や地方自治体に対する要望としては「ボランティア活動に

関する情報の提供」が多かったことから、ボランティア活動の気運を高め、より社会に浸透

させるためには、情報発信の場を設けるなどの社会的基盤の構築が必要であると考えられる。 
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5-24-2  予測評価（全体計画） 

(1) 評価の指標及び目安 

全体計画の検討における評価の指標及び目安は、表 5-24-8 に示すとおりであり、ボラン

ティア参加機会の増減を目安として評価を行った。 

 

表 5-24-8  評価の指標及び目安 

評価の指標 評価の基準 
評価の目安 

－２ －１ ０ ＋１ ＋２ 

ボランティア

参加機会 

ボランティ

ア参加機会

の増減（ボ
ランティア
参加機会の
提 供 の 有
無） 

－ 

ボランティ

ア参加機会 

減 

現況と変わ

らない 

ボランティ

ア参加機会 

増 

－ 

 

 

(2) 予測評価の方法 

ボランティア参加の予測評価の方法は表 5-24-9 に示すとおりである。 

 

表 5-24-9  予測評価方法（全体計画） 

予測評価の時期 予測評価の方法 

開催前 
招致・PR 活動に

よる影響 

内閣府の世論調査結果やこれまでに実施された大規模国際大

会におけるボランティア活動の実績を基に、ボランティア参加機

会の増減（ボランティア参加機会の提供の有無）について定性的

に評価した。 
開催中 

競技の実施に

よる影響 

開催後 
後利用による

影響 

 

 

(3) 予測評価の結果 

1)  開催前（招致・PR 活動による影響） 

①  一次評価 

ボランティアの参加機会は、増加させるための施策を実施しなければ現況と変わらない

と予測されるため、全体計画の評価結果は「０」とした。 

 

②  ミティゲーション 

2020 年東京大会規模の競技大会の運営には、専門家に加え、多くのボランティアの参加

が不可欠である。ボランティアは大会の顔として、「2020 年の東京」のコンセプトを浸透

させ、大会のビジョンである「未来をつかむ（Discover Tomorrow）」ための案内を担うこ

とになる。 
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(ｲ) 2020 年東京大会におけるボランティアの参加 

・日本では障害者スポーツ団体を含む各種スポーツ団体の主導の下、4,000 万人以上の

一般スポーツ愛好家がおり、スポーツイベントの管理運営のあらゆる面で豊富なボラ

ンティア、資格を持った専門家、インストラクターを確保することができる。 

・東京マラソンのような単独競技の大会でも、高校生、大学生を含む 10,000 人以上のボ

ランティアが、大会の運営や観衆の整理をサポートしている。その結果、毎年 200 万

人程の観客が整然と行動している。 

 

(ﾛ) ボランティアやＮＰＯへの支援策 

・2020 年東京大会では、都内 435 の高校、138 の大学からボランティアのサポートを受

けることができる。これらの学校は 100 万人以上の学生を抱えており、教育の一環と

してボランティア参加を奨励している。オリンピック開催期間が学生の夏期休暇期間

中であることから、バイリンガルの語学力をもつ多くの学生ボランティアが参加しや

すい状況となっている。 

・東京都ではボランティアを支援するため、東京ボランティア・市民活動センターを設

置している。ここではボランティア希望者に対し情報提供を行い、積極的な参加を促

している。 

・東京都の策定した「2020 年の東京」では、8 つある目標の一つとして誰もがチャレン

ジできる社会を創ることを目指し、10 年以上をかけてボランティアや NPO など個人や

組織が責任ある役割を担うシステムを構築している。 

・東京都では 1996 年に語学ボランティア、2002 年に観光ボランティア制度を創設し、

海外からの訪問者のニーズに対応できる体制も整えてきている。 

・大会組織委員会は若者が大会に参加できる機会として、2012 年ロンドン大会でのヤン

グゲームズメイカー（Young Games Maker）の取組を続行し、大会組織委員会で若者を

対象としたインターンやボランティアを募る。 

 

(ﾊ) 研修の実施と専門的人材の拡充 

・日本では毎年各種スポーツの競技大会が多数開催され、競技役員、ボランティアとも

2020 年東京大会に向け、充分な経験を積むことができるが、大会組織委員会は今後、

管理部門とボランティアの両方を対象に、特別プログラム及びテストイベントをはじ

めとする大会の開催を通して、さらなる人材育成を実施していく。審査員、審判、技

術要員の研修は国内外の各スポーツ連盟と協力して実施する予定である。 

・日本であまり注目されない夏季オリンピック競技のため、2020 年大会では国内外の各

スポーツ連盟と緊密に協力して、テストイベント実施に合わせスポーツ管理と競技運

営に関わる雇用と研修プログラムを充実させていく。2016 年リオデジャネイロ大会は

重要な視察の場であるとともに、サポートが不十分なスポーツの実施についてボラン

ティアを含め要員に多くを学んでもらうインターンシップの機会にもなる。 

・“Discover Tomorrow”というビジョンを大会の全構成要素（スポーツ、聖火リレー、

セレモニー、都市活動、文化、教育）に分かりやすく、完全に統合させる。大会組織

委員会においても、このビジョンと主な目的が各部門が作成する文書を通じて統合さ

れ、全てのボランティア向けトレーニングプログラムに織り込まれる。 
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このように、2020 年東京大会の開催を契機として、高齢者や女性などをボランティア活

動に積極的に取り込むなど、あらゆる人々の社会参加の機会を高めていく。 

ボランティアの参加機会の増加に関するミティゲーションは表 5-24-10 に示すとおり

である。 

 

表 5-24-10(1) ボランティアの参加機会の増加に関するミティゲーションの内容 

予測評価の時期 ミティゲーションの内容 

開催前 

招致・ PR

活動等に

よる影響 

 

東京都は 2016 年オリンピック競技大会の国内立候補都市に選定された

ことをきっかけに、2006 年 12 月、今後 10 年間の都市戦略である「１０年

後の東京」を策定し、環境、安全、文化、産業など様々な分野でより高い

レベルの成熟を遂げていく姿を描き出している。 

ボランティア分野については、地域社会の活力の源としてボランティア

活動を重視し、超高齢社会における活躍の場の一つとしての側面にも注目

した施策展開を図っている。 

具体的には、 

①ボランティア活動者数の増加、 

②受け入れ側となるボランティア活動の機会や場の増加、 

③継続的なボランティア活動を促進する仕組みの構築 

の 3 つの視点から東京全体にボランティア気運を醸成させる取組が進ん

でいる。これらの政策は平成 23 年に策定された「２０２０年の東京」とと

もに、推進されていく。 

 

『１０年後の東京』（2006.12）における取組 

 

○ 世界に先駆けて超高齢社会の都市モデルを創造する 

・ 世界に先駆けて超高齢社会を経験する東京で、活力ある高齢者像

を新たに生み出すとともに、誰もが安心して暮らせる都市を実現

する。 

○ 意欲ある誰もがチャレンジできる社会を創出する 

・ 子どもたちに次代を担う力を身につけさせ、東京でチャレンジし

ようとする意欲ある人々に多様な機会を提供するとともに、ＮＰ

Ｏやボランティアなど多様な活動主体が社会を担うシステムを構

築する。 

○ 地域を担う多様な主体の育成 

・ ＮＰＯとの協働マッチングの推進等 

ＮＰＯ法人情報管理・提供システム「東京ボランティアバンク（仮

称）」を構築し、都民のＮＰＯ活動等への参加支援と、行政が抱え

る公共的課題の解決に向けたマッチングによる協働の推進を図

る。 

ＮＰＯ法人情報のデータベース化により、迅速かつ適切な指導監

督を実施する。 

・ 社会的企業家の育成・支援 

起業方法や事業計画の作成などに関するセミナーを実施し、社会

的企業家を育成・支援する。 

・ 経営基盤の整備 

中小企業、ＮＰＯ法人等の新しい取組を支援する東京都地域中小

企業応援ファンドを創設する。 

保証付融資制度により、ＮＰＯ法人等の経営基盤整備を支援する。 
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表 5-24-10(2) ボランティアの参加機会の増加に関するミティゲーションの内容 

予測評価の時期 ミティゲーションの内容 

開催前 

招致・ PR

活動等に

よる影響 

 

・ 地域力の向上（モデル事業等の展開） 

平成 20 年度は、町会・自治会、学校、ＮＰＯ等の地域活動の担い

手と、地域と密接なかかわりを持つ区市町村、及び広域調整の役

割を有する都の三者が、相互に連携、補完しあい、防犯、防災、

福祉、観光、青少年健全育成、地域の底力向上、スポーツに関す

る地域の実情に合わせた方策を展開する。 

○ オリンピック・国体につなげるスポーツの振興 

・ スポーツボランティアの活動促進 

東京マラソン等のイベントを通じたボランティアの拡大や、ボラ

ンティア情報へのアクセスを容易にするなど、継続的参加を促進

する仕組みの構築を検討し、都民全体でスポーツを盛り上げる気

運を醸成していく。 

 

 

 

③  二次評価 

現況で整理したとおり、都民のボランティア活動のアンケート調査結果では、街づくり

や地域の子供を対象とした活動、環境関連の活動等の経験者が多く、スポーツ関連の活動

は全国と比較してやや低い状況であった。しかし、東京マラソンをはじめとするスポーツ

ボランティアへの都民の参加意欲は強く、東京マラソンでは毎回 1 万人を超える多数のボ

ランティア参加者が大会の運営に携わっている。これらのスポーツボランティアに対し、

「スポーツ祭２０１３」などへの参加機会を提供し、その後も継続的な活動を促進するこ

とで都民のボランティア活動への気運が成熟すると考えられる。 

東京都は今後 10 年間を、FINA 競泳ワールドカップ（平成 24 年）、スポーツ祭東京２０

１３（平成 25 年）、世界卓球選手権（平成 26 年）等と、大規模なスポーツ大会が連続して

開催される「スポーツ黄金の 10 年」としている。今後のボランティア活動の場について、

これらの大規模なスポーツイベントやスポーツ以外の分野についても様々なボランティア

参加機会を数多く提供することになっている。 

オリンピック等につなげる様々なスポーツ振興施策は、多くの経験と専門的知識を習得

する機会を提供することにより、スポーツ分野でのボランティア活動気運の醸成にも成果

をあげると考えられる。 

 

また、今後退職を迎える団塊の世代を中心に今後のボランティア活動への参加意欲は高

く、ボランティア人口の増加と元気な高齢者に代表される新たな地域活力層の発掘に繋げ

られるものと考えられる。 

招致・PR 活動に伴う表 5-24-10(p5-24-25～p5-24-25)の施策では、2020 年東京大会に向

けて、「東京ボランティア・市民活動センター」等のボランティア活動の基盤となる協働や

情報提供の仕組みを活用・促進の取組がなされる。これにより、ボランティア活動の有す

る知恵や経験をより有効に活用できる機会がつくられ、ボランティア活動を通じての社会

参加の意義や必要性など教育面も充実し、ボランティア文化の育成を促進するものと考え

られる。 
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このような施策が展開されることにより、都民の中のボランティア活動に参加するとい

う潜在活力が最大限発揮され、ボランティア活動への参加機会が増加すると予測されるこ

とから、全体計画の評価結果は「＋１」とした。 

 

 

2)  開催中（競技の実施による影響） 

①  一次評価 

開催前（招致・PR 活動による影響）と同様に、ボランティア活動への参加機会を増加さ

せるための施策を実施しなければ現況と変わらないと予測されるため、全体計画の評価結

果は「０」とした。 

 

②  ミティゲーション 

開催前（招致・PR 活動による影響）と同様に、表 5-24-10(p5-24-25～p5-24-25)に示す

ミティゲーションを実施する。 

 

③  二次評価 

開催前（招致・PR 活動による影響）と同様に、ミティゲーションにより、ボランティア

参加に対する機運の向上と、あらゆる人が容易に参加できる仕組みが構築されると考えら

れる。また、オリンピックの開催はボランティア活動への参加の最大の機会を提供し、会

期中のボランティア活動により参加者は実感を得ることになる。 

したがって、都民のあらゆる構成員（女性、高齢者、障害者、外国人等）のボランティ

ア活動の参加機会が増加すると予測されることから、全体計画の評価結果は「＋１」とし

た。 

 

3)  開催後（後利用による影響） 

①  一次評価 

開催前（招致・PR 活動による影響）と同様に、ボランティア活動の参加機会を増加させ

るための施策を実施しなければ現況と変わらないと予測されるため、全体計画の評価結果

は「０」とした。 

 

②  ミティゲーション 

開催前（招致・PR 活動による影響）と同様に、表 5-24-10(p5-24-25～p5-24-25)に示す

ミティゲーションを実施する。 

 

③  二次評価 

開催前（招致・PR 活動による影響）と同様に、ミティゲーションにより、ボランティア

活動の基盤となる協働や情報提供の仕組みづくりの取組がなされ、ボランティア活動を通

じての社会参加の意義や必要性など教育面も充実し、ボランティア文化の育成を促進する

ものと考えられる。 

また、オリンピックの開催は、ボランティア活動への参加のきっかけとなり、会期中の

ボランティア活動だけでなく、その後も活動を続ける個人やボランティア団体の増加が期

待できる。 
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1998 年の長野冬季五輪においても、その運営に関わった自信と経験が原動力となり、長

野県内のボランティア活動を活性化させたという実績がある。長野冬季五輪をきっかけに

して生まれたボランティア団体は現在も活動を続けており、行政側も大会をきっかけとし

た新たなボランティア団体が結成されたことを評価するとともに、支援策を継続して実施

している。 

このように、2020 年東京大会の開催においても同様の効果が期待でき、都民の中にボラ

ンティア活動に参加するという潜在活力が最大限発揮され、ボランティア活動の参加機会

が増加すると予測されることから、全体計画の評価結果は「＋１」とした。 

 

 

(4) 評価結果の総括 

全体計画に対するボランティア活動の評価結果は表 5-24-11 に示すとおりである。 

開催前（招致・PR 活動による影響）、開催中（競技の実施による影響）、開催後（後利用に

よる影響）ともに、「ボランティア活動の機会や場の増加」や「継続的なボランティア活動を

促進する仕組みの構築」等のミティゲーションの実施により、活動の基盤となる協働や情報

提供の仕組みが構築され、ボランティア活動を通じての社会参加の意義や必要性など教育面

も充実し、ボランティア文化の育成を促進するものと考えられる。 

また、2020 年東京大会の開催は、ボランティア活動への参加のきっかけとして最大の機会

を提供することとなり、会期中のボランティア活動だけでなく、その後も活動を続ける個人

やボランティア団体の増加が期待できる。 

1998 年の長野冬季五輪においても、その運営に関わった自信と経験が原動力となり、長野

県内のボランティア活動を活性化させたという実績がある。長野冬季五輪をきっかけにして

生まれたボランティア団体は現在も活動を続けており、行政側も大会をきっかけとした新た

なボランティア団体が結成されたことを評価するとともに、支援策を継続して実施している。 

このように、2020 年東京大会の開催においても同様の効果が期待でき、ボランティア活動

の参加機会が増加すると予測されることから、評価結果は「＋１」となる。 

 

表 5-24-11 全体計画に対するボランティア活動の評価結果総括表 

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

全体計画 0 0 0 +1 +1 +1

評価対象

評価点(一次) 評価点(二次)

開催前 開催中 開催後 開催前 開催中 開催後

 

 

 

※評価点の目安は以下のとおりである。 

+2: 大きなプラスの影響 

+1: ある程度のプラスの影響 

0: 中立 

-1: ある程度のマイナスの影響 

-2: 大きなマイナスの影響 

－ : 予測評価の検討において対象外とした影響 

■ : 網掛けは非該当項目のため対象外とした影響 
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5-25  コミュニティ 

5-25-1  現況 

(1) 東京の人口の構成と今後の推移 

東京都の人口構成と推移を図 5-25-1 に示す。平成 22 年の東京の高齢者は、約 264 万人

で、平成 32 年には 321 万人に増加すると推計されており、４人に１人が高齢者というこれ

まで経験したことのない超高齢社会が到来する。また、平成 32 年には、後期高齢者（75

歳以上）の数が前期高齢者（65～74 歳）の数を上回ると見込まれ、後期高齢者の増加に伴

い、介護や見守りを要する高齢者は一層増加する。 

このような状況においては介護予防や認知症対策とともに地域での生活継続を支援する

施策など、増大する様々な行政ニーズに対してサービスを効率的に提供していくことが求

められる。一方で、様々な社会経験を積み、知恵とバイタリティに溢れた団塊の世代は、

従来の高齢者のイメージとは全く異なるアクティブな層として社会を活性化することが期

待できることから、東京の活力を維持していくためには、こうした元気な高齢者の地域社

会を支える役割が重要となってくる側面もみられる（図 5-25-2）。 

高齢者を社会的に支える現役世代が減少していく中で、元気で行動意欲の高い高齢者に

は就労や地域活動などに取り組み、超高齢社会を支える担い手として活躍することが期待

されている。 

 

出典：「2020 年の東京～大震災を乗り越え、日本の再生を牽引する～」（平成 23 年 12 月、東京都） 

資料：「国勢調査」（総務省）より作成 

図 5-25-1 東京都の人口構成と推移 

 
出典：「2020 年の東京～大震災を乗り越え、日本の再生を牽引する～」（平成 23 年 12 月、東京都） 

資料：「高齢者の地域社会への参加に関する意識調査」（平成 21 年 12 月、内閣府）より作成 

図 5-25-2 高齢者の地域活動及び NPO 活動への関心 
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(2) 地域コミュニティの現況について 

1)  地域の住みよさと地域コミュニティ 

東京都が実施した「都民生活に関する世論調査」によると、平成 23 年調査結果では、今

住んでいる地域の住みよさについて、「住みよいところだと思う」は 84％、「住みよいとこ

ろだとは思わない」は 11％であった（図 5-25-3）。 

平成 19 年調査結果では、隣近所との付き合いの程度と住みよさとの関連についても整理

しており、近所付き合いの濃さと住みよさとが比例している（図 5-25-4）。このことから、

地域の「住みよさ」と「地域コミュニティ」は密接していると考えられる。 

 

出典：「都民生活に関する世論調査（平成 23 年 8 月調査）」（東京都生活文化局、平成 23 年 11 月） 

図 5-25-3 地域の住みよさ（過去との比較） 

 

出典：「都民生活に関する世論調査（平成 19 年 9 月調査）」（東京都生活文化局、平成 19 年 11 月） 

図 5-25-4 地域の住みよさ（隣近所との付き合い別） 
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2)  地域活動への参加状況 

東京都が実施した「都民生活に関する世論調査（平成 19 年調査）」によると、地域活動

への参加状況については「自治会、町会などの会合や行事」、「ボランティア活動やＮＰＯ

による市民活動」、「スポーツ・趣味・娯楽活動」ともに、参加している割合は３割程度に

とどまっており、参加していない人の割合が多かった（図 5-25-5）。 

その一方で、各地域活動に参加していない人の今後の参加意向については、約４割が「積

極的に参加したい」、「機会があれば参加したい」と回答している（図 5-25-6）。 

また、今後、参加したい地域活動の分野については「清掃やリサイクル・環境保護」、「お

祭りや地域行事」、「文化・スポーツ・レクリエーション」が高くなっており、地域活動に

関して多分野にわたっている（図 5-25-7）。 

 
出典：「都民生活に関する世論調査（平成 19 年 9 月調査）」（東京都生活文化局、平成 19 年 11 月） 

図 5-25-5 地域活動への参加状況 

 

出典：「都民生活に関する世論調査（平成 19 年 9 月調査）」（東京都生活文化局、平成 19 年 11 月） 

図 5-25-6 地域活動に参加していない人の今後の参加意向 
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出典：「都民生活に関する世論調査（平成 19 年 9 月調査）」（東京都生活文化局、平成 19 年 11 月） 

図 5-25-7 今後、参加したい地域活動の分野 

 

 

地域活動に参加していない理由については、「時間的余裕がない」が第１位で、「自治会、

町会などの会合や行事」、「ボランティア活動や NPO による市民活動」、「スポーツ・趣味・娯

楽活動」のいずれも４割を超えていた。その他、理由としては「特に興味がない」、「どんな

活動をしているかわからない」が多かった（図 5-25-8）。 

また、地域活動を活発にするために必要な支援としては、「仲間づくりや活動への参加に役

立つ情報の提供」（約 34％）、「活動費の助成」（約 29%）、「地域のイベントの開催など住民同

士の交流のきっかけづくり」（約 28%）が高くなっていた（図 5-25-9）。 

 

これらのことから、現在地域活動に参加していない人でも潜在的な参加意欲を持っており、

情報の提供や活動費助成、交流のきっかけとなるイベント開催などの支援策が地域活動への

参加促進に有効であると考えられる。 
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出典：「都民生活に関する世論調査（平成 19 年 9 月調査）」（東京都生活文化局、平成 19 年 11 月） 

図 5-25-8 地域活動に参加していない人の参加していない理由 

 
出典：「都民生活に関する世論調査（平成 19 年 9 月調査）」（東京都生活文化局、平成 19 年 11 月） 

図 5-25-9 地域活動を活発にするために必要と思われる支援 
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(3) スポーツとコミュニティの形成 

1)  地域におけるスポーツ振興の効果 

東京都が実施した「スポーツ・運動に関する世論調査」によると、地域におけるスポー

ツ振興の効果について、「高齢者の生きがいづくり」が約 40％で最も多く、次いで「子供

の体力つくり」が約 37％、「親子や家族の交流」が約 34％、「地域のコミュニティの形成・

活性化」が約 32％、「余暇時間の有効利用」が約 31％の順となっている（図 5-25-10）。 

地域のコミュニティの形成・活性化についてみると、例えば、地域住民が自主的に運営

するスポーツクラブなどが地域コミュニティの担い手となることが期待できる。 

地域スポーツクラブには、就学前の幼児から高齢者に至るまで、幅広い世代の地域住民

が参加していることから、世代を超えた住民交流の促進につながっている。さらに世代を

超えた交流は、地域における事故防止や犯罪抑止力の強化、非行の防止といった、地域の

安全・安心の強化につながっている。また、同一世代の交流も盛んになっており、高齢者

の生きがいづくりの促進や、子供の学区を超えた交流の発生、子育て世代の悩みや情報の

共有・交換の促進といった効果にもつながっている。 

このような、スポーツを通じた交流は、地域の一体感や活力を醸成し、人間関係の希薄

化などの問題を抱える地域社会の再生につながると考えられる。 

このことから、地域でのスポーツ振興は、地域のコミュニティ形成・活性化への一定の

寄与があるものと考えられる。 

 

出典：「スポーツ・運動に関する世論調査（平成 21 年 6 月調査）」（東京都生活文化スポーツ局、 

平成 21 年 10 月） 

図 5-25-10 地域におけるスポーツ振興に期待する効果 
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○事例紹介（北園クラブ） 
 

少子高齢化が進む中、公立小中学校の統廃合が見込まれており、使われなくなった校舎

の利活用のあり方を検討することが求められている。また、多くの公共スポーツ施設や学

校体育施設は、建築されてから年数が経過し、老朽化や耐震性などの問題から今後改築・

改修の必要性に迫られると予想される。長年にわたり学校体育施設等として利用されてき

たこれらの施設は、地域住民の認知度も高く、新たな地域社会再生の場として大きな可能

性があると考えられる。 

 

北園クラブは「地域が創る豊かなスポーツライフビジョン（北区生涯スポーツ振興計

画）」に基づき、「スポーツファミリー構想」のモデル事業として平成 17 年 12 月に設立さ

れたクラブである。平成 14 年に閉校になった旧北園小学校の校舎や体育館を活動拠点と

し、職員室をスタジオに、校長室を事務所兼受付にするなど元の学校施設を活かした造り

になっており、大人の利用者には懐かしさを覚えるクラブハウスである。1～3 歳児の子

どもを持つ親子向けのプログラムからヨガ、太極拳、ダンスなどの幅広いプログラムが設

置されている。 

また、「地域イベント」と称し地域住民へ向け無料でスポーツイベントを実施しており、

地域住民の憩いの場としての機能も果たしている。 
 

 

2)  企業のコミュニティへの参加 

都内には、国内トップリーグに参加している企業チームが多数存在している。 

スポーツ分野における企業の参加は、スポーツを行う場所や機会の提供、優れた指導者

や現役選手との交流機会の提供、競技力の向上などへの支援等、地域の一員としてコミュ

ニティ形成への寄与が期待できる。 

例えば、企業の所有するグラウンド等のスポーツ施設を地域住民に開放し、スポーツイ

ベント等により企業スポーツ選手と地域住民が触れ合いながら楽しむことを発端として、

スポーツ分野以外の環境や福祉、教育、文化・芸術、災害支援など、様々な分野での企業

参加と併せてコミュニティ活動の活性化が促進されると考えられる。 

これまで企業スポーツに支えられてきた日本の多くのスポーツリーグでは、不況による

撤退などで、チームの廃部や休部が相次いだ。一方で、このような状況を克服し、Ｊリー

グ（サッカー）、Ｖリーグ（バレーボール）、bj リーグ（バスケットボール）などが、以前

のリーグを引き継ぐ形や新たに設立される形で開幕した。これらのリーグは、地域密着型

の運営方針を持ち、それぞれのチームの地元地域での活動を通じて、地域振興の新たな主

体として期待されている。 

また、スポーツ施設において、企業などの名称を冠したものが増えており、指定管理者

制度の導入などとともに、ネーミングライツ（施設の命名権）を取り入れる動きが多くみ

られるようになった。公営施設としては、平成 15 年の東京スタジアム（東京都調布市）が

最初であり、味の素スタジアムと命名されている。命名権を得る企業にとっては、施設名

がマスコミなどで引用されることに伴う知名度の向上、施設利用などの従業員などへの福

利厚生、地域ニーズの掘り起こしとビジネス機会の獲得など、さまざまなメリットがある。 
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○事例紹介（スポーツを通じた企業の社会貢献活動） 
 

都内企業では自治体の呼びかけに応じ、企業が所有するグラウンド等のスポーツ施設を

地域住民に開放している事例がある。 

また、府中市では、年に一度、企業チームの協力により「ボールとふれあいフェスタ」

が開催されている。市内を拠点として活動している東芝プレイブルーパス（ラクビー）、

豊田自動車アルバルク（バスケットボール）、NEC ブルーロケッツ（バレーボール）に加

え、FC 東京のサッカー及びバレーボールチームが参加している。ボールなどを使って選

手と触れ合いながら楽しむイベントが催され、企業スポーツ選手と、市民の交流の場とな

っている。 
 

 

3)  スポーツイベントによるコミュニティの醸成 

大規模スポーツイベントの開催と地域活性化については、①スポーツ施設や、アクセス

道路、公園などの関連施設の整備による社会資本の蓄積、②イベント参加者による宿泊や

飲食物販による消費の誘導効果、③大規模イベントのホストとなる都市住民の地域連帯感

の向上、④イベント開催都市のイメージ向上効果、などが期待できる。 

日本でも、1964 年の東京オリンピックをはじめ、1985 年の神戸ユニバーシアード大会、

1994 年の広島アジア大会、1995 年の福岡ユニバーシアード大会、1998 年の長野冬季オリ

ンピック大会、そして 2002 年の FIFA ワールドカップ大会など、大規模イベントを開催し、

都市の発展に活用してきた。 

財団法人地域活性化センターの調査研究によると、国際スポーツイベントを開催した自

治体へのアンケート調査結果から、継続して得られている成果として、「知名度・地域イメ

ージの向上」や「国際化の進展」の他、「ボランティア活動の活発化」、「地域ホスピタリテ

ィの向上」などの住民意識の変化や「地域スポーツの活性化」といった項目があげられて

いる。これらを国際スポーツイベントによる地域づくりのねらいや課題として、表 5-25-1

のように体系的にまとめている。 

 

表 5-25-1  国際スポーツイベントによる地域づくりのねらいや課題 

（大項目） （中項目） 

地域づくりの理念や目標像の理解

促進 

・地域アイデンティティの確立 

・地域からの情報発信、地域イメージの向上 

ゆとりや豊かさを実感できる地域

社会の創造 

・地域経済、地域産業の活性化 

・文化、生活環境の整備拡充 

・地域スポーツの振興 

・地域の国際交流の推進 

新しい時代にふさわしい社会シス

テムの構築 

・交通通信基盤の整備 

・住民参加の促進、ボランティアや NPO との協働 

・環境保全（環境への配慮） 

・セキュリティ、ホスピタリティの向上 

出典：「国際スポーツイベントによる地域づくりに関する調査研究事業報告書」（(財)地域活性化センタ

ー、平成 11 年）より作成 
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(独)経済産業研究所の調査で、2002 年の日韓共催 FIFA ワールドカップ TM開催自治体の

「事後評価」のアンケートを整理した結果によると、地域づくりに関する評価結果は表 

5-25-2 に示すとおりであり、「住民意識の一体化」、「住民の連帯感の醸成」、「地域の誇り

や住民の自信の獲得」等の項目において高評価となった自治体が多く、このようなスポー

ツイベントの実施が、コミュニティ醸成のきっかけとなることが期待される。 

 

表 5-25-2  Ｗ杯における各自治体の地域コミュニティに関する評価 

 コミュニティに関する評価項目 

住民意識の一体化 住民の連帯感の醸

成 

地域の誇りや住民

の自信の獲得 

地域文化の見直し 

国際的スポーツイベ

ントを地域で開催し

たことにより、ひとつ

のことに向けて住民

の意識が一体となっ

ていたこと 

国際的スポーツイベ

ントを地域で開催し

たことにより、ボラン

ティア等の参加を通

して住民が連帯感を

持つようになったこ

と 

開催として国際的に

知名度も向上し、住民

が地域に対して誇り

と自信を持つように

なること 

大会を通して地域に

根ざした個性のある

文化の創造や歴史、文

化的財産の継承・保

存・再生などを意識す

るようになったこと 

札幌市 ☆☆☆ － － － 

宮城県 ☆☆☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ☆☆☆ 

茨城県 ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ △ 

埼玉県 ☆☆☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆ 

横浜市 ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ － 

新潟市 ☆☆☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ☆☆ 

静岡県 ☆☆☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ 

大阪市 ☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆ 

神戸市 ☆☆☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆☆ △ 

大分県 ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ 

※「☆」は 5 段階評価における評価点を示す 

☆    ：効果無し 

☆☆   ：ほとんどない 

☆☆☆  ：あった 

☆☆☆☆ ：かなりあった 

☆☆☆☆☆：効果絶大 

△    ：現段階では評価できない 

－    ：無回答 

出典：「Ｗ杯開催の事後検証」（(独)経済産業研究所、平成 16 年 2 月） 

 

例えば、FIFA ワールドカップ TMのような国際スポーツイベントでは、地域づくりを進め

ていく上で次の３点で貢献すると考えられている。 

◇ 国際スポーツイベントの有する豊かなメディア性を有効に活用すれば、地域内におい

ては地域の人々が地域づくりの理念や目標像を理解することに促進し、一方地域外に

は地域が有する優れた魅力を発信することができる。 

◇ 国際スポーツイベントの開催が地域経済や産業の活性化に寄与し、文化・スポーツに

ついてハード・ソフトの両面の整備により、質の高い生活の享受に貢献するとともに、

地域住民の国際意識の醸成と国際理解の促進に役立つことである。 
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◇ 国際スポーツイベントは、世界が注目すること、期間や場所が限定的であるというこ

とで、新しい社会システムの実験や普及の場として適しており、例えば開催理念の世

界への発信、まちづくりの理念や目標像の浸透等普及・PR を行ったり、青少年の国際

交流・国際理解教育の実践、社会実験の実施をすることもできることに加えて、開催

準備を進める上でインフラ整備を行うなど、ハード・ソフト両面のストックの充実を

図ることもできる。 

出典：「国際スポーツイベントによる地域づくりに関する調査研究事業」

（(財)地域活性化センター、平成 11 年 3 月）より作成 

 

1998 年の長野冬季五輪が開催されてから 14 年が経過した。長野冬季五輪への参加国・

地域は、史上最大の 72 か国・地域、参加選手・役員数 4,638 人、運営要員数 44,066 人（う

ちボランティア 32,579 人）、延べ観客数は実に 1,442,700 人で、大会運営と長野県民のホ

スピタリティは、国内外から高い評価を得ている。様々な触れ合いと交流を生み国際親善

の輪が広がると同時に、市民のスポーツに対する意識を格段に高める効果があった。 

オリンピック誘致に際しては、開催都市住民の高い支持が前提とされている。1998 年の

長野冬季五輪の誘致運動に際しては、町内会や商工会等の既存組織が大きな役割を果たし、

1988 年 6 月の国内候補都市選定に向けて、県をあげての署名活動が展開され、署名は 183

万人（当時の長野県人口は 215 万人）に及んだ。長野市内では商店会による「一店一国運

動」、町内会による「五輪協力会」設立など、地域コミュニティとの一体的な招致の動きが

広った。 

長野冬季五輪の開催から 14 年が経過した現在でも、当時のボランティア組織が地域の

様々な活動に継続して関わっていることや、平時での自治会・町内会等の地域組織のつな

がりの強さなど、地域コミュニティの醸成に大きく貢献している。 

また、新たに建設された競技施設や運営施設は、必要な改修を行って生まれ変わり、表 

5-25-3 のとおり、国際大会や市民スポーツの場としてだけでなく、様々な分野に幅広く利

活用され、オリンピックを契機に様々な形でスポーツに親しみ、スポーツを軸とした地域

に根差したまちづくりが進められている。 

表 5-25-3  施設整備と後利活用の状況 

 

出典：「長野オリンピック・パラリンピックが遺したもの」（自治体国際化フォーラム、2012 年 5 月） 
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(4) コミュニティに関する現況のまとめ 

「都民生活に関する世論調査結果」では、現在住んでいる地域の住みよさや今後の地域定

住意向は、近所付き合いの濃さと比例する傾向が見られるなか、近所付き合いを活性化する

現状での地域活動への参加状況は３割程度と少なかった。一方で、地域活動に参加していな

い人の約４割は潜在的な参加意欲を持っており、情報の提供や活動費の助成、交流のきっか

けとなるイベント開催などの支援策が地域活動への参加促進に有効であることが明らかにな

った。 

また、地域活動への参加のきっかけやコミュニティ形成気運の醸成には、地域におけるス

ポーツ振興が一定の効果を持っていると考えられている。 

地域におけるスポーツ振興の効果について、「高齢者の生きがいづくり」と答えた人が 40％

と最も高く、「地域コミュニティ形成・活性化」と答えた人も 32％と高い結果であった。 

さらに、地域の一員としての企業の参加は、スポーツを行う場所・機会の増加、優れた指

導者や現役選手との交流機会の増加、競技力の向上などだけでなく、地域の一員としてコミ

ュニティ形成への寄与が期待できる。 

例えば、企業の所有するグラウンド等のスポーツ施設を地域住民に開放し、スポーツイベ

ント等により企業スポーツ選手と地域住民が触れ合いながら楽しむことを発端として、スポ

ーツ分野以外の環境や福祉、教育、文化・芸術、災害支援など、様々な分野での企業参加と

併せてコミュニティ活動の活性化が促進されると考えられる。 

コミュニティ形成とスポーツとの関連において、スポーツイベントの開催による地域コミ

ュニティの形成への寄与事例としては、2002 年 FIFA ワールドカップ TMがあり、開催地域に

おいて「住民意識の一体化」「住民の連帯感の醸成」「地域の誇りや住民の自信の獲得」「地域

文化の見直し」等の効果をもたらしている。 

最近では、国際的な大規模スポーツイベント以外にも、地域密着型のプロスポーツチーム

やクラブの立ち上げに熱心な地域が増えている。これらのチームやクラブは、地域が主導し

て誕生した内発的なコミュニティビジネスであり、地元のファンや企業、そして行政といっ

た多様なステークホルダーに支えられている。J リーグの中には、浦和レッズや新潟アルビ

レックスのように、常時３万人から４万人の観客動員数を誇るクラブもあり、地域名を冠し

たチームと、高いロイヤルティを持つ多くのファンの存在、そして多くの地元企業に支えら

れている。 

国際的な大規模イベントから地域密着型のプロスポーツ、参加型のスポーツイベントまで、

地域の活性化に資するスポーツイベントは数多くある。 
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5-25-2  予測評価（全体計画） 

(1) 評価の指標及び目安 

コミュニティの形成への寄与、企業のコミュニティ参加に対する、全体計画の検討におけ

る評価の指標及び目安は、表 5-25-4 に示すとおりである。 

 

表 5-25-4  評価の指標及び目安 

評価の指標 評価の基準 
評価の目安 

－２ －１ ０ ＋１ ＋２ 

コミュニティ

形成への寄与 

コミュニテ

ィ形成・活

性化への寄

与 の 有 無

（コミュニ

ティでの取

組支援策の

有無等） 

既往コミュ

ニティの崩

壊 

コミュニテ

ィでの取組

支援策無し 

現況と変わ

らない 

コミュニテ

ィでの取組

支援策有り 

－ 

企業のコミュ

ニティ参加 

企業のコミ

ュニティ活

動 へ の 参

加、貢献支

援策の有無 

－ 

企業のコミ

ュニティ活

動への参加、

貢献支援策、

いずれも無

し 

現況と変わ

らない 

企業のコミ

ュニティ活

動への参加、

又は貢献支

援策有り 

－ 

 

 

(2) 予測評価の方法 

コミュニティ形成への寄与及び企業のコミュニティ参加の予測評価の方法は表 5-25-5 に

示すとおりである。 

 

表 5-25-5  予測評価方法（全体計画） 

予測評価の時期 予測評価の方法 

開催前 
招致・PR 活動に

よる影響 

①コミュニティ形成・活性化への寄与の有無（コミュニティで

の取組支援策の有無等）、②企業のコミュニティ活動への参加、

貢献支援策の有無について、東京都の世論調査結果やこれまでに

実施された大規模スポーツ大会におけるコミュニティの形成の

実績等を基に定性的に評価した。 

開催中 
競技の実施に

よる影響 

開催後 
後利用による

影響 
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(3) 予測評価の結果 

1)  開催前（招致・PR 活動による影響） 

①  一次評価 

(ｲ) コミュニティ形成への寄与 

コミュニティ形成については、コミュニティでの取組を支援する施策を実施しなければ、

現況と変わらないと予測されるため、全体計画の評価結果は「０」とした。 

 

(ﾛ) 企業のコミュニティ参加 

企業のコミュニティ参加については、企業のコミュニティ活動への参加や貢献を支援す

る施策を実施しなければ、現況と変わらないと予測されるため、全体計画の評価結果は「０」

とした。 

 

②  ミティゲーション 

2020 年東京大会のコミュニケーション・プログラムは、コミュニティの関与を最大限に

引き出し、オリンピック・ムーブメントの価値を普及させ、スポーツの力を示すことに焦

点が当てられ、コミュニティ主体の祭典となることが計画されている。 

そのプログラムは、2020 年東京大会の“Discover Tomorrow”のメッセージを中心に展

開され、都内の地域コミュニティは、街頭装飾やイベント展開により、地域の特性を活か

して大会の祝祭の雰囲気を盛り上げ、来訪者を温かく迎え入れる。また、非常にコンパク

トな開催計画によって、東京の中心で行われる競技やフェスティバル（文化プログラム、

ライブサイト、ファントレイルなど）を通じ、オリンピック・ムーブメントと 2020 年東京

大会、東京のコミュニティが一体となる。 

このようなコミュニティの形成・活性化を目指し、東京都は 2016 年オリンピック競技大

会の国内立候補都市に選定されたことをきっかけに、2006 年 12 月、今後 10 年間の都市戦

略である「１０年後の東京」を策定し、環境、安全、文化、産業など様々な分野でより高

いレベルの成熟を遂げていく姿を描き出している。 

コミュニティ形成に関しては、地域社会の活力の源として元気な高齢者の多様な社会参

加を促進し、高齢者像を「社会を活性化する存在」へと転換していく必要があると考え、

超高齢社会に対応した取組が進められてきた。 

また、地域の課題を主体的に解決していく地域力の向上や、地域の防犯・防災、福祉、

教育などの公共的課題の解決の担い手となるＮＰＯやボランティア、町会・自治会などの

多様な主体との協働などの取組が進められており、主に①高齢者の多様な社会参加、②地

域力の向上、③多様な主体との協働の 3 つの視点からコミュニティ形成に寄与する施策展

開を図っている。 

企業のコミュニティ参加に関しては、団塊の世代・元気高齢者の社会参加の促進につい

て企業と連携した取組を推進するとともに、企業のスポーツ施設の地域への開放や、企業

スポーツにおける優れた指導者によるスポーツ教室や指導者講習会などの実施への理解と

協力を求める取組を進めている。また、時間的余裕がないことが地域活動への参加の妨げ

となっていることから、企業におけるワーク・ライフ・バランスの普及による意識改革や

環境整備を推進する。 

これらの政策は、平成 23 年に策定された「２０２０年の東京」にも引き継がれ、「少子
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高齢社会における都市モデルを構築し、世界に範を示す」という目標を掲げ、高齢者が社

会の担い手として活躍できる環境を創出するとともに、子供を産み育てる家庭を社会全体

で支援し、誰もが共に安心して暮らせる都市を実現するという方向性を示している。この

目標達成に向け、今後 10 年間で戦略的に展開していく取組として、「生涯現役プロジェク

ト」を位置づけている。 

「２０２０年の東京」に掲げられた施策を通じて、各種の施設やアスリートの活躍によ

りコミュニティ、特に次世代を元気づけ、スポーツの力によって人々が健康でスポーツと

ともに生きることができる活力あるまちをつくり上げていくことを目指している。 

コミュニティに関するミティゲーションの内容は、表 5-25-6 に示すとおりである。 

 

表 5-25-6(1)  コミュニティに関するミティゲーションの内容 

予測評価の時期 ミティゲーションの内容 

開催前 

招致・ PR

活動等に

よる影響 

 

『１０年後の東京』（2006.12）における取組 

 

○ 「地域」と「技術」で支える超高齢社会の都市モデルを創造 

・ 元気高齢者による地域活性化 

元気な高齢者が、介護、子育て、環境など社会的課題解決の担い

手として活躍できるように、支援を必要とする側とのマッチング

等の仕組みの構築に向けて、行政・事業者等で構成する協議会を

設置するとともに、モデル事業を実施する。 

・ 団塊の世代等の就業支援と社会的企業家の育成 

団塊の世代が退職後、その経験や能力を中小企業で発揮できるよ

うにするための育成プログラムやセミナーの実施などにより、就

業を支援する。 

高齢者を含め、社会的企業家の育成・支援のため、起業方法や事

業計画作成などに関するセミナーを開催する。 

・ 団塊の世代・元気高齢者地域活性化推進協議会（仮称）等による

気運の醸成 

団塊の世代・元気高齢者の社会参加の促進、認知症高齢者支援、

地域ケア体制の整備について、それぞれの推進会議において都民

や企業と連携した取組を推進するとともに、シンポジウムの開催

などにより気運を醸成していく。 

 

○ 地域の体感治安の改善 

・ 子ども見守りシステムの構築・運用 

地域の防犯ボランティアのほか、宅配便や無線タクシー等の民間

事業者の協力を得て、危険な状態にある子どものもとへ駆けつけ

る「子ども見守り駆けつけ隊」の体制整備に向けた準備を進める。 

・ 通学路の安全対策の推進 

区市町村や防犯ボランティア団体による青色回転灯装着車を活用

した地域の見守り活動を促進していく。 

・ 落書き消去活動の展開 

治安悪化の要因ともいわれる落書きの消去活動を展開し、犯罪が

発生しにくい地域へと変えていく。 

また、地域安全マップの作成や都内 640 台の青色回転灯装着車に

よる見守りなど、地域におけるこれまでの取組と落書き消去活動

とを組み合わせることで、地域住民の自主的な防犯力向上への参

加意欲を高めていく。 
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表 5-25-6(2)  コミュニティに関するミティゲーションの内容 

予測評価の時期 ミティゲーションの内容 

開催前 

招致・ PR

活動等に

よる影響 

 

○ 地域を担う多様な主体の育成 

・ ＮＰＯとの協働マッチングの推進等 

ＮＰＯ法人情報管理・提供システムを構築し、都民のＮＰＯ活動

等への参加支援と、行政が抱える公共的課題の解決に向けたマッ

チングによる協働の推進を図る。 

ＮＰＯ法人情報のデータベース化により、迅速かつ適切な指導監

督を実施する。 

・ 地域力の向上（モデル事業等の展開） 

平成 20 年度は、町会・自治会、学校、ＮＰＯ等の地域活動の担い

手と、地域と密接なかかわりを持つ区市町村、及び広域調整の役

割を有する都の三者が、相互に連携、補完しあい、防犯、防災、

福祉、観光、青少年健全育成、地域の底力向上、スポーツに関す

る地域の実情に合わせた方策を展開する。 

 

○ 地域利用を考慮した体育施設等の改修 

・ 東京都は、学校体育施設等を地域スポーツクラブの拠点や、地域

住民の交流の場とすることを推進するため、モデル事例をホーム

ぺージで情報提供するなどの支援を行い、地域共同利用型を視野

に入れた施設の改修に向けて、区市町村へ働きかける。 

 

○ 未利用都有地の区市町村への貸し付け 

・ スポーツ振興に取り組む方針を明示した区市町村に対して、当面

利活用計画がない都有地を運動場等として暫定的に貸し付けるこ

とを検討する。 

 

○ 企業スポーツ資源の活用 

・ 都民がいつでもどこでもスポーツ活動が実施できるよう、公共ス

ポーツ施設の有効利用の他に、企業に対し施設開放への理解と協

力を求める。また、企業スポーツにおける優れた指導者によるス

ポーツ教室や指導者講習会などを実施できるよう働きかける。 
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表 5-25-6(3)  コミュニティに関するミティゲーションの内容 

予測評価の時期 ミティゲーションの内容 

開催前 

招致・ PR

活動等に

よる影響 

 

『２０２０年の東京』（2011.12）における目標と取組 

 

目標６ 

・少子高齢社会における都市モデルを構築し、世界に範を示す 

政策の方向性 

・高齢者が社会の担い手として活躍できる環境を創出するとともに、子

供を産み育てる家庭を社会全体で支援し、誰もが共に安心して暮らせ

る都市を実現する 

２０２０年の東京を支える 12 のプロジェクト 

（今後 10 年間で戦略的に展開していく取組） 

・⑩生涯現役プロジェクト 

 

『２０２０年の東京』（2011.12）におけるこれからの政策展開 

 

○ 「東京都版シルバーハローワーク（仮称）」を創設 

・ 雇用就業形態や労働時間等に対してさまざまなニーズを持つ
高齢者を就業につなげるため、東京しごとセンターの機能を拡
充し、高齢者専門の就業支援窓口である「東京都版シルバーハ
ローワーク（仮称）」を創設する。 

・ 「東京都版シルバーハローワーク（仮称）」では、地域に密着
した強みを最大限活かし、求人の掘り起こしを行うとともに、
きめ細かな相談、能力開発、職業紹介、起業・創業への支援な
どサービス提供を更に拡大する。 

・ こうした取組を通じ、職業紹介機能を自治体が持つことのメリ
ットを実証し、ハローワークの全面移管につなげていく。 

 

○ 高齢者の地域活動や社会交流を支援 

・ ボランティアやＮＰＯに関する情報の発信や地域活動への支
援などにより、高齢者の積極的な社会参加を促進する。 

・ 文化・スポーツ活動や生涯学習等に関する情報提供を推進し、
高齢者の雇用や社会参加が促進され、「生きがい」を実感でき
る都市を実現する。 

 

図 5-25-11 新しい高齢者向け就業支援のイメージ 

 

○ 世界に先駆けて超高齢社会の都市モデルを創造する 

・ 世界に先駆けて超高齢社会を経験する東京が、その姿を新たな「都

市モデル」として示し、今後急速に高齢化が進むアジアの諸都市

にとって先導役を果たす。 
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表 5-25-6(4)  コミュニティに関するミティゲーションの内容 

予測評価の時期 ミティゲーションの内容 

開催前 

招致・ PR

活動等に

よる影響 

 

○ 企業における子育てと仕事が両立できる雇用環境の整備やワーク・ラ

イフ・バランスの普及による働き方の改革を推進する。 

・ 父親、母親ともに積極的かつ主体的に育児ができるよう、子育て

と仕事の両立に向けた「ワーク・ライフ・バランス」の推進のた

め、都民への普及啓発や企業の取組促進及び都庁自らの率先行動

等を通じ、働き手と企業双方の意識改革と機運醸成を促進する。 

・ 企業における両立支援に向けた取組を支援するとともに、事業所

内保育施設等の設置支援など、より多くの企業での環境整備を推

進する。 

 

○ 都民のニーズを満たす地域に密着したサービスの提供など、新ビジネ

スの創出を支援 

・ 防災、環境・エネルギー、安全・安心の確保など、国内外におい

て市場の拡大が期待され、社会が抱える課題の解決に役立つ産業

への中小企業の参入を促進するため、中小企業の参入が可能なニ

ッチ市場に関する情報提供や技術支援、優れた技術・製品の認定

などさまざまな施策を展開する。 

・ 地域の福祉、高齢者の生きがい創出等、都民ニーズに対応したビ

ジネスや、地域特有の産業資源・観光資源を活用したビジネスな

ど、ニッチ市場を発見・発掘し、都民のきめ細かいニーズに対応

したビジネスを展開する中小企業に対し、経営面や資金面から支

援を実施する。 

 

○ 多様な企業が集積する東京の強みを活かし、企業に対し、施設開放や

企業スポーツ選手によるスポーツ教室や指導者講習会などの開催等と

ともに、地域コミュニティ活動への参加について、積極的に働きかけ

る。 

 
資料：「2020 年の東京～大震災を乗り越え、日本の再生を牽引する～」（平成 23 年 12 月、東京都）より作成 

 

 

③  二次評価 

(ｲ) コミュニティの形成への寄与 

現況で整理したとおり、「都民生活に関する世論調査」では、現在住んでいる地域の住み

よさや今後の地域定住意向は、近所付き合いの濃さと比例する傾向が見られるなか、近所

付き合いを活性化する現状での地域活動への参加状況は３割程度と少なかった。一方で、

地域活動に参加していない人の約４割は潜在的な参加意欲を持っており、情報の提供や活

動費の助成、交流のきっかけとなるイベント開催などの支援策がが地域活動への参加促進

に有効であると明らかになった。 

また、地域活動への参加のきっかけやコミュニティ形成気運の醸成には、地域における

スポーツ振興が一定の効果を持っていると考えられている。スポーツイベントの開催によ

る地域コミュニティの形成への寄与については、2002 年 FIFA ワールドカップ TMの開催地

域において「住民意識の一体化」「住民の連帯感の醸成」「地域の誇りや住民の自信の獲得」

「地域文化の見直し」等の効果をもたらしている。 
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これらのことから、2020 年東京大会の開催は、またとない国際スポーツイベントであり、

開催前からの招致・PR 活動において、オリンピック開催に伴う豊かなメディア性を有効に

活用すれば、地域内においては地域の人々が地域づくりの理念や目標を理解することに促

進し、地域外には地域の有する優れた魅力を発信することができる。また、異なった文化、

芸術、伝統や習慣にも触れる機会は、国際的協調性や社会参加の感覚を育み、相互理解を

促進する。 

これに加え、招致・PR 活動に伴う表 5-25-6(p5-25-14)の施策を実施することにより、

多様な世代の社会参加が促進され、地域課題の解決力の向上にもつながり、現存する地域

活動を活発化することが考えられる。さらに地域における招致・PR 活動がきっかけとなり

新たなコミュニティとして成長することも期待できる。 

このようにコミュニティでの取組支援が展開されることにより、コミュニティ形成に寄

与することができると予測されることから、全体計画の評価結果は「＋１」とした。 

 

(ﾛ) 企業のコミュニティ参加 

現況で整理したとおり、地域におけるスポーツ振興の効果について、「高齢者の生きがい

づくり」と答えた人が 40％と最も高く、「地域コミュニティ形成・活性化」と答えた人も

32％と高い結果であった。 

スポーツ分野における企業の参加は、スポーツを行う場所・機会の増加、優れた指導者

や現役選手との交流機会の増加、競技力の向上などだけでなく、地域の一員としてコミュ

ニティ形成への寄与が期待できる。 

招致・PR 活動に伴う表 5-25-6(p5-25-14)の施策を実施することにより、企業のコミュ

ニティ参加が容易となる。例えば、企業の所有するグラウンド等のスポーツ施設を地域住

民に開放し、スポーツイベント等により企業スポーツ選手と地域住民が触れ合いながら楽

しむことを発端として、スポーツ分野以外の環境や福祉、教育、文化・芸術、災害支援な

ど、様々な分野での企業参加と併せてコミュニティ活動の活性化が促進されると考えられ

る。 

このように企業のコミュニティ活動への参加、貢献支援策が展開されることにより、企

業のコミュニティ参加に寄与することができると予測する。 

したがって、全体計画の評価結果は「＋１」とした。 

 

 

2)  開催中（競技の実施による影響） 

①  一次評価 

(ｲ) コミュニティ形成への寄与 

開催前（招致・PR 活動による影響）と同様に、コミュニティ形成については、コミュニ

ティでの取組を支援する施策を実施しなければ、現況と変わらないと予測されるため、全

体計画の評価結果は「０」とした。 

 

(ﾛ) 企業のコミュニティ参加 

開催前（招致・PR 活動による影響）と同様に、企業のコミュニティ参加については、企

業のコミュニティ活動への参加や貢献を支援する施策を実施しなければ、現況と変わらな

いと予測されるため、全体計画の評価結果は「０」とした。 
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②  ミティゲーション 

開催前（招致・PR 活動による影響）と同様に、表 5-25-6(p5-25-14)に示すミティゲー

ションを実施する。 

 

③  二次評価 

(ｲ) コミュニティ形成への寄与 

開催前（招致・PR 活動による影響）と同様に、ミティゲーションに示したようなコミュ

ニティでの取組支援が展開されることにより、コミュニティ形成に寄与することができる。

特に、2020 年東京大会の開催は、地域社会との協働によるコミュニティ主体の祭典となる

ことから、地域における緑化活動やホームステイの受け入れなど、地域単位での取り組み

を促進・支援し、地域コミュニティを再生すると予測する。 

したがって、全体計画の評価結果は「＋１」とした。 

 

(ﾛ) 企業のコミュニティ参加 

開催前（招致・PR 活動による影響）と同様に、ミティゲーションに示したような企業の

コミュニティ活動への参加、貢献支援策が展開されることにより、企業のコミュニティ参

加に寄与することができると予測する。 

したがって、全体計画の評価結果は「＋１」とした。 

 

 

3)  開催後（後利用による影響） 

①  一次評価 

(ｲ) コミュニティ形成への寄与 

開催前（招致・PR 活動による影響）と同様に、コミュニティ形成については、コミュニ

ティでの取組を支援する施策を実施しなければ、現況と変わらないと予測されるため、全

体計画の評価結果は「０」とした。 

 

(ﾛ) 企業のコミュニティ参加 

開催前（招致・PR 活動による影響）と同様に、企業のコミュニティ参加については、企

業のコミュニティ活動への参加や貢献を支援する施策を実施しなければ、現況と変わらな

いと予測されるため、全体計画の評価結果は「０」とした。 

 

②  ミティゲーション 

開催前（招致・PR 活動による影響）と同様に、表 5-25-6(p5-25-14)に示すミティゲー

ションを実施する。 

 

③  二次評価 

(ｲ) コミュニティ形成への寄与 

開催前（招致・PR 活動による影響）と同様に、ミティゲーションにより、多様な世代の

社会参加が促進され、地域課題の解決力の向上にもつながり、現存する地域活動を活発化

することが考えられる。 

また、2020 年東京大会の開催により、これまで地域活動に参加したことがなかった人に
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も容易にきっかけを提供することができ、コミュニティの若返りや新たなコミュニティと

して成長する可能性も期待できる。さらに、「住民意識の一体化」、「住民の連帯感の醸成」、

「地域の誇りや住民の自信の獲得」等の効果をもたらすと考えられる。 

このように、開催後も引き続きコミュニティでの取組支援が展開されることにより、コ

ミュニティ形成に寄与することができると予測する。 

したがって、全体計画の評価結果は「＋１」とした。 

 

(ﾛ) 企業のコミュニティ参加 

開催前（招致・PR 活動による影響）と同様に、ミティゲーションに示したような企業の

コミュニティ活動への参加、貢献支援策が展開され、2020 年東京大会の開催を契機として、

その後も企業のコミュニティ参加が促進されると予測する。 

したがって、全体計画の評価結果は「＋１」とした。 

 

(4) 評価結果の総括 

1)  コミュニティ形成への寄与 

全体計画に対するコミュニティ（コミュニティ形成への寄与）の評価結果は表 

5-25-7(p5-25-21)に示すとおりである。 

開催前（招致・PR 活動による影響）、開催中（競技の実施による影響）、開催後（後利用

による影響）ともに、コミュニティ形成に関して、「元気高齢者による地域活性化」や「Ｎ

ＰＯとの協働マッチングの推進」等のミティゲーションの実施により、多様な世代の社会

参加が促進され、地域課題の解決力の向上にもつながり、現存する地域活動を活発化する。 

特に、2020 年東京大会の開催は、またとない国際スポーツイベントであり、地域社会と

の協働によるコミュニティ主体の祭典となることから、開催前からの招致・PR 活動におい

て、オリンピック開催に伴う豊かなメディア性を有効に活用すれば、地域内においては地

域の人々が地域づくりの理念や目標を理解することに促進し、地域外には地域の有する優

れた魅力を発信することができる。さらには、地域単位での取り組みを促進・支援し、地

域コミュニティを再生や新たなコミュニティの形成の機会につながる。 

また、これまで地域活動に参加したことがなかった人にも容易にきっかけを提供するこ

とができ、コミュニティの若返りや新たなコミュニティとして成長する可能性も期待でき

る。開催後においても、「住民意識の一体化」、「住民の連帯感の醸成」、「地域の誇りや住民

の自信の獲得」等の効果をもたらすと考えられる。 

その結果、コミュニティ形成に寄与すると予測され、評価結果が「＋１」となる。 
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表 5-25-7 全体計画に対するコミュニティの評価結果総括表（コミュニティ形成への寄与） 

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

全体計画 0 0 0 +1 +1 +1

評価対象

評価点(一次) 評価点(二次)

開催前 開催中 開催後 開催前 開催中 開催後

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)  企業のコミュニティ参加 

全体計画に対するコミュニティ（企業のコミュニティ参加）に対する評価結果は表 

5-25-8 に示すとおりである。 

スポーツ分野における企業の参加は、スポーツを行う場所・機会の増加、優れた指導者

や現役選手との交流機会の増加、競技力の向上などだけでなく、地域の一員としてコミュ

ニティ形成への寄与が期待できる。 

開催前（招致・PR 活動による影響）、開催中（競技の実施による影響）、開催後（後利用

による影響）ともに、企業のコミュニティ活動への参加、貢献支援策として、「企業におけ

るワーク・ライフ・バランスの普及による雇用環境の整備」や「団塊の世代等の就業支援

と社会的企業家の育成」、「企業スポーツ資源の活用」等のミティゲーションが展開される

ことにより、企業のコミュニティ参加に寄与すると予測され、「＋１」となる。 

 

表 5-25-8 全体計画に対するコミュニティの評価結果総括表（企業のコミュニティ参加） 

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

全体計画 0 0 0 +1 +1 +1

評価対象

評価点(一次) 評価点(二次)

開催前 開催中 開催後 開催前 開催中 開催後

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※評価点の目安は以下のとおりである。 

+2: 大きなプラスの影響 

+1: ある程度のプラスの影響 

0: 中立 

-1: ある程度のマイナスの影響 

-2: 大きなマイナスの影響 

－ : 予測評価の検討において対象外とした影響 

■ : 網掛けは非該当項目のため対象外とした影響 

 

※評価点の目安は以下のとおりである。 

+2: 大きなプラスの影響 

+1: ある程度のプラスの影響 

0: 中立 

-1: ある程度のマイナスの影響 

-2: 大きなマイナスの影響 

－ : 予測評価の検討において対象外とした影響 

■ : 網掛けは非該当項目のため対象外とした影響 
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5-26  環境への意識 

5-26-1  現況 

(1) オリンピックと環境 

オリンピック・ムーブメントを推進する国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）、財団法人日本

オリンピック委員会（ＪＯＣ）では、オリンピック選手やチームを通じて環境保全のメッセ

ージを伝えたり、運営や施設に様々な工夫をすることで、環境保全活動に積極的に取り組ん

でいる。 

過去に遡ってみると、オリンピックで初めて環境についての取り組みが見られたのは、1972

年の札幌冬季五輪とされている（表 5-26-2）。 

1990 年以降、オリンピック・ムーブメントにおいて「スポーツ」「文化」とともに「環境」

が 3 つの柱の一つとして位置づけられ、2000 年のシドニー大会以降は、「グリーンゲーム（環

境に配慮したオリンピック大会）」の考え方が標準となった（表 5-26-1）。 

オリンピックという世界平和を願うスポーツの祭典は、多くの人に地球環境について考え

てもらう絶好のチャンスであるとも考えられる。 

 

表 5-26-1 スポーツイベントにおける主な環境対策 

 

出典：「東京都環境白書 2006」（東京都環境局、平成 18 年 3 月）より抜粋 
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表 5-26-2（1） 「オリンピックと環境」これまでの歩み 

1972 ●第 11 回オリンピック冬季競技大会（札幌） 

ダウンヒルコース造成のため恵庭岳の原生林を伐採することに環境団体などが抗議し

た結果、大会終了後、植林を行い原野に復元させる約束のもと設置され、約束どおり札

幌冬季大会組織委員会は植林を行った。 

1972 年はスポーツ界にとって、「環境」を真剣にとらえ行動を始めた年である。 

1976 ●第 12 回オリンピック冬季競技大会 

開催される予定だったアメリカのデンバーが、大会開催を返上。経済問題の他、環境保

護団体からの強力な抵抗・抗議に遭い、解決策が見出せなかったためといわれている。

このため開催地は急遽オーストリアのインスブルックに変更された。 

1990 ●環境はオリンピック精神の第三の柱 

1990 年まで、ＩＯＣはさまざまな形で環境保全団体からの抵抗運動に遭っていたが、当

時のサマランチＩＯＣ会長が、オリンピック・ムーブメントに環境保全を加えると提唱

し、「スポーツと文化と環境」の３本柱となり、これまでの受け身の体制から積極的に

環境保護に乗り出すことを打ち出した。 

1992 ●第 25 回オリンピック競技大会（バルセロナ） 

全参加ＮＯＣが「地球への誓い」(The Earth Pledge）に署名。 

世界のスポーツ界が真剣に環境について考えるきっかけとなった。 

●国連環境計画（UNEP）はブラジルのリオ・デ・ジャネイロで地球環境サミットを開催 

◇地球温暖化防止を目的とした「気候変動枠組条約」を締結。 

◇国連環境開発会議（UNCED）では、「アジェンダ 21」「環境と開発に関するリオ宣言」

「森林原則宣言」を採択した。アジェンダ 21 には、地球に生きるすべての人間が行動

すべきことが綴られ、さまざまな団体の環境保全のための行動の指針となっている。 

1993 国連はアジェンダ 21 の実施状況を検証するための「持続可能な発展委員会（CSD）」を

設置。 

1994 ＩＯＣ創立 100 周年記念としてフランス（パリ）で行われた第 12 回オリンピックコン

グレスで「スポーツと環境」分科会を開催。 

オリンピック憲章に初めて「環境」についての項目が加えられた。 

1995 ＩＯＣはスポーツと環境委員会を設置。 

1996 オリンピック憲章の環境に関する項目、「持続可能な開発」が追加された。 

1997 ●気候変動枠組条約第３回締約国会議（COP3） 

京都議定書が採択され、各国は 2012 年までに温室効果ガス削減を実行する義務を持つ

ことになり、日本は 1990 年比で温室効果ガスの削減が６％という数値が義務づけられ

た。 

1999 ＩＯＣは 1992年の UNCEDのアジェンダ 21をスポーツ界の環境保全の基礎概念と実践活

動を規定した「オリンピックムーブメンツ・アジェンダ 21」（表 5-26-3）を採択した。 

2000 ●第 27 回オリンピック競技大会（シドニー） 

大会スローガン：「グリーン・オリンピック（環境にやさしいオリンピック）」 

◇選手村の屋根にソーラーシステムを設置。太陽光を利用した世界でも最大の郊外居住

地が誕生。 

◇雨水を 800 万リットル貯水し、飲み水として再生。 

◇オリンピック村と競技施設の間を流れるハスラムス川は、ごみがあふれていた運河か

ら、マングローブが生える自然な河口の状態に復元。 

◇「オリンピック史上、最も緑にあふれた大会」といわれ、オリンピック施設に無数の

オーストラリア原生樹が植えられた。それに加え、オリンピック・ランドケア・プロ

ジェクトに基づき、オーストラリア国中に、200 万本の木が植樹された。 

2001 ＪＯＣはスポーツ環境委員会を設置。 

2005 ●京都議定書発効 

環境省は温室効果ガス６％削減のアクションプラン「チーム・マイナス６％」を国民運

動として開始。ＪＯＣもこの運動のメンバーとなる。 
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表 5-26-2（2） 「オリンピックと環境」これまでの歩み 

2006 ●第 20 回オリンピック冬季競技大会（トリノ） 

自然保護対策に加え、交通機関や会場運営により排出されるすべての温室効果ガスを、

京都議定書に基づく省エネ事業や再生可能エネルギー事業、植林事業などによってすべ

て相殺するという「Heritage Climate Torino Program」（HECTOR プログラム）を実施し

た。 

オリンピックにおいてこのような形で二酸化炭素の排出量の相殺に取り組んだのは、ト

リノ大会が初めてであった。 

◇オリンピックとパラリンピックの開催により追加的に排出される温室効果ガス（主と

して車両の燃料消費や、暖房、電力消費などによる）は、約 12 万トンと試算。 

◇開催地域だけでなく、世界のほかの地域で実施する省エネ対策や再生可能エネルギー

の供給、植林などにより、これに相当する排出量を相殺。 

◇エミッションゼロの水素バスをトリノ市内の定期バスとして運行。 

2012 ●第 30 回オリンピック競技大会（ロンドン） 

大会キャッチフレーズ：『ワン・プラネット・オリンピック』 

立候補に向けた提案書は、世界自然保護基金（WWF）など多くの環境団体等と協力し、 

とりまとめられた。 

◇炭素排出量の少ない大会 

・観客に 100％の公共輸送を提供。オリンピック会場には基本的に自家用車でアクセ

スできないようにする。オリンピック公園は低排出ガスゾーン（ロー・エミッショ

ン・ゾーン）に指定し、製造から５年以内の車のみ走行が可能 

・オリンピック公園の電気はすべて再生可能エネルギーで供給。そのうち、２割はオ

ンサイトで供給し、その他のすべてのエネルギーは、オフサイトの風力発電などか

ら供給 

◇廃棄物ゼロの大会 

◇生物多様性の保全 

・都市の緑空間の拡大 

・自然を人々の身近に 

◇環境意識とパートナーシップの向上 

出典：「東京都環境白書 2006」（東京都環境局、平成 18 年 3 月） 

「スポーツと環境 これまでの歩み」（JOC スポーツと環境ホームページ）より作成 

 

表 5-26-3 オリンピックムーブメンツ・アジェンダ 21（Olympic Movement's Agenda 21） 

1999 年、ＩＯＣが採択したオリンピックムーブメンツ アジェンダ 21 には、スポーツに関わ

るすべての選手、個人および組織が、スポーツにおいて、あるいはスポーツを通じた持続可能性

に向けて取り組む方法が記述されている。 

社会経済貢献の改善 

 持続可能開発用国際協力プロジェクトの強化 

 社会的排除撲滅運動を援助 

 新規消費者性向の奨励 

 健康維持促進に積極的な役割 

 社会のニーズにさらに上手に適応するスポーツ基盤を振興 

 環境概念をスポーツ施策の中に取り入れる 

天然資源保全および管理 

 環境計画 

 施設、インフラ、スポーツ用具のデザイン 

主導的グループの役割強化 

 女性、青年、固有民族が競技団体にもっと参加できるように促進し、スポーツ組

織マネジメントに参加できるよう促進する。 

出典：「環境とオリンピック・ムーブメント」（JOC スポーツと環境ホームページ）より抜粋 
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(2) 東京都のこれまでの取り組み 

東京都の環境政策は 2008 年に策定した「東京都環境基本計画」に厳格に準拠し、進められ

ている。この計画において、東京都は、気候変動への対応、より快適で質の高い都市環境の

創出、持続可能な環境交通の実現や、省資源化と資源の循環利用の促進などの政策を推進し

ている。 

「東京都環境基本計画」の策定においては、環境に関する有識者・NGO・民間セクターをメ

ンバーとする東京都環境審議会の意見を聴くとともに、都民や地域団体の意見等も反映し、

環境への取組において、多様な主体との連携・協働を重要視している。例えば、東京都は、

森林などの自然を守る「大自然塾」、家庭の生ごみの堆肥化の実施・検証プログラムなど、NGO

や民間セクターと連携し、環境に関わる各種協働事業を実施してきた。また、東京都は、環

境 NGO・民間企業・ボランティア等と連携した、「東京グリーンシップ・アクション」として、

自然環境保護活動なども実施している。 

東京都の環境施策の中で、環境意識の啓発に関するメニューを整理した。具体的には「東

京都環境基本計画」（2008 年３月）において、表 5-26-4(p5-26-5)にあるような事業展開を

図っていくこととしている。 

 

○元気な子ども達を育てる校庭の芝生化事例 

 

【事例紹介（練馬区立中村小学校グリーンキーパーズの活動）】 

平成 15 年、おやじの会から中村小学校芝生の会が立ち上がり、校庭の一部を芝生化しまし

た。その後、練馬区の緑化推進に併せ、東京都の助成金を使っての芝生化が計画され、学校と

話し合いを続けた結果、平成 17 年度に校庭の全面芝生化（約 3,200 ㎡）が実現しました。維

持管理については、観賞用ではない芝生を維持することを目的として「中村小学校グリーンキ

ーパーズ（ＮＧＫ）」を立ち上げることとなりました。 

現在、運動会でのはだしの騎馬戦、Ｇボールを使った授業など芝生ならではの活動が増え、

子どもたちは芝生の芽を見つけると踏まないように気を付けるようになるなど、芝生を生き物

と捉えて、命の大切さを学んでいます。 

ＮＧＫは、学校、保護者、校庭利用団体、「中村小の校庭を芝生にする会」、地域の有志、専

門家等などで構成され、月１回の会議でスケジュールをたてて活動しています。多くの方が参

加し作業を分担することで芝生が維持されており、機関紙、ホームページでの情報発信や、イ

ベント等により地域への理解の広がりも図っています。また、校庭を憩いの場として、地域と

のつながりを大切にした心の交流も図られています。このことが、子どもたちを守ることにも

つながるとの考えにより、ＮＧＫは楽しく活動を続けていきたいとの意欲を示しています。 
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表 5-26-4(1)  東京都環境基本計画における施策（抜粋） 

【人類・生物の生存基盤の確保】 

気候危機と資源制約の時代に立ち向かう新たな都市モデルの創出 

家庭部門の CO2削減対策 

環境に配慮したカーボン

マイナス住宅の供給促進 

既存住宅の省エネ改修を促進するため、設計手法や工法を募集・評価し、

リフォーム業者向けのガイドを作成する。また、住宅の省エネ対策につい

て、都が実施するイベントなどの場を通じ、都民に幅広く PR する。 

住宅供給公社住宅の高断

熱化と設備機器の高効率

化 

公社住宅の建替えに当たり、次世代省エネ基準に適合する断熱仕様による

冷暖房負荷の抑制や、高効率給湯器の採用によるガス消費量の抑制を実施

する。 

高効率給湯器の導入促進 家庭におけるエネルギー消費の約３割を占める給湯からの温室効果ガス

の排出削減を推進するため、初期投資費用に係る低利融資などにより、高

効率給湯器の導入を支援する。 

太陽エネルギーの飛躍的

な導入拡大 

関係事業者との連携により、太陽エネルギー機器への初期投資を 10 年程

度で回収できる仕組みづくりを進め、また、太陽エネルギーの利用拡大に

向けたムーブメントを巻き起こし、太陽エネルギー100 万 kW の導入を図

る。 

白熱球一掃作戦 コンビニやスーパー、電気店などの販売店と連携し、白熱球の電球形蛍光

灯への交換を呼びかけ、家庭で誰もが取り組める身近な CO2削減対策とし

て白熱球の一掃を促していく。 

環境に関するムーブメン

トの醸成 

映像媒体や都民参加型イベントの活用、戦略的パブリシティの実施などに

より、都民の気候変動対策への取組意欲を高め、実際の行動を促進する。 

環境学習の強化 年間約５万人の子ども達が訪れる埋立処分場見学会を、温暖化問題などに

ついて総合的に学ぶ機会に再構築する。また、都内小学校の教職員を対象

とした実践研修により環境教育のリーダー的人材を養成し、小学校の環境

学習を促進する。 

都民のエコドライブの取

組の普及啓発 

安全運転講習、イベント等でのリーフレット配布等により、都民のエコド

ライブを喚起・誘導し、CO2を削減する。 

カーボンマイナスムーブメント（CO2削減の機運醸成、世界の都市との連携） 

市民や地域参加型の再生

可能エネルギー導入プロ

ジェクト 

市民出資によってモデル的な風車を設置することで、市民出資型風力発電

の普及拡大を目指す。 

東京マラソン及び東京大

マラソン祭りにおける環

境への取組 

東京マラソン及び東京大マラソン祭りの場を活用し、気候変動対策等の普

及啓発を行っていく。 

「世界大都市気候先導グ

ループ」における世界の大

都市との連携 

世界大都市気候先導グループを通じて、都の先駆的な気候変動対策を世界

へアピールするとともに、世界の気候変動に関する各種情報を収集、紹介

することで、世界的規模での CO2削減を目指す。 

アジアの都市等との連携 国際協力銀行との相互協力などにより、アジア等諸都市との連携を進めて

いく中で、都の政策と東京や日本の企業が有する優れた環境技術を結びつ

けていき、国際的な気候変動対策に協力していく。 

省資源化と資源の循環利用の促進 

都処分場の産業廃棄物の

受入量抑制 

都の処分場で受け入れる廃棄物をさらに限定し、都民・事業者のリサイク

ルへの取組を強力に促しながら、段階的に廃プラスチックの受入量を減ら

す。 

3R の普及促進 八都県市による３Ｒ普及促進キャンペーンなどを実施することで、都民・

事業者に対し、３Ｒ運動を普及させていく。 
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表 5-26-4(2)  東京都環境基本計画における施策（抜粋） 

【より快適で質の高い都市環境の創出】 

～緑と水にあふれた、快適な都市を目指す取組の推進～ 

都民・企業が主人公である「緑のムーブメント」の展開 

マイ・ストリート・ツリー 一本一本の街路樹等に、寄附した方の名前などを記載するマイ・ストリー

ト・ツリー事業を実施していく。 

メモリアルツリー 子どもの誕生や結婚、賀寿など、人生の喜びを緑に託す「メモリアルツリ

ー」事業を都有地等で実施していく。 

都民・企業等と協働した海

の森公園の整備 

多くの都民・企業・ＮＰＯ等が参加する 2,000 人規模の植樹祭や、小学生・

ボランティアによる苗木づくり、草刈や樹木の除・間伐、森の育成状況を

確認するための自然観察会を実施し、あらゆる主体の協働による整備を進

めていく。 

地域を巻き込んだ芝生管

理の展開 

企業、団体、ＮＰＯなどで構成する東京芝生応援団が校庭芝生化の拡大に

向け、学校や地域とともに活動していく。 

花粉の少ない森づくり運

動の展開 

「花粉の少ない森づくり運動推進委員会」を中心に、都民・企業・ＮＰＯ

などの支援による森づくりを進める。 

緑のムーブメントに係わ

る普及啓発事業 

東京マラソン・東京国際アニメフェアなど各種イベントとのタイアップ、

シンポジウム開催などを行い、多くの都民の参加を促す。 

緑の東京募金 都民や企業の関心を街路樹など貴重な緑の存在に向けるとともに、その緑

を植え、育て、守る取組への参加を促す、行政との新しい協働の仕組みと

して緑の東京募金を行い、緑のムーブメントを展開していく。 

募金の広報、緑の東京募金実行委員会の運営、緑の東京募金基金への積み

立てなどを行い、緑化事業を促進していく。 

街路樹倍増のモデル事業

による倍増イメージの PR 

街路樹倍増のモデルを内堀通りや東八道路に整備し、募金活動を PR して

いく。 

街路樹の倍増などによる緑のネットワークの充実 

海の森公園の整備 ゴミと建設発生土の埋立地を緑あふれる海の森とする。 

＜計画の概要＞ 

・位置：中央防波堤内側の東側部分（都心に海からの緑の風を送る東京港

の玄関口） 

・面積：約 88ha 

・樹木数：高木の苗木 48 万本を都民等との協働により植樹 

校庭芝生化を核とした地域における緑の拠点づくり 

校庭グリーンキーパー登

録・派遣、芝生リーダー養

成事業 

・区市町村等への技術支援として、サッカースタジアムや競技場関係者な

どの芝生の専門家を校庭グリーンキーパーとして登録し、電話相談や現場

の要請に基づく派遣を実施する。 

・芝生の維持管理に関する地域のとりまとめ役となる芝生リーダーを養成

していく。 

東京芝生応援団の結成、校

庭芝生化に関する広報・普

及啓発 

企業、団体、ＮＰＯ等の支援が学校現場に的確に反映されるよう東京芝生

応援団を結成し、学校や地域を支援していくとともに、校庭芝生化の積極

的な普及啓発を実施する。 

芝草品種の研究、校庭芝生

化技術に関する資料集等

作成 

・農業試験研究機関等と連携して、校庭芝生化に適した芝草品種等に関す

る調査研究を行う。 

・校庭芝生ガイドライン及び都内校庭芝生化事例集の内容を充実させる。 

地域と連携した校庭の芝

生化の取組 

地域教育推進ネットワーク東京都協議会と東京芝生応援団との協力によ

り、学校現場と地域との協働のしくみづくりや、子どもの体力向上に取り

組む。 

緑を守る都市と農業の共

生プロジェクトの推進 

農業体験農園や学童農園など、都民と農業者の協働を図るため、区市の「都

市と農業が共生するまちづくりモデルプラン」の策定を支援する。 

東京都レンジャー制度の

充実 

東京の自然を守るために、多摩地域と小笠原地域で 18 名が活動している

東京都レンジャーについては、地域との連携を強化し、レンジャー業務の

技術・ノウハウ等の継承を確実に行うなど、レンジャー制度を充実させ、

自然の適正利用・管理の実現、都民の自然環境保全に係る意識の向上を図

っていく。 

「自然の力・東京」事業 自然公園の整備事業などにおいて、地元自治体等と連携した取組により、

都民へ良質な自然環境の提供を実現し、地域の振興、活性化を推進する。 
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(3) 都民の環境意識 

東京都区部と全国の環境意識に関する世論調査結果を図 5-26-1 に整理した。 

「循環型社会の形成についての意識」については、循環型社会へ移行することへの関心が

東京都区部は全国に比べてやや高くなっている。 

「家庭における環境保全の取組」では“リサイクル・分別収集に協力する”や“環境にや

さしい商品を買う”、“省エネ型製品の使用”などが東京都区部は全国に比べて高くなってい

る。実際の行動として「ごみを少なくするために心がけていること」では“友人や知人と不

用品を融通し合う”や“使い捨て製品を買わない”が東京都区部は全国に比べてやや高くな

っている。「環境保全活動への参加状況」では、参加経験のある人は全国に比べて東京都区部

は低く、今後も参加を考えていない人も全国に比べて東京都区部は高かった。 

地球温暖化防止のために日常生活を省エネ型ライフスタイルにすることなどの取り組みに

ついての都民の意識は高く、環境対策への要望としても「ディーゼル車排出ガス規制など自

動車公害対策」や「ごみや産業廃棄物の減量・リサイクルと適正処理」、「省エネの徹底、再

生可能エネルギーの利用促進など地球温暖化防止対策」が上位にあがっていることから、環

境施策への協力的な姿勢が伺える（図 5-26-2、図 5-26-3(p5-26-9)）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「環境問題に関する世論調査」（内閣府大臣官房政府広報室、世論調査報告書、平成 17 年 9 月調査） 

図 5-26-1(1) 東京都区部と全国の環境意識に関する世論調査結果 

循環型社会の形成についての意識
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生活水準維持でリユースなどを進める

循環型社会への移行はやむを得ない

水準を落としても，循環型社会に移行

水準は低下せず、循環型社会に移行

どのような社会かわからない

生活水準の低下は受け入れられない

％

東京都区部

全国



 5-26-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「環境問題に関する世論調査」（内閣府大臣官房政府広報室、世論調査報告書、平成 17 年 9 月調査） 

図 5-26-1(2) 東京都区部と全国の環境意識に関する世論調査結果 

 

ごみを少なくするために心がけていること

0 20 40 60 80 100

詰め替え製品をよく使う

エコクッキングを心がけている

不要なものは買わない

買い物袋持参や簡易包装を求めている

壊れにくく，長持ちする製品を選ぶ

壊れたものは修理して何度も使う

使い捨て製品を買わない

レンタル・リース製品を使う

生ごみを堆肥にしている

友人や知人と，不要品を融通しあう

特にしていない

％

東京都区部

全国

家庭における環境保全の取組

0 20 40 60 80 100

リサイクル，分別収集に協力する

てんぷら油などを排水口に流さない

適正な冷房・暖房温度の設定努力

節電節水に努め，省エネ型の製品使用

なるべくごみを出さない

使い捨てのものはなるべく買わない

再生紙など環境にやさしい商品を買う

買い物時にポリ袋などをもらわない

％

東京都区部

全国

環境保全活動への参加状況
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積極的に参加している

参加したことがある

これからは機会があれば参加したい

これからも参加したいとは思わない

わからない

％

東京都区部

全国
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出典：「環境に関する世論調査（平成 18 年 12 月調査）」（東京都生活文化局 平成 19 年 3 月） 

図 5-26-2 東京都における省エネ型ライフスタイルへの取り組み意向 

 

 
出典：「環境に関する世論調査（平成 18 年 12 月調査）」（東京都生活文化局 平成 19 年 3 月） 

図 5-26-3 東京都の環境対策への要望 
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(4) 大規模国際イベントによる環境意識の向上 

①  1998 年 第 18 回長野冬季五輪 

1998 年の第 18 回オリンピック冬季五輪招致の際、理念として掲げられたのが「美しく

豊かな自然との共存」であった。近年では「環境への配慮」がオリンピック開催地として

の最重要条件のひとつになっているが、スタジアムや屋内プールなどで競技が行われる「都

市型」の夏季オリンピックに比べ、山の斜面などにコースが設置される冬季オリンピック

は、自然破壊に留意しなければならない点が多いと言われている。 

長野冬季五輪では、会場やコースの設営や大会運営にも「自然との共存」という理念が

生かされ、低公害車の導入、再生繊維製のスタッフ・ユニフォームなども話題になった。 

主な環境配慮事例は次のとおりである。 

・ 開会式では、地表に落ちて水分に触れると分解する「ハト風船」を、また選手村のレ

ストランではリンゴの搾りかすを利用した紙食器を使用する等、環境への配慮を分か

りやすい形で実行した。 

・ 施設建設では極力既存の施設を活用し、自然環境の改変が必要な場合は、大会後復元

を図った。特に、会場として想定されていた地域は一部国立公園指定地域が含まれて

いたこともあり、いかに環境を壊さずに大会を運営していくかが最大の課題であった。 

・ 森の再生には、その土地に最も適した樹木の苗をビニールポッドの中で育てたものを

植える「幼苗植栽手法」を採用。スパイラルでは「表土復元工法」が用いられ、速や

かな緑化を可能にした。 

・ アルペンスキー男子滑降コースのスタート地点については、一部国立公園内を通過す

るため、スタート地点を変更し、コースの一部を選手が自らジャンプして飛び越える

方法を取り、クロスカントリー競技場では硬雪剤を使わず、雪の下に畳を敷いてコー

スを維持した。 

・ 大会運営には日本が開発に先鞭をつけたハイブリッド自動車と天然ガス自動車を使用

して地下資源の保護を図った。 

 

このように、オリンピック開催においては環境への配慮が最重要条件のひとつとなって

いるだけでなく、開催都市の有する環境技術・環境施策を PR する最高の場となっており、

オリンピック開催により開催都市の環境意識の向上が見込まれると考えられる。 
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②  2002 年 FIFA ワールドカップ TM 

FIFA ワールドカップ TMの会場となった各自治体へのアンケートによる、大会の開催に係

わる地域振興について、環境への意識に関する評価結果は表 5-26-6(p5-26-12)に示すとお

りである。 

開催中における環境配慮施策（表 5-26-5）を実施した自治体については、「環境保全意

識への高まりへの寄与」「住民の美化運動の実勢」に概ね効果がある結果となったことから、

大規模スポーツイベントの開催時において、開催都市が環境配慮を施すことにより、地域

住民の環境への意識が向上するきっかけになったと考えられる。 

 

表 5-26-5  日本における FIFA ワールドカップ TMでの環境配慮事例 

１ 

スタジアムにおける環境

配慮 

 

 施設の設計に当たり、周辺の自然環境や景観に配慮（宮城

県、大分県） 

 施設を自然採光方式や半地下式とすることによるエネルギ

ー消費の低減（大分県、札幌市） 

 太陽光発電施設の設置（埼玉県） 

 「ヒートポンプ＋夜間蓄熱方式」等省エネ効果の高い冷暖

房方式の採用（札幌市、横浜市、神戸市） 

 芝生等への散水やトイレ用水等に、雨水や中水の利用（埼

玉県、新潟県、大分県、横浜市、大阪市、神戸市） 

 リース品使用等による施設建設時の廃棄物発生の抑制（宮

城県、大分県） 

 ゴミ焼却施設の排熱で発電した余剰電力の利用（横浜市） 

 施設建設にあたって、工場生産の部材を利用することによ

りコンクリートミキサー車等の利用を削減（横浜市） 

２ 

観客輸送における環境配

慮 

 メディア用シャトルバスに低公害車を利用（横浜市） 

 公共交通機関利用の呼びかけ、シャトルバス運行等による

交通渋滞の回避（大分県） 

３ 

試合時における環境配慮 

 試合終了後、ボランティアの協力による清掃活動の実施（札

幌市、宮城県、茨城県、埼玉県、横浜市、大阪市、神戸市、

大分県） 

 ガイドブックやトイレットペーパーに再生紙、ゴミ袋にペ

ットボトル再生品を使用等グリーン製品の利用（宮城県、

茨城県、横浜市、神戸市） 

 飲食物持ち込み禁止、ゴミ分別の呼びかけ等による廃棄物

の減量化及びリサイクルの促進（札幌市、横浜市、神戸市、

大分県） 

４ 

その他 

 生ゴミ処理機で作った肥料の使用（札幌市） 

 国体で使用した看板等の再利用（札幌市） 

 ワールドカップ歓迎市内一斉清掃の実施（新潟県） 

出典：「FIFA2002 年ワールドカップ TM 開催における日本の環境保全への取組について」（環境省報道発表資

料、平成 14 年 5 月 1 日）より作成 
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表 5-26-6  2002 年 FIFA ワールドカップ TMにおける各自治体の環境への意識に関する評価 

 環境への意識に関する評価項目 

環境保全意識への

高まりへの寄与 

住民の美化運動の

実践 

地域の自然や緑の保

全・回復、環境にやさ

しい街づくりの推進、

環境教育の推進等が

大会を契機として実

施されるようになる

こと 

大会の開催にあたっ

て住民が参加しての

ガーデニング等美化

活動が活発に行われ

たこと 

札幌市 － ☆☆☆ 

宮城県 ☆☆☆ ☆☆☆ 

茨城県 ☆☆ ☆☆☆☆☆ 

埼玉県 ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆ 

横浜市 ☆☆☆ ☆☆☆☆ 

新潟市 △ ☆☆☆ 

静岡県 ☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ 

大阪市 ☆ ☆☆ 

神戸市 △ ☆☆☆☆ 

大分県 ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ 

※「☆」は 5 段階評価における評価点を示す 

☆    ：効果無し 

☆☆   ：ほとんどない 

☆☆☆  ：あった 

☆☆☆☆ ：かなりあった 

☆☆☆☆☆：効果絶大 

△    ：現段階では評価できない 

－    ：無回答 

出典：「Ｗ杯開催の事後検証」（2004 年 2 月、(独)経済産業研究所） 
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③  2005 年 愛・地球博 

2005 年に愛知県で開催された日本国際博覧会では、「愛・地球博の成果と評価」につい

て事前に評価指標を定めており、結果は(財)日本国際博覧会協会により環境レポート及び

公式 WEB サイト上で公表されている。 

テーマである「自然の叡智（えいち）」は、自然の仕組みを学び、地球的課題を克服し、

持続可能な社会を創生することを目指したものであるが、環境面では様々な試みが行われ

ており、ゴミの９分別、エコマネー、環境に配慮した建設とユニバーサルデザイン、パー

ク&ライド方式、エコツアー・森林体感プログラムなど、来場者を中心に新たな行動喚起を

促す仕掛けが多い。 

具体的な成果として、 

・ 「ゴミの９分別」では、会場から出されたごみの約 85％を資源としてリサイクルする

ことができ、来場者 1 人当たり約 300 グラムのごみの発生量を想定していたところ、

約 250 グラムに減量化できた。 

・ 会場内外で導入した「ＥＸＰＯエコマネー」では、開幕以来、実際にエコポイントを

もらったり使ったりしたエコ市民は延べ 18 万人、エコマネーによる CO2削減量は約 8

千トン、約 23 万ポイントが植樹運動に寄付された。現在においてもエコマネーの輪は

広がりを見せ、スーパーやコンビニなどで新たに導入しようという動きがある。 

・ 最も印象に残った環境配慮活動としては、「ごみの分別収集」（45.5%）、「新エネルギー」、

「ドライミスト」、「環境負荷の少ない交通手段（IMTS、リニモ、燃料電池バス、パー

ク&ライド）」、「壁面緑化（バイオラング）」であった。 

 

博覧会見学の前後での環境意識の変化は図 5-26-4(p5-26-14)に示すとおりであり、博覧

会での見学が、来場者の環境意識の向上に貢献していることが伺える。また、見学後、実

行意識が最も高い項目であった「ごみの減量・リサイクル」は、会場での体験が生かされ

た結果とも評価されている。 

一方、「公共交通機関の利用」は見学後も「積極的に行っていこうと思う」人は平均で

36%と見学前よりは増えているものの、他の項目（60～70％）と比較して低い結果となった。

このように利便性や経済性とのトレードオフになる事項についての取組意識改善は難しい

ことも伺えた。 
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出典：「2005 年 日本国際博覧会 環境レポート」（(財)日本国際博覧会協会、平成 18 年 3 月） 

図 5-26-4 博覧会見学前後の参加者の環境意識変化 

 

④  東京マラソン・グリーンプロジェクト 

東京マラソンでは、CO2の排出抑制に努めた大会運営だけでなく、東京マラソンの開催を

通じて、環境に関する意識啓発・行動喚起を促進する活動を行っている。 

2008 年大会より、「東京マラソン・グリーンプロジェクト」として様々な活動を実施し、

CO2排出を抑制した大会運営の他、チャリティーによる海の森への植樹などが行われた。 

2009 年大会で調査した結果、主催者起因の CO2排出量は約 2,730t（ランナー1 人当たり

約 78 ㎏）と測定されたことから、植樹により、この CO2を吸収・固定し、地球温暖化防止

に努めようという取組である。 
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東京湾に浮かぶ 1,230 万 t のごみにより造成された埋立地を、日比谷公園（東京マラソ

ン 10 ㎞フィニッシュ会場）の約 5.5 倍もの美しい森に生まれ変わらせる「海の森」プロジ

ェクトに対し、チャリティーによる植樹を行った。 

「海の森」プロジェクトとは、東京ビッグサイト（マラソンフィニッシュ会場）の目と

鼻の先にある「海の森」を起点として、皇居、新宿御苑、明治神宮といった都内の大規模

緑地を街路樹でつないでいくことで、緑のネットワークを築くプロジェクトである。この

連続する緑地は、海からの風を都市の内部に導く「風の道」として機能し、緑地によって

冷やされた風が都心部のヒートアイランド現象を抑える効果をもたらす。 

 

＜CO2排出を抑制した大会運営＞ 
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＜東京マラソン 2009 の結果報告より抜粋＞ 

 

 

チャリティーの募金総額と植樹本数 

■大会期間中にリストバンドを合計 3,444 個販売しました。リストバンド 1 個あたり 500

円を「緑の東京募金」に寄付することになりますので、募金の総額は 172 万 2,000 円と

なります。また、EXPO 期間中および大会期間中の出展ブースで集まった募金額も含める

と、総額は 175 万 7,035 円となります。 

募金にご協力頂きました皆様方、誠にありがとうございました。 

■(株)フォトクリエイト(東京マラソン協賛社)による募金も加えた総額は 475 万 7,035 円

になりました。 

■海の森に 1 本植樹するためには 1,000 円が必要となりますので、植樹できる木の総本数

は 4,757 本となりました。 

 

東京マラソン 2009 の CO2排出状況 

■今大会の運営では、昨年に引き続き環境負荷削減に努めました。その結果、2008 年大会

に比べて参加ランナー数が増えたにもかかわらず、主催者起因の CO2 排出量は約

2,730t(2008 年大会は約 2,680t)(注 1)、最大の排出源である「大会運営」による CO2排

出量は、約 1,640t(2008 年大会は約 1,560t)と、排出量の増加を抑えることができました。 

(注 1)なお、2009 年大会の算定で使用したデータの種類・形式が 2008 年大会と一部異なります。その

ため、本レポートで 2008 年大会の排出量として示されている数値は、2009 年大会の算定方式にそ

ろえて再計算されたものです。 

■選手移動については、前回大会とデータの形式が異なるため比較困難でした。ちなみに、

排出規模としてはおおよそ 2,500t(前回 2,700t)と考えられます。 

■主催者起因の CO2 排出量は、2008 年でランナー1 人当たり約 83kg、2009 年でランナー1

人当たり約 78kg と、排出量を抑制することができました。なお、この排出量は国民 1 人

1 日あたりの排出量(約 28kg-CO2)(注 2)の 2.8 日分に相当します。 

(注 2)国民一人当たりの年間総排出量(10.2t-CO2/年)から試算。出典;(独)国立環境研究所「温室効果ガ

スインベントリオフィス」  

 

排出 CO2の吸収・固定 

■緑の東京募金を通じた海の森への植林 4,757 本によって、今回の排出量約 2,730t のうち

およそ 19%に相当する 510t(注 3)の吸収・固定が見込まれています。 

(注 3)森林総合研究所のデータより推定。広葉樹天然林の 1995 年値で換算  
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(5) 環境への意識に関する現況のまとめ 

「環境問題に関する世論調査」によると、循環型社会への移行についての関心や、地球

温暖化防止のための省エネ型ライフスタイルへの取組意向などに関する都民の環境意識は

高く、環境施策には協力的な姿勢が伺える状況であった。 

大規模国際イベントによる環境意識の向上に関しては、1998 年の長野冬季五輪、2002

年の FIFA ワールドカップ TMや 2005 年の愛・地球博、東京マラソンでの事例がある。 

2002 年の FIFA ワールドカップ TMの開催をきっかけとして、開催後において環境配慮施

策により「環境保全意識への高まりへの寄与」「住民の美化運動の実勢」に効果がある結果

となったことから、大規模スポーツイベントの開催時において、開催都市が環境配慮を施

すことにより、地域住民の環境への意識が向上するきっかけになったと考えられる。 

また、2005 年の愛・地球博においても、博覧会見学の前後での環境意識が変化し、「ご

みの減量・リサイクル」の実行意識が高かったことなどは、会場での体験が生かされた結

果であると評価されている。 

東京マラソンでは、前回大会の CO2排出量の調査結果に基づき、大会運営に伴う CO2排出

量のオフセットを目指す取組を実施し、東京マラソンの開催を通じて、環境に関する意識

啓発・行動喚起を促進している。 

 

 

5-26-2  予測評価（全体計画） 

(1) 評価の指標及び目安 

全体計画の検討における評価の指標及び目安は、表 5-26-7 に示すとおりである。 

 

表 5-26-7  評価の指標及び目安 

評価の指標 評価の基準 
評価の目安 

－２ －１ ０ ＋１ ＋２ 

環 境 へ の 関

心・意識の変

化 

環境に関す

る意識啓発

の機会の増

減 

－ 
意識啓発の

機会 減 

現況と変わ

らない 

意識啓発の

機会 増 
－ 

 

 

(2) 予測評価の方法 

環境への関心・意識の変化の予測評価の方法は表 5-26-8 に示すとおりである。 

 

表 5-26-8  予測評価方法（全体計画） 

予測評価の時期 予測評価の方法 

開催前 
招致・PR 活動に

よる影響 

内閣府及び東京都の世論調査結果やこれまでに実施された大規模

国際イベントにおける環境意識の変化を基に、環境意識啓発の機会

の増減について定性的に評価した。 開催中 
競技の実施によ

る影響 

開催後 
後利用による影

響 
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(3) 予測評価の結果 

1)  開催前（招致・PR 活動による影響） 

①  一次評価 

環境意識啓発の機会は、増加させるための施策を実施しなければ現況と変わらないと予

測されるため、全体計画の評価結果は「０」とした。 

 

②  ミティゲーション 

(ｲ) 東京都の環境意識啓発に関する施策 

東京都は 2016 年オリンピック競技大会の国内立候補都市に選定されたことをきっかけ

に、2006 年 12 月、今後 10 年間の都市戦略である「１０年後の東京」計画を策定し、2016

年を目標年度として、1,000ha の緑の創出、世界最高水準の省エネ対策など、様々な環境

施策を展開してきた。 

これらの政策は、平成 23 年に策定された「２０２０年の東京」にも引き継がれ、「水と

緑の回廊で包まれた、美しいまち東京を復活させる」という目標を掲げ、東京に水と緑を

縦横にめぐらせ、まちに潤いを取り戻すとともに、風格のある景観を生み出し、人々が憩

い、賑わう都市空間を実現するという方向性を示している。 

この目標達成に向け、今後 10 年間で戦略的に展開していく取組として、「水と緑のネッ

トワーク実現プロジェクト」を位置づけている。また、実行プログラム 2012 では、緑のネ

ットワークをつなげ、自然豊かな東京を次世代へ継承するための施策を展開している。 

具体的には、3 年後の到達目標として、①3 年間で新たに約 300ha の緑を創出、②街路樹

が 95 万本に増加し、グリーンロード・ネットワークが充実、③海の森の植樹や緑のカーテ

ンなど、都民・企業と協働して緑化活動を展開、④樹林地や農地など既存の緑を保全する

取組を展開、⑤首都東京にふさわしい生物多様性地域戦略を展開など、表 5-26-9 

(p5-26-18)に示すアクションプランを設定している。 

 

表 5-26-9(1)  環境への意識に関するミティゲーションの内容 

予測評価の時期 ミティゲーションの内容 

開催前 

招致・ PR

活動等に

よる影響 

 

『２０２０年の東京』（2011.12）における目標と取組 

 

目標３ 

・水と緑の回廊で包まれた、美しいまち東京を復活させる 

政策の方向性 

・東京に水と緑を縦横にめぐらせ、まちに潤いを取り戻すとともに、風

格のある景観を生み出し、人々が憩い、賑わう都市空間を実現する 

施策７ 

・3 年間で新たに約 300ha の緑を創出 

・街路樹が 95 万本に増加し、グリーンロード・ネットワークが充実 

・海の森の植樹や緑のカーテンなど、都民・企業と協働して緑化活動を

展開 

・樹林地や農地など既存の緑を保全する取組を展開 

・首都東京にふさわしい生物多様性地域戦略を展開 

２０２０年の東京を支える 12 のプロジェクト 

（今後 10 年間で戦略的に展開していく取組） 

・⑥水と緑のネットワーク実現プロジェクト 
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表 5-26-9(2)  環境への意識に関するミティゲーションの内容 

（開催前：東京都の環境意識啓発に関する施策） 

予測評価の時期 ミティゲーションの内容 

開催前 

招致・ PR

活動等に

よる影響 

 

『２０２０年の東京』（2011.12）におけるこれからの政策展開 

 

○ 都市空間の緑化の推進 

・ 東京を緑あふれる都市へと変えていくため、今後５年間で「１０

年後の東京」で掲げた「1,000ha の緑の創出」を達成するとともに、

今後 10 年間で都市公園等 433ha の整備を進めるなど、あらゆる都

市空間において緑化を推進していく。 

○ 「グリーンロード・ネットワーク」の充実 

・ 道路・河川と一体となった公園整備を進め、荒川から石神井川、

調布保谷線を通じて多摩川へとつながる直径 30kmの緑のリングを

形成する。また、今後５年間で「１０年後の東京」で掲げた「街

路樹 100 万本」を達成するとともに、今後 10 年間で５万本の「大

径木再生大作戦」を展開し街路樹の回復・更新を進めるなど、「グ

リーンロード・ネットワーク」を充実させていく。 

○ 「緑のムーブメント」の定着・発展 

・ 「緑の東京募金」で醸成された「緑のムーブメント」を定着・発

展させ、都民や企業が積極的に緑化や保全活動に参加する取組を

展開する。 

○ 緑の戦略的な保全 

・ 身近な緑である都市農地等を保全するとともに、美しい森林を復

活させるための取組を展開する。 

○ 生物多様性の保全・回復 

・ 都民の生物多様性への理解を深めるとともに、多様な主体の参加

により東京の希少種や既存の生態系の保全を図っていく。 
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(ﾛ) オリンピック開催における環境意識啓発に関する施策 

(a)  2020 年東京オリンピック・パラリンピック環境ガイドライン 

東京都は、2016 年立候補時には、学識経験者をメンバーとする「2016 年東京オリンピ

ック・パラリンピック環境ガイドライン専門家会議（Environment Experts Committee：

EEC）」、環境 NGO をメンバーとする「2016 年東京オリンピック・パラリンピック NGO 会

議（Environment Advisory Committee：EAC）」から幅広い意見を求め、東京大会の環境

保全の方針となる「2016 年東京オリンピック・パラリンピック環境ガイドライン」を策

定した。 

今回、東京都はこの環境ガイドラインの更新を実施し、「2020 年東京オリンピック・

パラリンピック環境ガイドライン（以下、「環境ガイドライン」という）」を作成する。 

環境ガイドラインは、2020 年東京大会における環境マネジメントの最も重要なツール

であり、大会準備期間中から開催時、閉会後、レガシーとして残すまでの全サイクルを

網羅し環境に関する最高指針となる。このガイドラインには、環境に関する、理念、基

本方針、事業の体系、ステークホルダーとの連携や協力、施設別の環境目標や、それら

を実現する手法を定める。 

 

(b)  環境理念「環境を優先する２０２０年東京大会」 

オリンピックには、競技自体のすばらしさに加えて、環境学習及び環境意識に影響を

与える偉大な力、他に比べるもののない発信力がある。世界最大規模かつ先進的な都市

の一つである東京の中心でオリンピックを開催することは、総合的な環境政策を示し、

いかにして都市・人間・環境保護の必要性を密接に協調させるかの典型的な実施例を示

すことになる。 

2020 年東京大会における環境への取組は、アスリートや大会関係者のみならず、観客、

テレビ視聴者、メディア、地域など世界中のあらゆる人々の参加を促す。地域を取り込

んだ環境に関わる活動・展示会等を実施、普及させる。 

 

(c)  大会組織委員会の役割 

大会組織委員会は、東京都が実施してきた先進的な環境政策を基礎としつつ、2020 年

東京大会を契機として、それらを補完し一層強力に推進する。また、EEC・EAC や地域団

体などから広く意見を求めて、環境対策を推進する。 

さらに、オリンピックスポンサー、サプライヤー、観客、視聴者などの民間セクター

や地域社会に対し、環境意識の向上や環境負荷の削減につながる行動を促すため、東京

都の協力のもと、スポンサー等の民間企業を中心とした民間セクターや NGO と協議の場

を設け、環境に関わるプログラムを連携して実施する。 

こうしたプロジェクトには、スポンサー・NGO やその他環境団体が、環境に配慮した

製品・活動・宣伝の機会を共同で検討するスポンサー環境ネットワークの形成も含まれ

る。 

2020 年東京大会で活かされた環境技術・環境行動・教訓などを普及・発信することで、

オリンピック・ムーブメントに沿った地球規模の環境保全と持続可能性への取組に貢献

することができる。 
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オリンピック開催における環境意識啓発に関する施策を表 5-26-10 に示す。 

 

表 5-26-10(1)  環境への意識に関するミティゲーションの内容 

予測評価の時期 ミティゲーションの内容 

開催前 

招致・ PR

活動等に

よる影響 

 

環境に対する意識の向上の取り組み 

○ スポーツを通じた持続可能な社会づくり 

・ 2020 年東京大会は、スポーツを通じて地球環境・地域環境の大切

さを発信する大会である。良好な環境は、優れたパフォーマンス

を引き出す必要条件である。一方、スポーツの与える喜び・感動

や、模範となるモデルや優れた手本による影響力は、人を具体的

な行動へと駆り立てる力を持つ。したがって、スポーツを通じた

持続可能な社会づくりも、2020 年東京大会の柱であり、強力かつ

重要な指針として、教育・参加・協調などの様々なアプローチに

より推進していく。 

○ フェアプレイ・フォー・アース 

・ オリンピック大会は、300 億人を越える全世界での累積視聴者数を

有し、オリンピックの価値やオリンピズムの考えを伝えることに

大いに力を発揮する。大会組織委員会は、オリンピックの比類な

い発信力を活用し、「フェアプレイ・フォー・アース」の精神の下、

環境に対する意識を向上させ、環境保護を促し、環境への責任を

持ち、その環境対策を明示する。 

○ 廃棄物から資源へ 

・ 「もったいない」の精神を世界に普及させる５Ｒ【発生抑制

（Reduce）、再使用（Reuse）、再利用（Recycle）、エネルギー回収

（ Recover Energy）、都市の自然環境の再生（ Restore the 

UrbanNature）】モデルを採用し、次世代を中心とした地域社会へ

のレガシーとして啓発し、意識の向上を図る。日本中の関係機関

と協力し、この大会で得られる循環型社会の取組を、オリンピッ

クレガシー委員会による監督のもと、大会開催後もレガシーとし

て活かしていく。 

○ 環境教育と環境に対する意識を高めるためのプログラムの実施 

・ 大会組織委員会は、東京都や環境 NGO と協力して、学生やユース

キャンプ参加者、観客、メディア視聴者に対して、環境教育と環

境に対する意識を高めるためのプログラムの実施又はメッセージ

を発信する。こうしたプログラムはオリンピックの閉会後も継続

する。 

○ 学校・地域における環境・スポーツ・国際交流への取組の強化 

・ 学校と参加国との交流を図る１校１NOC プログラムの推進 

・ 東京都内の小中高校生へのスポーツと環境に関する学習の推進 

・ 地域のスポーツイベントの実施における環境配慮行動の推進 

○ 世界の若者との交流、人材育成を展開 

・ NGO との連携による、ユースキャンプでの環境学習の実施 

○ オリンピックの発信力を活かした持続可能性の発信 

・ JOC 環境アンバサダーなどを手本とした、オリンピアンやその他ア

スリートによる環境意識向上プログラムの推進 

・ 大会関係者のみならず、観客やテレビ観戦者などに対し、環境配

慮を求める意識向上プログラムを展開 

○ CO2削減キャンペーン 

・ 環境ガイドラインの一部として、また「2020 年の東京」と整合し

て、都民・企業との連携・協働による独自のＣＯ２削減のムーブ

メントを強化し、低炭素社会への移行を継続的に促進させる。 
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表 5-26-10(2)  環境への意識に関するミティゲーションの内容 

（開催前：オリンピックの開催における環境意識啓発に関する施策） 

予測評価の時期 ミティゲーションの内容 

  

 

都市施策に合致した大会の環境対策と持続可能性戦略 

○ 2020 年大会に向けて新設・改修されるすべての競技会場は、都の建築

物環境計画書制度を遵守するとともに、CASBEE システム（このシステ

ムは LEED と同程度のものである。）に従い、エネルギーの効率化を厳

しく定めた建築認証基準を満たすよう建設する。 

○ 施設建設にあたり自然採光や通風など自然エネルギーを最大限活用し

たり、太陽光発電などの再生エネルギーを導入する。また可能な限り、

リサイクル建築資材を利用する。 

○ さらに、競技会場周辺の緑の創出も行う。ごみのリサイクルや仮設資

材のリユースの徹底、プラスチックや紙などのフォーク、皿、コップ

を使わないなど、廃棄物を削減するプログラムを行う。 

○ 節水機器の導入、雨水や再生水の有効活用により、水の消費量を軽減

させる。 

○ 大会関係車両に電気・燃料電池自動車やハイブリッド車を活用すると

ともに、観客が鉄道やバス等の公共交通機関を利用する。 

○ その他、アスリートと協力して、とりわけ若い世代の環境意識を向上

させるプログラムを展開する。 

 

 

 

③  二次評価 

2020 年東京大会では、1964 年東京大会で使用した会場などの既存会場・施設の活用や、

仮設施設の建築により、物理的な影響を大幅に削減させる。大会開催に伴う建設によって

東京の自然環境が破壊されることはなく、仮設の競技会場及び大会施設は可能な限りレン

タルの資材が利用される。また、仮設施設やリサイクル可能な資材は大会開催後、他の施

設に寄贈される。 

また、カーボンニュートラルオリンピックの実現のために、環境負荷の少ない交通手段

や省エネシステム、再生エネルギーの利用やカーボンオフセットなどを行うことで、環境

への影響はさらに軽減される。 

招致・PR 活動に伴う表 5-26-9(p5-26-18)の施策では、これまでに開催された 1964 年の

東京大会、1972 年の札幌冬季大会、1998 年の長野冬季大会の過去３回にわたるオリンピッ

クや 2002 年 FIFA ワールドカップ TM、さらに環境をテーマとして開催された 2005 年の愛・

地球博での経験を踏まえたうえで、地球規模で環境の危機を共有する世界の大都市との連

携も含め、あらゆる分野、あらゆる主体のポテンシャルを最大限に引き出し、省資源化、

CO2削減、都市環境整備などの持続可能な地域社会づくりの基盤としての環境保全に取り組

むムーブメントを巻き起こす仕組みの構築を念頭に、施策の展開が図られている。 

具体的には、海の森公園の整備のような行政、都民、企業等の協働事業の実施や、環境

に対する多岐にわたる意識啓発のためのイベントの実施、継続的な仕組みづくりなどの取

組がなされ、様々な意識啓発機会が提供されている。また、マスコミを活用したオリンピ

ック招致のためＰＲ活動は、都民のみならず全国的なムーブメントの創出も期待できる。 

このような施策が展開されることにより、環境に対する関心の高まりとともに、環境配
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慮行動なども自然と促されると考えられ、意識啓発機会が増加すると予測されることから、

全体計画の評価結果は「＋１」とした。 

 

2)  開催中（競技の実施による影響） 

①  一次評価 

開催前（招致・PR 活動による影響）と同様に、環境意識啓発の機会は、増加させるため

の施策を実施しなければ現況と変わらないと予測されるため、全体計画の評価結果は「０」

とした。 

 

②  ミティゲーション 

開催前（招致・PR 活動による影響）と同様に、表 5-26-9(p5-26-18)に示すミティゲー

ションを実施する。 

 

③  二次評価 

開催前（招致・PR 活動による影響）と同様に、ミティゲーションにより、環境意識啓発

の機会が増加すると予測する。 

2020 年東京大会における環境への取組は、アスリートや大会関係者のみならず、観客、

テレビ視聴者、メディア、地域など世界中のあらゆる人々の参加を促し、様々な環境意識

向上プログラムを展開する。開催中においては、ごみのリサイクルや仮設資材のリユース

の徹底、プラスチックや紙などのフォーク、皿、コップを使わないなど、廃棄物を削減す

るプログラムが実施されるほか、大会関係車両に電気・燃料電池自動車やハイブリッド車

を活用するとともに、観客が鉄道やバス等の公共交通機関を利用するなどのカーボンニュ

ートラルオリンピック実現のための施策が実施される。このように、2020 年東京大会の開

催を通じて、日本の伝統的な価値観である「もったいない」精神や地球環境・地域環境の

大切さを発信することができる。 

したがって、全体計画の評価結果は「＋１」とした。 

 

3)  開催後（後利用による影響） 

①  一次評価 

開催前（招致・PR 活動による影響）と同様に、環境意識啓発の機会は、増加させるため

の施策を実施しなければ現況と変わらないと予測されるため、全体計画の評価結果は「０」

とした。 

 

②  ミティゲーション 

開催前（招致・PR 活動による影響）と同様に、表 5-26-9(p5-26-18)に示すミティゲー

ションを実施する。 

 

③  二次評価 

開催前（招致・PR 活動による影響）と同様に、ミティゲーションにより、社会全体が環

境保全に取り組むムーブメントを巻き起こす仕組みが構築されると考えられる。 

2020 年東京大会の開催により様々な啓発機会が提供され、会場での体験やマスコミによ

る PR 及び成果報告等の情報が、開催後の日常生活での環境配慮行動等の実行意識にも寄与

すると考えられる。これらは「１０年後のの東京」が 2020 年までの 4 年間延長され、更な
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る環境施策を講じることに伴い拡大する。 

2005 年の愛・地球博においても、博覧会見学の前後での環境意識が変化し、「ごみの減

量・リサイクル」の実行意識が高かったことなどは、会場での体験が生かされた結果であ

ると評価されている。また、2002 年の FIFA ワールドカップ TMの開催をきっかけとして、

開催後において環境配慮施策により「環境保全意識への高まりへの寄与」「住民の美化運動

の実勢」に効果がある結果となったことから、大規模スポーツイベントの開催時において、

開催都市が環境配慮を施すことにより、地域住民の環境への意識が向上するきっかけにな

ったと考えられる。 

このように、2020 年東京大会の開催においても同様の効果が期待でき、2020 年東京大会

でのゼロエミッション、資源循環型の大会実現は、5R の考え方を普及し、自らの廃棄物の

行方に責任を持つ都民、事業者を増大させる。また、ホテルや飲食店など関係事業者を中

心に、廃棄物減量のための取組が定着すると考えられる。 

環境に対する関心の高まりとともに、環境配慮行動なども自然と促され、都民や一般事

業者を巻き込んだムーブメントがライフスタイル、ビジネススタイルとして定着すると考

えられる。 

したがって、環境意識啓発の機会が増加すると予測され、全体計画の評価結果は「＋１」

とした。 

 

(4) 評価結果の総括 

全体計画に対する環境への意識の評価結果は表 5-26-11(5-26-25)に示すとおりである。 

これまでも東京都は地球温暖化対策やヒートアイランド対策、ディーゼル車排出ガス対策

などにおいて、国や他の自治体に先駆けた新たな取組を開始し、成果を上げてきている。環

境への意識についても、現況で整理したとおり、地球温暖化防止や循環型社会などに関する

都民の環境意識は高く、環境施策には協力的な姿勢が伺える状況であった。 

2016 年大会の招致をきっかけに策定した「１０年後の東京」に基づき、2016 年を目標年度

として、街路樹の植栽など緑化事業による 1,000ha の緑の創出、「海の森」の植樹、世界最高

水準の省エネ対策など、様々な環境施策を展開してきた。2009 年の国際エネルギー機関（IEA）

の「IEA SCOREBOARD 2009」によると、日本は、GDP 当たりの二酸化炭素排出量が世界で最も

少ない省エネルギー型の国家となっている。 

その後も東京都は環境施策を推進し、2020 年までに更なる都市環境の改善を追記した「２

０２０年の東京」を策定し、2010 年に都市レベルでは世界初の導入となったキャップ＆トレ

ード制度の運用などにより、「2020 年までに温室効果ガス排出量を 2000 年比で 25％削減」す

ることを目指している。 

開催前（招致・PR 活動による影響）、開催中（競技の実施による影響）、開催後（後利用に

よる影響）ともに、「水と緑の回廊で包まれた、美しいまち東京の復活」や「世界で最も環境

負荷の少ない都市の実現」を目標としたミティゲーションにより、都民が持続可能な地域社

会づくりの基盤としての環境保全に取り組む機会が増加する。 

また、2020 年東京大会をきっかけとして、地域全体が環境保全に取り組むムーブメントを

巻き起こす仕組みが構築され、都民の意識向上への取組みがなされると考えられる。 

オリンピックには、競技自体の素晴らしさに加えて、環境学習及び環境意識に影響を与え

る偉大な力、他に比べるもののない発信力がある。先進的な都市のひとつである東京での開

催は、総合的な環境政策を示し、いかにして都市・人間・環境保護の必要性を密接に強調さ
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せるかの典型的な実施例を示することができる。 

これらのことにより、環境意識啓発の機会が増加すると考えられることから、評価結果が

「＋１」となる。 

 

 

表 5-26-11 全体計画に対する環境への意識の評価結果総括表 

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

全体計画 0 0 0 +1 +1 +1

評価対象

評価点(一次) 評価点(二次)

開催前 開催中 開催後 開催前 開催中 開催後

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※評価点の目安は以下のとおりである。 

+2: 大きなプラスの影響 

+1: ある程度のプラスの影響 

0: 中立 

-1: ある程度のマイナスの影響 

-2: 大きなマイナスの影響 

－ : 予測評価の検討において対象外とした影響 

■ : 網掛けは非該当項目のため対象外とした影響 
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1. 事業特性の把握 ～大会計画案の整理～ 

2. 環境影響要因の集出 

3. 環境影響評価の項目の選定 

4. 評価の目安 

 
 

5. 予測及び評価 

5-1  大気質 

5-2   

5-3   

5-4   

5-5   

5-6   

5-7   

5-8   

5-9   

5-10   

5-11   

5-12   

5-13   

5-14   

5-15   

5-16   

5-17   

5-18   

5-19   

5-20   

5-21   

5-22   

5-23   

5-24   

5-25   

5-26   
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5-27  安全 

5-27-1  現況 

(1) 危険施設 

大規模事故の原因となる危険物等は、「東京都地域防災計画（大規模事故編）」（平成 21 年

修正、東京都防災会議）において、危険物(消防法第２条)、高圧ガス(高圧ガス保安法第２条)、

火薬類(火薬類取締法第２条)、毒物劇物(毒物及び劇物取締法第２条)及び放射線(放射性同位

元素等による放射線障害の防止に関する法律第２条)としている。このうち、危険施設として

は爆発物に限定し、消防法上の危険物、高圧ガス、火薬類を対象とした。なお、その他に、

都内には存在しないが日本における原子力施設の状況についても整理した。 

 

1)  危険施設の分布状況 

①  危険物施設 

東京都内の危険物施設は、平成 20 年 3 月末現在 14,732 か所(区 9,639、多摩 4,652、島

しょ 441)あり、そのうち指定数量の 1,000 倍以上を貯蔵し、または取り扱っている事業所

は、31 か所ある。地域的には、臨海港湾地区の工業、準工業地域に集中しているが、全体

として、工場・事業所の地方移転等に伴い減少傾向にある。 

貯蔵し、または取り扱う危険物を類別にみると、第四類が 98%を占め、その内訳はガソ

リン等の第一石油類 22%、灯油・軽油等の第二石油類 40%、重油等の第三石油類 23%、その

他 15%となっている。 

 

②  高圧ガス施設 

高圧ガス施設(液化石油ガス施設を除く。)については、第一種製造者数は 1,016、第二

種製造者数は 7,156 あり、このうち冷凍施設の一種は 711、二種は 6,209 区分される。ま

た、貯蔵所は 968 か所あり、このうち一種は 126 か所、二種は 842 か所に区分され、可燃

性ガス、毒性ガス、酸素等を扱っている。 

表 5-27-1 高圧ガス第一種製造事業所及び貯蔵所一覧 

（平成 20 年 3 月末日現在） 

 
出典：「東京都地域防災計画（大規模事故編）」（平成 21 年修正、東京都防災会議）資料編 



 5-27-2 

液化石油ガス施設については、高圧ガス保安法上の第一種製造者数は 127、第二種製造

者は 13 あり、スタンド、充てん所等に区分され、また、液化石油ガス法上の販売事業所が

867 ある。 

表 5-27-2 液化石油ガスの製造事業所及び販売事業者一覧 

（平成 20 年 3 月末日現在） 

 
出典：「東京都地域防災計画（大規模事故編）」（平成 21 年修正、東京都防災会議）資料編 

 

③  火薬類施設 

火薬類の施設には、火薬類製造所、火薬庫、火薬庫外貯蔵場所がある。このうち、火薬

類製造所の２か所（関東東北産業保安監督部所管）は山間地帯（あきる野市）にあり、火

薬庫 140 棟は主として多摩地域にあって、その周囲を土堤で囲み、さらに保安距離を設け

るなど、一般人家等に対する安全は確保されている。 

また、少量の火薬類を貯蔵する火薬庫外貯蔵場所は、都内に広く分布しているが、法令

に基づく基準の遵守と取扱いの慎重な配慮がなされている。 

表 5-27-3 火薬貯蔵場所数の状況 

（平成 20 年 3 月末日現在） 

 
出典：「東京都地域防災計画（大規模事故編）」（平成 21 年修正、東京都防災会議）資料編 
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④  ガソリンスタンド及び高圧ガス製造・貯蔵施設の分布状況 

予測評価の対象とする８km 圏内の会場周辺におけるガソリンスタンド及び高圧ガス製

造・貯蔵施設の分布状況は図 5-27-1 に示すとおりである。なお、東京都区部に火薬類製

造所はなく、火薬庫は 1 か所のみであることから除外した。 

 
図 5-27-1(1) ガソリンスタンド及び高圧ガス製造・貯蔵施設の状況（選手村～潮風公園周辺） 
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図 5-27-1(2) ガソリンスタンド及び高圧ガス製造・貯蔵施設の状況 

（国立代々木競技場～オリンピックスタジアム周辺） 

 
図 5-27-1(3) ガソリンスタンド及び高圧ガス製造・貯蔵施設の状況 

（大井ホッケー競技場周辺） 
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図 5-27-1(4) ガソリンスタンド及び高圧ガス製造・貯蔵施設の状況 

（有明アリーナ～海の森マウンテンバイクコース周辺） 
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図 5-27-1(5) ガソリンスタンド及び高圧ガス製造・貯蔵施設の状況 

（日本武道館～東京国際フォーラム周辺） 
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図 5-27-1(6) ガソリンスタンド及び高圧ガス製造・貯蔵施設の状況 

（オリンピックアクアティクスセンター・ウォーターポロアリーナ～葛西臨海公園周辺） 

 

 

図 5-27-1(7) ガソリンスタンド及び高圧ガス製造・貯蔵施設の状況 

（マラソンコース周辺） 
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2)  その他 

東京都内には原子力施設が存在せず、また、他県にある原子力施設に関しても原子力災

害対策重点区域にとの地域は含まれていない。このことから、国内の原子力施設において、

原子力緊急事態が発生した場合に、東京都は都民の避難等の対応を迫られるものではない。 

しかし、平成 23 年 3 月 11 日の東日本大震災による福島第一原子力発電所の事故では、

発電所から 220km 離れている東京においても様々な影響を受けた。その後、日本国政府の

適切な対応により事態は収束に向かい、平成 23 年 12 月 16 日、政府は福島第一原子力発電

所の原子炉が冷温停止状態に達したことを発表した。また、国際原子力機関（IAEA）によ

る平成 23 年 6 月の報告書においても、「今回の事故による健康被害は確認されていない。」

と記載されている。 

東京都ではこの経験を踏まえ、常時、大気中の放射線量を自動測定するとともに、定期

的に飲料水、農林水産物などに含まれる放射性物質を測定して、その結果をホームページ

上で公表している（詳細は「5-28 衛生」を参照）。 

また、公共の安全を保証するために、核燃料物質や化学・生物物質の輸送、利用、保管

については、国内法令により厳しく規制されている。原子力・化学・生物（ＮＢＣ）に関

する災害に対しては、警視庁、東京消防庁及び海上保安庁が専門部隊を編成して、自衛隊

のＮＢＣ部隊とともに災害管理能力を強化しており、複数の機関による予行演習など実践

的な訓練が実施されている。 

なお、原子力発電所の事故を受け、日本国政府は、日本全国の原子力発電所を対象にス

トレステストを順次実施して安全性を再点検している。日本国内の 17 の原子力発電所位置

は図 5-27-2 に示すとおりである。これらの結果を検証し、効果的な対策を実施すること

で、さらなる安全性が確保される。 

 
出典：一般社団法人日本原子力技術協会ホームページより作成（http://www.gengikyo.jp/facility/powerplant.html） 

図 5-27-2 日本の原子力発電所の位置 
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(2) バリアフリー（移動の安全性） 

1)  バリアフリーに関する法整備状況 

東京都では、「東京都福祉のまちづくり条例」(平成 7 年 3 月)を制定し、交通機関等のバリ

アフリー化を推進している。また、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」

(平成 18 年 12 月)(以下バリアフリー新法)の施行も、都内の施設のバリアフリー化をより一

層後押ししている。 

「バリアフリー新法」は高齢者、障害者等の円滑な移動及び建築物等の施設の円滑な利用

の確保に関する施策を総合的に推進することを目的として、主務大臣による基本方針並びに

旅客施設、建築物等の構造及び設備の基準の策定のほか、市町村が定める重点整備地区にお

いて、高齢者、障害者等の計画段階からの参加を得て、旅客施設、建築物等及びこれらの間

の経路の一体的な整備を推進するための措置等を定めることとしている。 

一方、高齢者や障害者に対する様々なバリアを取り除くという、それまでのバリアフリー

の視点から、子供や外国人などを含め、全ての人にとってより快適な環境とするため、はじ

めからあらゆる方法でバリアを生み出さないようにするユニバーサルデザインの考え方に立

って、福祉のまちづくりを進めることの重要性が注目されている。 

これらの変化に対応し、高齢者や障害者を含めた全ての人が安心、安全、快適に暮らし、

訪れることができるまちづくりを進めるよう、東京都は平成 21 年 4 月、ユニバーサルデザイ

ンを基本理念とした条例へと、「東京都福祉のまちづくり条例」を改正した。 

「東京都福祉のまちづくり条例」は、高齢者、障害者等が円滑に利用できる施設の整備と

サービスの向上を図るために、東京都内の福祉のまちづくり基準の統一と都内全域での普及

を目的としており、不特定多数の人が利用する建築物、道路、公園、公共交通施設など、規

則で定める施設を「都市施設」とし、この施設の所有・管理者に、整備基準への適合努力義

務を課している。また、「都市施設」のうち、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高

齢者、障害者等が利用する施設を「特定施設」とし、新設・改修の際の整備基準への適合遵

守義務と、工事着工前の届出を必要としている（表 5-27-4）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「バリアフリー」とは、高齢者、障害者が社会生活をしていく上で障壁（バリア）となるものを除去（フリー）すること

をいう。ここでの障壁の除去とは、物理的、社会的、制度的、心理的な障壁、情報面での障壁などすべての障壁

を除去するという考え方をいう。 

 

「ユニバーサルデザイン」とは、年齢、性別、国籍、個人の能力に関わらず、はじめからできるだけ多くの人が利

用できるように利用者本位、人間本位の考え方にたって快適な環境をデザインすること。 

メ モ 
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表 5-27-4 東京都福祉のまちづくり条例の対象となる施設 

 

資料：「東京都福祉のまちづくり条例 施設整備マニュアル」（平成 21 年 3 月、東京都） 
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2)  東京都のバリアフリー化の状況 

①  バリアフリー化率 

全国との比較について、平成 18 年 3 月末時点における歩行者空間のバリアフリー化の状

況は表 5-27-5 に示すとおりであり、東京都は直轄国道が 24.0%、補助国道・都道府県道が

66.3%及び市町村道が 35.1%となっている。東京都の道路合計では 44.2%であり全国（38.7%）

よりも高くなっている。 

また、乗り合いバス事業者のノンステップバスの導入状況は表 5-27-6 に示すとおりで

あり、東京都は 43.3%となっており、全国（15.0%）よりも高くなっている。 

鉄軌道駅のバリアフリー化整備状況は表 5-27-7 に示すとおりであり、東京都は段差の

解消施設の割合が 51.7%、移動円滑化基準適合施設の割合が 10.2%であり、いずれも全国よ

りも低くなっている。一方、視覚障害者誘導ブロックの敷設施設の割合は 96.1%、身体障

害者用トイレの設置施設数の割合は 53.5%であり、いずれも全国の割合よりも高くなって

いる。 

表 5-27-5 東京都及び全国の歩行者空間のバリアフリー化状況（2006 年度） 

地域 直轄国道(%) 補助国道・都道

府県道(%) 

市町村道(%) 合計(%） 

東京都 24.0 66.3 35.1 44.2 

全国 45.9 45.7 34.9 38.7 

資料：「都道府県別バリアフリー情報」（国土交通省ホームページ）をもとに作成 

注：歩行者空間のバリアフリー化状況は、幅の広い歩道の整備や歩道の段差・勾配等の改善など、「重点整備

地区における移動円滑化のために必要な道路の構造に関する基準」に基づき整備された道路であり、平成

１８年３月末日現在における、１日当たりの平均利用者数が 5,000 人以上の旅客施設の周辺等の主な道路

のバリアフリー化された道路の割合を示す。 

 

表 5-27-6 東京都及び全国の乗り合いバス事業者のノンステップバス導入状況（2006 年度） 

地域 総合車両(台） 導入車両数（台） 割合（%） 

東京都 6,354 2,753 43.3 

全国 57,739 8,639 15.0 

資料：「都道府県別バリアフリー情報」（国土交通省ホームページ）をもとに作成 

注：交通バリアフリー法に基づく公共交通事業者からの移動円滑化実績等報告書（平成 18 年３月末日現在）

によるノンステップバスの導入状況。（車両数は本社の所在地単位で集計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ノンステップバス＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：東京都交通局ホームページ 

メ モ 
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表 5-27-7 東京都及び全国の鉄軌道駅のバリアフリー化施設整備状況（2006 年度） 

地域 総施設数 トイレを設

置している

施設数 

移動円滑化基準に適合している施設数 

段差の解消施設数 視覚障害者誘導用ブ

ロックの敷設施設数 

身体障害者用トイレ

の設置施設数 

 割合(%)  割合(%)  割合(%) 

東京都 660 630 341 51.7 634 96.1 337 53.5 

全国 2,771 2,651 1,560 56.3 2,309 83.3 1,137 42.9 

資料：「都道府県別バリアフリー情報」（国土交通省ホームページ）をもとに作成 

注：交通バリアフリー法に基づく公共交通事業者からの移動円滑化実績等報告書（平成 18 年３月末日現在）

による１日当たりの平均利用者数が 5,000 人以上の鉄軌道駅のバリアフリー化の状況。 

・「段差の解消」については、移動円滑化基準第４条（移動経路の幅・傾斜路・エレベータ・エスカレータ

等が対象）への適合をもって算定 

・「視覚障害者誘導用ブロックの設置」については、移動円滑化基準第 8 条への適合をもって算定 

・「身体障害者用トイレの設置」については、移動円滑化基準第 12～14 条への適合をもって算定 

 

 

東京都について、平成 18 年以降の都道のバリアフリー化率の推移（図 5-27-3）をみる

と、駅、公共施設、病院等を結ぶ都道のバリアフリー化は着実に実施され、平成 22 年度は

74％（整備済総延長 241km）となっている。また、鉄軌道駅へのエレベーター設置やノン

ステップバスの導入、駅や公共施設、病院等を結ぶ道路のバリアフリー化を図り、平成 22

年度末の鉄道駅のエレベーター等の設置率が 91％、同じくノンステップバスの導入率が

83％と向上している。 

 
出典：「2020 年の東京～大震災を乗り越え、日本の再生を牽引する～」（平成 23 年 12 月、東京都） 

図 5-27-3 都道のバリアフリー化率の推移 

 

また、旅行者にとって分かりやすい案内標識の整備を促進するため、表記方法や景観へ

の配慮等に関する、「国内外旅行者のためのわかりやすい歩行者用案内サイン標準化指針」、

「国内外旅行者のためのわかりやすい鉄道用案内サイン標準化指針」を平成 21 年に策定し

た。 
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②  まちづくりにおける都民の意識 

平成 23 年度に東京都が実施した福祉のまちづくりに関する都民の意識調査結果による

と、日常よく出かけるところに着くまでに、道路や駅、電車やバスなどで、不便や不安を

感じるところが「ある」の割合は 39.2%で、7 年前に比べて 21.2 ポイント減少した（図 

5-27-4）。 

 
出典：「平成 23 年度東京都福祉保健基礎調査（速報）」（平成 23 年 10 月調査、東京都福祉保健局） 

図 5-27-4 まちの中で不便や不安を感じるところが「ある」人の割合 

 

また、外出時に行きたい建物や施設への案内標示や駅などの乗り換えの誘導標示など、

まちの中の標示や説明がわかりやすく整備されているかについては、「整備されている」と

「やや整備されている」を合わせた割合は 72.5%で、全体の 7割を超えている（図 5-27-5）。 

 
出典：「平成 23 年度東京都福祉保健基礎調査（速報）」（平成 23 年 10 月調査、東京都福祉保健局） 

図 5-27-5 まちの中の標示等の整備状況 

 

＜視覚障害者用誘導ブロック（点字ブロック）＞   ＜多言語表記の案内サイン＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：東京都北区ホームページ 

メ モ 



 5-27-14 

 

一方で「ユニバーサルデザイン」という言葉や意味の認知度については、「以前から言葉

も意味も知っていた」と「言葉は知っていたが、意味は今回はじめて知った」を合わせた

割合が 53.6%と 5 割を超え、平成 16 年度調査と比べるとやや向上した。しかし、「言葉も

意味も今回はじめて知った」の割合が 44.7%であり、依然として認知度は低い状況であっ

た（図 5-27-6）。 

超高齢社会の到来や外国人居住者・観光客の増加により、ユニバーサルデザインのまち

づくりの視点はこれまで以上に重要なものとなっており、さらなる取組が必要である。 

 

＜平成 23 年度調査＞        ＜平成 16 年度調査＞ 

 

出典：「平成 23 年度東京都福祉保健基礎調査（速報）」（平成 23 年 10 月調査、東京都福祉保健局） 

   「平成 16 年度東京都社会福祉基礎調査報告書」（平成 17 年 12 月、東京都福祉保健局） 

図 5-27-6 ユニバーサルデザインの認知度 
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③  会場周辺のバリアフリーの状況 

2020 年東京大会の会場周辺におけるバリアフリーの状況は図 5-27-7 に示すとおりであ

る。交差点など危険個所における点字ブロックの敷設や段差が生じる場合にはスロープ等

の設備が整っており、いずれの会場においても、アクセス経路の鉄軌道駅や主要道路のほ

とんどでバリアフリー化が進んでいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-27-7(1) 会場周辺のバリアフリーの状況（オリンピックスタジアム、東京体育館） 

《バリアフリーの状況》 

オリンピックスタジアム、東京体育館は既に公共的利
用がなされており、駅出入口や大きな交差点には点
字ブロックが敷設され、障害の少ないアクセス経路が

既に確保されている。 
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「図 5-27-7(2) 会場周辺のバリアフリーの状況（国立代々木競技場） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-27-7(3) 会場周辺のバリアフリーの状況（日本武道館） 

《バリアフリーの状況》 

国立代々木競技場は既に公共的利用
がなされており、障害の少ないアクセス
経路が既に確保されている。 

《バリアフリーの状況》 

日本武道館は既に公共的利用がなされて
おり、駅出入口や主要道路には点字ブロッ
クが敷設され、障害の少ないアクセス経路が

既に確保されている。 



 5-27-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-27-7(4) 会場周辺のバリアフリーの状況（皇居外苑、東京国際フォーラム） 

《バリアフリーの状況》 

東京国際フォーラムは既に公共的利用がなされており、
駅出入口や主要道路、大きな交差点には点字ブロックが
敷設され、障害の少ないアクセス経路が既に確保されて
いる。 
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図 5-27-7(5) 会場周辺のバリアフリーの状況（国技館） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-27-7(6) 会場周辺のバリアフリーの状況（選手村） 

《バリアフリーの状況》 

国技館は既に公共的利用がなされ
ており、障害の少ないアクセス経路
が既に確保されている。 

《バリアフリーの状況》 
選手村周辺は既に公共的利用がなさ
れており、駅出入口や大きな交差点に

は点字ブロックが敷設され、障害の少な
いアクセス経路が既に確保されている。 
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図 5-27-7(7)  会場周辺のバリアフリーの状況 

（有明アリーナ、有明ＢＭＸコース、有明ベロドローム、有明体操競技場、有明テニスの森） 

 

《バリアフリーの状況》 
有明テニスの森、東京ビッグサイト・ホール A,B 周辺は、既に公共的利用
がなされており、駅出入口や主要道路、大きな交差点には点字ブロックが

敷設され、スロープやエスカレーター等による段差の少ないアクセス経路
が確保されている。 
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図 5-27-7(7)  会場周辺のバリアフリーの状況 

（東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂ、IBC/MPC） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-27-7(8) 会場周辺のバリアフリーの状況（お台場海浜公園） 

《バリアフリーの状況》 
お台場海浜公園は既に公共的利

用がなされており、スロープやエス
カレーター等による段差の少ない
アクセス経路が確保されている。 

《バリアフリーの状況》 
東京ビッグサイト・ホール A,B、IBC/MPC周辺

は、既に公共的利用がなされており、スロープ
やエスカレーター等による段差の少ないアク
セス経路が確保されている。 
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図 5-27-7(9) 会場周辺のバリアフリーの状況（潮風公園） 

《バリアフリーの状況》 
潮風公園は既に公共的利用が

なされており、段差等の障害のな
いアクセス経路が既に確保され
ている。 
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図 5-27-7(10) 会場周辺のバリアフリーの状況（大井ホッケー競技場） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

図 5-27-7(11)   会場周辺のバリアフリーの状況 

（海の森クロスカントリーコース、海の森水上競技場、海の森マウンテンバイクコース） 

《バリアフリーの状況》 
海の森の会場は現在公共的利用がなさ

れていないが、開催中はバス等によるバリ
アフリーのアクセス経路が確保される計画
である。 

《バリアフリーの状況》 
大井ホッケー競技場は既に公共的利
用がなされており、駅出入口や大きな

交差点には点字ブロックやエレベー
ターが敷設され、障害の少ないアクセ
ス経路が既に確保されている。 
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図 5-27-7(12) 会場周辺のバリアフリーの状況（若洲オリンピックマリーナ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-27-7(13) 会場周辺のバリアフリーの状況（葛西臨海公園）

《バリアフリーの状況》 

若洲オリンピックマリーナは、既に公共
的利用がなされており、ノンステップバ
スの運行等により公共交通機関による

バリアフリーのアクセス経路が確保され
ている。 

《バリアフリーの状況》 

葛西臨海公園は既に公共的利
用がなされており、段差等の障
害の少ないアクセス経路が確保

されている。 
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図 5-27-7(14) 会場周辺のバリアフリーの状況 

（夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ、夢の島公園、夢の島競技場） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-27-7(15) 会場周辺のバリアフリーの状況 

（オリンピックアクアティクスセンター・ウォーターポロアリーナ） 

《バリアフリーの状況》 

夢の島地区の会場は既に公共的利用が
なされており、スロープ等による段差の少
ないアクセス経路が確保されている。 

《バリアフリーの状況》 

オリンピックアクアティクスセンター・ウ
ォーターポロアリーナ周辺は、既に公
共的利用がなされており、駅出入口

や主要道路、大きな交差点には点字
ブロックが敷設され、スロープ等によ
る段差の少ないアクセス経路が既に
確保されている。 
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図 5-27-7(16) 会場周辺のバリアフリーの状況 

（武蔵野の森総合スポーツ施設、東京スタジアム） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-27-7(17) 会場周辺のバリアフリーの状況（武蔵野の森公園） 

 

《バリアフリーの状況》 
武蔵野の森総合スポーツ施設は現在グラウンドとなって

いるが、隣接する東京スタジアムは既に公共的利用が
なされており、駅出入口や主要道路、大きな交差点に
は点字ブロックが敷設され、エレベーター等による段差

の少ないアクセス経路が既に確保されている。 

《バリアフリーの状況》 

武蔵野の森公園は既に公共的利用がなされて
おり、点字ブロックが敷設され、段差等の障害の
少ないアクセス経路が既に確保されている。 



 5-27-26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-27-7(18) 会場周辺のバリアフリーの状況（陸上自衛隊朝霞訓練場） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-27-7(19) 会場周辺のバリアフリーの状況（霞が関 CC） 

《バリアフリーの状況》 

陸上自衛隊朝霞訓練場は、現在公共的利用が
なされていない。開催中はノンステップバス等に
よるバリアフリーのアクセス経路が確保される計
画である。 

《バリアフリーの状況》 
霞が関 CC は、既に公共的利用がなされてい

る。駅出入口や大きな交差点には点字ブロック
が敷設され、段差等の障害の少ないアクセス経
路が確保されている。 
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④  東京都の無電柱化の状況 

東京都では、戦後急増する電力需要に対応するため、多くの電柱が立てられたが、その

ために都内には電柱が林立し、景観やバリアフリーの観点から障害となってきた。また、

阪神・淡路大震災では、電柱の倒壊や電線の切断等により物質輸送や救助活動に支障が生

じる等、復興の大きな妨げとなった。 

これらのことから、東京都は、良好な都市景観の創出、安全で快適な歩行者空間の確保、

都市防災機能の強化のために、都道の無電柱化および信号線の地下線化を推進してきた。 

都道の無電柱化は 5 年間（平成 17～22 年度）で 134km 実施し、地中化率は 30％まで向

上した（図 5-27-8）。センター・コア・エリア内は、地中化率が 67％（延べ 391km）に向

上するとともに、多摩地域及び周辺区部は緊急輸送道路1等 308km が完了した。また、区市

町村に対し技術的支援を実施するとともに、平成 20 年度より財政支援を実施し、面的な無

電柱化を促進してきた。 

 

出典：「2020 年の東京～大震災を乗り越え、日本の再生を牽引する～」（平成 23 年 12 月、東京都） 

図 5-27-8 都道の無電柱化の状況（平成 17～22 年度） 

 

＜主要駅周辺（八王子駅南口）＞         ＜観光地周辺（東京スカイツリー周辺）＞ 

         

                             
1 緊急輸送道路：震災時の緊急輸送や応急活動を担う防災拠点等を結ぶ輸送ネットワークとして、東京都地

域防災計画に基づき指定された道路 
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出典：「都道の無電柱化マップ（平成 20 年 3 月末現在）」（東京都建設局ホームページ） 

図 5-27-9 都道の無電柱化の状況（平成 20 年 3 月末現在） 
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(3) 電力の安定供給 

1)  電力の供給能力 

①  震災前 

東京都内の電力は、主に、世界最大規模の民間電気事業者の一つである、東京電力株式

会社により供給されている。 

東日本大震災以前には、東京都は、東京電力管内の約 3 割にあたる電力を消費し、使用

電力の約 8 割を他地域に依存していた。その多くは、福島県・新潟県の原子力発電をはじ

め遠隔地からの送電である（図 5-27-10、図 5-27-11）。 

 

出典：「2020 年の東京～大震災を乗り越え、日本の再生を牽引する～」（平成 23 年 12 月、東京都） 

図 5-27-10 都内の最大使用電力と発電能力（平成 22 年） 

 

 
出典：「2020 年の東京～大震災を乗り越え、日本の再生を牽引する～」（平成 23 年 12 月、東京都） 

図 5-27-11 首都圏を支える発電所及び送電網の状況 

 

②  震災後 

東京電力株式会社の電力供給力は、東京都を含めた東京電力管内において、2011 年３月

のピーク時で、東日本大震災直前には 5,200 万であったが、震災直後には原子力発電所と

火力発電所が停止したことにより 3,100 万 kW に減少した。しかし、2012 年７月には、火

力発電所の復旧や新たな電源設備の設置などにより 5,786 万 kW まで回復している（図 

5-27-12）。その結果、2012 年夏の最大電力需要 5,078 万 kW に対し、既に 708 万 kW の予備

力を有するまでに回復した。 
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東京都内において、東京電力株式会社が所有している発電設備は、以下の 15 箇所である。 

・石油火力発電所 ： 1 箇所 

・都市ガス火力発電所 ： 1 箇所 

・内燃力発電所 ：10 箇所 

・地熱発電所 ： 1 箇所 

・水力発電所 ： 1 箇所 

・風力発電所 ： 1 箇所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：2011 年 1～2 月、2012 年 4～8 月のデータは、最大電力需要のデータを代用 

図 5-27-12 東京電力管内における電力供給の推移 

 

2)  電力供給の安定化に向けた取組 

①  東日本大震災後の計画停電における対応状況 

東日本大震災後、福島第一原子力発電所の事故等により東京電力の電力供給能力が約

5,200 万 kW から約 3,100 万 kW へ減少したため、電力がひっ迫する事態となった。このた

め、1 都 8 県において、平成 23 年 3 月 14 日から 4 月 8 日まで計画停電が実施され、人命

に直結する医療機関や在宅療養患者等への対応など、大きな影響を受けた。また、一部の

浄水所などでは、非常用自家発電設備を備えていなかったために支障が生じた。 

東京都では多摩全域及び 23 区の一部で実施されたため、電力対策緊急プログラムを策定

し、事業者や家庭、都有施設等での省エネ・節電対策等を推進した。 

 

②  再生可能エネルギーの導入状況 

震災により、電力事業者からの電力供給のみに依存した都市の脆弱性が明らかになった

ことを踏まえ、医療機関をはじめ施設の条件に応じて発災時等の電力確保に向けた多様な

エネルギー確保対策の整備が必要である。その対応策として、エネルギーの安定供給体制

の構築、自立・分散型エネルギー源の確保、エネルギー利用の高効率化・最適化に取り組

んでいる。 

東京都は、これまでにも化石燃料に依存する社会からの脱却を図るため、市場、都立学

校等の太陽光発電や水道施設等の小水力発電など、都有施設へ再生可能エネルギーを積極

的に導入している（図 5-27-13）。 

東京電力管内における電力供給の推移
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・ふ頭内港湾施設や市場、都立学校等を活用して 8,600kW の太陽光発電を導入 

・給水所や水再生センター等で小水力発電を 2,000kW 導入 

・都庁舎等でグリーン電力2の購入を実施 

 
出典：「2020 年の東京～大震災を乗り越え、日本の再生を牽引する～」（平成 23 年 12 月、東京都） 

図 5-27-13 都有施設における太陽光発電導入状況 

 

また、家庭における太陽エネルギー利用機器の導入に対する助成を実施し、平成 21、22

年度の 2 か年で太陽光 18,834 件、太陽熱 356 件を補助した。 

・戸建住宅等への太陽エネルギー利用機器の導入支援で、太陽光発電導入を加速 

・キャップ＆トレード制度3における再エネクレジットの仕組みの導入や、大規模建築物

の新改築時における再エネ導入検討の義務付けにより、事業所への太陽光発電等の導

入を促進 

 

 

 

                             
2 グリーン電力：温室効果ガスや有害ガスの排出が少なく，環境への負荷が小さい自然エネルギーによって

発電された電力で、太陽光や熱、風力、家畜糞尿などのバイオマス、ダムではない小規模水力、地中のマグ

マ熱を利用する地熱など、自然循環の中で生まれるエネルギーを指す。 
3 キャップ＆トレード制度：個々の事業所等に CO２等の排出量の上限を定めて排出削減の確実な実施を担保す

るとともにその過不足を取引によって移転又は獲得することを認める制度。 
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5-27-2  予測評価（全体計画） 

(1) 評価の指標及び目安 

全体計画の検討における評価の指標及び目安は、表 5-27-8 に示すとおりであり、危険施

設の影響、バリアフリー（移動の安全性）及び電力の安定供給を指標として評価を行った。 

 

表 5-27-8  評価の指標及び目安 

評価の指標 評価の基準 
評価の目安 

－２ －１ ０ ＋１ ＋２ 

危険施設の影
響 

オリンピッ
ク競技、施
設の危険物
等からの安
全性 

－ 

危険施設に
隣接し、かつ
安全対策が
施されてい
ない 

－ 

危険施設に
隣接してい
ない、もしく
は安全に支
障がないよ
う対策がと
られている 

－ 

バリアフリー
（ 移 動 の 安
全） 

公共空間で
の障害者の
安全な移動
動線の有無 

－ 

現状と変わ
らず障害者
が安全に移
動できない
動線が残る 

すでに安全
な移動動線
が確保され
ており、現況
と変わらな
い 

安全な移動
動線が確保
される 

－ 

電力の安定供
給 

停電の発生
の有無 

必要電力が
供給できず、
計画停電等
の実施が必
要 

必要電力の
供給が難し
く、停電の発
生が懸念さ
れる 

必要電力の
供給は確保
され、停電の
発生の可能
性は少ない 

電力供給能
力に十分余
裕があり、停
電の発生は
ない 

－ 

 

 

(2) 予測評価の方法 

(ｲ) 危険施設の影響 

開催中（施設の存在による影響）、開催中（競技の実施による影響）におけるオリンピッ

ク競技、施設周辺の危険施設からの安全性について、東京都が公表してい施策などを基に

定性的に評価した。 

(ﾛ) バリアフリー（移動の安全） 

開催中（施設の存在による影響）、開催後（後利用による影響）における公共空間での障

害者の安全な移動動線の有無について、東京都が公表してい施策などを基に定性的に評価

した。 

(ﾊ) 電力の安定供給 

開催中（施設の存在による影響）、開催後（後利用による影響）における停電の発生の有

無について、東京都が公表してい施策などを基に定性的に評価した。 
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(3) 予測評価の結果 

1)  開催中（施設の存在による影響） 

①  一次評価 

(ｲ) 危険施設の影響 

会場及びマラソンコース周辺におけるガソリンスタンドや高圧ガス製造・貯蔵施設の分

布状況は図 5-27-1(1)～(7)（p5-27-3～7）に示すとおりであり、「危険物の規制に関する

政令」「高圧ガス保安法」等の法令の遵守により安全が確保されている。 

また、東日本大震災によって発生した福島第一原子力発電所の事故は、日本国政府の適

切な対応により収束に向かっており、その他の日本全国の原子力発電所においてもストレ

ステストを順次実施し安全性を再点検している。これらのことから、2020 年東京大会の開

催における危険施設によるリスクは低く、安全に支障が無いよう対策がとられていると予

測する。したがって、全体計画の評価結果は「＋１」とした。 

 

(ﾛ) バリアフリー（移動の安全） 

東京都は、平成 7 年 3 月に「東京都福祉のまちづくり条例」を制定し、東京で生活する

すべての人が基本的人権を尊重され、自由に行動し、社会参加できる「やさしいまち東京」

の実現をめざしバリアフリー化を進めてきた。平成 21 年には条例を改正し、条例の理念を

バリアフリーからユニバーサルデザインとし、高齢者や障害者を含めたすべての人が安全、

安心、快適に暮らし、訪れることができるまちづくりの実現をめざしている。 

８km 圏内を含めた東京区部全体のバリアフリー化は全国的にみても高い水準にあると

考えられ、会場周辺のバリアフリーの状況は図 5-27-7(1)～(17)（p.5-27-15～21）に示す

とおりである。このように、主要駅を中心として安全な移動動線が確保されているため、

全体計画の評価結果は「０」とした。 

 

(ﾊ) 電力の安定供給 

東京都内の電力は、主に、世界最大規模の民間電気事業者の一つである東京電力株式会

社により供給されている。東京電力株式会社の電力供給能力は東日本大震災により一時減

少したが、2012 年 7 月には火力発電所の復旧や新たな電源設備の設置などにより 5,786 万

kW まで回復し、2012 年夏の最大電力需要に対し 708 万 kW の予備力があった。 

また、大会関係施設への電力供給に必要な送電線、変電所、配電線などの電力網インフ

ラは適正に整備されている。したがって、2020 年東京大会で発生する追加需要に対して、

十分対応可能な状況にあり、停電の発生の可能性は少ないと予測されることから、全体計

画の評価結果は「０」とした。 

 

②  ミティゲーション 

(ｲ) 危険施設の影響 

2020 年東京大会の開催における危険施設によるリスクは、一次評価に示すように低いと

考えられるが、危険施設への関連法令の遵守を徹底させることにより、競技会場の安全が

図られる。なお、安全面における各会場の具体的なミティゲーションは、オリンピック警

備に関与する主要なセキュリティ機関の責任者で構成される「大会組織委員会セキュリテ

ィ対策本部」により策定される。 

危険施設からの安全性の確保推進のための、８km 圏内を含めた東京都全体のミティゲー
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ションは表 5-27-9 に示すとおりである。また、大会組織委員会セキュリティ対策本部の

主要な役割と体制は表 5-27-10 に示すとおりである。 

 

表 5-27-9(1)  危険施設の影響に関するミティゲーションの内容 

予測評価の時期 ミティゲーションの内容 

開催中 

施設の存

在による

影響 

 

＜危険物事故対応＞ 

東京都は危険物の安全対策として、関係法令に基づく危険物の貯蔵や輸送及び

温泉施設に係る規制、取り締まり、指導を実施するとともに、応急用資器材を整

備している。 

 

○ 石油類施設 

機関名 保安計画内容 

東京消防庁 ○通常時から危険物流出等の事故原因を究明し、改修指導及び類似事故
の発生防止を図ることにより危険物施設の健全性を確保し、大規模事
故への進展を防止する。 

○危険物流出等の大規模事故が発生した際は、その原因を究明し、類似
事故の発生防止のための措置を講じる。 

○次の事項について積極的に指導する。 
１危険物事業所の自主保安体制の強化を図り、事故の未然防止と災害
発生時の被害の軽減を図るため、大規模危険物施設における防災資器
材の備蓄及び訓練の実施並びに危険物事業所間相互の応援組織の育
成・充実を推進すること 
２危険物施設の位置、構造等の安全化を図るため、設置許可等にあた
って十分な用地を確保させること 

○大規模危険物施設における火災、危険物流出事故等に対処するため、
東京消防庁の指導により、東京危険物災害相互応援協議会が設置され
ており、同協議会傘下の事業所に対し、事業所間における相互応援体
制の強化及び防災資器材の整備充実を図るよう引き続き指導する。 

都下水道局 ○消防法等の法令に基づき、技術上の基準に適合した施設の構築を図る
とともに、危険物保安監督者、危険物取扱者等による日常点検及び保
安体制を確立し、安全化を図る。 

関東東北産
業保安監督
部 

○自主保安体制を確立させるとともに、関係機関との連絡調整に努め、
緊急時における効果的な対策の推進を図る。 

第三管区海
上保安本部 

○大量の油または有害液体物質の排出事故が発生した場合には排出油
等の防除について必要な事項を協議し、かつ、その実施を推進するた
め各海域毎に「排出油等防除協議会」を組織し、活動マニュアルの作
成、教育・共同訓練の実施等を行い、排出油等事故防災対策の充実化
を図る。 

○大量の油を保管する施設等に対し、法律に基づいた資機材の備え付け
について指導を行う。 

 

機関名 規制及び立入検査内容 

東京消防庁 ○規制 
危険物施設については、消防法令に基づき、貯蔵し、または取り扱う危
険物の種類・数量及び施設の態様に応じ、位置、構造、設備に関する規
制と、危険物の貯蔵・取扱い及び運搬に関する規制を行い、安全化を図
る。また、事故の未然防止と災害対応力の強化等を図るため、自主保安
管理等にかかわる指導を推進する。 
○立入検査 
「火災予防査察」による立入検査を行う。 

関東東北産
業保安監督
部 

○鉱山における所管施設については、立入検査により鉱山保安法に基づ
く監督指導を行う。 

 
 

資料：「東京都地域防災計画（大規模事故編）」（平成 21 年修正、東京都防災会議）より作成 



 5-27-35 

表 5-27-9(2)  危険施設の影響に関するミティゲーションの内容 

予測評価の時期 ミティゲーションの内容 

開催中 

施設の存

在による

影響 

○ 高圧ガス施設 

機関名 保安計画内容 

都環境局 ○関係機関との連絡体制の確立を図り、高圧ガスによる事故の未然防
止、事故時における適切な相互応援活動ができるよう地域防災組織の
育成指導を行う。また、事故の拡大防止や防止措置を体得させ保安意
識の高揚を図るため、高圧ガス事業所の従業員を対象に防災訓練を実
施する。 

○災害時の高圧ガス施設からの被害の軽減を図るため、「東京都高圧ガ
ス施設安全基準」により事業所を指導していく。 

都水道局 ○浄水場の高圧ガス施設の漏えい防止対策については、従来から関係法
令に基づき実施している。また、貯蔵設備や除害設備の改良、緊急遮
断弁等の設置など施設の整備補強を図るとともに、液化塩素から安全
で取扱いが容易な次亜塩素酸ナトリウムに切り換える。 

警視庁 ○都、東京消防庁等関係機関と毎年定期的に連絡会議を開催し取締指導
方針の統一、情報交換、相互協力を行うとともに、関団体との連携を
密にして防災訓練を推進する。 

関東東北産
業保安監督
部 

○関係機関と毎年定期的に連絡会議を開催し、取締指導方針の統一、情
報交換、相互協力を行い、状況の変化を把握し万全を期す 

 

機関名 規制及び立入検査内容 

都環境局 ○災害を未然に防止するため、対象事業所(製造、販売、貯蔵、移動そ
の他の取扱い及び消費)に対する保安検査、立入検査等を行い、法令
に定める技術的基準に適合させるよう指導するとともに、自主保安活
動の促進を図る。 

東京消防庁 ○「火災予防査察」による立入検査を行う。 

関東東北産
業保安監督
部 

○当部管内の高圧ガス製造事業所等に対し、定期的または必要に応じ随
時に立入検査を行い、法令に定める技術上の基準に適合するよう、指
導あるいは措置命令を行うことにより、災害の予防を図る。 

 

○ 火薬類施設 

機関名 保安計画内容 

都環境局 ○関係機関と毎年定期的に連絡会議を開催し、取締指導方針の統一、情
報交換、相互協力を行い、状況の変化を把握して防災に万全を期す。 

○全都道府県の事故通報を業種、原因別に収録し防災対策の資料とす
る。 

警視庁 ○施設周辺における住民の避難誘導態勢を確立する。 

関東東北産
業保安監督
部 

○関係機関と毎年定期的に連絡会議を開催し、取締指導方針の統一、情
報交換、相互協力を行い、状況の変化を把握して防災に万全を期す。 

○鉱山における所管施設については、立入検査により鉱山保安法に基づ
く監督指導を行う。 

 

機関名 規制及び立入検査内容 

都環境局 ○対象事業所に対する保安検査及び立入検査を行い、法令に定める基準
維持またはその後の周囲の状況変化に対応する基準に適合させるよ
う、指導あるいは措置命令を行う。 

警視庁 ○立入検査を実施し、施設、構造、設備等が不適切なものは、都環境局
に通報し是正を要請する。 

東京消防庁 ○「火災予防査察」による立入検査を行う。 

関東東北産
業保安監督
部 

○当部所管の火薬類製造事業所等に対し、定期的または必要に応じ随時
に立入検査を行い、法令に定める技術上の基準に適合するよう、指導
あるいは措置命令を行うことにより、災害の予防を図る。 

○鉱山における火薬類の管理、受渡、運搬、携帯及び発破作業を含めた
所管施設について、立入検査により、鉱山保安法に基づく監督指導を
行う。 

 
 

資料：「東京都地域防災計画（大規模事故編）」（平成 21 年修正、東京都防災会議）より作成 
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表 5-27-10  大会組織委員会（TOCOG）セキュリティ対策本部によるミティゲーションの内容 

予測評価の時期 ミティゲーションの内容 

開催中 

施設の存

在による

影響 

＜大会組織委員会(ＴＯＣＯＧ)セキュリティ対策本部の役割＞ 

この本部は、オリンピック警備に関与する主要なセキュリティ機関の責任者で

構成される。 

 

 オリンピック競技会場の建設・改修・機器の設置現場における警備のガイ

ドライン（指針）の策定 

 競技会場・非競技会場のセキュリティ計画の策定 

 組織委員会内に求められる組織的なリスク管理（人的と物理的） 

 民間警備業者の入札、契約、訓練の準備と管理 

 歩行者及び車輌スクリーニング実施のために必要となる適切なセキュリテ

ィ機器の調達 

 大会期間中の民間警備業務の管理 

 大会期間中の会場セキュリティと緊急事態対応 

 

○ セキュリティ計画策定段階の体制 

 

○ セキュリティ実施（運営）段階の体制 
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(ﾛ) バリアフリー（移動の安全） 

東京都は平成 18 年に施行された「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法

律（バリアフリー新法）」及び平成 21 年に改正された「東京都福祉のまちづくり条例等に

基づき、ユニバーサルデザインのコンセプトの下、「２０２０年の東京」計画において掲げ

られた駅やバスなどの公共交通機関及び道路のバリアフリー化を順次推進している。この

計画の実施により、2020 年には、東京の全ての駅へのエレベーターやスロープ及び障害者

用トイレの設置、全ての都営バスのノンステップ化などがほぼ完了し、移動の安全性は一

層向上する。 

また、2020 年東京大会では、点字案内板や視覚障害者誘導用ブロック等の視覚障害者向

けに特化したシステムが導入される。すべての観客が会場への道順をすぐに把握できるよ

うサイズ、色、コントラスト、そして掲示位置が適切かどうかに配慮した見やすくわかり

やすいアイコンが使用され、標識は最低でも 2 か国語（英語と日本語）で表示される。 

バリアフリー（移動の安全）の推進のための、８km 圏内を含めた東京都全体のミティゲ

ーションは表 5-27-11 に示すとおりである。 

 

表 5-27-11(1)  バリアフリー（移動の安全）に関するミティゲーションの内容 

予測評価の時期 ミティゲーションの内容 

開催中 

施設の存

在による

影響 

 

法令 

日本では、会場や宿泊施設のみならず、駅やバスターミナル（乗降施設）、都

市公園などについてもアクセシビリティを確保すべきことが法令で定められて

おり、交通施設を含む都市全般のアクセシビリティの向上を図る体制が構築され

ている。 

○「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー新

法）」（2006 年、国土交通省） 

○「高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例」（2006 年、

東京都） 

○「東京都福祉のまちづくり条例」（2009 年、東京都） 

 

『２０２０年の東京』への実行プログラム 2012（2011.12）における取組 

東京都は、長期都市戦略である「10 年後の東京」（2006 年-2016 年）に続き、

2020 年に向けた新たな戦略である「2020 年の東京」においても継続してユニバ

ーサルデザインや障害者に対する施策を推進している。 

「2020 年の東京」計画において、ユニバーサルデザインの考えに基づき、「人」

をまちづくりの中心に据え、「より安全に」「より安心して」「より快適に」暮ら

すことのできるような福祉のまちづくりを進めている。 

 

＜交通機関や公共空間のユニバーサルデザイン化を推進＞ 

○ 交通機関のユニバーサルデザイン化 

・ 鉄道駅でエレベーター等の設置を進め、入口からホームまで誰でも円滑

に移動できる経路を確保する。都営地下鉄については、平成 24 年度ま

でにすべての駅にエレベーター等を設置する。 

・ 都営大江戸線のすべての駅で可動式ホーム柵を設置するなど、転落によ

る事故の防止対策を推進する。 

・ 民間の乗合バスの車両更新時期に合わせ、ノンステップバスの導入を促

進するほか、都営バスへの導入を平成 24 年度までに完了する。 

 



 5-27-38 

 

表 5-27-11(2)  バリアフリー（移動の安全）に関するミティゲーションの内容 

予測評価の時期 ミティゲーションの内容 

開催中 

施設の存

在による

影響 

○ ユニバーサルデザインの面的な取組を推進 

・ ユニバーサルデザインの推進に資する、区市町村の一体的なハード、ソ

フトの取組等を支援する。 

・ 駅や公共施設等の周辺で移動円滑化のための面的整備を行う区市町村

の基本構想策定を支援する。 

・ 駅や公共施設、病院等を結ぶ都道の段差解消、勾配の改善、視覚障害者

誘導用ブロックの設置などにより都道のバリアフリー化を推進する。 

・ 多くの人が集まる観光地等で、誰もが分かりやすい多言語表記の案内サ

インを設置する。 

・ ユビキタス技術4の活用により、携帯情報端末等で誰もが不自由を感じる

ことなくまち歩きができる環境整備を推進する。 

 

＜無電柱化により魅力ある街並みを創出＞ 

また、東京都は、平成 19 年 6 月に「東京都無電柱化方針」を策定した。東京

都無電柱化方針は、「１０年後の東京～東京が変わる～」を踏まえて、今後 10

年間の都道の無電柱化の方針と、面的な広がりに配慮した区市町村が行う無電

柱化の推進についてまとめたものである。 

「良好な都市景観の創出」、「安全で快適な歩行者空間の確保」、「都市防災機

能の強化」を目標として、センター・コア・エリア（環状 6 号線と荒川に囲ま

れた地域）での電柱の地中化を推進している。 

 

○ 都道の無電柱化を推進 

・ 我が国の政治、経済、文化の中心的な役割を担うセンター・コア・エリ

ア内では、明治通りや葛西橋通り等において無電柱化を重点的に実施

し、３か年の整備延長 86km、地中化率 86％とする。 

・ 多摩地域及び周辺区部では、多摩ニュータウン通りや環状７号線等の緊

急輸送道路5において重点的に実施するとともに、「交差点すいすいプラ

ン6」等の既存道路の改修事業や調布保谷線等の都市計画道路の新設・拡

幅事業に併せて実施し、３か年で 120km を整備する。 

○ 安全で快適な歩行空間の整備 

・ 永代通りや東八道路等７路線 15km では、無電柱化に併せて、歩道のバ

リアフリー化や自転車走行空間の整備を一体的に実施し、安全で快適な

歩行空間を整備する。 

○ 無電柱化に併せた信号線の地下線化 

・ 信号線の地下線化を無電柱化と併せて実施することにより、良好な景観

形成の効果を高めるとともに、災害発生時の信号施設の被害を軽減させ

る。 

 

 

                             
4 ユビキタス技術：「いつでも、どこでも、何でも、誰でも」の考えのもと、さまざまなサービスがコンピュ

ーターネットワーク等で提供され、生活を豊かにする社会を実現するための情報通信技術 
5 緊急輸送道路：震災時の緊急輸送や応急活動を担う防災拠点等を結ぶ輸送ネットワークとして、東京都地

域防災計画に基づき指定された道路 
6 交差点すいすいプラン：交差点の右折待ち車両による渋滞を緩和するため、用地を取得し右折レーンを設

置する事業 
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表 5-27-11(2)  バリアフリー（移動の安全）に関するミティゲーションの内容 

予測評価の時期 ミティゲーションの内容 

開催中 

施設の存

在による

影響 

○ 面的な無電柱化の推進 

・ 東京スカイツリー等の良好な景観が求められる観光地周辺や、八王子駅

及び立川駅等の人通りが多く美しい街並みが求められる主要駅周辺に

おいて、面的な無電柱化を推進する。 

・ 江戸川区瑞江駅西部地区の都施行土地区画整理事業において、防災機能

を強化する観点から、通学路や災害時の避難経路となる小中学校や公園

周辺において、面的な無電柱化を推進する。 

○ 区市町村に対する支援の強化 

・ 区市町村と連携して面的な無電柱化を推進するため、区市町村道の無電

柱化事業に対して財政支援を行うとともに、都と東京都道路整備保全公

社による設計や施工等に関わる技術支援を強化する。 

 

＜無電柱化の実施事例（両国江戸東京博物館前）＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

(ﾊ) 電力の安定供給 

東京都は、東日本大震災の教訓を東京と日本の再生につなげるため、エネルギー政策を

都市政策の中軸に据え、「経済成長と低炭素化の両立」をその基本に定めるている。 

平常時においても、震災等の非常時においても、東京の都市活動と競争力を保持するた

め、エネルギー政策を都政における最重要課題のひとつとして位置づけ、需要・供給の両

面から取り組んでいる。電力に限らず熱利用も含め、エネルギー総体としての効率的な利

用を進めるとともに、都市政策と一体のものとして取り組んでいる。 

具体的には、エネルギーの安定供給体制の構築、自立・分散型エネルギー源の確保、エ

ネルギー利用の高効率化・最適化の３つを政策展開の基本的な方向性とし、新たなエネル

ギー政策を強力に推進する。 

経済成長に見合ったエネルギー政策を推進することにより、世界で最もエネルギー効率

が高く環境負荷の少ない環境先進都市、災害発生時においても堅牢なエネルギー供給能力

を備えた高度な防災都市の実現を目指している。 

電力の安定供給のための東京都全体のミティゲーションは表 5-27-12(5-27-40)に示す

とおりである。 

未整備箇所 整備箇所 
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表 5-27-12(1)  電力の安定供給に関するミティゲーションの内容 

予測評価の時期 ミティゲーションの内容 

開催中 

施設の存

在による

影響 

 

東京電力管内における安定的な電力供給計画 

東京電力管内では、さらなる安定的な電力供給を図るために下記の対策が講

じられ、電力供給能力が 2020 年東京大会までに増強される。 

 

○ 2012 年７月 25 日に、東京電力株式会社が提出した「資源生産性革新計画」

が国に認定された。この計画では、2017 年までに、既存の火力発電所の増強

や、火力発電所の新設により、約 446 万 kW の電力供給（うち、210 万 kW は、

既に概ね整備完了で、2013 年に稼動予定）が増加することになっている。こ

れらの火力発電所の増強・新設は、国の支援を受けて実施される。東京都も

新たな東京産電力として大規模出力の発電所の建設を検討している。 

○ 東京電力管内では、東京電力の他にも、近年の電力事業の自由化などの法改

正等により、東京ガスが全部で 198 万 kW の天然ガス発電所を建設・保有す

るなど、新たな電力供給も進んでいる。 

○ 国は、2020 年を目標に、東京電力管内と中部電力管内を結ぶ電力の地域連系

線について、現状の 104 万 kW を 210 万 kW に増強するなど、地域間相互に融

通できる電力も増加する。 

 

 

『２０２０年の東京』への実行プログラム 2012（2011.12）における取組 

 

＜経済成長と環境の両立を目指し、東京から新しいエネルギー政策を発信する＞ 

○ エネルギーの安定供給体制の構築 

・ 系統電力への過度な依存を改め、エネルギーの安定供給を図るため、高

効率なコンバインドサイクル方式 を用いた天然ガス発電所の設置な

ど、あらゆる方策を講じる。 

・ 民間企業や自治体が発電事業に参入できるよう、託送料金の引き下げな

どの規制緩和を国に求める。（発電事業に新規参入する事業者が、東京

電力の送電網を利用する場合には「託送料金」の支払いが生じ、電気料

金の２～３割を占める託送料金は、参入の大きな障壁となっている。） 

○ 自立・分散型エネルギー源の確保 

・ 地産地消型発電によるエネルギーを確保・拡充するため、都市再生と連

動したコージェネレーションシステム の導入をはじめ、エネルギー源

の自立化・分散化を進める。 

・ 太陽エネルギーなど再生可能エネルギーの普及拡大に取り組むととも

に、新エネルギーの開発を促進する。 

・ 震災等の非常時においても、都民生活・都市活動へのダメージを最小限

に抑制するため、各主体による必要な電力、エネルギーの確保を促進す

る。 

○ エネルギー利用の高効率化・最適化 

・ ガス、石油などの化石系燃料や太陽光などの再生可能エネルギー等の利

用において、最適なエネルギーミックスを目指す。 

・ エネルギー供給における発電効率の向上とともに、エネルギー利用のさ

らなる高効率化を進める。 

・ スマートシティの実現に向けて、スマートビル、スマートハウス、の普

及を促進し、エネルギー需給の最適化を進める。 
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表 5-27-12(2)  電力の安定供給に関するミティゲーションの内容 

予測評価の時期 ミティゲーションの内容 

開催中 

施設の存

在による

影響 

 

２０２０年東京大会における取組 

 

＜オリンピック開催期間中のエネルギー供給体制及び電力設備＞ 

○ 2020 年東京大会では、オリンピック放送サービス（OBS）、テクノロジー・シ

ステム、競技領域（FOP）照明や、タイム・スコア管理システム、オリンピ

ック会場結果表示などイベントに欠かせない技術サービスに加え、セキュリ

ティー・センター、アクレディテーション・センター、コミュニケーション・

センターなど重要機能エリア向けに、全ての競技会場に仮設の自家発電設備

を設置する。 

○ 上記の仮設の自家発電設備は、ツイン・パック・テクノロジーを搭載したも

のとし、そのほぼ半数が IBC／MPC に設置され、通常は予備電源として稼働

する。 

○ 会場によって必要な場合（仮設施設や開会式など特定イベント）には、イベ

ントまたは競技実施期間中、仮設の自家発電設備を主電源として稼働させ、

通常の系統電力と同時に使用することができる。 

○ オリンピック大会期間中のエネルギー供給態勢の一環として無停電電源装

置（UPS）の稼働を行なう。無停電電源装置は、二重電力回線の切替え、系

統電力のシステムダウンや、予備発電装置への切替え失敗などを原因とした

短時間の停電が発生した場合にバックアップする。無停電電源装置は、主と

してテクノロジー・システム、タイム・スコア管理システム、放送設備で使

用される。これらの電力供給施設には、信頼できる無停電電源装置を必ず設

置する。 

 

 
 

 

 

オリンピック 

競技会場 

系統電力： 

大会会場電力の主電源 

放送 テクノロジー・システム、 

タイム・スコア管理システム 

競技領域（FOP）照明 

１基の自家発電設備が、競

技領域（FOP）照明の50％

の予備電源の役割を果た

す 

系統電力から自家発電設備へ

の切替え時、無停電電源装置

（UPS）により保護   

１基の自家発電設備が、予

備電源の役割を果たす 

系統電力から自家発電設

備への切替え時、無停電電

源装置（UPS）により保護 

系統電力から自家発

電設備への切替え

時、無停電電源装置

（UPS）はオリンピック

放送サービス（OBS）

への高性能電力を保

護 

１基の自家発電設備が、オ

リンピック大会会場運営に

とって重要機能エリア（セキ

ュリティセンター・アクレディ

テーションセンター等）の予

備電源の役割を果たす 

系統電力の供給がない場

所（仮設施設等）は自家発

電設備が電力を供給 

オリンピック放送サー

ビス（OBS）への高性

能電力 

２基の自家発電設備

が、予備電源の役割

を果たす 

オリンピック放送サ

ービス（OBS）への一

般用電力供給が危

機的な状況の場合 

１基の自家発電設備

が、予備電源の役割

を果たす 
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③  二次評価 

(ｲ) 危険施設の影響 

2020 年東京大会の開催における危険施設によるリスクは、一次評価と同様に低いと考え

られるが、表 5-27-9(5-27-34)に示すミティゲーションの実施や危険施設への関連法令の

遵守を徹底させることにより、競技会場が危険施設に隣接していても安全が図られる。 

さらに、開催中においては、安全面における各会場の具体的なセキュリティ計画及び警

備のガイドラインが「大会組織委員会セキュリティ対策本部」により策定され、表 

5-27-10(5-27-36)に示すセキュリティ体制のもと実行される。 

したがって、2020 年東京大会の開催における危険施設によるリスクは低く、安全に支障

はないと予測されることから、全体計画の評価結果は「＋１」とした。 

 

(ﾛ) バリアフリー（移動の安全） 

オリンピック・パラリンピック競技大会の開催により、地域社会全体にわたりより高い

移動の安全性を確保するための施策が促進される。表 5-27-11(p5-27-37)に示すミティゲ

ーションにより、2020 年には、東京都内のすべての駅へのエレベーターやスロープ、障害

者用トイレの設置、すべての都営バスのノンステップ化などがほぼ完了し、安全な移動動

線が確保される。そして、その多くは障害者や高齢者の「機会」を拡大する。 

特に、パラリンピック競技大会は、アクセシビリティに配慮した会場やインフラの整備

を促進する。その結果、オリンピック・パラリンピック関係の施設や公共交通だけでなく、

東京のまち全体が、障害者や高齢者をはじめとするすべての人々にとって、安全で快適に

移動できるようになり、ユニバーサルデザイン都市・東京の実現が促進される。 

したがって、より一層、安全な移動動線が確保されると予測されることから、全体計画

の評価結果は「＋１」とした。 

 

(ﾊ) 電力の安定供給 

東京都内の電力を供給している東京電力株式会社の電力供給能力は、東日本大震災によ

り一時減少したが、2012 年 7 月には火力発電所の復旧や新たな電源設備の設置などにより

5,786 万 kW まで回復し、2012 年夏の最大電力需要に対し 708 万 kW の予備力があった。こ

のことから、2020 年東京大会の会場運営に必要な電力需要（約 8 万 kW 7）にも、十分対応

可能である。 

また、表 5-27-12(5-27-40)に示すミティゲーションにより、2020 年東京大会までに、

さらなる安定的な電力供給を図る対策として、発電所の増強、新設や地域間連系線の増強

等が講じられるため、電力供給能力に十分な余裕があり、万が一、電力不足が発生した場

合でも、会場における自家発電設備の設置や無停電電源装置（UPS）の稼働により、大会運

営上支障が出るような停電の発生はないと考えられることから、全体計画の評価結果は「＋

１」とした。 

 

                             
7 東京電力管内において、2020 年東京大会の関連会場（競技会場、非競技会場、仮設施設）が、全て同時に

利用された場合の直接的な電力需要は約 8 万 kW と推定した。この数値は、ロンドン大会における実績値を

参考に、2020 年東京大会の会場計画から電力需要を積み上げた数値を精査して推定した。 
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2)  開催中（競技の実施による影響） 

①  一次評価 

(ｲ) 危険施設の影響 

開催中（施設の存在による影響）と同様に、会場及びマラソンコース周辺におけるガソ

リンスタンドや高圧ガス製造・貯蔵施設については、「危険物の規制に関する政令」「高圧

ガス保安法」等の法令の遵守により安全が確保される。 

また、東日本大震災によって発生した福島第一原子力発電所の事故は、日本国政府の適

切な対応により収束に向かっており、その他の日本全国の原子力発電所においてもストレ

ステストを順次実施し安全性を再点検している。これらのことから、2020 年東京大会の開

催における危険施設によるリスクは低く、安全に支障が無いよう対策がとられていると予

測する。したがって、全体計画の評価結果は「＋１」とした。 

 

②  ミティゲーション 

(ｲ) 危険施設の影響 

危険施設からの安全性の確保推進のためのミティゲーションは、開催中（施設の存在に

よる影響）と同様に表 5-27-9(5-27-34)及び表 5-27-10(5-27-36)に示すとおりである。 

 

③  二次評価 

(ｲ) 危険施設の影響 

開催中（施設の存在による影響）と同様に、2020年東京大会の開催における危険施設に

よるリスクは、一次評価に示すように低いと考えられるが、危険施設への関連法令の遵守

を徹底させることにより、競技会場が危険施設に隣接していても安全が図られる。さらに、

開催中においては、安全面における各会場の具体的なセキュリティ計画及び警備のガイド

ラインが「大会組織委員会セキュリティ対策本部」により策定され、表 5-27-10(5-27-36)

に示すセキュリティ体制のもと実行される。 

したがって、2020 年東京大会の開催における危険施設によるリスクは低く、安全に支障

はないと予測されることから、全体計画の評価結果は「＋１」とした。 

 

 

3)  開催後（後利用による影響） 

①  一次評価 

(ｲ) バリアフリー（移動の安全） 

開催中（施設の存在による影響）と同様に、開催後においても、８km 圏を含めた東京都

全体のバリアフリー化が進み、安全な移動動線が確保されているため、全体計画の評価結

果は「０」とした。 

 

(ﾛ) 電力の安定供給 

開催中（施設の存在による影響）と同様に、開催後においても東京都における必要電力

の供給は確保され、停電の発生の可能性は少ないことから、全体計画の評価結果は「０」

とした。 
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②  ミティゲーション 

(ｲ) バリアフリー（移動の安全） 

バリアフリー（移動の安全）の推進のための、８km 圏内を含めた東京都全体のミティゲ

ーションは、開催中（施設の存在による影響）と同様に表 5-27-11(p5-27-37)に示すとお

りである。 

 

(ﾛ) 電力の安定供給 

電力の安定供給のための東京都全体のミティゲーションは、開催中（施設の存在による

影響）と同様に表 5-27-12(5-27-40)に示すとおりである。 

 

③  二次評価 

(ｲ) バリアフリー（移動の安全） 

2020 年東京大会の開催は、ユニバーサルデザインの考え方に基づくまちづくりを促進す

るきっかけとなり、表 5-27-11(p5-27-37)に示すミティゲーションは開催後も引き続き維

持されると予測され、ノンステップバスの導入や、駅や公共施設、病院を結ぶ道路のバリ

アフリー化、スポーツやイベント会場、その他のインフラに関する新たな同様のバリアフ

リーの基準の導入などをもたらすことになる。こうした大規模な改良は東京都民のための

恒久的な対策として実施され、東京にとって重要なレガシーとなる。 

また、パラリンピック競技大会を開催することで、オリンピック・パラリンピック関係の

施設や公共交通だけでなく、東京のまち全体が、障害者や高齢者をはじめとするすべての人々

にとって、安全で快適に移動できるようになり、ユニバーサルデザイン都市・東京の実現が促

進される。さらに 2020 年東京大会が障害のある人々が新たにスポーツに取り組むきっかけ

となるといった、さらに幅広いレガシーをもたらすことができる。 

したがって、より一層、安全な移動動線が確保されると予測されることから、全体計画

の評価結果は「＋１」とした。 

 

(ﾛ) 電力の安定供給 

2020 年東京大会の開催後においても、表 5-27-12(p5-27-40)に示すミティゲーションは

継続され、東京都が目指す世界で最もエネルギー効率が高く環境負荷の少ない環境先進都

市、災害発生時においても、堅牢なエネルギー供給能力を備えた高度な防災都市の実現を

促進すると予測される。したがって、2020 年東京大会までに講じられる発電所の増強、新

設や地域間連系線の増強等により、開催後も電力供給能力に十分な余裕があり、停電の発

生はないと考えられることから、全体計画の評価結果は「＋１」とした。 
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(4) 評価結果の総括 

1)  危険施設の影響 

全体計画に対する安全（危険施設の影響）の評価結果は表 5-27-13 に示すとおりであり、

危険施設への関連法令の遵守を徹底させることにより、競技会場が危険施設に隣接してい

ても安全が図られる。さらに、「大会組織委員会セキュリティ対策本部」により安全面にお

ける各会場の具体的なセキュリティ計画及び警備のガイドラインが策定される。 

したがって、2020 年東京大会の開催における危険施設によるリスクは低く、安全に支障

はないよう対策が取られていることから、評価結果は「＋１」となる。 

 

表 5-27-13 全体計画に対する安全の評価結果総括表（危険施設の影響） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)  バリアフリー（移動の安全） 

全体計画に対する安全（バリアフリー（移動の安全））の評価結果は表 5-27-14 に示す

とおりである。 

オリンピック・パラリンピック競技大会の開催により、地域社会全体にわたりより高い

移動の安全性を確保するための施策が促進され、大会関係施設や公共交通だけでなく、東

京のまち全体が、障害者や高齢者をはじめとするすべての人々にとって、安全で快適に移

動できるようになり、ユニバーサルデザイン都市・東京の実現が促進される。開催後もこ

うした大規模な改良は東京都民のための恒久的な対策として実施され、東京にとって重要

なレガシーとなる。したがって、8km 圏内において安全な移動動線が確保されることから、

評価結果は「＋１」となる。 

※評価点の目安は以下のとおりである。 

+2: 大きなプラスの影響 

+1: ある程度のプラスの影響 

0: 中立 

-1: ある程度のマイナスの影響 

-2: 大きなマイナスの影響 

－ : 予測評価の検討において対象外とした影響 

■ : 網掛けは非該当項目のため対象外とした影響 

 

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

全体計画 +1 +1 +1 +1

評価対象

評価点(一次) 評価点(二次)

開催前 開催中 開催後 開催前 開催中 開催後
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表 5-27-14 全体計画に対する安全の評価結果総括表（バリアフリー（移動の安全）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)  電力の安定供給 

全体計画に対する安全（電力の安定供給）の評価結果は表 5-27-15 に示すとおりである。 

東京都は、エネルギー政策を最重要課題のひとつとして位置づけ、エネルギー効率が高

く環境負荷の少ない環境先進都市、災害発生時においても堅牢なエネルギー供給能力を備

えた高度な防災都市の実現を目指し、需要・供給の両面から取り組んでいる。 

東京都内の電力を供給している東京電力株式会社の 2012 年夏の実績として、既に最大電

力需要に対し 708 万 kW の予備力があった。このことから、2020 年東京大会の会場運営に

必要な電力需要（約 8 万 kW 7）にも、十分対応可能である。 

また、2020 年東京大会までに、さらなる安定的な電力供給を図る対策として、発電所の

増強、新設や地域間連系線の増強等が講じられるため、電力供給能力に十分な余裕があり、

万が一、電力不足が発生した場合でも、会場における自家発電設備の設置や無停電電源装

置（UPS）の稼働により、大会運営上支障が出るような停電の発生はないと考えられること

から、評価結果は「＋１」となる。 

 

表 5-27-15 全体計画に対する安全の評価結果総括表（電力の安定供給） 

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

全体計画 0 0 +1 +1

評価対象

評価点(一次) 評価点(二次)

開催前 開催中 開催後 開催前 開催中 開催後

 

 

 

 

 

 

 

 

※評価点の目安は以下のとおりである。 

+2: 大きなプラスの影響 

+1: ある程度のプラスの影響 

0: 中立 

-1: ある程度のマイナスの影響 

-2: 大きなマイナスの影響 

－ : 予測評価の検討において対象外とした影響 

■ : 網掛けは非該当項目のため対象外とした影響 

 

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

全体計画 0 0 +1 +1

評価対象

評価点(一次) 評価点(二次)

開催前 開催中 開催後 開催前 開催中 開催後

※評価点の目安は以下のとおりである。 

+2: 大きなプラスの影響 

+1: ある程度のプラスの影響 

0: 中立 

-1: ある程度のマイナスの影響 

-2: 大きなマイナスの影響 

－ : 予測評価の検討において対象外とした影響 

■ : 網掛けは非該当項目のため対象外とした影響 
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5-28  衛生 

5-28-1  現況 

(1) 飲料水 

1)  法令等による基準 

水道水質基準は、水道法第４条に基づいて厚生労働省令によって定められている。水道

水質基準は、平成 16 年 4 月 1 日に大幅に改正され、その後平成 20 年、21 年及び 22 年 4

月 1 日に一部改正されて現在は 50 項目となっている（表 5-28-1）。 

また、水質管理上留意すべき項目として「水質管理目標設定項目」（27 項目）が、今後

必要な情報・知見の収集に努めていくべき項目として「要検討項目」（44 項目）が、それ

ぞれ定められている。なお、水質基準等は、最新の科学的知見をふまえて、逐次改正が行

われる。 

東京都では法令（水道法）で定められている水質基準項目に加えて、これら水質管理目

標設定項目、農薬類及びその他の項目について検査を実施している。検査頻度は表 5-28-1

～表 5-28-4（p5-28-2～5）に示すとおりである。 

これらの検査は、浄水場（所）などの系統を代表する 131 箇所の蛇口と、稼働中の 70

浄水場（所）で実施している。 
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表 5-28-1 水質基準項目の検査頻度 

 

出典：「平成 24 年度 水質検査計画」（東京都水道局） 
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表 5-28-2 水質管理目標設定項目の検査頻度 

 
出典：「平成 24 年度 水質検査計画」（東京都水道局） 
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表 5-28-3 農薬類の検査頻度 

 

出典：「平成 24 年度 水質検査計画」（東京都水道局） 
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表 5-28-4 その他の項目の検査頻度 

 

出典：「平成 24 年度 水質検査計画」（東京都水道局） 
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また、東京都は「安全でおいしい水プロジェクト」として、従来から実施している水源

から蛇口までの水質管理及び水質検査の信頼性向上への対応を進めている。また、平成 16

年度には、おおむね 10 年後の達成を目指し、水道水のカルキ臭を引き起こす残留塩素やト

リクロラミン、かび臭原因物質や有機物等８項目について、国が定めた水質基準(平成 23

年３月現在)より高いレベルの「おいしさに関する水質目標」を独自に設定（表 5-28-5）

し、目標を達成するために、水源から蛇口に至るまでの総合的な施策を展開している。 

残留塩素は、水道水の衛生確保のために必要であるが、カルキ臭の原因の一つとなるこ

とから、「おいしさに関する水質目標」として、0.1 ㎎/L 以上 0.4 ㎎/L 以下を目標にし

ている。この目標を達成するために、都内 131 か所の給水栓に設置している自動水質計器

のデータを活用して、浄水場（所）における塩素注入の適正管理を実施し、着実に残留塩

素の低減化を進めている。 

 

表 5-28-5 東京都が独自に設定している「おいしさに関する水質目標」 
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2)  飲料水の水質 

国際的な水質基準である WHO（世界保健機構）の飲料水水質ガイドラインと比較して、

我が国の水質基準は、さらに厳しい基準を定めている。東京都が供給する水質の実績は、

この基準をはるかに下回っており、水質検査の結果、浄水場出口及び蛇口のすべての調査

地点で安全性が確認されている。 

また、飲料水はオゾンや活性炭を利用するなど最先端の技術と機器を用いて処理し、水

質については水源から給水栓までチェックされている。これらの水質管理を統括する東京

都水質センターは、国際規格 ISO/IEC 17025 を取得している。 

東京都では、安全でおいしい水の供給について取組み、図 5-28-1 に示すとおり利根川

水系の浄水場における高度浄水処理率8を 71％に向上したほか、公立小中学校における水

飲み栓の直結給水化を 272 校で実施した。 

 

出典：「2020 年の東京～大震災を乗り越え、日本の再生を牽引する～」（平成 23 年 12 月、東京都） 

図 5-28-1 高度浄水処理率の推移（利根川水系） 

 

選手村の位置する中央区晴海における平成 23年度の水質検査結果は表 5-28-6に示すと

おりである。 

 

                             
8 高度浄水処理：一般的な急速ろ過方式（凝集沈でん・砂ろ過処理）に加えて粉末活性炭処理やオゾンと生

物活性炭を組み合わせた高度浄水処理を導入する処理方式。 
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表 5-28-6(1) 平成 23 年度水質検査結果（中央区晴海） 
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表 5-28-6(2) 平成 23 年度水質検査結果（中央区晴海） 

 

 

注：※の項目は蛇口での水質検査を行っていない。 

  目標値の欄の(P)＊は暫定値を示す。 
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また、東京都水道局では、東日本大震災後は、平成 23 年 3 月 22 日以降、浄水場の浄水

（水道水）中の放射性物質（放射性ヨウ素及び放射性セシウム）を毎日測定し、その結果

をホームページに公表している。 

東京都健康安全研究センター（東京都新宿区百人町）では、センター内の水道水9中の放

射能測定10を毎日行っている。センターの水道水中の放射性物質調査結果によると、最も

高い数値であったのは平成 23 年 3 月 24 日のセシウム 137 の 1.4 Bq/kg で、その後、濃度

は徐々に低下し、平成 23 年 7 月 2 日のセシウム 137 の 0.14 Bq/kg を最後に、放射性物質

は不検出（ND）11である。 

なお、平成 24 年 4 月から、食品衛生法に基づく飲料水の基準値が 10 Bq/kg に設定され

たことを受け、水道水については放射性セシウムの管理目標値として、同じ 10 Bq/kg を設

定している。 

以上のように、東京の飲料水は、安全性とおいしさを兼ね備えており、法令等による基

準を十分に満たしている。 

 

 

                             
9 センター内の水道水は朝霞浄水場より給水されている。水源は荒川で秋ヶ瀬取水堰より取水している。 
10 計測は、敷地内の水道直結管の蛇口から採取した水道水を分析。 
11 不検出：現在の測定状況においては、水道水は測定値が概ね 0.2 Bq/kg 未満の場合に「ＮＤ（不検出）」と

表示する。 
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(2) 食品等 

1)  法令等による基準 

①  食品衛生 

東京は、我が国最大の食品の消費地である。さらに、多くの食品等の流通は広域化して

おり、消費者も広範に移動している。このため、食中毒等の食品事故が発生した際、その

影響は複数の自治体に及ぶことになる。 

東京都は、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止するため、食品衛生法（昭和 22

年法律第 233 号）に基づき、監視指導等の事業を重点的、効果的かつ効率的に実施するた

め、「東京都食品衛生監視指導計画」を毎年度定めている。例えば、食品の安全確保につい

ては、食品安全基本法に規定されているとおり、食品等の生産、製造、加工、輸入、販売

等に携わる食品等事業者が、第一義的責任を有している。そのため、食品等事業者に対し、

事業者がその責務を果たし、安全な食品等を供給できるよう監視指導を実施している。 

 

食品に関しては、食品添加物や残留農薬などの化学物質関係から、食中毒を引き起こす

微生物、キノコや有毒魚などの自然毒、BSE（牛海綿状脳症）や高病原性鳥インフルエンザ

など、その原因と対象食品は多岐にわたっている。その他にも遺伝子組換え食品や放射性

物質など、新たな基準づくりや対策の検討を必要とする場合もある。 

そのため、以下のような多くの関係する法令により、安全が守られている。 

・食品衛生法（昭和 22 年法律第 233 号） 

・食品安全基本法（平成 15 年法律第 48 号） 

・と畜場法（昭和 28 年法律第 114 号） 

・食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律（平成 2 年法律第 70 号） 

・牛海綿状脳症対策特別措置法（平成 14 年法律第 70 号） 

・化製場等に関する法律（昭和 23 年法律第 140 号） 

・農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律（昭和 25 年法律第 175 号） 

・米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律（平成 21 年法律第

26 号） 

・消費者安全法（平成 21 年法律第 50 号） 

・食品製造業等取締条例（昭和 28 年東京都条例第 111 号） 

・東京都ふぐの取扱い規制条例（昭和 61 年東京都条例第 51 号） 

・東京都消費生活条例（平成 6 年東京都条例第 110 号） 

・食品衛生法施行条例（平成 12 年東京都条例第 40 号） 

・東京都食品安全条例（平成 16 年東京都条例第 67 号） 

・健康増進法（平成 14 年 8 月 2 日法律第 103 号）           等 

 

②  放射性物質 

放射性物質については、平成 23 年 3 月の東京電力（株）福島第一原子力発電所事故に伴

い、広範囲の食品から放射性物質が検出された。 

厚生労働省は食品の安全性を確保する観点から食品中の放射性物質に関する暫定規制値

を設定し、これを上回る放射性物質が検出された食品については、食品衛生法第６条第２

号に該当するものとして食用に供されることがないよう取り扱ってきた。 

その後、暫定規制値に適合している食品については健康への影響はないと一般的に評価
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され、安全は確保されているが、より一層、食品の安全と安心を確保するため、食品から

許容することのできる放射性セシウムの線量を、年間５ミリシーベルトから年間１ミリシ

ーベルトに引き下げることを基本として、薬事・食品衛生審議会において新たな規格基準

が検討された。 

食品の国際規格を作成しているコーデックス委員会の指標も年間１ミリシーベルトを超

えないように設定されていることから、新たな基準値は国際規格にも準拠したものとなる。 

新たな基準値では、すべての人が摂取し代替がきかず、摂取量が多い「飲料水」、乳児だ

けが食べる「乳児用食品」、子どもの摂取量が特に多い｢牛乳｣など、特に配慮が必要と考え

られる食品については区分を設け、それ以外の食品は、個人の食習慣の違い（飲食する食

品の偏り）の影響を最小限にするため、一括して「一般食品」として、4 つの区分で基準

値が設定されている。 

新たな規格基準とその設定理由は、表 5-28-7、表 5-28-8 のとおりである。 

 

表 5-28-7 食品中の放射性物質の新たな基準値 

 
注：新基準値は平成 24 年４月施行。 

出典：「食品中の放射性物質の新たな基準値について」（厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課） 

 

表 5-28-8 放射性セシウムの新基準値の設定理由 

食品区分 基準値 

(ベクレル/kg) 

設定理由 

飲料水 10 ①すべての人が摂取し、代替がきかず、摂取量が大きい 

②WHO が飲料水中の放射性物質の指標値（10 ベクレル/kg）

を提示 

③水道水中の放射性物質は厳格な管理が可能 

牛乳 50 ①子どもだけが食べる、あるいは、子どもの摂取量が特に

多い 

②内閣府食品安全委員会が「小児の期間については、感受

性が成人より高い可能性」を指摘 

③一般食品の基準値「100 ベクレル/kg」の半分を設定 

一般食品 100 ①国際的な考え方との整合（コーデックス委員会の指標値

年間 1 ミリシーベルト） 

②すべての年齢区分の限度値のうち、最も厳しい値から基

準値を決定 

乳児用 

食品 

50 ①内閣府食品安全委員会が「小児の期間については、感受

性が成人より高い可能性」を指摘 

②一般食品の基準値「100 ベクレル/kg」の半分を設定 

出典：「食品中の放射性物質の新たな基準値について」（厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課） 
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2)  食品の安全性 

①  食品衛生 

東京都は、食品衛生法に基づく「食品衛生監視指導計画」に従って食品の安全性確保に

取り組んでいる。 

平成 23 年度は、食品関係営業施設に対し、表 5-28-9 に示す 353,560 件の監視指導を実

施し、食品の衛生的な取扱いなどを指導した。また、食品等について、表 5-28-10 に示す

113,885 項目の検査を実施した結果、食品等の成分規格違反や指定外添加物の使用違反の

ほか、使用添加物等に関する表示違反等の 83 項目（77 検体）の違反を発見した。これら

の違反に対しては、残品の販売禁止等の行政措置を講ずるとともに、関係する自治体に通

報する等の対応をとり、安全性を確保している。 

 

表 5-28-9 監視指導の実施結果 

実施機関 監視指導件数 

保健所 94,442 件 

健康安全研究センター 92,770 件 

市場衛生検査所 158,414 件 

芝浦食肉衛生検査所 7,934 件 

合計 353,560 件 

出典：「平成 23 年度 東京都食品衛生監視指導計画実施結果 概要」（東京都福祉保健局） 

 

表 5-28-10 食品検査の実施結果 

食品分類 検査項目数 検査の結果発見された 

違反食品項目数(検体数) 

魚介類及びその加工品 21,929 項目 3 項目（3 検体） 

肉・卵類及びその加工品 18,870 項目 56 項目（56 検体） 

乳・乳類等 2,189 項目 4 項目（3 検体） 

農産物及びその加工品 30,112 項目 11 項目（7 検体） 

飲料・氷雪・水 3,493 項目 0 項目（0 検体） 

その他の食品 37,005 項目 9 項目（8 検体） 

添加物・器具及び容器包装・おもちゃ 287 項目 0 項目（0 検体） 

合計 113,885 項目 83 項目（77 検体） 

出典：「平成 23 年度 東京都食品衛生監視指導計画実施結果 概要」（東京都福祉保健局） 

 

また、東京の地域特性や食中毒及び違反の発生状況、都の実施したアンケート調査の結

果等をふまえ、特に重点的な対策が必要な事項として、輸入食品対策、食中毒対策、食品

表示対策を実施している。 

輸入食品対策については、15,599 項目の検査を実施し、基準値を超える残留農薬を検出

するなど７検体の違反を発見した。輸入者を管轄する自治体へ通報し、販売を禁止するな

ど必要な措置を行った。 
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食中毒対策については、食肉の取扱施設や社会福祉施設に対する監視指導を 5,804 件実

施した。医師からの食中毒の届出や、都民等から寄せられた様々な情報から 145 件の食中

毒が発生し、患者数は 1,970 名であった。過去からの推移をみると、事件数はやや増加し

ており、患者数は減少している（図 5-28-2）。 

食品表示対策については、食品製造・流通・販売業者等 205,229 件に対し、食品衛生法

に基づき 719,214 品目、JAS 法に基づき 27,535 品目の表示検査を行った結果、それぞれ 401

項目、117 項目の表示違反等を発見し、適正な表示に改善させるなど必要な措置を行った。 

このような東京の地域特性や、過去の食中毒の発生状況や違反又は苦情の発生履歴等を

踏まえて毎年の食品衛生監視指導計画を定め、監視・指導の内容に反映している。 

また、近年の食をめぐるさまざまな課題に対応すべく、東京都食品安全審議会の答申を

踏まえ、平成 22 年度から今後５年間の食品安全推進計画を策定した。事業者のコンプライ

アンス意識や自主的衛生管理などに課題もあることから、事業者責任による食品の安全確

保、生産から消費までの一貫した未然防止・拡大防止に取り組んでいる。 

 

 

 
出典：東京都ホームページ「食品衛生の窓」より作成 

図 5-28-2 食中毒の発生状況 
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②  放射性物質 

食品中の放射性セシウムに関する検査については、原子力災害対策本部が検査計画のガ

イドラインを策定し、そのガイドラインに基づいて各都道府県、保健所設置市及び特別区

が検査計画を策定し実施する。検査結果は、厚生労働省で取りまとめられ、ホームページ

等で公表されている。また、農林水産省では地域・時期・品目別に整理した結果が公表さ

れている。 

新たな基準値の適用以降、全国で 9 月まで（平成 24 年 4 月 1 日～9 月 30 日）に、113,509

件の検査が実施され、そのうち新たな基準値を超えたものは 1,394 件であった12。これま

での個別品目ごとの食品中の放射性物質の検査の状況は表 5-28-11 に示すとおりである。 

検査の結果、基準値を超えた場合は、その食品の回収・廃棄が行われ、それが複数の市

町村で確認された場合などには、原子力災害対策本部によって地域や品目を指定して出荷

制限の指示が行われ、市場に流通しないよう対応がとられる。さらに、著しく高い濃度の

値が検出された場合は、摂取制限の指示が行われる。 

 

表 5-28-11 個別品目ごとの食品中の放射性物質の検査の状況等 

①米 ・平成 23 年産については、収穫前の予備調査及び収穫後の本調査の 2 段階での放

射性物質検査等を実施。安全性が確保された地域の米のみが流通。 

・平成 24 年産については、農林水産省の「24 年産稲の作付に関する方針」（平成

24 年 2 月 28 日公表）等に基づき、作付制限等を実施。収穫期を迎えた地域か

ら、随時検査されている。 

②野菜・果実 ・原則、出荷開始 3 日前から出荷初期段階で検査を実施。現在収穫期を迎えてい

るものの、ほとんどは基準値以下。 

・基準値を超過したものは、出荷制限又は出荷自粛。今後収穫期を迎えるものに

ついても随時検査される予定。 

③原乳 ・クーラーステーション（原乳の冷蔵保管施設）又は牛乳工場ごとに検査を実施。 

・平成 23 年 4 月以降、新たな基準値を超える原乳はなし。 

④牛肉 ・福島県、宮城県、岩手県、栃木県では、全頭調査又は全戸調査を行い、安全性

を確認した上で市場に流通。 

・平成 24 年 3 月 23 日以降 9 月までに、暫定規制値を超える牛肉はなし。 

⑤水産物 

（海、河川、

湖沼） 

・主要品目・主要漁場において計画的に検査を実施。海では主に沿岸性魚種の一

部が、河川及び湖沼では天然魚の一部が基準値を超過。 

・基準値を超過したものは、出荷制限又は出荷自粛。 

⑥その他 ・原木しいたけ、野生きのこ及び山菜の一部が基準値を超過。基準値を超過した

ものは、出荷制限又は出荷自粛。 

・野生獣の肉（イノシシ、シカ、クマ）の一部が基準値を超過。基準値を超過し

たものは、出荷制限又は出荷自粛。 
出典：「食品と放射性物質をめぐる最近の状況について」（平成 24 年 10 月 9 日現在 消費者庁） 

 

                             
12 食品と放射性物質をめぐる最近の状況について（平成 24 年 10 月９日現在、消費者庁） 
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東京都においても食品中の放射性物質対策を重点的な監視指導事項として実施している。 

福島第一原子力発電所の事故を受け、東京都の福祉保健局、産業労働局、中央卸売市場

の 3 局が連携し、都内に流通する加工食品や都内産農林水産物等の放射性物質検査を行っ

た。以下に平成 23 年度の検査結果13を示す。 

 

○都内流通食品の放射性物質検査 

平成 23 年 11 月 8 日から、都内に流通する加工食品 251 検体、乳・乳製品 104 検体、

農産物 91 検体、鶏卵・食肉類 35 検体、水産物 20 検体、飲料水 2 検体、計 503 検体につ

いて検査を実施し、暫定規制値を超えるものはなかった。 

○芝浦と場でと畜した牛の肉の放射性物質検査 

平成 23 年 12 月 7 日から、都立芝浦と場でと畜した牛について検査を開始し、12 月 23

日から全頭検査を実施した。計 24,280 頭について検査を実施し、暫定規制値を超えるも

のはなかった。 

○都内産の農林水産物等に関する検査 

都内で生産された野菜 281 検体、水産物 43 検体、林産物 17 検体、原乳 4 検体、茶・

茶飲料 61 検体、牧草等 6 検体について検査を行い、製茶 3 検体（市場流通無し）から暫

定規制値を超える放射性セシウムを検出した。 

○汚染稲ワラを給与された牛の流通調査 

放射性セシウムの汚染を受けた稲ワラを給与され（疑いを含む）、食用として出荷され

た牛の肉の流通調査を行い、残品が確認された牛の肉について放射性物質検査を行った。 

牛肉 308 検体について放射性物質検査を行い、暫定規制値を超える放射性セシウムを

検出した 43 検体について、産地等への通報及び、販売中止の指示を行う等、暫定規制値

を超える牛肉の流通防止を図った。 

 

福島第一原子力発電所の事故前後の食品に含まれる放射能のレベルの変化は、図 5-28-3

及び図 5-28-4 に示すとおりである。1963 年以降、Cs-137 濃度はゆるやかに減少していた

が、1986 年にチェルノブイリ原子力発電所事故の影響により一時的に増加した。また、2011

年の検査結果から福島第一原子力発電所事故の影響とみられる増加が観測されている。 

                             
13 「平成 23 年度 東京都食品衛生監視指導計画実施結果 概要」（東京都福祉保健局） 
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資料：「日本の環境放射能と放射線 食品と放射能ホームページ」（財団法人日本分析センター） 

図 5-28-3 東京都及び全国における生乳中の Cs-137 の経年変化 

 

 

東京都 

全国 

生乳の Cs-137 の濃度範囲 
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図 5-28-4 東京都及び全国におけるアジ中の Cs-137 の経年変化 

 

 

また、厚生労働省の取りまとめた平成 23 年 3 月以降のモニタリング検査における食品中

の放射性セシウム濃度の推移は図 5-28-5 に示すとおりである。 

原子力発電所の事故直後は食品の基準値（100Bq/kg）を超える食品があったものの、現

在は超過する食品は少なくなってきている。最近の傾向としては、キノコ類、水産物、こ

れらを食する野生動物で高い値が検出される食品がみられる。キノコ類は原木シイタケで

あり、野生のもので市場に流通してはいない。水産物に関しては、福島県沖で高い値が検

出されている状況が続いているが、一部安全が確認された魚種以外の漁は行われていない。

福島県や近隣の宮城県、茨城県、及び青森県では、基準を超える恐れのある水産物の出荷

を控えるため、自主規制も実施している。また、シカ、イノシシ、クマなどの野生動物の

肉も一般には流通していない。 

これまでの検査結果より、放射性物質の影響を受けやすい品目などが特定されてきてお

り、食品中の放射性物質によるリスクは低くなっている。 

 

東京都 

全国 

アジの Cs-137 の濃度範囲 
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出典：「食品中の放射性物質の新基準値及び検査について」（厚生労働省医薬食品局食品安全部） 

図 5-28-5 モニタリング検査における食品中の放射性セシウム濃度の推移 
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5-28-2  予測評価（全体計画） 

(1) 評価の指標及び目安 

全体計画の検討における評価の指標及び目安は、表 5-28-12 に示すとおりである。 

 

表 5-28-12  評価の指標及び目安 

評価の指標 評価の基準 
評価の目安 

－２ －１ ０ ＋１ ＋２ 

飲料水水質等 

①法令等に
よる基準 
②現況の水
質等 

基準より良
好な現況が
基準より悪
化 
基準を満た
さない現況
がさらに悪
化 

現況より悪
化するが基
準より良好 

現況と変わ
らない 

基準を満た
しつつ現況
より改善 

改善の結果、
基準を満足
する 

 

(2) 予測評価の方法 

(ｲ) 飲料水水質等 

開催中（競技の実施による影響）、開催後（後利用の影響）における、飲料水水質等の衛

生状況について、東京都が公表している施策などを基に予測評価を行った。 

 

(3) 予測評価の結果 

1)  開催中（競技の実施による影響） 

①  一次評価 

東京の飲料水は、既に WHO の国際基準や東京都の WHO より厳しい基準を十分に満たして

おり、安全性が確保されている。食品等についても食品衛生法等に基づき、検査体制が構

築され、リスクマネジメントが実施されていることから、現況と変わらないと予測され、

全体計画の評価結果は「0」とした。 

 

②  ミティゲーション 

(ｲ) 飲料水 

東京都水道局では、最高水準の水質管理を目指して、平成 20 年度から、「TOKYO 高度品

質プログラム（東京都版水安全計画）」の運用を開始した。 

この TOKYO 高度品質プログラムは、以下の三者を一体で運用する総合的な水質管理であ

り、より高いレベルの水道水の安全性とおいしさを実現するとともに、ノウハウのマニュ

アル化と PDCA サイクルによる定期的な見直しによって、将来にわたって東京都水道局の高

い技術力の維持・向上を図る仕組みとなっている。 

・ 新たな水質管理手法の「水安全計画」によるリスクマネジメント 

・ 浄水場（所）における ISO9001 に準じた品質管理 

・ 水質検査の信頼性を保証する ISO/IEC 17025 による精度の高い水質検査 
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出典：「平成 24 年度 水質検査計画」（東京都水道局） 

図 5-28-6 東京高品質プログラムの構成 

 

また、法令等による水質基準を満たすだけでなく、「安全でおいしい水プロジェクト」を

推進している。このプロジェクトでは、浄水場等における水質の向上とともに、水源地の

保護管理や家庭の蛇口までの水道管等、施設の管理を含め、次のような総合的な施策を展

開している。 

○より安全でおいしい水をつくる 

・高度浄水処理の着実な導入 

・徹底した水質管理（おいしさに関する水質目標、TOKYO 高品質プログラムの運用） 

・水道水源林の適正な管理 

○安全でおいしい水をそのまま蛇口まで届ける 

・水道管の計画的な取り替え 

・貯水槽水道の適正管理 

・直結給水化の推進 

・残留塩素の低減化 

 

(ﾛ) 食品等 

東京都では、食品事業者に対して、食品関係営業許可と届出を義務付け、食品の適正表

示や、東京都食品衛生自主管理認証制度、自主回収報告制度などを導入し、安全性向上の

ための取組を進めている。平成 22 年には、近年の食をめぐるさまざまな課題に対応すべく、

今後５年間の食品安全推進計画を策定し、図 5-28-7 に示す食品の安全確保に関する施策

を推進している。 

また、食品監視指導計画は毎年策定され、東京の地域特性や、過去の食中毒の発生状況

や違反又は苦情の発生履歴等を踏まえ、監視・指導の内容に反映している。東京都の食品

衛生に係る監視指導組織・体制は図 5-28-8 に示すとおりである。 

 



 5-28-22 

 

出典：「東京都食品安全推進計画（平成 22 年度～平成 26 年度」」（平成 22 年 2 月、東京都） 

図 5-28-7 東京都における食品安全確保の施策体系 
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出典：「平成 24 年度 東京都食品衛生監視指導計画」（東京都福祉保健局） 

図 5-28-8 東京都の食品衛生に係る監視指導組織・体制 
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③  二次評価 

飲料水については、東京都の実施している東京高品質プログラムや安全でおいしい水プ

ロジェクト等のミティゲーションにより、法令等による水質基準を満たすだけでなく、飲

料水としての更なる水質の向上が図られると予測される。 

また、食品等については、食品衛生法に基づき「東京都食品衛生監視指導計画」を策定

している。この計画は監視・指導の内容に、東京の地域特性や過去の食中毒の発生状況、

違反又は苦情の発生履歴等を反映し、実施されている。その他、食品安全推進計画により

監視・指導以外にも事業者への技術支援や情報の共有、危機管理体制の整備など、生産か

ら消費までの一貫した未然防止・拡大防止に取り組んでいる。これらの総合的な取組によ

り、一層の安全性の向上が図られると予測される。したがって、全体計画の評価結果は「＋

１」とした。 

 

2)  開催後（後利用の影響） 

①  一次評価 

東京の飲料水は、既にＷＨＯ等の国際基準や東京都のより厳しい基準を十分に満たして

おり、安全性が確保されている。食品等についても食品衛生法等に基づき、検査体制が構

築され、リスクマネジメントが実施されている。開催後も引き続き、現在の検査体制やリ

スクマネジメントは実施されることから、現況と変わらないと予測され、全体計画の評価

結果は「０」とした。 

 

②  ミティゲーション 

(ｲ) 飲料水水質等 

東京高品質プログラムや安全でおいしい水プロジェクト、東京都食品衛生監視指導計画

等のミティゲーションは、開催中と同様に実施される。 

 

③  二次評価 

(ｲ) 飲料水水質等 

開催中と同様に、飲料水及び食品等の安全性向上のためのミティゲーションが実施され

ることから、開催後も法令等による各種基準を満たすだけでなく、飲料水及び食品等の更

なる安全性の向上が図られると予測される。したがって、全体計画の評価結果は「＋１」

とした。 

 

 

(4) 評価結果の総括 

全体計画に対する飲料水水質等の評価結果は表 5-28-13 に示すとおりである。 

東京の飲料水は現況においても既に安全性とおいしさを兼ね備えており、ＷＨＯ基準を十

分に満たしている。その上で、水道水に対する高度化・多様化したニーズへの対応のため、

更なる水質の向上を目指している。食品等においても「東京都食品衛生監視指導計画」によ

り、一層の安全性の向上が図られる。その結果、飲料水水質の改善や食品等の安全性の向上

が図られるため、開催中及び開催後の評価は「＋１」となる。 
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表 5-28-13  全体計画に対する飲料水水質等の評価結果総括表（飲料水水質等） 

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

全体計画 0 0 +1 +1

評価対象

評価点(一次) 評価点(二次)

開催前 開催中 開催後 開催前 開催中 開催後

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※評価点の目安は以下のとおりである。 

+2: 大きなプラスの影響 

+1: ある程度のプラスの影響 

0: 中立 

-1: ある程度のマイナスの影響 

-2: 大きなマイナスの影響 

－ : 予測評価の検討において対象外とした影響 

■ : 網掛けは非該当項目のため対象外とした影響 
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5-29  消防・防災 

5-29-1  現況 

(1) 東日本大震災の発災を受けた防災対策の見直し 

東日本大震災は、従来の災害の概念に収まらない未曾有の大災害であった。 

日本の観測史上では最大、世界的に見ても 4 番目の大きさとなる M9 を記録した巨大地震で

あった。面的に見ても、東北から関東地方に至る東日本の太平洋岸全体にわたる広範な範囲

に甚大な被害を及ぼした。 

巨大地震が引き起こした大津波は、一部で遡上高約 40m の高さに達し、東北地方を中心と

する太平洋岸の地域に襲いかかり、沿岸部に壊滅的な被害をもたらした。想定外の大きさの

津波に襲われた福島第一原子力発電所では、電源設備が破壊され大事故が引き起こされた。

この結果、放射性物質が広範な地域に拡散し、様々な被害を及ぼした。 

震源から遠く離れた都内においても、液状化や大量の帰宅困難者の発生といった直接的な

被害に加え、放射性物質の拡散、電力供給不足に伴う計画停電の実施などにより大きな混乱

が生じた。また、道路ネットワークの寸断、製造工場等の被災により、物流ネットワークや

サプライチェーンが寸断され、都民生活や事業活動に影響を及ぼした。 

震災を契機にこれまでの防災対策の在り方が問われている。都民の世論調査結果（図 

5-29-1）からも、東京都が実施している諸施策のうち、特に力を入れてほしい施策は、第１

位が「防災対策」で 53％となっており、東日本大震災の発災による防災意識の高まりなども

あって、前年第４位だった「防災対策」は 20 ポイント増加して第１位となった。 

 
出典：「都民生活に関する世論調査（平成 23 年 8 月調査）」（平成 23 年 11 月、東京都生活文化局） 

図 5-29-1 特に力を入れてほしい施策 
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このため、東京都は平成 23 年 9 月に「東日本大震災における東京都の対応と教訓」をまと

め、東日本大震災の被害の状況と、半年間の東京都の対応等を振り返り、そこから得られた

様々な教訓を明らかにした。さらに、科学的知見を有する専門家や区市町村の意見等を踏ま

え、平成 23 年 11 月に「東京都防災対応指針」を策定し、今後の東京の防災対策の方向性を

具体的な取り組みを示した。 

また、現行の被害想定を見直し、東京都防災会議において「首都直下地震等による東京の

被害想定」（平成 24 年 4 月）が決定された。東日本大震災における教訓や指針、新たな被害

想定で明らかとなった東京の防災上の課題を踏まえ、平成 24 年 12 月に東京都地域防災計画

（震災編）を修正した。以下に主な消防・防災施策を示す。 

耐震以外にも、「東京都地域防災計画」では、応急対策、復旧・復興対策、住民の生命・身

体及び財産の保護に重点を置いている。防災計画の一環として、指導や訓練を実施し、それ

を継続的に反復することは重要であり、このため日本では、9 月 1 日を「防災の日」と定め

ている。 
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○「東京都地域防災計画（震災編）」における消防・防災施策の概要 

 

出典：「東京都地域防災計画（震災編）」（平成 24 年 12 月、東京都防災会議）をもとに作成 

「東京都地域防災計画 震災編」は、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第 40 条の規定

に基づき東京都防災会議が策定する計画である。 

その目的は、都、区市町村及び防災機関、事業者、地域の防災組織及び都民が総力を結集し、

各主体の持てる能力を発揮し、主体間で連携を図ることにより「自助」「共助」「公助」を実現し、

都の地域における地震災害の予防対策、応急・復旧対策及び震災復興を実施し、都民の生命・身

体及び財産を保護するとともに、都市の機能を維持することにより、東京の防災力を向上し、「首

都東京の防災力の高度化」を図ることにある。 

 

＜到達目標＞ 

○ 安全な都市づくりの実現（不燃化、耐震化による地震に強い都市づくり） 

発災時の延焼の防止 

・木造住宅密集地域（整備地域）の不燃領域率 70% 

・木造住宅密集地域（整備地域）の主要な都市計画道路の整備率 100% 

建築物の耐震化による被害の軽減 

・防災上重要な公共建築物及び緊急輸送道路の沿道建築物の耐震化 100% 

液状化への対応 

・液状化予測図の見直し及び建築物における液状化対策の指針の作成   など 

 

○ 安全な交通ネットワーク及びライフライン等の確保（発災後の交通ネットワークとライフラ

イン等の確保による都市機能の維持） 

発災後の交通機能の維持 

・緊急輸送道路の沿道建築物・橋梁の 100％耐震化 

水道・下水道施設の耐震化、バックアップ機能の確保 

・水道管路の耐震継手化や、下水道管の耐震化 

電力供給の安定化に向けた取組を促進し、発災後の都市機能を維持 

・都市機能維持に不可欠な施設への自立分散型電源導入   など 

 

○ 津波等の対策（総合的対応力の強化による津波等の被害の抑制） 

河川施設等の耐震・耐水対策等による津波被害の抑制 

・河川施設や港湾施設等における耐震・耐水対策等を推進 

避難経路や避難所における安全性確保 

・ハザードマップ及び津波避難計画の作成 

 島しょ地域の浸水被害の軽減 

・島しょ地域の海岸保全施設等の整備を推進   など 



 5-29-4 

(2) 耐震性 

1)  建築物の耐震化 

地震対策に関して、日本は優れた耐震技術を有しており、世界的に見ても厳しい建築物

の耐震基準を設定している。建築基準法に基づく現行の耐震基準（昭和 56 年導入）は、震

度 6 強から震度 7 程度の地震（改正メルカリ震度階 10～11 程度）でも人命に危害を及ぼし

にくい耐震基準となっている。このことは、マグニチュード 9 を記録した 2011 年 3 月の東

日本大震災でもその真価を発揮し、東京では家屋の損壊がごくわずかで済んだことからも

明らかである。 

東京都は、「２０２０年の東京」計画のもと、民間や区市町村と連携し、建築物の耐震化、

都民の暮らしを守る都市施設等の耐震化を着実に推進している。 

例えば、昭和 56 年の耐震基準改正以前に建築された建築物に対して、住宅・建築物の耐

震化の取組のさらなる拡充を図り計画的かつ総合的に促進するため、平成 19 年 3 月に策定

した「東京都耐震改修促進計画」を平成 24 年 4 月に改定した。この計画に基づき、住宅及

び防災上重要な公共建築物や、百貨店、ホテル、劇場など民間特定建築物の耐震化を促進

してきた。また、建物の耐震化推進会議等における検討を踏まえ、耐震化に取組みやすい

環境の整備や建物所有者の費用負担の軽減策など、実効性ある取組を行ってきた。 

これまでに、防災上重要な都立建築物14（警察署、都立病院等）の約 96％の耐震化を完

了した（表 5-29-1、図 5-29-2）。災害拠点病院は約 83％（表 5-29-2）、小中学校（公立・

私立合計）は約 94％（図 5-29-3）の耐震化を完了した。 

 

また、主要な防災拠点や他県等と連絡する緊急輸送道路の沿道建築物については、倒壊

による道路の閉塞を防ぐため、平成 23 年 3 月に「東京における緊急輸送道路沿道建築物の

耐震化を推進する条例」（以下「耐震化推進条例」という。）を全国で初めて制定し、特定

緊急輸送道路15の沿道建築物に対する耐震診断の義務化とともに、耐震診断や耐震改修費

用の助成制度の充実を図るなど、耐震化を強力に進めている。 

 

○防災上重要な都立建築物（消防署・警察署、建設事務所、中央卸売市場等）の耐震化

率：95.7%（平成 22 年度末時点） 

○災害拠点病院の耐震化率：82.9%（平成 23 年 10 月時点） 

○公立小中学校の耐震化率：94.1％（平成 23 年 4 月時点） 

○私立小中学校の耐震化率：92.2％（平成 23 年 4 月時点） 

○特定緊急輸送道路の沿道建築物の耐震化率：81.3％（平成 24 年 2 月末時点） 

 

 

                             
14 震災時に震災対策指示や応急復旧を行う施設、多数の都民が利用する施設など 
15 緊急輸送道路のうち特に沿道建築物の耐震化を図る必要があるとして、耐震化推進条例に基づき知事が指

定する道路 
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表 5-29-1  防災上重要な公共建築物の耐震化の現状 

 
出典：「東京都耐震改修促進計画」（平成 24 年 3 月、東京都） 

 

 

 

出典：「2020 年の東京～大震災を乗り越え、日本の再生を牽引する～」（平成 23 年 12 月、東京都） 

図 5-29-2 防災上重要な都立建築物の耐震化率の推移 
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表 5-29-2  災害拠点病院、社会福祉施設等の耐震化の現状 

 
出典：「東京都耐震改修促進計画」（平成 24 年 3 月、東京都） 

 

 

 
出典：「2020 年の東京～大震災を乗り越え、日本の再生を牽引する～」（平成 23 年 12 月、東京都） 

図 5-29-3 都内小中学校の耐震化率の推移 

 

 

表 5-29-3  特定緊急輸送道路沿道の建築物の耐震化の現状 

 
出典：「東京都耐震改修促進計画」（平成 24 年 3 月、東京都） 
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2)  都市施設やライフラインの整備・耐震化 

建物の耐震化とともに、震災対応の要となる道路橋梁や港湾などの都市施設について、

事業者と行政が連携し、着実に整備・耐震化を進めていく必要がある。 

災害発生時に重要な機能を担う緊急輸送道路等の橋梁については、66％の耐震化が完了

している。 

また、水道施設については、震災時でも可能な限り給水するため、浄水場のろ過池や給

水所の配水池等の耐震化を進めており、ろ過池は約 80％、配水池は約 60％まで耐震化して

いる。首都中枢機関16や救急医療機関等、震災時に重要な役割を担う施設に供給する水道

管の耐震化は 46％まで達成している（図 5-29-4）。 

下水道施設については、水再生センターやポンプ所、下水道管の耐震化を進めており、

避難所や災害拠点病院などから排水を受け入れる下水道管は約 80％まで耐震化している。

液状化の危険性が高い地域にある緊急輸送道路の下水道マンホールの浮上抑制対策は平成

22 年度に完了した。 

 

○緊急輸送道路等の橋梁の耐震化率：66％（平成 23 年 3 月時点） 

○水門・排水機場等の耐震化率：65％（平成 23 年 3 月時点） 

○重要施設17に供給する水道管の耐震化率18：46％（平成 23 年 3 月時点） 

 

 
出典：「2020 年の東京～大震災を乗り越え、日本の再生を牽引する～」（平成 23 年 12 月、東京都） 

図 5-29-4 重要施設に供給する水道管の耐震化率 

 

(3) 津波対策 

1)  津波への備えの必要性 

東京湾は２つの半島に囲まれた閉鎖型の海域で、津波の影響を受けにくい地形となって

いる（図 5-29-5）。日本での津波災害の史料によると、過去 300 年にわたって東京湾岸で

の津波被害は確認されていない。また、津波対策に関して、東京都は、防潮堤、水門など

大規模な対策を講じている。これらは遠隔制御システムで管理され、対策措置が必要な状

況に対しては早期警報を発することになっている。 

 

 

                             
16 首都中枢機関：国会、中央省庁、都庁、駐日外国公館等（政治・行政機能）や、日本銀行本店、主要な金

融機関及び決済システム、それぞれのオフィス・電算センター等（経済機能） 
17 重要施設：首都中枢機関や救急医療機関等 
18 水道管の耐震化率：抜け出し防止機能を有する水道管の割合 
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これまで、東京都の水門や堤防等は昭和 34 年に名古屋地方に我が国最大の被害をもたら

した伊勢湾台風級の高潮を対象に整備されてきた。一方、津波については、東京都防災会

議において、最大津波高 1.2m を想定しており、この高さは東京都の高潮対策で十分守られ

る高さであった。 

東日本大震災では、岩手県宮古市で最大波 8.5ｍ以上の大津波が発生するなど大きな被

害を及ぼした。特に、水門や排水機場等の施設においては、地震による損壊や津波による

浸水等により多くの施設が機能不全となり、その被害を甚大なものとした。 

国の中央防災会議においては、「東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関

する専門調査会」が設置され、平成 23 年 9 月の報告では、ハード対策によって津波による

被害をできるだけ軽減するとともに、それを超える津波に対しては、避難を中心とするソ

フト対策を重視すべきとし、大規模地震と台風などとの複合災害についても留意する必要

があるとしている。 

東京都においても、東日本大震災の教訓を踏まえ、河川施設や港湾施設等の整備などの

ハード対策と、津波防災意識の啓発や、避難誘導体制の構築などのソフト対策を組み合わ

せた総合的対応力の強化により、津波等の被害を最小限に抑える取り組みを進めている。 

 

 

図 5-29-5 東京湾と津波の関係 

 

波が分散 

入り口が狭い 

波が入りにくい 

東京都 
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2)  東京湾沿岸の津波・高潮対策 

東京湾沿岸におけるこれまでの津波・高潮対策の主な取組は次に示すとおりである。 

 

①  河川施設や港湾施設等における耐震・耐水対策等の推進 

大地震発生時において堤防の決壊による被害を防止するため、東京の沿岸部や低地帯に

耐震性を有する外郭堤防、水門、排水機場等を整備している。また、東部低地帯における

河川施設の耐震対策は、阪神淡路大震災を契機として、堤防や水門・排水機場など、対策

が必要な河川施設の整備を進めている。特に、東部低地帯を囲む隅田川、中川、旧江戸川

の外郭堤防については、平成 20 年度に完了した。 

臨海部の耐震強化岸壁については、国際海上コンテナ輸送対応施設は５バース計画のう

ち３バースが完成しており、緊急物資輸送対応施設は 26 バース計画のうち 11 バースが完

成している。 

また、東日本大震災を受け、都として今後取り組むべき新たな対策の在り方などについ

て、平成 24 年８月に、学識経験者等からなる「地震・津波に伴う水害対策技術検証委員会」

（技術検証委員会）より提言を受けるとともに、この提言や耐震性能の照査等を踏まえた

「地震・津波に伴う水害対策に関する都の基本方針」を策定している。 

都の堤防や防潮堤等は、これまで、伊勢湾台風級の高潮高に対して高さを確保すること

を目標として施設整備を進めてきた。平成 24 年４月に東京都防災会議が示した最大の津波

高は、これまで整備の対象としてきた高潮高よりも低い想定となっていることから現行計

画の堤防高で対応可能である。 

 

②  地震・津波・高潮に対する危機管理体制の強化 

高潮対策活動において情報把握と施設操作等の迅速化を図るため、東京港の水門管理に

おいて、昭和 54 年より遠隔制御システムを導入し、夜間・休日等に発生した非常災害も含

め、非常時の活動への体制を整えている。河川施設については、水門管理センターで水門

等の制御や監視を行っており、さらに水門管理センターが機能不全となった場合に備え、

バックアップ施設として木下川センターを整備している。 

水防活動に必要な資器材については、水防倉庫 387 箇所（平成 24 年４月１日現在）に備

蓄しており、各機関が定期的に点検を実施している。 

 

③  津波警報・注意報等の伝達体制・避難誘導体制の構築 

東京都防災行政無線をはじめとした情報伝達手段を整備している。また、洋上飛行が可

能なヘリコプターテレビ電送システム（ヘリテレ）装備機体３機を運用している。八丈島

については、可搬型ヘリテレ受信装置を用いて臨時的に映像を受信することができるが、

これ以外の地域では現地映像を録画して活用する。 

 

④  津波防災意識の啓発、教育及び訓練の充実 

東京都では、地震発生時の津波災害に備えた適切な行動方法や心構え等を「津波に対す

る心得」として示している。また、東京都総合防災訓練では、津波による被害を想定し、

水門・陸こうの閉鎖訓練や住民の避難訓練等を行い、東京港における津波対策を検証して

いる。 
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(4) 防火性 

1)  東京都の防火性の現状・施策 

東京消防庁が昭和 35 年から逐次都内市町村の消防事務の受託を開始した当時、火災件数

は 9,000 件台に達した時期もあった。その後減少傾向が続き、表 5-29-4 に示すとおり近

年は 6,000 件台を推移し、平成 18 年には 5,000 件台に割り込んでいる。以後、毎年減少傾

向で推移し、平成 22 年の火災件数は前年の火災件数を下回り、昭和 35 年以降最も少ない

火災件数を更新した。 

防火体制に関して、日本の建物は国内法令により構造、材料等に関する厳格な安全基準

が設定されていることに加え、建物の規模等に応じて警報装置、スプリンクラー等の消防

用設備の設置等が義務付けられており、極めて高い防火性能が確保されている。 

さらに東京では、東京消防庁等が地域の消防団と連携し、都内約 300 箇所の消防署に、

消防分署・消防出張所等に配備した 1,905 台の消防車両のほか、消防ヘリコプター、消防

艇による警戒を 24 時間体制で実施しており、万一火災が発生しても、速やかに消火活動が

行われるため、被害は最小限に抑えられている。 

 

表 5-29-4  東京都の火災状況（平成 13～22 年） 

 
出典：「平成 23 年版 火災の実態」（平成 23 年 8 月、東京消防庁） 

 

 

また、東京都区部における不燃化率（耐火造及び準耐火造建設物の割合）は、図 

5-29-6(p5-29-11)及び図 5-29-7(p5-29-12)に示すとおりであり、平成 18 年で 77.2％であ

り、平成 13 年と比較して 2.3 ポイント上昇している。 
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建物用途別に見ると、特に官公庁施設、厚生医療施設、供給処理施設、事務所建築物、

宿泊・遊興施設、スポーツ・興行施設については 95%以上とほぼすべての建物が不燃化さ

れている。都心及び副都心の拠点別では、臨海地区で不燃化率 100％と最も高く他の地区

でも 90％以上となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「東京の土地利用 平成 18 年東京都区部」（平成 20 年 5 月、東京都） 

図 5-29-6 東京都区部の不燃化率（平成 13 年及び平成 18 年） 
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出典：「東京の土地利用 平成 18 年東京都区部」（平成 20 年 5 月、東京都） 

図 5-29-7 東京都区部の不燃化率の状況（平成 18 年） 
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2)  既存の会場における防火対策の事例 

既存会場における防火対策については、建築物の用途や規模に応じて、消防法及び東京

都火災予防条例により防火設備等の設置基準が定められている。 

設備区分のうち「劇場、映画館、演劇場又は観覧場」を例に挙げると、施設規模に応じ

て、消火器具、屋内消火栓、スプリンクラー、屋外消火栓、動力消防ポンプ、自動火災報

知設備、ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器、消防機関へ通報する火災報知設備、非

常ベル・自動式サイレン又は自動式サイレンと放送設備、避難器具、誘導等、消防用水、

排煙設備、連結散水設備、非常コンセント設備、無線通信補助設備を設置するよう定めら

れており、いずれの既存施設においても極めて高い防火体制が整えられている。 

 

また、東京都では平成 18 年 10 月から「優良防火対象物認定表示制度」が規定されてい

る。「優良防火対象物認定表示制度」では、建物の管理権原者（所有者等）が消防署長に申

請し、審査・検査を通して認定基準（表 5-29-5 を参照）に適合していると消防署長が認

める場合、優良防火対象物として認定を受けることができる。 

既存の会場では、東京国際フォーラム、国技館、夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、

Ｂ、東京スタジアムが認定優良防火対象物の認定を受けており、これらの施設における防

火対策は表 5-29-6（p5-29-14）に示すとおりである。 

 

表 5-29-5 認定優良防火対象物の認定基準 

◆ 法令の規定（防火に関すること）  

消防関係法令及び建築関係法令（防火に関する基準）の遵守の状況を確認する。 

◆ 避難安全性 

東京消防庁が定める方法により、避難上の安全の性能が確保されていることを確

認する。 

◆ 自衛消防組織とその活動能力 

東京消防庁が定める方法により、実際に自衛消防訓練を実施してもらい、自衛消

防隊の編成及び自衛消防活動能力が適切に確保されていることを確認する。 

◆ 過去の法令遵守の状況 

過去 2 年以内における法令遵守の状況として、次の事項を確認する。 

・消防法令違反をしたことによる命令、警告を受けていないこと。  

・消防法令違反をしたことによる罰則を受けていないこと。 

・消防用設備等点検報告（法第 17 条の 3 の 3）及び防火対象物点検報告 

（法第 8 条の 2 の 2）がされていること。  

◆ 過去の火災発生の状況 

過去 2 年以内において、火災が発生していないことを確認する。 

◆ 申請者が申告する各種防火対策 

防火対象物の防火安全性を高めるため、法令の規定によらず、自主的・意欲的な

防火安全対策（消防法令の趣旨に則ったものであり、かつ、火災の予防、警戒、

発見、通報、消火若しくは拡大の防止又は避難若しくは消防活動に有効と認めら

れるもの）が、防火対象物全体を包含して実施されていることを確認する。 

◆ その他消防総監が必要と認める事項 

過去 2 年以内において、認定の取消しを受けたことがなく、又は受けるべき事由

が現にないことを確認する。 

出典：東京消防庁ホームページより作成 
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表 5-29-6 認定優良防火対象の既存会場における防火対策例 

№ 会場名称 防火対策 

6 東京国際フォーラム 

①緊急救助用スペースを設置している 

②飲料水等を確保している 

③ＡＥＤを配置している〔計 12 台、内訳：Ｂ3 階 1 台、Ｂ1 階 4

台、1 階 1 台、4 階 2 台、5 階 1 台、6 階 2 台、7 階 1 台〕 

④地域の共助体制を確立している 

7 国技館 

①火気設備・器具の使用を禁止している〔全館〕 

②全館禁煙としている 

③防炎製品(座布団)を自主的に使用している〔客席部分〕 

④監視カメラを設置している 

⑤全周バルコニーを設置している〔2 階〕 

⑥消防水利を設置している 

⑦ロッカー類を壁・床に固定している〔1 階事務室〕 

⑧飲料水・食料を確保している〔3 日分/40 人〕 

⑨ＡＥＤを配置している〔計 4 台、1 階 2 台、地下 1 階 2 台〕 

24・25 
夢の島ユース・プラザ・ア
リーナＡ、Ｂ（現：東京ス
ポーツ文化会館） 

①全館禁煙としている 

②監視カメラを設置している 

③ＡＥＤを配置している〔1 階フロント 1 台〕 

30 
東京スタジアム 
（味の素スタジアム） 

<味の素スタジアム> 

①監視カメラを設置している②ＡＥＤを配置している 

<味の素スタジアム アミノバイタルフィールド スタンド> 

①全館禁煙としている。②監視カメラを設置している 

<味の素スタジアム アミノバイタルフィールド 大会本部室棟> 

①全館禁煙としている。②監視カメラを設置している 

出典：「認定優良防火対象物」（平成 24 年 4 月 30 日現在、東京消防庁ホームページ）をもとに作成 

※会場№は、表 1-3-37（p.1-85～1-86）に示す会場№を表す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：東京都北区ホームページ 

 

 

 

 

メ モ 

「優良防火対象物認定表示制度」 

「優良防火対象物認定表示制度」は、平成 18年 10月 1日から

はじまった制度で、この制度では、建物の管理権原者が消防

署長に申請し、審査・検査の結果、優良な建物として消防署長

の認定を受けたときは、優良な建物の証である優良防火対象

物認定証（通称：「優マーク」）を建物の見やすい場所に表示す

ることができるものである。 

「AED」 

自動体外式除細動器（Automated External Defibrillator）の略

称で、不整脈等を起こした際に電気ショック（徐細動）を与え、

治療する機械のこと 
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5-29-2  予測評価（全体計画） 

(1) 評価の指標及び目安 

全体計画の検討における評価の指標及び目安は、表 5-29-7 に示すとおりであり、耐震性、

津波対策及び防火性の向上を目安として評価を行った。 

表 5-29-7  評価の指標及び目安 

評価の指標 評価の基準 
評価の目安 

－２ －１ ０ ＋１ ＋２ 

耐震性 
耐震性の向
上 

－ 
耐震性に問
題があり懸
念が残る 

向上はない
が問題もな
い 

向上あり － 

津波対策 
津波対策の
向上 

－ 
津波対策に
問題があり
懸念が残る 

向上はない
が問題もな
い 

向上あり － 

防火性 
防火性の向
上 

－ 
防火性に問
題がある 

向上はない
が問題もな
い 

向上あり － 

 

 

(2) 予測評価の方法 

(ｲ) 耐震性 

開催中（施設の存在による影響）、開催後（後利用の影響）における、耐震性の向上に

ついて、東京都が公表している施策などを基に定性的に評価した。 

(ﾛ) 津波対策 

開催中（施設の存在による影響）、開催後（後利用の影響）における、津波対策の向上

について、東京都が公表している施策などを基に定性的に評価した。 

(ﾊ) 防火性 

開催中（施設の存在による影響）、開催後（後利用の影響）における、防火性の向上に

ついて、東京都が公表している施策などを基に定性的に評価した。 

 

 

(3) 予測評価の結果 

1)  開催中（施設の存在による影響） 

①  一次評価 

(ｲ) 耐震性 

日本の建築物についての耐震基準は世界的に見ても最も厳しく、震度６強から震度 7 程

度の地震でも人命に危害を及ぼしにくい耐震基準となっている。建築基準法に基づく現行

の耐震基準は、長年の総合的な研究のもと、大地震でも建築物が倒壊しないことを目標と

して昭和 56 年に導入された。その基準遵守のための建築物の設計・施工における厳格なチ

ェック体制を法律に位置づけている。 

既存の会場の施設については、建設当時の耐震基準に関連する法的基準に適合している

ため耐震性に問題はないと予測される。また、新設する施設（仮設施設も同様）について

も、建設時の耐震基準に適合する施設とする。 

これらのことから、耐震性において問題ないと考えられるため、全体計画の評価結果は

「０」とした。 
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(ﾛ) 津波対策 

東京湾は 2 つの半島に囲まれた閉鎖型の海域で、入口が狭く津波が入りにくいうえに、

湾内に入り込んだ津波の勢力も大幅に弱まるような地形となっている。そのため、外洋で

発生した津波に対し、湾内に入り込んだ津波も、狭い入口とその地形により波高もその勢

いも軽減される。また、東京湾沿岸の水害対策については、これまでも津波や高潮から街

を守る堤防や水門等の整備・耐震化を着実に推進してきている。これらのことから津波対

策において問題ないと考えられるため、全体計画の評価結果は「０」とした。 

 

(ﾊ) 防火性 

既存の会場の施設は、建設当時の防火性に関連する法律の基準に適合しているため防火

性に問題はないと予測される。また、新設する施設（仮設施設においても同様）について

も、建設時の安全基準に適合する施設とする予定である。 

日本の安全基準は、建物の規模等により、警報設備やスプリンクラー等の消防用設備の

設置が義務付けられ、構造、材料等に関する厳格な基準となっている。これらのことから、

防火性において問題ないと考えられるため、全体計画の評価結果は「０」とした。 

 

②  ミティゲーション 

(ｲ) 耐震性 

建築物の耐震化を推進していくため、建設当時の耐震基準に適合しているが最新の耐震

基準に適合していない既存施設については、2020 年東京大会の開催までに耐震性の向上が

図られる。 

８km 圏内を含む東京都全体の耐震性を高めるための具体的なミティゲーションは、表 

5-29-8(p5-29-17)に示すとおりである。 

 

(ﾛ) 津波対策 

津波対策においては、東日本大震災を受け、「地震・津波に伴う水害対策技術検証委員会」

を設置し、その検討結果をもとに水門等において重点的かつ高度な耐震・耐水対策を推進

することになっている。 

このような施設整備や耐震・耐水対策の推進により、東京湾沿岸の地震・津波・高潮災

害への備えを強化し、ハード対策とともに、危機管理体制の強化等によるソフト対策を推

進し、総合的な対応力を強化する。 

８km 圏内を含む東京湾沿岸の津波対策を向上するための具体的なミティゲーションは、

表 5-29-9(p5-29-19)に示すとおりである。 

(ﾊ) 防火性 

新たな被害想定において、区部木造住宅密集地域を中心に、建物倒壊や焼失による被害

が想定されており、建築物のの耐震化や不燃化、消防用水の確保等を加速させることによ

り、防火性を高める。なお、開催中においては、東京消防庁はすべての関連施設に消防車

両を待機させ、極めて高いレベルの防火体制を確立する。 

８km 圏内を含む東京都全体の防火性を高めるための具体的なミティゲーションは、表 

5-29-10(p5-29-19)に示すとおりである。 
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表 5-29-8(1)  消防・防災に関するミティゲーションの内容（耐震性） 

予測評価の時期 ミティゲーションの内容 

開催中 

施設の存

在による

影響 

 

＜建築物の耐震化＞ 

①重要建築物等の耐震化 

・震災時の避難・消火活動等の機能を確保するため、区市町村と連携し、

緊急輸送道路の沿道建築物を 100％耐震化する。 

・震災時の活動拠点等となる防災上重要な都立建築物を 100％耐震化する。 

・震災時の医療活動の拠点となる災害拠点病院や社会福祉施設等（主に災

害時要援護者が利用する入所施設）については、施設が常時稼動してい

る等の特性を踏まえた対策などを講じ 100%耐震化する。 

・子供の安全を守るため、高校、小中学校、特別支援学校、幼稚園、保育

所の施設を 100％耐震化する。 

・震災時の帰宅困難者対策の一環として、民間事業者が、従業員や顧客の

保護を含めた一時受入れを行うことを視野に入れ、不特定多数の人が利

用し、震災時の一時的な待機場所となりうるホテルや劇場等の大規模な

民間建築物について、事業者等との連携により 100％耐震化する。 

・建物所有者の意識や気運を高めていくため、都内すべての建築物を対象

とした都独自の耐震マーク表示制度を新たに創設し、耐震化の取組を加

速させる。 

・一定の規模以上の民間建築物に対し、耐震改修促進法に基づく指導、指

示、公表等や、耐震改修等に要する費用の一部を助成する等、多様な政

策手段を駆使して耐震化の取組を複合的に展開する。 

・都庁舎について、平成 26 年から予定している設備更新工事に合わせ、制

振装置の設置などによる長周期地震動対策に取り組むとともに、民間の

超高層建築物の所有者に対して、長周期地震動対策の必要性を広く普及

啓発する。 

・エレベーターの地震時管制運転装置の設置や機器の耐震化を促進するこ

とにより、閉じ込めによる被害を軽減する。 

 
 

資料：「2020 年の東京～大震災を乗り越え、日本の再生を牽引する～」（平成 23 年 12 月、東京都）より作成 
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表 5-29-8(2)  消防・防災に関するミティゲーションの内容（耐震性） 

予測評価の時期 ミティゲーションの内容 

開催中 

施設の存

在による

影響 

 

②住宅の耐震化 

・新たに創設する都独自の耐震マーク表示制度や法令・財政・税制等、多

様な政策手段を駆使して耐震化の取組を複合的に展開し、住宅の耐震化

率を 95％以上とする。 

・特に甚大な被害が想定される木造住宅密集地域において、木造住宅の耐

震化費用を助成するとともに、耐震化にあたり合意形成が難しいマンシ

ョンにアドバイザーの派遣費用や耐震化費用を助成するなど耐震化の取

組を加速させる。 

・耐震診断士の育成等により耐震化に取り組みやすい環境の整備を進める

とともに、安価で信頼できる耐震改修工法を周知し、住宅の耐震化を促

す。 

・専門家等による東京都建築物液状化対策検討委員会の検討結果を踏まえ、

区市町村と連携し、建築確認審査などの機会を捉えて液状化対策の必要

性や工法等の情報を積極的に提供することにより、建物所有者の自発的

な取組を促し、液状化による住宅被害を軽減する。 

 

また、「東京都耐震改修促進計画」（平成 24 年 4 月、東京都）において、以下

のような目標が設定されており、耐震診断・耐震改修の促進を図るための施

策や、総合的な安全対策が位置づけられている。 

 

出典：「東京都耐震改修促進計画」（平成 24 年 3 月、東京都） 

 

資料：「2020 年の東京～大震災を乗り越え、日本の再生を牽引する～」（平成 23 年 12 月、東京都）より作成 



 5-29-19 

表 5-29-8(3)  消防・防災に関するミティゲーションの内容（耐震性） 

予測評価の時期 ミティゲーションの内容 

開催中 

施設の存

在による

影響 

 

＜都市施設やライフラインの整備・耐震化＞ 

①都市施設やライフラインの整備・耐震化 

・緊急輸送道路等の橋梁の耐震化を 100％完了させ、震災発生時の輸送・避

難ルートを確保する。 

・センター・コア・エリア内の都道の無電柱化を完了させるとともに、多

摩地域及び周辺区部の緊急輸送道路等において無電柱化を推進する。緊

急輸送道路のうち、震災時に車両通行禁止区域の境界となる環状７号線

では、平成 37 年度までに無電柱化を完了させる。 

・三環状道路等の首都圏の高速道路網を早期に完成させ、災害から首都機

能を守るとともに、骨格幹線道路の整備を推進し、防災性を向上させる。 

・多摩山間部の道路について、大雨による通行止め等で地域が孤立化しな

いよう、道路の拡幅、線形改良、代替路等を整備するとともに、斜面崩

壊対策を推進し、地域の防災性を更に強化する。 

・震災時に道路上の障害物除去等を担う事業者を確保するため、契約制度

を見直すとともに、行政側も災害対応力を強化するなど、緊急輸送道路

等の通行が迅速に確保できる体制を強化し、ソフト面からも道路の震災

対策を図る。 

・鉄道駅については、一定の条件を満たす主要駅の耐震補強工事を支援す

るとともに、駅と駅の間にある高架部等の鉄道施設について耐震化を促

進する方策を検討する。 

・防災活動拠点の整備については、大規模公園において、大型車両の出入

りに対応した入口改修やヘリコプターの離着陸場としても使用可能な広

場等の確保・整備を進める。 

・水道施設については、浄水場のろ過池や給水所の配水池等の耐震化を推

進するとともに、優先的に整備を進めている首都中枢機関や救急医療機

関等に供給する水道管の耐震化を 100％完了する。また、その他の重要施

設にも対象を拡大するなど、耐震化を一層推進する。 

・下水道施設については、水再生センターやポンプ所等の耐震化を推進す

るとともに、震災時のトイレ機能を確保するため、避難所や災害拠点病

院などの施設から排水を受け入れる下水道管の耐震化を 100％完了する。 

・また、震災時の交通機能やトイレ機能を確保するため、液状化の危険性

が高い地域にある避難所等へのアクセス道路や地区内残留地区19、ターミ

ナル駅周辺などにおいて、下水道マンホールの浮上抑制対策を推進する。 

・電気・通信施設については、事業者による施設の耐震化や迅速な応急復

旧体制の確保、電線類の地中化等を促す。また、ガス施設については、

ガスの製造、供給施設等の耐震性の向上や震災時における迅速な応急復

旧体制の確保を促す。 

②社会資本ストックの長寿命化 

・高度経済成長期に整備した道路施設や河川施設、港湾施設、都営地下鉄、

水道・下水道施設等の社会資本について予防保全型管理を推進し、社会

資本ストックの長寿命化を図るとともに、ライフサイクルコストを大幅

に縮減する。 

 

資料：「2020 年の東京～大震災を乗り越え、日本の再生を牽引する～」（平成 23 年 12 月、東京都）より作成 

                             
19 地区内残留地区：地区の不燃化が進んでおり、万が一火災が発生しても、地区内に大規模な延焼火災の恐

れがなく、広域的な避難を要しない区域（平成 20 年２月現在 33 か所、約 90km2指定） 
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表 5-29-9  消防・防災に関するミティゲーションの内容（津波対策） 

予測評価の時期 ミティゲーションの内容 

開催中 

施設の存

在による

影響 

 

①施設整備及び耐震・耐水対策の推進 

・高潮や津波に対する安全性を確保するため堤防等の整備を推進する。 

・水門・排水機場等重要施設の耐震対策については、現在の技術基準に基

づく対策を完了するとともに、必要に応じ将来にわたって考えられる最

大級の地震動にも耐えられるよう、さらなる耐震性の強化対策を講じて

いく。また、堤防等について耐震性能照査等を行い、必要に応じ対策を

講じる。 

・水門・排水機場等の電気・機械設備の耐水対策については、万一、堤防

等の損傷により施設が浸水した場合でも必要な機能が確保できるよう対

策を講じていく。 

 

②総合的な対応力の強化 

・地震・津波・高潮等の発災時に水門の開閉等を行う高潮対策センターを

２拠点化し、緊急時のバックアップ機能を強化する。また、センターと

水門を結ぶ通信網や陸こう の操作機能の強化などを進める。 

・陸こうの閉鎖等を迅速に行えるよう操作体制を強化するとともに、災害

時に通信が途絶した場合に備え、複数の連絡方法を確立する等情報連絡

体制を拡充する。 

 

＜高潮対策センターの 2 拠点化＞ 

 

資料：「2020 年の東京～大震災を乗り越え、日本の再生を牽引する～」（平成 23 年 12 月、東京都）より作成 
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表 5-29-10  消防・防災に関するミティゲーションの内容（防火性） 

予測評価の時期 ミティゲーションの内容 

開催中 

施設の存

在による

影響 

 

①延焼遮断帯を形成する主要な都市計画道路の整備 

・市街地の延焼を遮断し、避難や救援活動の空間ともなる延焼遮断帯を確

保するため、整備地域（7,000ha）における主要な都市計画道路の整備を

100％達成する。 

・整備に際しては、都営住宅や公社住宅、都有地等を積極的に活用するな

ど沿道の従前居住者の円滑な住み替えや生活再建を強力に支援するとと

もに、地域の特性に応じた都市計画手法の活用などにより事業の実効性

を確保し、事業の進捗スピードを重視した集中的取組により計画的な整

備を推進する。 

 

②市街地の不燃化の推進 

・東京都建築安全条例に基づく都独自の防火規制 の指定区域拡大や、建替

え費用の助成、税制の活用などあらゆる手法を総動員して建物の不燃化

を強力に推進し、整備地域の不燃領域率を、延焼による焼失率がほぼゼ

ロとされる 70％にする。 

・不燃化の推進に際しては、地区を限定した都と区の連携による先導的な

事業において、各種施策の重点的投入を行うなど、集中的・重点的取組

を推進するとともに、その検証等を踏まえ、意欲ある区が主導的に整備・

改善に取り組むことのできる整備スキームを構築し、不燃化の加速を強

力に推進する。 

・市街地の整備に際しては、密集市街地の特性に合った都市計画手法等を

最大限活用して事業の進捗スピードを重視した集中的取組を推進し、都

営住宅や公社住宅、都有地等の活用を図りながら、生活道路や公園の整

備、狭小な敷地における共同建替え等を促進する。 

・あわせて木造住宅の耐震化の取組を支援し、建物倒壊による火災の発生

や避難路の閉塞を防止する。 

・また、火災時の消火用水を確保するため、深井戸等の消防水利を整備す

る。 

 

資料：「2020 年の東京～大震災を乗り越え、日本の再生を牽引する～」（平成 23 年 12 月、東京都）より作成 

 

③  二次評価 

(ｲ) 耐震性 

新設する会場の施設（仮設施設においても同様）については、建設時の耐震基準を満足

する施設となる予定である。また、表 5-29-8(p.5-29-17)に示すミティゲーションにより、

８km 圏内において防災上重要な建築物、木造住宅やマンションの耐震化が進められ、最新

の耐震基準に適合していない既存施設は 2020 年東京大会の開催までに耐震性の向上が図

られると予測されることから、全体計画の評価結果は「＋１」とした。 

 

(ﾛ) 津波対策 

表 5-29-9(p.5-29-19)に示すミティゲーションにより、東京湾沿岸への水害への備えが

強化され、津波対策のの向上が図られると予測されることから、全体計画の評価結果は「＋

１」とした。 
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(ﾊ) 防火性 

新設される会場の施設（仮設施設においても同様）については、建設時の防火基準を満

足する施設となる。 

また、東京では、夏季に林野火災はほとんど発生していないことに加え、大会会場は林

野火災のおそれのある場所には所在しない。 

表 5-29-10(p5-29-19)に示すミティゲーションにより、８km 圏内において木造密集地域

における不燃化を加速させ、すべてのオリンピック関連施設に消防車両と消防職員を配備

することで、迅速な対応を行うことから、防火性の向上が図られると予測され、全体計画

の評価結果は「＋１」とした。 

 

2)  開催後（後利用による影響） 

①  一次評価 

(ｲ) 耐震性 

開催中と同様に、開催後における各会場の施設は、建設当時の耐震基準に関連する法的

基準に適合しているため耐震性に問題はないと予測されることから、全体計画の評価結果

は「０」とした。 

 

(ﾛ) 津波対策 

開催中と同様に、開催後における各会場の施設は、東京港の水門及び防潮堤、河川の水

門及び堤防など、既に十分な対策を講じており、津波対策としては問題がないと予測され

ることから、全体計画の評価結果は「０」とした。 

 

(ﾊ) 防火性 

開催中と同様に、開催後における各会場の施設は、建設当時の防火性に関連する法律の

基準に適合しているため防火性に問題はないと予測されることから、全体計画の評価結果

は「０」とした。 

 

②  ミティゲーション 

(ｲ) 耐震性 

８km 圏内を含む東京都全体の耐震性を高めるためのミティゲーションは、開催中と同様

に、表 5-29-8(p5-29-17)に示すとおりである。東京都は、建築物の耐震化を推進していく

ため、建設当時の耐震基準に適合していても最新の耐震基準に適合していない既存施設に

ついては 2020 年東京大会の開催までに耐震性の向上を図っていく。 

 

(ﾛ) 津波対策 

８km 圏内を含む東京湾沿岸の津波対策を向上するためのミティゲーションは、開催中と

同様に、表 5-29-9(p5-29-19)に示すとおりである。 

 

(ﾊ) 防火性 

後利用時における８km 圏内を含む東京都全体の防火性を高めるためのミティゲーショ

ンは、開催中と同様であり、表 5-29-10(p5-29-19)に示すとおりである。 
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③  二次評価 

(ｲ) 耐震性 

表 5-29-8(p5-29-17)に示すミティゲーションにより、８km 圏内において防災上重要な

建築物、木造住宅やマンションの耐震化が進められる。また、最新の耐震基準に適合して

いない既存施設は 2020 年東京大会の開催までに耐震性の向上が図られ、耐震性の向上は開

催後も引続き維持されると予測されることから、全体計画の評価結果は「＋１」とした。 

 

(ﾛ) 津波対策 

表 5-29-9(p5-29-19)に示すミティゲーションにより、東京湾沿岸への水害への備えが強

化され、津波対策のの向上が図られる。これらの津波対策は開催後も引続き維持されると

予測されることから、全体計画の評価結果は「＋１」とした。 

 

(ﾊ) 防火性 

表 5-29-10(p5-29-19)に示すミティゲーションにより、８km 圏内において建物の不燃化

が加速され、防火性の向上が図られ、防火性の向上は開催後も引続き維持されると予測さ

れることから、全体計画の評価結果は「＋１」とした。 

 

 

(4) 評価結果の総括 

1)  耐震性 

全体計画における消防・防災（耐震性）の評価結果は表 5-29-11 に示すとおりであり、

建設当時の耐震基準に適合していても、最新の耐震基準に適合していない施設は耐震性の

向上が図られるため、開催中及び開催後の評価結果は「＋１」となる。 

 

表 5-29-11  全体計画に対する消防・防災の評価結果総括表（耐震性） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※評価点の目安は以下のとおりである。 

+2: 大きなプラスの影響 

+1: ある程度のプラスの影響 

0: 中立 

-1: ある程度のマイナスの影響 

-2: 大きなマイナスの影響 

－ : 予測評価の検討において対象外とした影響 

■ : 網掛けは非該当項目のため対象外とした影響 

 

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

全体計画 0 0 +1 +1

評価対象

評価点(一次) 評価点(二次)

開催前 開催中 開催後 開催前 開催中 開催後
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2)  津波対策 

全体計画における消防・防災（津波対策）の評価結果は表 5-29-12 に示すとおりであり、

東京湾沿岸への水害への備えが強化され、津波対策の向上が図られるため、開催中及び開

催後の評価結果は「＋１」となる。 

 

表 5-29-12  全体計画に対する消防・防災の評価結果総括表（津波対策） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)  防火性 

全体計画における消防･防災（防火性）の評価結果は表 5-29-13 に示すとおりであり、

８km 圏内において木造密集地域における不燃化が加速され、防火性の向上が図られ、防火

性の向上は開催後も引続き維持されると予測されることから、開催中及び開催後の評価結

果は「＋１」となる。 

 

表 5-29-13 全体計画に対する消防・防災の評価結果総括表（防火性） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※評価点の目安は以下のとおりである。 

+2: 大きなプラスの影響 

+1: ある程度のプラスの影響 

0: 中立 

-1: ある程度のマイナスの影響 

-2: 大きなマイナスの影響 

－ : 予測評価の検討において対象外とした影響 

■ : 網掛けは非該当項目のため対象外とした影響 

 

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

全体計画 0 0 +1 +1

評価対象

評価点(一次) 評価点(二次)

開催前 開催中 開催後 開催前 開催中 開催後

※評価点の目安は以下のとおりである。 

+2: 大きなプラスの影響 

+1: ある程度のプラスの影響 

0: 中立 

-1: ある程度のマイナスの影響 

-2: 大きなマイナスの影響 

－ : 予測評価の検討において対象外とした影響 

■ : 網掛けは非該当項目のため対象外とした影響 

 

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

全体計画 0 0 +1 +1

評価対象

評価点(一次) 評価点(二次)

開催前 開催中 開催後 開催前 開催中 開催後
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5-30  交通渋滞 

5-30-1  現況 

東京は、我が国の政治・経済・文化の中心として様々な機能が集積する一方で、過密によ

る慢性的な交通渋滞の発生が課題となっている。 

 

国土交通省によると、関東地方の主要渋滞ポイント※の分布は図 5-30-1 に示すとおりであ

り、関東地方の約 900 箇所の主要渋滞ポイントのうち、その約 600 箇所が首都圏中央連絡自

動車道路（圏央道）内側に集中している。 

道路別混雑時旅行速度の状況は図 5-30-2(p5-30-2)に示すとおりであり、８km 圏内を含む

東京都区部は人口集中と都市機能の集積に伴い、混雑時における自動車の旅行速度は、16.8

㎞/h となっており、全国平均（35.1 ㎞/h）を大きく下回っている。 

また、各会場周辺の道路交通量については図 5-30-3(p5-30-3～5-30-6)に示すとおりであ

る。 

 

※主要渋滞ポイント：渋滞距離や通過時間を基準として以下の定義によって抽出された箇所並びに関連す

る箇所をいう。 

・人口集中地区における一般道路において渋滞長が 1,000m 以上又は通過時間が 10 分以上 

・人口集中地区以外の一般道路において渋滞長が 500m 以上又は通過時間が 5 分以上 

・高速自動車国道ではインターチェンジの出入り口においてボトルネックとなっている箇所で 

渋滞回数 30 回/年以上又は平均渋滞長概ね２km 以上の箇所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「平成 17 年度道路交通センサス」（国土交通省道路局ホームページ）、 

東京都第３次渋滞対策プログラム 

図 5-30-1 関東地方(左）、東京都（右）における主要渋滞ポイントの分布状況 
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出典：東京都建設局ウェブサイト（http://www.kensetsu.metro.tokyo.jp/douro/gaiyo/01.html） 

   「平成 22 年度 全国道路交通情勢調査」より作成 

図 5-30-2 混雑時の平均旅行速度の状況（東京都区部と他都市との比較） 

 

８km 圏内の主要な道路交通量及び東京都第３次渋滞対策プログラムで定めているボトル

ネック箇所の状況は、図 5-30-3(p5-30-3～5-30-6)に示すとおりである。 

主要な道路としては、高速都心環状線、高速１号羽田線、高速２号目黒線、高速３号渋谷

線、高速４号新宿線、高速５号池袋線、高速６号向島線、高速７号小松川線、高速湾岸線、

高速９号深川線、高速 11 号台場線、高速中央環状線がある。 

会場周辺の幹線道路のうち、平日の 12 時間交通量が最も多い道路は、高速湾岸線（江東区

新木場 1 丁目）で 113,530 台となっている。 

また、ボトルネックが多く見られている箇所は高速 4 号新宿線、一般国道 1 号、一般国道

20 号、一般国道 246 号等の都心に向かう放射方向の高速道路、幹線道路となっている。 

首都圏では、特に高速道路において放射方向の道路に比べ環状方向の整備が遅れている。

このことにより、通過交通が都心部に集中して交通分散が図れず渋滞し、また高速道路を避

けて周辺の幹線道路に交通が流入することで、周辺の幹線道路も渋滞している。 

 

 

 

http://www.kensetsu.metro.tokyo.jp/douro/gaiyo/01.html
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出典：東京都建設局「平成 22 年度道路交通センサス（全国道路・街路交通情勢調査）一般交通量調査結果」 

（http://www.kensetsu.metro.tokyo.jp/douro/sensasu/sensasu.htm）より作成 

図 5-30-3(1) 各会場の道路交通量の状況（オリンピックスタジアム、国立代々木競技場） 
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出典：東京都建設局「平成 22 年度道路交通センサス（全国道路・街路交通情勢調査）一般交通量調査結果」 

（http://www.kensetsu.metro.tokyo.jp/douro/sensasu/sensasu.htm）より作成 

図 5-30-3(2) 各会場の道路交通量の状況（東京ベイゾーンの会場周辺） 
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出典：東京都建設局「平成 22 年度道路交通センサス（全国道路・街路交通情勢調査）一般交通量調査結果」 

（http://www.kensetsu.metro.tokyo.jp/douro/sensasu/sensasu.htm）より作成 

図 5-30-3(3) 各会場の道路交通量の状況（ヘリテッジゾーンの会場周辺） 
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出典：東京都建設局「平成 22 年度道路交通センサス（全国道路・街路交通情勢調査）一般交通量調査結果」 

（http://www.kensetsu.metro.tokyo.jp/douro/sensasu/sensasu.htm）より作成 

図 5-30-3(4) 各会場の道路交通量の状況（大井ホッケー競技場周辺） 
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5-30-2  予測評価（競技別） 

(1) 評価の指標及び目安 

競技別検討における評価の指標及び目安は、表 5-30-1 に示すとおりである。 

 

表 5-30-1  評価の指標及び目安 

評価の指標 評価の基準 
評価の目安 

－２ －１ ０ ＋１ ＋２ 

ボトルネック
の解消又は継
続 

現在の交通
渋滞及びボ
トルネック
の状況 

－ 
ボトルネッ
クの新規発
生 

現況と変わ
らない 

ボトルネッ
クの解消 

－ 

 

(2) 予測評価の方法 

予測評価の対象となる競技は、屋外で実施され、なおかつ会場の敷地外の道路を使用す

る陸上競技（マラソン）、陸上競技（競歩）、自転車（ロード・レース）、トライアスロンを

対象とし、これらの競技の影響による開催中（競技の実施による影響）におけるボトルネ

ックの解消又は継続についての評価を行った。 

屋外競技による道路交通規制等の詳細計画が未定であることから、予測評価は、東京都

の運営計画や既存のスポーツイベント時における道路施策等をもとに定性的な予測評価を

行った。 

 

表 5-30-2  予測評価方法（競技別） 

予測評価の時期 予測評価の方法 

開催中 
競技の実施による

影響 

屋外で実施され、なおかつ会場の敷地外の道路を使用する競技につい

て、東京都の運営計画や既存のスポーツイベント時における道路施策等

をもとに定性的な予測評価を行った。 

 

 

 

(3) 予測評価の結果 

1)  開催中（競技の実施による影響） 

①  一次評価 

競技で会場の敷地外の道路を使用する際には、一時的な交通規制を行うため、迂回路の

設定、事前の広報などの渋滞緩和計画を立てない場合には、交通渋滞が慢性化している都

心部の交通流を更に悪化させる可能性がある。 

各競技における予測結果は以下のとおりである。 
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(ｲ) マラソン 

マラソンの競技コースは図 5-30-4(1)（p5-30-9）に示すとおりであり、オリンピックス

タジアムを起点として、外堀通り、内堀通り、日比谷通り、中央通り、靖国通り、江戸通

りを通過するルートとなっている。皇居周辺は東京の中心部であり、日本を代表するビジ

ネス街となっており、沿道の多くが高層化された商業地となっている。 

マラソンの競技コースとなっている一般国道１号、一般国道４号、一般国道 15 号等の主

要幹線道路は、交通量が集中しており、現状においてボトルネックの発生箇所となってい

る。事前の渋滞緩和計画等の対策なしに、これらの道路を競技コースとして用いる場合に

は、周辺の道路に交通量が集中し、慢性化している交通渋滞を更に悪化させる可能性があ

ると考えられる。したがって、マラソンに対する評価結果は「－１」とした。 

 

(ﾛ) 競歩 

競歩の競技コースは、図 5-30-4(2)（p5-30-9）に示すとおりであり、オリンピックスタ

ジアムを起点として、外苑西通り、青山通り（一般国道 246 号）を通過するルートとなっ

ている。外苑西通りの沿道は商用地やマンションが多く住宅街が広がっており、青山通り

の沿道はオフィス街、ファッション街となっている。 

競技コースとなっている一般国道 246 号は、神奈川県側と都心を結ぶ主要な幹線道路で

あり、交通量が集中しており、現状においてボトルネックの発生箇所となっている。事前

の渋滞緩和計画等の対策なしに、これらの道路を競技コースとして用いる場合には、周辺

の道路に交通量が集中し、慢性化している交通渋滞を更に悪化させる可能性があると考え

られる。したがって、競歩に対する評価結果は「－１」とした。 

 

(ﾊ) 自転車競技（ロード・レース） 

自転車競技（ロード・レース）の競技コースは、図 5-30-4(3)（p5-30-10）に示すとお

りであり、皇居外苑を起点として、甲州街道（一般国道 20 号）を西進し、稲城大橋を南下、

川崎街道（都道 9 号、都道 41 号）を西進し関戸橋を渡り、甲州街道等を東進して武蔵野の

森公園を終点とするルートとなっている。 

主な競技コースとなっている一般国道 20 号は、東京都市部と都心を結ぶ主要な幹線道路

であり、交通量が集中しており、現状においてボトルネックの発生箇所となっている。事

前の渋滞緩和計画等の対策なしに、これらの道路を競技コースとして用いる場合には、周

辺の道路に交通量が集中し、慢性化している交通渋滞を更に悪化させる可能性があると考

えられる。したがって、自転車競技（ロード・レース）に対する評価結果は「－１」とし

た。 

 

(ﾆ) トライアスロン／パラトライアスロン 

トライアスロン／パラトライアスロンの競技コースは、図 5-30-4(4)（p5-30-10）に示

すとおりであり、お台場海浜公園を起点として、お台場及び青海の商業地区を周回するル

ートとなっている。お台場・青海は臨海副都心としての事業開発が進み、アミューズメン

ト施設や商業施設が街並み全体に立ち並ぶ都心の観光スポットとなっている。これらの道

路を競技コースとして用いる場合には、お台場地区の大部分について交通規制が掛かるこ

とで周辺の道路に交通量が集中し、新たな交通渋滞を引き起こす可能性があると考えられ

る。したがって、トライアスロン／パラトライアスロンに対する評価は「－１」とした。 
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図 5-30-4(1) 屋外競技コース：陸上競技（マラソンコース） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-30-4(2) 屋外競技コース：陸上競技（競歩コース） 
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図 5-30-4(3) 屋外競技コース：自転車競技（ロード・レースコース） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-30-4(4) 屋外競技コース：トライアスロンコース 
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②  ミティゲーション 

(a)  東京マラソンにおける対策・実績 

都内の沿道を利用する大規模スポーツイベントとして、東京マラソンにおける対策・

実績を以下に整理した。 

東京マラソンは、東京都心部におけるフルマラソンとして実施された国内最大規模の

市民マラソンであり、約 3 万 5 千人の一般市民が参加している。マラソンコースは、東

京都庁をスタート地点とし、皇居前、銀座、浅草雷門などの観光名所を経由して東京ビ

ッグサイトをフィニッシュ地点としたものである（図 5-30-5）。 

東京マラソンの実施による広範囲・長時間の交通規制により交通渋滞の影響が予測さ

れることから、これまでに表 5-30-3 に示すような様々な対策が実施されており、一般

の都市交通と共存しながら円滑な競技の実施がなされている。 

 

  

項 目 内 容 

競技種目 マラソン、10 ㎞ 

参加人員 約 35,000 人 

 マラソン 約 30,000 人 

 10 ㎞   約 5,000 人 

制限時間 マラソン 7 時間 

10 ㎞   1 時間 40 分 

開始・終了時間 スタート 

 車いす     9 時 5 分 

 マラソン、10 ㎞ 9 時 10 分 

フィニッシュ   16 時 10 分 

コース マラソン 

東京都庁～飯田橋～皇居前～日比谷～品

川～銀座～日本橋～浅草雷門～築地～豊

洲～東京ビッグサイト 

10 ㎞ 

東京都庁～飯田橋～皇居前～日比谷公園 

規制内容 コース及びコース直近の道路は車両通行

止め 

規制時間 ランナーの走行時間及びその前後の時間 

出典：椎名康雄「「東京マラソン」開催に伴う交通対策」（平成 21 年 7 月、交通工学、Vol.44、№4、ｐ116－120） 

図 5-30-5 東京マラソン 2009 の概要とコース及び迂回路 
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 表 5-30-3 東京マラソンにおける交通対策の内容 

ミティゲーションの内容 

【東京マラソン】 
○交通規制の実施 

・マラソンコースの交通規制 

・交差道路の交通規制 

・歩道橋、地下鉄出入口を利用した歩行者のコース横断への広報の徹底 

○流入抑制対策の実施 

・コース外側の幹線道路（山手通り・三ツ目通り等）を迂回路・外周迂回路として設定 

・対象迂回路の都心流入方向への信号青秒数の削減による流入抑制 

○交通円滑化対策の実施 

・信号秒数の調整等による円滑化 

○広報対策の実施 

・広報誌、チラシ、ホームページ、横断、テレビラジオ放送等により、交通規制の実施・迂

回路の案愛、自動車利用の自粛に関する広報 

出典：椎名康雄「「東京マラソン」開催に伴う交通対策」（平成 21 年 7 月、交通工学、Vol.44、№4、ｐ116－120） 

 

東京マラソンの開催日と、開催前年 2 月の交通状況の比較は表 5-30-4 に示すとおり

であり、開催当日は、いずれの年についても、2006 年 2 月日曜平均に比べ、走行台キロ、

渋滞長時間※ともに減少しており、交通の混乱はみられなかった。これは、マラソン開

催に伴う交通規制の各種広報の徹底により、道路利用者の理解を得られて交通量の抑制

等につながったものと考えられる。 

※走行台キロ…自動車走行距離（走行台数×走行距離）の総和による道路交通量の指標 

※渋滞長時間…渋滞長(㎞)に、渋滞が継続した時間を乗じた渋滞の指標 

 

表 5-30-4 東京マラソンの開催日と 2 月の交通状況の比較 

環七通以内の地域 

比較日 
走行台キロ 渋滞長時間 

2006 年 2 月平日平均 145 416 

2006 年 2 月日曜平均 100 100 

開催日 2007 年（2 月 18 日（日）） 76 37 

開催日 2008 年（2 月 17 日（日）） 84 53 

開催日 2009 年（3 月 22 日（日）） 84 51 

※調査日は 7 時～17 時の 10 時間 

 対象道路は地域内の主要な一般道路 

 数値は開催前年の 2006 年 2 月の日曜平均を 100 とした指数で示している 

 

 

(b)  2020 年東京大会の輸送に関する組織体制 

2020 年東京大会の各段階における輸送に関する組織体制を図 5-30-6 に示す。 

（計画段階） 

東京都は、オリンピック開催都市決定後速やかに、輸送計画の策定等を行う組織とし

てオリンピック輸送センター（ＯＴＣ：Olympic Transport Centre）を設置する。また、

同センターの諮問機関としてオリンピック交通輸送専門委員会（ＯＴＳＣ：Olympic 
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Transport Specialty Committee）を設置する。 

オリンピック輸送センターは、インフラ整備調整部門、交通輸送調整部門、大会関係

者輸送システム部門等より構成され、オリンピック交通輸送専門委員会が示す基本方針

を受け、大会組織委員会のセキュリティや宿泊など各部門等と連携し、詳細かつ具体的

な輸送運営計画を策定するとともに、オリンピックに関連する輸送インフラ整備の進捗

調整等を行う。 

オリンピック交通輸送専門委員会は、オリンピック輸送センター直属の組織として、

国土交通省、警察庁等の政府機関、東京都及び関係自治体、警視庁及び関係道府県警察、

高速道路会社、交通事業者、学識経験者、及び、オリンピック輸送センターと同時期に

設置される大会組織委員会の代表者等によって構成され、輸送に関する基本方針を策定

するとともに、各機関の合意形成の場として活用される。 

（実施段階） 

大会実施前に、オリンピック輸送センターの組織を、大会関係者輸送システム部門を

選手輸送システム部門など各システム別に再編し、輸送運営体制を大幅に拡充する。 

オリンピック輸送センターの各部門は、IOC、IF、観客等の各クライアント固有のニー

ズを十分に踏まえ、大会組織委員会内の部門や各輸送機関、及び交通規制を担う警視庁

と連携し、実施準備や運営テスト、大会期間中の輸送運営業務の円滑な実施にあたる。 

また、オリンピック交通輸送専門委員会は大会輸送運営計画が円滑に実施されている

かオリンピック輸送センターを管理するとともに、大会中における重要事項の合意形成

の場として活用される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｚ 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-30-6 2020 年東京大会の輸送に関する組織体制 

実施段階（2020） 計画段階（2013-2019） 
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(c)  2020 年東京大会での交通渋滞対策 

新たな交通混雑やボトルネックの発生を抑えるための交通渋滞に関するミティゲーシ

ョンの内容は表 5-30-5、表 5-30-6（p5-30-16）に示すとおりであり、2020 年東京大会

の開催時において、オリンピック・レーン等の設定、高度交通システムの導入、交通管

制の実施及び一般車両の流入抑制等により、競技開催時の交通輸送の円滑化を図る。 

なお、各競技における具体的な交通渋滞に関するミティゲーションについては、事業

実施段階における計画の具体化に併せて検討するものとする。 

 

表 5-30-5(1)  交通渋滞に関するミティゲーションの内容（開催時の交通規制等） 

会場区分 ミティゲーションの内容 

全会場 

共通 

【開催時の交通規制等】 

○オリンピック・レーン等の設定 

・すべての競技会場や練習会場、オリンピック主要施設および空港等は、慎重に設定されたオリン

ピック・レーン及びオリンピック・プライオリティ・ルートにより接続される。 

・オリンピック・レーンは選手村と競技会場、主要施設及び空港とを結ぶ路線に設定され、オリン

ピック・プライオリティ・ルートは、選手村と練習会場とを結ぶ路線に設定される。 

（オリンピック・レーン：約 317 ㎞） 

指定された大会関係車両が専用に使用する車線。このうち、約 150 ㎞については、選手村と成

田国際空港及び武蔵野の森地区を結ぶために設定された路線である。 

（オリンピック・プライオリティ・ルート：約 290 ㎞） 

指定された大会関係車両が優先的に走行可能な道路 

○代替ルートの用意 

・東京の高密度な道路網を活用し、主要ルートに支障をきたすような不測の事態に対応可能な高速

道路・主要幹線道路を代替ルートとして数多く用意する。また、ルート変更等を迅速に周知可能

なカーナビゲーションシステムをすべての大会車両に搭載し、大会関係者の円滑かつ確実で不断

な移動を保証するようにする。 
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表 5-30-5(2)  交通渋滞に関するミティゲーションの内容(開催時の交通規制等） 

会場区分 ミティゲーションの内容 

全会場 

共通 

【開催時の交通規制等】 

 

○交通管制の実施 

・大会開催時には、警視庁交通管制センターがオリンピック輸送センターと連携して半径 8 ㎞圏内

外の交通流等を制御し、核輸送システムの定時性・信頼性を確保する。具体的には、オリンピッ

ク輸送センターに集積した選手の移動情報や道路の渋滞情報を基に、警視庁交通管制センターが

必要に応じて、信号の制御などの交通管制により交通流量等を調整する。 

・公共車両優先システム（ＰＴＰＳ）を用いて、バス等の優先走行を確保する。 

 

○交通需要の管理 

・大会開催時における大会関係車両の定時運行の確保と一般の市民生活や経済活動への影響を最小

限とするため、関係機関と連携し、交通量約 10％の低減を目標に、一般車両の都心部への流入を

抑制する交通需要マネジメントを実施する。 

・広報キャンペーンを通じた、代替ルートの利用の奨励 

・公共交通機関の積極的利用の呼びかけ 

・企業の夏季休暇時期及び業務時間の調整 

・企業への納品時間の変更要請 

・市民への需要抑制の協力依頼等の実施 

 

○会場周辺の駐車の抑制 

・会場周辺における駐車の抑制については、事前の交通対策の広報や、警察による交通規制及び違

法駐車取り締まり等を実施する。 

・車で来場希望の観客には、パーク＆ライドを提供する。観客は、東京郊外に設置する専用駐車場

で無料の公共交通機関に乗り換え、各競技会場にアクセスする。チケット購入時には、パーク＆

ライドの利用も一括予約できる体制を整える等、観客によって利便性の高いシステムを構築する。 

 

○観客及び一般市民への輸送情報の提供 

・大会期間中の交通手段の周知によって公共輸送機関の利用促進を図るため、大会開催の 1 年前か

ら、パンフレット、新聞、テレビ、インターネット等を通じた広報活動を開始する。さらに、6

カ月前からは集中的なキャンペーンを行う。大会に伴う交通により影響を受ける地域住民には代

替交通手段について役立つ情報を提供し影響を最小限に抑える。 

・大会開催期間中は、オリンピック輸送センターが警視庁交通管制センター、鉄道事業者等と連携

してカーナビゲーションシステムや鉄道の車両情報システム等を通じて様々な交通情報を情報提

供する。 
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表 5-30-6  交通渋滞に関するミティゲーションの内容（道路交通システムの導入） 

会場区分 ミティゲーションの内容 

全会場 

共通 
【道路交通システムの導入】 

 

○高度道路交通システム（ＩＴＳ）の導入 

・東京では、最先端の情報通信技術を駆使したＩＴＳにより、交通管理の効率化や道路交通の安全

性、効率性、快適性の向上を実現しており、これらの技術基盤を最大限に活用して効率的に輸送

システムの運営を行う。 

 

道路交通情報通信

システム 

（ＶＩＣＳ） 

ＶＩＣＳは、カーナビゲーションシステムの画面上に道路の渋滞などの状況を踏ま

えた最適な走行ルートを表示するシステムであり、日本においては既に約 3,400 万台

の車に搭載されるなど広く普及しているシステムである。 

2020 年東京大会においては、最新鋭のサービスを利用可能なカーナビゲーションシ

ステムを全車両に搭載し、安心で信頼性の高い関係者への輸送サービスを提供する。 

 

自動料金収受シス

テム 

（ＥＴＣ） 

ＥＴＣは、料金所に停車することなく自動的に料金を収受するシステムであり、東

京に（首都高速道路）における利用率は既に約９割に達している。2020 年東京大会に

おいては、全大会関係車両に搭載し、円滑な大会関係者の移動を実現する。 

 

 

・交通管制面では、下記の機能から構成される、警察が推進する新交通管理システム（ＵＴＭＳ）

が中心的な役割を果たす。 

 

交通情報提供シス

テム（ＩＴＣＳ） 

車両感知器等から収集した交通情報を基に、最適な信号制御を行うシステムであ

り、物流の効率化、大量公共輸送機関の利用促進など円滑で安全な交通輸送を実現す

る。 

交通情報提供シス

テム（ＡＭＩＳ） 

都内の道路に設置している光ビーコン、交通情報収集カメラなどを 2020 年までに

増設し、収集する交通情報をさらに高密度化・高性能化し、ドライバーに対して、渋

滞、交通規制、目的地までのりょこ時間などの交通情報を、光ビーコンや情報板等を

通じてリアルタイムに提供する。 

公共車両優先シス

テム（ＰＴＰＳ） 

信号制御などにより、バスなどの公共車両の優先的通行を実施し、定時性を確保す

るシステムであり、バスなどの運行状況を把握しつつ、一般道路交通の流れと、公共

車両を適切に管理することにより、円滑な輸送を実現する。 

車両運行管理シス

テム（ＭＯＣＳ） 

第 18 回長野オリンピック冬季競技大会においても活用された物流の効率化を図る

システムであり、大会時においても活用される。 
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(d)  道路整備等による交通渋滞対策 

道路整備等による交通渋滞対策は表 5-30-7 に示すとおりである。三環状道路をはじ

めとする道路ネットワーク整備により、区部の平均旅行速度が現況よりも上昇し、交通

渋滞を緩和することができる。 

 

表 5-30-7  交通渋滞に関するミティゲーションの内容 

会場区分 ミティゲーションの内容 

全会場 

共通 
【計画中の輸送インフラの整備】 

東京都は、新たな都心戦略である「2020 年の東京」やその他各種計画を策定し、様々な主要な輸送

インフラの整備を進めている。こうした整備は、2020 年東京大会とは関係なく、都市の戦略的な計画

の一環として実行されるものであるが、2020 年東京大会の計画及びビジョンはこれに沿ったものとし

ているため、2020 年東京大会に必要な輸送インフラサービスが効果的に提供される。 

整備が進められている主な輸送インフラは以下のとおりである。 

 

・東京都は、交通渋滞を解消するため、2020 年までに三環状道路の約 9 割を完成させる等のネッ

トワークの整備を強力に推進する。首都高速中央環状品川線は 2013 年度に完成する予定であ

る。 

 

・首都高速晴海線は 2015 年に完成予定であり、大会開催時には選手村と各種競技場を結ぶ重要な

輸送ルートの一部となる。首都高速晴海線により移動時間が大幅に改善され、例えば、選手村

から夢の島競技場までの所要時間は、現在の 15 分から 10 分に短縮される。 

 

・環状 2 号線は、2020 年までに完成し、オリンピックスタジアムパークや選手村とＩＯＣホテル

を結ぶ大動脈となり、大会開催時にはオリンピック・レーンも設置することにより、移動時間

を大幅に短縮される。例えば、選手村からオリンピックスタジアムまでの所要時間は、15 分短

縮し、10 分となる。 

 

・環状 3 号線は、オリンピックスタジアムパークや東京体育館に接続する主要幹線道路となる。 

 

【交通渋滞に関するその他の整備】 

・鉄道の連続立体交差事業の着実な推進、新たな路線・区間での実施 
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○「2020年の東京」計画における交通渋滞施策の概要 

 

＜三環状道路をはじめとする道路ネットワーク整備＞ 

○ 首都高速中央環状線の整備 

・ 首都高速道路㈱と共同で施行している品川線の整備を推進し、平成 25 年度の完成を目指す 

○ 東京外かく環状道路の整備 

・ 関越道～東名高速間について 2020 年までに完成させる 

○ 首都圏中央連絡自動車道（圏央道）の整備 

・ 圏央道の整備促進を国に強く働きかけ、早期に全線開通させる 

 

三環状道路の整備率の状況 
平成 22 年度末 

の整備率（％） 

平成 32 年度末 

の整備率（％） 

三環状道路 47 92 

  首都高速中央環状線 84 100 

  東京外かく環状道路 31 60 

  圏央道 46 100 

 

○ 放射・環状道路、地域高規格道路、都市高速道路等の、骨格となる幹線道路の整備 

 

○2020 年（平成 32 年）の道路網 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「２０２０年の東京」（平成 23 年 12 月、東京都） 
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③  二次評価 

表 5-30-5(p5-30-14)、表 5-30-6（p5-30-16）、表 5-30-7（p5-30-17）に示すミティゲ

ーションを実施することにより、競技開催時の交通輸送の円滑化を図るとともに、三環状

道路の整備等の実施により圏央道内側の主要渋滞ポイントを概ね解消することが図られる。 

東京都は、東京マラソンをはじめとした沿道を利用した大規模スポーツイベントにおけ

る交通渋滞対策の実績があり、一般都市交通と共存した円滑な競技の実施が既になされて

いる。これらの大規模スポーツイベントでの実績・経験を基にした交通規制、流入抑制、

広報対策等の交通対策を行うことにより、確実な交通渋滞の解消を図ることができると考

えられる。 

これらのことから、競技の開催時において、各競技の実施による新たな交通混雑やボト

ルネックの発生が生じることなく、現況より交通事情の改善がなされると予測される。 

したがって、各競技に対する評価結果は、いずれも「＋１」とした。 

 

(4) 評価結果の総括 

競技で会場の敷地外の道路を使用する際には、一時的な交通規制を行うため、迂回路の

設定、事前の広報などの渋滞緩和計画を立てない場合には、交通渋滞が慢性化している都

心部の交通流を更に悪化させる可能性があることから、屋外で実施され、なおかつ会場の

敷地外の道路を使用する陸上競技（マラソン）、陸上競技（競歩）、自転車（ロード・レー

ス）、トライアスロンを対象とし、これらの競技の影響による開催中における交通渋滞の評

価を定性的に行った。 

ハード面の対策として、高度交通システムの導入等により競技開催時の交通輸送の円滑

化を図るとともに、三環状道路の整備等の実施により圏央道内側の主要渋滞ポイントを概

ね解消することを図る。 

また、ソフト面の対策として、競技当日の広報活動の徹底や流入規制等が挙げられ、東

京都は東京マラソンをはじめとした大規模スポーツイベントにおける交通渋滞対策の実績

がある。 

これらの経験を踏まえた交通対策を立てることにより、確実な渋滞解消を図ることがで

きると考えられる。 

 

各競技に対する交通渋滞の評価結果は表 5-30-8(p5-30-20)に示すとおりである。 

陸上競技（マラソン）、陸上競技（競歩）、自転車競技（ロード・レース）、トライアスロ

ンの敷地外で道路を使用する４競技について、一次評価では、開催中において交通渋滞の

発生の可能性があるため「－１」となるが、開催期間中におけるオリンピック・レーンの

設定等の輸送施策や、三環状道路や主要幹線道路の整備等により、交通流の円滑化が見込

めることから、各会場において評価結果は「＋１」となる。 
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表 5-30-8 各競技に対する交通渋滞の評価結果総括表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※競技№は、表 1-3-38（p1-87）に示す競技№を表す。 

 

※評価点の目安は以下のとおりである。 

+2: 大きなプラスの影響 

+1: ある程度のプラスの影響 

0: 中立 

-1: ある程度のマイナスの影響 

-2: 大きなマイナスの影響 

－ : 予測評価の検討において対象外とした影響 

■ : 網掛けは非該当項目のため対象外とした影響 

 

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

1 陸上競技（マラソン） -1 +1

2 陸上競技（競歩） -1 +1

3 自転車競技（ロード･レース） -1 +1

4
トライアスロン／パラトライアス
ロン

-1 +1

5 水泳（マラソン 10km） － －

6
カヌー（スプリント）／パラカ
ヌー

－ －

7 カヌー（スラローム） － －

8 ボート － －

9 セーリング － －

開催中 開催後

競技 評価点(一次) 評価点(二次)

No. 名称

開催前 開催中 開催後 開催前
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5-30-3  予測評価（全体計画） 

(1) 評価の指標及び目安 

８km 圏内の全体計画における評価の指標及び目安は、表 5-30-9 に示すとおりであり、渋

滞を悪化させないこと、交通流の円滑化が見込めることを評価の基準として評価を行った。 

 

表 5-30-9  評価の指標及び目安 

評価の指標 評価の基準 
評価の目安 

－２ －１ ０ ＋１ ＋２ 

ボトルネック
の解消又は継
続 

現在の交通
渋滞及びボ
トルネック
の状況 

－ 
ボトルネッ
クの新規発
生 

現況と変わ
らない 

ボトルネッ
クの解消 

－ 

 

(2) 予測評価の方法 

開催前（工事による影響）、開催中（競技の実施による影響）、開催後（工事による影響）、

開催後（後利用による影響）における、８km 圏全体のボトルネックの解消又は継続について、

東京都の施策等をもとに定性的に予測評価を行った。 

 

表 5-30-10  予測評価方法（全体計画） 

予測評価の時期 予測評価の方法 

開催前 工事による影響 

工事による交通渋滞への影響について、東京都が計画している輸送イ

ンフラ整備計画や工事中の交通渋滞施策等をもとに定性的に予測評価

を行った。 

開催中 
競技の実施による

影響 

競技の実施による交通渋滞への影響について、東京都が計画している

大会計画や交通渋滞施策をもとに定性的に予測評価を行った。 

開催後 

工事による影響 

工事による交通渋滞への影響について、東京都が計画している輸送イ

ンフラ整備計画や工事中の交通渋滞施策等をもとに定性的に予測評価

を行った。 

後利用による影響 

競技会場の後利用による交通渋滞への影響について、東京都が計画し

ている交通渋滞施策をもとに定性的に予測評価を行った。 

 

 

(3) 予測評価の結果 

1)  開催前（工事の実施による影響） 

①  一次評価 

8 ㎞圏内の会場について、工事の実施に伴う工事用車両のピーク台数の合計台数は、約

4,100 台/日程度と想定されるが、8 ㎞圏内全体の交通量と比較して大きな影響とならない

と考えられる（ピーク台数の設定については「5-1 大気」表 5-1-28（p5-1-68）を参照）。 

また、東京都は、開催前における工事実施時において、工事用車両の出入口の位置設定

に配慮するなど会場周辺を対象に適切な渋滞緩和策をとることとしている。 
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ただし、８km 圏内全体の交通流の円滑化の更なる施策が無い場合、工事の実施によって

交通流が円滑化すること見込めないと想定される。 

したがって、全体計画の評価結果は｢０｣とした。  

 

②  ミティゲーション 

交通渋滞に関するミティゲーションの内容は、表 5-30-11(p5-30-22)に示すとおりであ

る。三環状道路及び骨格幹線道路の主要部分を整備することにより、区部の平均旅行速度

が向上することになる。 

 

表 5-30-11  交通渋滞に関するミティゲーションの内容（全体計画） 

会場区分 ミティゲーションの内容 

全体計画 【計画中の輸送インフラの整備】 

東京都は、新たな都心戦略である「2020 年の東京」やその他各種計画を策定し、様々な主要な輸送

インフラの整備を進めている。こうした整備は、2020 年東京大会とは関係なく、都市の戦略的な計画

の一環として実行されるものであるが、2020 年東京大会の計画及びビジョンはこれに沿ったものとし

ているため、2020 年東京大会に必要な輸送インフラサービスが効果的に提供される。 

整備が進められている主な輸送インフラは以下のとおりである。 

 

・東京都は、交通渋滞を解消するため、2020 年までに三環状道路の約 9 割を完成させる等のネッ

トワークの整備を強力に推進する。首都高速中央環状品川線は 2013 年度に完成する予定であ

る。 

 

・首都高速晴海線は 2015 年に完成予定であり、大会開催時には選手村と各種競技場を結ぶ重要な

輸送ルートの一部となる。首都高速晴海線により移動時間が大幅に改善され、例えば、選手村

から夢の島競技場までの所要時間は、現在の 15 分から 10 分に短縮される。 

 

・環状 2 号線は、2020 年までに完成し、オリンピックスタジアムパークや選手村とＩＯＣホテル

を結ぶ大動脈となり、大会開催時にはオリンピック・レーンも設置することにより、移動時間

を大幅に短縮される。例えば、選手村からオリンピックスタジアムまでの所要時間は、15 分短

縮し、10 分となる。 

 

・環状 3 号線は、オリンピックスタジアムパークや東京体育館に接続する主要幹線道路となる。 

 

【交通渋滞に関するその他の整備】 

・鉄道の連続立体交差事業の着実な推進、新たな路線・区間での実施 

 

【工事中における交通規制計画の策定】 

・工事中において工事用車両の迂回路を設定する 

・工事用の搬出入口等の合理的計画による車両交通時間・場所の分散化 
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③  二次評価 

表 5-30-11(p5-30-22)に示すミティゲーションにより、８km 圏内の平均旅行速度が向上

することにより、渋滞が緩和されることが考えられる。 

また、東京都は工事中において迂回路を設定することや、工事用車両の搬出入口の合理

的経計画などの渋滞を悪化させない交通規制計画を策定・実施することにより、ボトルネ

ック箇所が現況より解消されると予測されることから、全体計画の評価結果は｢＋１｣とし

た。 

 

 

2)  開催中（競技の実施による影響） 

①  一次評価 

2020 年東京大会の開催に伴い、短期間のうちに約 860 万人の訪問者が集まり、その多く

が東京以外から訪れ、特に、開会式や閉会式をはじめとして、都内各地で同時期に大観衆

が集まることにより、既存の交通網に新たな負担が加わると考えられる。 

そのため、大会運営中の様々な交通規制や大会運営車両の増加により、渋滞緩和計画を

何も立てない場合には、交通渋滞が慢性化している都心部の交通流を悪化させる可能性が

あると予測される。 

したがって、全体計画の開催中の評価結果は、いずれも「－１」とした。 

 

②  ミティゲーション 

2020 年東京大会では、28 の競技会場が選手村から半径 8 ㎞圏内に配置されており、構想

段階において輸送に関しての影響が最小限になるような計画となっている。 

また、通常の輸送需要ピークが通常月よりも減る夏季休暇の集中時期に開催期間を合わ

せることにより、2020 年大会による交通需要増にも対応できる計画となっている。 

 

開催中における交通渋滞のミティゲーションは、表 5-30-12（p5-30-24）に示すとおり

である。また、「1) 開催前（工事の実施による影響）」（p5-30-21）と同様に輸送インフラ

の整備を行う。 
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表 5-30-12  交通渋滞に関するミティゲーションの内容（全体計画） 

会場区分 ミティゲーションの内容 

全会場 

共通 
【開催時の交通規制等】 

○オリンピック・レーン等の設定 

・すべての競技会場や練習会場、オリンピック主要施設および空港等は、慎重に設定されたオリン

ピック・レーン及びオリンピック・プライオリティ・ルートにより接続される。 

・オリンピック・レーンは選手村と競技会場、主要施設及び空港とを結ぶ路線に設定され、オリン

ピック・プライオリティ・ルートは、選手村と練習会場とを結ぶ路線に設定される。 

（オリンピック・レーン：約 317 ㎞） 

指定された大会関係車両が専用に使用する車線。このうち、約 150 ㎞については、選手村と成

田国際空港及び武蔵野の森地区を結ぶために設定された路線である。 

（オリンピック・プライオリティ・ルート：約 290 ㎞） 

指定された大会関係車両が優先的に走行可能な道路 

○代替ルートの用意 

・東京の高密度な道路網を活用し、主要ルートに支障をきたすような不測の事態に対応可能な高速

道路・主要幹線道路を代替ルートとして数多く用意する。また、ルート変更等を迅速に周知可能

なカーナビゲーションシステムをすべての大会車両に搭載し、大会関係者の円滑かつ確実で不断

な移動を保証するようにする。 
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表 5-30-12(2)  交通渋滞に関するミティゲーションの内容 

会場区分 ミティゲーションの内容 

全会場 

共通 
【開催時の交通規制等】 

 

○交通管制の実施 

・大会開催時には、警視庁交通管制センターがオリンピック輸送センターと連携して半径 8 ㎞圏内

外の交通流等を制御し、核輸送システムの定時性・信頼性を確保する。具体的には、オリンピッ

ク輸送センターに集積した選手の移動情報や道路の渋滞情報を基に、警視庁交通管制センターが

必要に応じて、信号の制御などの交通管制により交通流量等を調整する。 

・公共車両優先システム（ＰＴＰＳ）を用いて、バス等の優先走行を確保する。 

 

○交通需要の管理 

・大会開催時における大会関係車両の定時運行の確保と一般の市民生活や経済活動への影響を最小

限とするため、関係機関と連携し、交通量約 10％の低減を目標に、一般車両の都心部への流入を

抑制する交通需要マネジメントを実施する。 

・広報キャンペーンを通じた、代替ルートの利用の奨励 

・公共交通機関の積極的利用の呼びかけ 

・企業の夏季休暇時期及び業務時間の調整 

・企業への納品時間の変更要請 

・市民への需要抑制の協力依頼等の実施 

 

○会場周辺の駐車の抑制 

・会場周辺における駐車の抑制については、事前の交通対策の広報や、警察による交通規制及び違

法駐車取り締まり等を実施する。 

・車で来場希望の観客には、パーク＆ライドを提供する。観客は、東京郊外に設置する専用駐車場

で無料の公共交通機関に乗り換え、各競技会場にアクセスする。チケット購入時には、パーク＆

ライドの利用も一括予約できる体制を整える等、観客によって利便性の高いシステムを構築する。 

 

○観客及び一般市民への輸送情報の提供 

・大会期間中の交通手段の周知によって公共輸送機関の利用促進を図るため、大会開催の 1 年前か

ら、パンフレット、新聞、テレビ、インターネット等を通じた広報活動を開始する。さらに、6

カ月前からは集中的なキャンペーンを行う。大会に伴う交通により影響を受ける地域住民には代

替交通手段について役立つ情報を提供し影響を最小限に抑える。 

・大会開催期間中は、オリンピック輸送センターが警視庁交通管制センター、鉄道事業者等と連携

してカーナビゲーションシステムや鉄道の車両情報システム等を通じて様々な交通情報を情報提

供する。 
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表 5-30-12(3)  交通渋滞に関するミティゲーションの内容 

会場区分 ミティゲーションの内容 

全会場 

共通 
【道路交通システムの導入】 

○高度道路交通システム（ＩＴＳ）の導入 

・東京では、最先端の情報通信技術を駆使したＩＴＳにより、交通管理の効率化や道路交通の安全

性、効率性、快適性の向上を実現しており、これらの技術基盤を最大限に活用して効率的に輸送

システムの運営を行う。 

道路交通情報通信

システム 

（ＶＩＣＳ） 

ＶＩＣＳは、カーナビゲーションシステムの画面上に道路の渋滞などの状況を踏ま

えた最適な走行ルートを表示するシステムであり、日本においては既に約 3,400 万台

の車に搭載されるなど広く普及しているシステムである。 

2020 年東京大会においては、最新鋭のサービスを利用可能なカーナビゲーションシ

ステムを全車両に搭載し、安心で信頼性の高い関係者への輸送サービスを提供する。 

 

自動料金収受シス

テム 

（ＥＴＣ） 

ＥＴＣは、料金所に停車することなく自動的に料金を収受するシステムであり、東

京に（首都高速道路）における利用率は既に約９割に達している。2020 年東京大会に

おいては、全大会関係車両に搭載し、円滑な大会関係者の移動を実現する。 

 

 

・交通管制面では、下記の機能から構成される、警察が推進する新交通管理システム（ＵＴＭＳ）

が中心的な役割を果たす。 

交通情報提供シス

テム（ＩＴＣＳ） 

車両感知器等から収集した交通情報を基に、最適な信号制御を行うシステムであ

り、物流の効率化、大量公共輸送機関の利用促進など円滑で安全な交通輸送を実現す

る。 

交通情報提供シス

テム（ＡＭＩＳ） 

都内の道路に設置している光ビーコン、交通情報収集カメラなどを 2020 年までに

増設し、収集する交通情報をさらに高密度化・高性能化し、ドライバーに対して、渋

滞、交通規制、目的地までのりょこ時間などの交通情報を、光ビーコンや情報板等を

通じてリアルタイムに提供する。 

公共車両優先シス

テム（ＰＴＰＳ） 

信号制御などにより、バスなどの公共車両の優先的通行を実施し、定時性を確保す

るシステムであり、バスなどの運行状況を把握しつつ、一般道路交通の流れと、公共

車両を適切に管理することにより、円滑な輸送を実現する。 

車両運行管理シス

テム（ＭＯＣＳ） 

第 18 回長野オリンピック冬季競技大会においても活用された物流の効率化を図る

システムであり、大会時においても活用される。 

 

 

 

 

③  二次評価 

表 5-30-11(p5-30-22)に示すミティゲーションにより、東京都は競技開催時の交通輸送

の円滑化を図るとともに、三環状道路の整備等により圏央道内側の主要渋滞ポイントを概

ね解消することを図る。 

また、表 5-30-12(p5-30-24～26)に示すミティゲーションにより、東京都はオリンピッ

ク・レーンの設定等、開催中の交通輸送の円滑化を図っていく。 

これらのことから、各競技の実施によって渋滞が悪化することはなく、2020 年東京大会

の開催時にはボトルネックが現況より解消されると予測される。 

したがって、８km 圏全体の開催中における評価結果は、いずれも「＋１」とした。 
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3)  開催後（工事の実施による影響） 

①  一次評価 

8 ㎞圏内の会場について、仮設物の撤去等の工事の実施に伴う工事用車両のピーク台数

の合計台数は、約 5,300 台/日程度と想定されるが、8 ㎞圏内全体の交通量と比較して大き

な影響とならないと考えられる（※ピーク台数の設定については「5-1 大気」表 5-1-28

（p5-1-68）を参照）。 

また、「1) 開催前（工事の実施による影響）」（p5-30-21)と同様に、2020 年東京大会の

開催後における工事実施時には、工事用車両の出入口の位置設定に配慮するなど、適切な

渋滞緩和策をとることにしている。 

ただし、８km 圏内全体の交通流の円滑化を図るためのさらなる施策が無い場合、工事の

実施によって交通流が円滑化することは見込めないと予測される。したがって、全体計画

の評価結果は｢０｣とした。 

  

②  ミティゲーション 

ミティゲーションは、「1) 開催前（工事の実施による影響）」（p5-30-21）と同様である。 

 

③  二次評価 

表 5-30-11(p5-30-22)に示すミティゲーションを実施することにより、８km 圏内の平均

旅行速度が向上する。 

さらに、工事中において迂回路を設定するなど渋滞を悪化させない交通規制計画を策

定・実施することにより、ボトルネックの発生が現況より解消されると予測されることか

ら、全体計画の評価結果は｢＋１｣とした。 



 5-30-28 

 

4)  開催後（後利用による影響） 

①  一次評価 

既存の会場と、仮設会場のうち現状復帰されるものについては、開催前と同じ利用とな

るため、現況と変わらない。また、新設恒久会場と、後利用時に新たな公共利用がなされ

る仮設会場については分散しており、利用目的も異なるため、後利用により近隣の渋滞を

悪化させることはないと想定される。このことから、一次評価は「０」とした。 

 

②  ミティゲーション 

開催後のミティゲーションは表 5-30-11（p5-30-22)に示すとおりであり、「1) 開催前（工

事の実施による影響）」（p5-30-21）と同様である。 

 

③  二次評価 

表 5-30-11（p5-30-22)に示した対策により、開催後にも渋滞解消に寄与すると想定され

ることから二次評価は「＋１」とした。 

 

 

(4) 評価結果の総括 

全体計画に対する交通渋滞の評価結果を表 5-30-13(p5-30-29)に示す。 

8 ㎞圏内の交通渋滞について、工事や競技、後利用時における、８km 圏全体のボトルネ

ックの解消又は継続について、東京都が計画している大会計画や交通渋滞施策をもとに定

性的に予測評価を行った。 

2020 年東京大会の開催に伴い、短期間のうちに約 860 万人の訪問者が集まり、その多く

が東京以外から訪れ、特に、開会式や閉会式をはじめとして、都内各地で同時期に大観衆

が集まることにより、既存の交通網に新たな負担が加わると考えられる。 

これに対して、東京都は、構想段階において輸送に関しての影響が最小限になるような

配置計画を立て、輸送需要ピークが通常月よりも減る夏季休暇の集中時期に開催期間を合

わせることにより、2020 年大会による交通需要増に対応した大会計画としている。 

東京都は、会場の整備に関する工事の実施時には交通規制計画を策定し、開催時にはオ

リンピック・レーン等の設定や交通管制の徹底等により、競技開催時の円滑な交通輸送を

図る。また、東京都は、三環状道路及び骨格幹線道路の主要部分を整備することにより、

交通流の円滑化を図る。 

これらの施策により、ボトルネックの発生が現況より解消されると予測される。 

 

一次評価では、開催中において交通渋滞の発生の可能性があるため「－１」となってい

るが、開催期間中におけるオリンピック・レーンの設定等の輸送施策や、三環状道路及び

主要幹線道路の主要部分の整備等のミティゲーションにより、渋滞を悪化させず、交通流

の円滑化が見込めることから、いずれの時期においても「＋１」となる。 
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表 5-30-13 全体計画に対する交通渋滞の評価結果総括表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※評価点の目安は以下のとおりである。 

+2: 大きなプラスの影響 

+1: ある程度のプラスの影響 

0: 中立 

-1: ある程度のマイナスの影響 

-2: 大きなマイナスの影響 

－ : 予測評価の検討において対象外とした影響 

■ : 網掛けは非該当項目のため対象外とした影響 

 

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

全体計画 0 -1 0 0 +1 +1 +1 +1

評価対象

評価点(一次) 評価点(二次)

開会前 開催中 開催後 開会前 開催中 開催後
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5-31  公共交通へのアクセシビリティ 

5-31-1  現況 

(1) 東京都の公共交通の整備状況 

1)  主要空港 

８km 圏内における輸送インフラについて、大会の主たる空港は、成田国際空港を予定し

ている。成田国際空港は、全世界の主要な 99 都市と結ばれ、年間 3,000 万人が利用する日

本の空の玄関口である。成田国際空港の離発着回数は、年間 21.4 万回に及び、世界最高水

準の優れた航空管制システムにより、円滑かつ安全な航空輸送を実現している。 

成田国際空港は、2009年 10月に滑走路の 1本が延長されて離発着量は 10%増加したほか、

施設整備により最速で 2014 年までに年間の離発着容量は 30 万回まで増加する計画となっ

ている。成田国際空港の収容能力は現状の規模で十分に余裕があり、2020 年東京大会の需

要に十分に対応することができる。 

また、日本国内における移動及び国内からの来訪者の主要な受入窓口としては、羽田空

港を予定している。羽田空港は成田国際空港とともに、海外から来る人々の受入窓口とな

る。羽田空港は現在、日本における国内航空路のハブ空港として位置づけられており、2010

年に 4 本目となる滑走路が完成し、現在、世界 16 都市と結ばれている。 

 

空港と主要施設間の移動手段及び所要時間は、表 5-31-1 に示すとおりである。なお、

大会開催時における各空港からの自動車利用による所要時間は、オリンピック・レーンの

設定等により、さらに短縮することができる。 

また、成田国際空港の鉄道アクセスについては、2010 年に成田新高速鉄道が整備された

ことにより、成田国際空港から都心までの最速で 36 分に短縮され、快適な移動が可能とな

っている。 

 

表 5-31-1  成田国際空港、羽田空港からの距離・平均所要時間（2012 年現在） 

空港名 目的地 輸送手段 km 所要分 

成田国際空港 主要ホテル地区 鉄道等 78 70 

 選手村 鉄道等 70 55 

 IBC/MPC 鉄道等 66 55 

 オリンピック 

スタジアム 
鉄道等 81 75 

羽田空港 主要ホテル地区 鉄道等 20 30 

 選手村 鉄道等 16 20 

 IBC/MPC 鉄道等 13 15 

 オリンピック 

スタジアム 
鉄道等 24 35 

※：この表に記載された数値は、2012 年現在のものである。2020 年にはインフラの改良や輸送対策等により所要時間

が短縮される。 

 

2)  道路網 

東京は、総延長 1,575km（高速道路 270km、主要道路 1,305km）に及ぶ高密度な道路網を

有している。 

ヘリテッジゾーンでは、1964 年東京大会の際に整備された首都高速道路、青山通り（国
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道 246 号線）、環状７号線等はオリンピック後に延長・改修がなされ、現在でも都内の主要

な交通インフラとして利用されている。 

東京ベイゾーンでは、平成 19 年度に晴海通りの延伸として有明南までの道路や、首都高

速晴海線、東京港臨海道路が開通したほか、環状２号線の整備がなされている。 

東京には、都営及び民間を合わせ 2,545 系統のバス路線網があり、その営業距離は

7,023km、1 日当たり 221 万人の人々を輸送している。また、東京には約 52,000 台のタク

シーが存在し、24 時間の輸送サービスを提供している。 

 

3)  鉄道網 

東京は総延長 1,052km、760 駅の高密度な鉄道網を持ち、多くの競技会場が位置する都心

部では、どこからでも駅へほぼ 1.2km 以内でアクセス可能である。また、鉄道は最短 2 分

間隔で運転され、1 日当たり 2,570 万人の輸送力を有している。 

 

4)  水上バス 

東京では、東京港内や隅田川に水上（海上）バスルートが設定されており、川や海の上

から景観を楽しみながらアクセスできる交通手段となっている。 

 

 

(2) 各会場の公共交通へのアクセス性の現況 

各会場のうち、既存の公共利用がなされている施設を有する会場についてのアクセス性の

現状を表 5-31-2(p5-31-3～5-31-6)および図 5-31-1(p5-31-7～5-31-19)に整理した。 

東京都の交通インフラは、現状においても高速道路網、鉄道網が充実しており、すべての

既存の会場において、公共交通機関（電車又はバス）によるアクセスが可能である。ヘリテ

ッジゾーンはＪＲ線、地下鉄大江戸線をはじめとする鉄道網が成熟し、各会場は既に公共的

利用がなされており、最寄り駅からのアクセス経路も確保されている。 

東京ベイゾーンは比較的新しい造成地であるが、新交通システム（ゆりかもめ）、東京臨海

高速鉄道りんかい線などの鉄道網が整備されており、最寄り駅からのアクセス経路も確保さ

れている。最寄の駅もしくはバス停から会場までの所要時間はおおむね 10 分以内である。 
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表 5-31-2(1) 各会場の公共交通へのアクセス性 

№ 会 場 
アクセス方法 

鉄道 バス その他の公共交通 

1 
オリンピックスタジアム 

（国立霞ヶ丘競技場） 

・JR線 
 中央・総武線「千駄ヶ谷」「信濃町」 
・東京メトロ 

 銀座線、半蔵門線「青山一丁目」、銀座線「外苑前」 
・都営地下鉄 
 都営大江戸線「国立競技場」「青山一丁目」  

    

2 東京体育館 

・JR線 
 中央・総武線「千駄ヶ谷」「信濃町」 
・東京メトロ 

 銀座線「外苑前」、銀座線、半蔵門線「青山一丁目」 
・都営地下鉄 
 大江戸線「国立競技場」「青山一丁目」 

・都営バス 

 早 81 系統「千駄ヶ谷駅前」 
 黒 77 系統「千駄ヶ谷駅前」 
・ハチ公バス                       

(神宮の杜ルート)「千駄ヶ谷駅」   

  

3 国立代々木競技場 

・JR線 
 山手線「原宿」 

・東京メトロ 
 千代田線・副都心線「明治神宮前」、千代田線「代々木公園」 
・小田急電鉄 

 小田原線「代々木八幡駅」 

    

4 日本武道館 

・東京メトロ 
 東西線・半蔵門線「九段下」、東西線「竹橋」 

・都営地下鉄 
 都営新宿線「九段下」  

    

5 皇居外苑 

・JR線 
 山手線・京浜東北線等「東京」、山手線・京浜東北線「有楽町」 
・東京メトロ 

 丸ノ内線、東西線、千代田線、半蔵門線「大手町」 
 千代田線「二重橋前」、日比谷線、千代田線「日比谷」 
 有楽町線「有楽町」「桜田門」 

・都営地下鉄 
 都営三田線「日比谷」、「大手町」 

    

6 東京国際フォーラム 

・JR線 

 山手線・京浜東北線等「東京」、山手線・京浜東北線「有楽町」 
・東京メトロ 
 丸ノ内線、東西線、千代田線、半蔵門線「大手町」 

 千代田線「二重橋前」、日比谷線、千代田線「日比谷」 
 有楽町線「有楽町」 
・都営地下鉄 

 都営三田線「日比谷」、「大手町」 

    

※ 会場№は、表 1-3-37（p1-85～1-86）に示す会場№を表す。 

※ 太字は、開催中における徒歩でのアクセスルートにおける最寄の公共交通機関を表す。 
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表 5-31-2(2) 各会場の公共交通へのアクセス性 

 

№ 会 場 
アクセス方法 

鉄道 バス その他の公共交通 

7 国技館 

・JR線 
 総武線「両国」 
・都営地下鉄 

 都営大江戸線「両国」 

  
・東京都公園協会水上バス 
「両国」 

8 ～
11 

有明アリーナ 

有明 BMX コース 
有明ベロドローム 
有明体操競技場 

・東京臨海新交通臨海線（ゆりかもめ） 

 「市場前」、「有明テニスの森」、「有明」 
・東京臨海高速鉄道りんかい線 
 「国際展示場」、「東雲」 

    

12 有明テニスの森 

・東京臨海新交通臨海線（ゆりかもめ） 
 「有明」 
・東京臨海高速鉄道りんかい線 

 「国際展示場」 

・都営バス 
 海 01 系統「有明テニスの森」 

  

13 お台場海浜公園 

・東京臨海新交通臨海線（ゆりかもめ） 

 「台場」、「お台場海浜公園」  
・東京臨海高速鉄道りんかい線 
 「東京テレポート」 

・都営バス  

虹 01 系統「お台場海浜公園駅前」 
海 01 系統「お台場海浜公園駅前」「台場駅前」 

 

・東京都観光汽船 海上バス  
「お台場海浜公園」 

 

14 潮風公園 

・東京臨海新交通臨海線（ゆりかもめ） 
 「船の科学館」、「台場」、「お台場海浜公園」  
・東京臨海高速鉄道りんかい線 

 「東京テレポート」 

・都営バス 
 虹 01 系統「台場」 

・京浜急行バス 

 井 30 系統「台場」 

・東京都公園協会水上バス 
「お台場海浜公園」 
・東京都観光汽船 海上バス 

 「日の出桟橋」から「船の科学館」 

15・16 
IBC/ 

MPC 

東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂ 

・東京臨海新交通臨海線（ゆりかもめ） 

 「国際展示場正門」、「有明」 
・東京臨海高速鉄道りんかい線 
 「国際展示場」 

・都営バス 

 東 16 系統「東京ビッグサイト」 
 海 01 系統「東京ビッグサイト」 
 虹 01 系統「東京ビッグサイト」 

・東京都観光汽船 海上バス  
 「東京ビッグサイト」 

17 大井ホッケー競技場 
・東京モノレール羽田空港線 

「大井競馬場前」 

・都営バス 
 品 91 系統「八潮南」 
 井 92 系統「八潮南」 

 
・京浜急行バス 
 森 22 系統「中央公園」 

  

※ 会場№は、表 1-3-37（p1-85～1-86）に示す会場№を表す。 

※ 太字は、開催中における徒歩でのアクセスルートにおける最寄の公共交通機関を表す。 
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表 5-31-2(3) 各会場の公共交通へのアクセス性 

 

№ 会 場 
アクセス方法 

鉄道 バス その他の公共交通 

18 海の森クロスカントリーコース 

 （開催中はバスによる輸送を計画）  19 海の森水上競技場 

20 海の森マウンテンバイクコース 

21 若洲オリンピックマリーナ 

・JR京葉線、東京メトロ有楽町線、東京臨海高速鉄道りんかい線 
「新木場」下車、都バス乗り換え ・都営バス 

 木 11 甲系統「若洲キャンプ場前」 
  

22 葛西臨海公園 

・JR線 
 京葉・武蔵野線「葛西臨海公園」 

・都営バス 
 西葛 21系統、葛西 20乙系統、葛西 26系統、臨海

28 甲系統「葛西臨海公園」 
・京成バス 
 環 07、08 系統「葛西臨海公園」 

・東京都公園協会水上バス 

 「葛西臨海公園」 
 

23 ・
24 

夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ 

JR京葉線、東京メトロ有楽町線、東京臨海高速鉄道りんかい線 
「新木場」 

・都営バス 
 木 11 甲系統「夢の島」 
 錦 18 系統「夢の島」 

 急行 05 系統（土・休日のみ運行）「夢の島」 

 

25 夢の島公園 
JR京葉線、東京メトロ有楽町線、東京臨海高速鉄道りんかい線 
「新木場」 

・都営バス 

 木 11 甲系統「夢の島」 
 錦 18 系統「夢の島」 
 急行 05 系統（土・休日のみ運行）「夢の島」 

 

26 夢の島競技場 
JR京葉線、東京メトロ有楽町線、東京臨海高速鉄道りんかい線 
「新木場」 

・都営バス 
 木 11 甲系統「夢の島」 
 錦 18 系統「夢の島」 

 急行 05 系統（土・休日のみ運行）「夢の島」 

 

27・
28 

オリンピックアクアティクスセンター 
ウォーターポロアリーナ 

・JR線 京葉線「潮見」、「新木場」 

・東京メトロ 有楽町線「辰巳」、「新木場」 

・東京臨海高速鉄道りんかい線「新木場」 

・都営バス 

 錦 13 系統「辰巳団地」 
 門 19 系統「辰巳団地」 

 

29・

30 

武蔵野の森総合スポーツ施設 

東京スタジアム 

京王電鉄京王線「飛田給」 

西武鉄道多摩川線「多磨」 

・京王バス 

調 33 系統、飛 01 系統「味の素スタジアム南」「味の
素スタジアム入口」 
武 91 系統、境 91 系統「萩の原住宅」「浄水場」 

イベント時は臨時直行バスを運行 

 

※ 会場№は、表 1-3-37（p1-85～1-86）に示す会場№を表す。 

※ 太字は、開催中における徒歩でのアクセスルートにおける最寄の公共交通機関を表す。 
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表 5-31-2(4) 各会場の公共交通へのアクセス性 

№ 会 場 
アクセス方法 

鉄道 バス その他の公共交通 

31 武蔵野の森公園 
西武鉄道多摩川線「多磨」 小田急バス 

「野水 1 丁目」 
 

32 陸上自衛隊朝霞訓練場 

東武鉄道東上本線、  東京メトロ有楽町線、副都心線 

「和光市」、「朝霞」   

33 霞ヶ関カンツリー倶楽部 
ＪＲ川越線「笠幡」 

  

34 札幌ドーム 

札幌市営地下鉄東豊線「福住駅」 

 

新千歳空港連絡バス「札幌ドーム」 
・臨時シャトルバス 

乗車場所 
 新札幌バスターミナル「のりば 7」 
 JR「白石駅」 

 地下鉄東西線「南郷 18 丁目駅」 
 地下鉄南北線「平岸駅」「真駒内駅」 

 

35 宮城スタジアム   
・宮城交通バス「菅谷台経由」もしくは「青葉台経由」

にて 「菅谷台３丁目」 
 

36 埼玉スタジアム 2002 埼玉高速鉄道「浦和美園」 

・臨時シャトルバス 

乗車場所 
 JR「浦和駅」 
 JR「東浦和駅」 

 東武線「北越谷駅」 
 SR（埼玉高速鉄道）「浦和美園駅」 

  

37 横浜国際総合競技場 

・JR線 

 横浜線「小机駅」、横浜線、東海道新幹線「新横浜駅」 
・横浜市営地下鉄ブルーライン「新横浜駅」 
 

・横浜市営バス 
 300 系統「日産スタジアム前」 
・東急バス 

 72 系統「日産スタジアム前」 
 直行便 

  

OV 選手村（晴海） 
・都営地下鉄 
 都営大江戸線「勝どき」 

 

   

※ 会場№は、表 1-3-37（p1-85～1-86）に示す会場№を表す。 

※ 太字は、開催中における徒歩でのアクセスルートにおける最寄の公共交通機関を表す。 
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図 5-31-1(1) 公共交通へのアクセス性の状況（オリンピックスタジアム、東京体育館） 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-31-1(2)  公共交通へのアクセス性の状況（国立代々木競技場） 

《公共交通アクセスの概況》 
オリンピックスタジアム、東京体育館は既に公共
的利用がなされており、公共交通機関によるアク

セスも既に確保されている。 
（主な公共アクセス経路） 
 JR「千駄ヶ谷」、「信濃町」徒歩 5 分 

 都営大江戸線「国立競技場」徒歩 1 分  
 

《公共交通アクセスの概況》 
国立代々木競技場は既に公共的利用がなされ

ており、公共交通機関によるアクセスも既に確保
されている。 
（主な公共アクセス経路） 

 JR「原宿」徒歩 5 分 
 千代田線・副都心線「明治神宮前」徒歩 5 分 
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図 5-31-1(3)  公共交通へのアクセス性の状況（日本武道館） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-31-1(4)  公共交通へのアクセス性の状況（皇居外苑、東京国際フォーラム） 

《公共交通アクセスの概況》 
東京国際フォーラムは既に公共的利用がなされ

ており、公共交通機関によるアクセスも既に確保
されている。 
（主な公共アクセス経路） 

 JR「東京」徒歩 5 分、「有楽町」徒歩 1 分 
 有楽町線「有楽町」徒歩 5 分 

《公共交通アクセスの概況》 
日本武道館は既に公共的利用がなされて
おり、公共交通機関によるアクセスも既に

確保されている。 
（主な公共アクセス経路） 
 東西線・半蔵門線・都営新宿線「九段下」

徒歩 5 分 
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図 5-31-1(5)  公共交通へのアクセス性の状況（国技館） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-31-1(6)  公共交通へのアクセス性の状況 

（有明アリーナ、有明ＢＭＸコース、有明ベロドローム、有明体操競技場）

《公共交通アクセスの概況》 
有明アリーナ、有明 BMXコース、有明ベロドロー

ム、有明体操競技場は、いずれも現在未利用地
であるが、周辺に有明テニスの森等の公共施設
が存在し、会場周辺までの公共交通機関による

アクセスも既に確保されている。 
（主な公共アクセス経路） 
 ゆりかもめ「有明テニスの森」 

《公共交通アクセスの概況》 
国技館は既に公共的利用がなされており、公共
交通機関によるアクセスも既に確保されている。 

（主な公共アクセス経路） 
 JR総武線「両国」徒歩 2 分 
 大江戸線「両国」徒歩 5 分 
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図 5-31-1(7)  公共交通へのアクセス性の状況（お台場海浜公園） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-31-1(8)  公共交通へのアクセス性の状況（潮風公園）

《公共交通アクセスの概況》 
お台場海浜公園は既に公共的利用
がなされており、公共交通機関によ

るアクセスも既に確保されている。 
（主な公共アクセス経路） 
 ゆりかもめ 

「お台場海浜公園」徒歩 3 分 
「台場」徒歩 3 分 

《公共交通アクセスの概況》 
潮風公園は既に公共的利用がなさ
れており、公共交通機関によるアクセ

スも既に確保されている。 
（主な公共アクセス経路） 
 ゆりかもめ 

「台場」徒歩 5 分 
「船の科学館お台場」徒歩 5 分 
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図 5-31-1(9)  公共交通へのアクセス性の状況 

（有明テニスの森、東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂ、IBC/MPC） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-31-1(10) 公共交通へのアクセス性の状況（大井ホッケー競技場） 

《公共交通アクセスの概況》 
有明テニスの森、東京ビッグサイト・ホール
A、B は既に公共的利用がなされており、

公共交通機関によるアクセスも既に確保さ
れている。 
（主な公共アクセス経路） 

 ゆりかもめ「国際展示場正門」 
 りんかい線「国際展示場」 

《公共交通アクセスの概況》 

大井ホッケー競技場は既に公共的利用がなさ
れており、公共交通機関によるアクセスも既に
確保されている。 

（主な公共アクセス経路） 
 東京モノレール「大井競馬場前」 徒歩 8 分 
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図 5-31-1(11)  公共交通へのアクセス性の状況 

（海の森クロスカントリーコース、海の森水上競技場、海の森マウンテンバイクコース） 

 

《公共交通アクセスの概況》 
海の森の会場は現在公共的利用がなされておら

ず、アクセス経路は確保されていないが、開催中は
バス等によるアクセスが確保される計画である。 
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図 5-31-1(12)  公共交通へのアクセス性の状況 

（若洲オリンピックマリーナ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-31-1(13)  公共交通へのアクセス性の状況（葛西臨海公園） 

《公共交通アクセスの概況》 

若洲オリンピックマリーナは、既に公共的利用がなさ
れており、都営バスによるアクセスも既に確保されて
いる。 

（主な公共アクセス経路） 
 都営バス 
「若洲キャンプ場前」 

 

《公共交通アクセスの概況》 
葛西臨海公園は、既に公共的

利用がなされており、公共交通
機関によるアクセスも既に確保
されている。 

（主な公共アクセス経路） 
 JR「葛西臨海公園」徒歩 1 分 
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図 5-31-1(14)  公共交通へのアクセス性の状況 

（夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ、夢の島公園、夢の島競技場） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-31-1(15)  公共交通へのアクセス性の状況 

（オリンピックアクアティクスセンター、ウォーターポロアリーナ） 

《公共交通アクセスの概況》 
夢の島地区の会場は、既に公共的利
用がなされており、公共交通機関によ

るアクセスも既に確保されている。 
（主な公共アクセス経路） 
 JR、有楽町線、りんかい線「新木場」 

 

《公共交通アクセスの概況》 

オリンピックアクアティクスセンター、ウォ
ーターポロアリーナは、既に公共的利
用がなされており、公共交通機関によ

るアクセスも既に確保されている。 
（主な公共アクセス経路） 
 有楽町線「辰巳」徒歩 7 分 
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図 5-31-1(16)  公共交通へのアクセス性の状況 

（武蔵野の森総合スポーツ施設、東京スタジアム） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-31-1(17)  公共交通へのアクセス性の状況（武蔵野の森公園） 

《公共交通アクセスの概況》 

武蔵野の森総合スポーツ施設は現在未利用地となって
いるが、隣接する東京スタジアムは、既に公共的利用が
なされており、公共交通機関によるアクセスも既に確保さ

れている。 
（主な公共アクセス経路） 
 京王線「飛田給」徒歩 5 分 

 

《公共交通アクセスの概況》 

武蔵野の森公園は既に公共的利用がなさ
れており、公共交通機関によるアクセスも既
に確保されている。 

（主な公共アクセス経路） 
 西武多摩線「多摩」徒歩 5 分 
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図 5-31-1(18)  公共交通へのアクセス性の状況（霞ヶ丘ＣＣ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-31-1(19)  公共交通へのアクセス性の状況（陸上自衛隊朝霞訓練場） 

《公共交通アクセスの概況》 

陸上自衛隊朝霞訓練場は、現状において公共的な
利用がなされていない。開催中はバス等によるアク
セスが確保される計画である。 

 

《公共交通アクセスの概況》 
霞ヶ丘ＣＣは既に公共的利用がなされてお
り、公共交通機関によるアクセスも既に確保

されている。 
（主な公共アクセス経路） 
 ＪＲ川越線「笠幡」徒歩 15 分 
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図 5-31-1(20)  公共交通へのアクセス性の状況（札幌ドーム） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-31-1(21) 公共交通へのアクセス性の状況（宮城スタジアム） 

《公共交通アクセスの概況》 
札幌ドームは、既に公共的利用がなされ
ており、公共交通機関によるアクセスも既

に確保されている。 
（主な公共アクセス経路） 
 東豊線「福住駅」徒歩 10 分 

 

《公共交通アクセスの概況》 

宮城スタジアムは、既に公共的利
用がなされており、公共交通機関に
よるアクセスも既に確保されている。 

（主な公共アクセス経路） 
 宮城交通バス「菅谷台 3 丁目」 
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図 5-31-1(22) 公共交通へのアクセス性の状況（埼玉スタジアム 2002） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-31-1(23) 公共交通へのアクセス性の状況（横浜国際総合競技場） 

《公共交通アクセスの概況》 
埼玉スタジアム 2002は、既に公共的利用
がなされており、公共交通機関によるアク

セスも既に確保されている。 
（主な公共アクセス経路） 
 埼玉高速鉄道「浦和美園」徒歩 15 分 

 

《公共交通アクセスの概況》 
横浜国際総合競技場は、既に公共的利用がなされ
ており、公共交通機関によるアクセスも既に確保され

ている。 
（主な公共アクセス経路） 
 JR、横浜市営地下鉄「新横浜」徒歩 14 分 

 JR「小机」徒歩 7 分 
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図 5-31-1(24) 公共交通へのアクセス性の状況（選手村） 

《公共交通アクセスの概況》 

選手村は、既に公共的利用がなされており、
公共交通機関によるアクセスも既に確保され
ている。 

（主な公共アクセス経路） 
 大江戸線「勝どき」 
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5-31-2  予測評価（会場別） 

(1) 評価の指標及び目安 

会場別の検討における評価の指標及び目安は、表 5-31-3 に示すとおりである。 

 

表 5-31-3  評価の指標及び目安 

評価の指標 評価の基準 
評価の目安 

－２ －１ ０ ＋１ ＋２ 

アクセス性 
現在の会場
までのアク
セス性 

－ 
アクセス性
の低下 

現況と変わ
らない 

アクセス性
の向上あり 

－ 

 

(2) 予測評価の方法 

開催中（施設の存在による影響）、開催後（後利用による影響）における、各会場のアク

セス性の向上策によるアクセス性への影響について、予測評価を行った。 

なお、会場別の評価では各会場における公共交通機関からの経路についての影響を検討

し、全体計画については「予測評価（全体計画）」（p5-31-29）にて全会場に共通する交通

アクセスへの影響を検討した。 

 

表 5-31-4  予測評価方法（会場別） 

予測評価の時期 予測評価の方法 

開催中 
施設の存在による

影響 

それぞれの会場について、現況のアクセス性の状況と 2020 年東京大

会の整備計画をもとに、開催中のアクセス性の向上策の有無について定

性的な予測評価を行った。 

開催後 後利用による影響 

それぞれの会場について、現況のアクセス性の状況と 2020 年東京大

会後の後利用の計画をもとに、開催後のアクセス性の向上策の有無につ

いて定性的な予測評価を行った。 

  

(3) 予測評価の結果 

1)  開催中（施設の存在による影響） 

①  一次評価 

各会場の公共交通機関の駅・停留所等からのアクセス経路は表 5-31-2(p5-31-3～

5-31-6)および図 5-31-1(p5-31-7～5-31-19)に示すとおりである。 

既に公共的な利用がなされている会場のほとんどは、最寄駅から徒歩 10 分圏内であり、

公共交通からのアクセス経路が既に確保されている。 

新設恒久会場について、オリンピックスタジアム（国立霞ヶ丘競技場）、大井ホッケー場、

若洲オリンピックマリーナ、葛西臨海公園、夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ、夢

の島公園、オリンピックアクアティクスセンター、ウォーターポロアリーナについては、

現在、既に公共的な利用がなされている場所に施設が設置される会場である。 

メインスタジアムとなるオリンピックスタジアムについては、開会式や閉会式において

観客の集中が想定されるが、現在の霞ヶ丘競技場においてサッカーやラグビー等のスポー
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ツや、コンサート等、数万人規模の集客があるイベントについて毎年数多くの実績を有し

ている。また、その他の既設会場においても、スポーツやコンサート等のイベントによる

集客実績を有している。 

これらの会場では公共交通機関の駅・バス停留場等からのアクセス経路が既に確立して

いることや、大規模な集客イベントの実績が豊富にあることから、アクセス性に問題ない

と考えられるため、一次評価を「０」とした。 

 

また、武蔵野の森総合スポーツ施設、選手村については、鉄道駅等が会場付近に存在す

ることから、公共交通へのアクセス性に問題ないと考えられるため、一次評価を「０」と

した。 

仮設会場のうち、皇居外苑、お台場海浜公園、潮風公園、武蔵野の森公園については、

現在、既に公共的な利用がなされており、これらの会場では公共交通機関の駅・停留場等

からのアクセス経路が既に確立していることから、アクセス性に問題ないと考えられるた

め、一次評価を「０」とした。 

 

有明アリーナ、有明ＢＭＸコース、有明ベロドローム、有明体操競技場の 4 会場につい

ては、現在未利用地であり公共的な利用がなされていないが、既に東京臨海新交通臨海線

（ゆりかもめ）の「市場前」、「有明テニスの森」、「国際展示場」駅や東京臨海高速鉄道（り

んかい線）の「国際展示場」、「東雲」駅等の公共交通機関からのアクセス経路が確立して

いる。 

また、有明アリーナ、有明ＢＭＸコース、有明ベロドローム、有明体操競技場について

は、それぞれ 15,000 人、5,000 人、5,000 人、12,000 人の観客席の設置を計画しているが、

近接している有明コロシアムで大規模スポーツイベントやコンサート等での豊富な実績が

あり、大人数の集中時においても複数の公共交通機関からのアクセス経路が既に確立して

いると考えられることから、アクセス性に問題ないと考えられるため、これらの施設につ

いて一次評価を「０」とした。 

 

夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ、夢の島公園、夢の島競技場については、それ

ぞれ 7,000 人、18,000 人、7,000 人、14,000 人の観客席の設置を計画している。これらの

会場については、最寄の鉄軌道駅が新木場駅のみであり、大人数が新木場駅に集中するこ

とにより各会場と新木場駅のアクセス性が低下する可能性があることから、これらの会場

についての一次評価を「－１」とした。 

 

海の森クロスカントリーコース、海の森水上競技場、海の森マウンテンバイクコース、

陸上自衛隊朝霞訓練場については、現状において公共的な利用がなされていない。 

これらの会場については、開催中は公共交通機関のアクセス性は向上しないが、主要鉄

道駅と競技会場を結び高頻度で運行する急行シャトルバス等によるアクセスが確保される

計画であることから、一次評価を「０」とした。 

 

その他の既存会場については、現在、既に公共的な利用がなされている会場である。こ

れらの会場では公共交通機関の駅・バス停留場等からのアクセス経路が既に確立しており、

アクセス性に問題ないと考えられるため、一次評価を「０」とした。 
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②  ミティゲーション 

会場におけるアクセス性向上のミティゲーションは、表 5-31-5(p5-31-22)に示すとおり

である。また、東京ベイゾーンやオリンピックスタジアムパーク周辺など大会輸送需要が

特に集中するエリアや、ライブサイトなど深夜や早朝に輸送需要が発生するエリアにおい

ては、観客と大会スタッフ双方の輸送需要を踏まえ、鉄道など公共交通機関の運行本数の

増強や 24 時間運転、臨時のシャトルバスの運行などを行う。 

 

 

表 5-31-5 公共交通へのアクセス性に関するミティゲーションの内容（会場別） 

会場№ 会場名称 ミティゲーションの内容 

1 オリンピックスタジアム 

（国立霞ヶ丘競技場） 

・千駄ヶ谷駅方面からの来場者用の歩行者デッキの設置 

（図 5-31-2（p5-31-23）） 

3 国立代々木競技場 ・原宿駅、明治神宮前駅からの来場者用の歩行者デッキの設置 

（図 5-31-3(p5-31-23)） 

8～11 有明アリーナ、有明ＢＭＸコー

ス、有明ベロドローム、有明体

操競技場 

・来場者用の歩行者通路の設置によるアクセス性の改善 

9 有明テニスの森 ・国際展示場駅方面からの歩行者デッキの延伸 

（図 5-31-4（p5-31-24）） 

23・24 夢の島ユース・プラザ・アリー

ナＡ、Ｂ 

・新木場方面からの来場者用歩行者デッキの設置 

（図 5-31-5（p5-31-24）） 

25 夢の島公園 ・新木場方面からの来場者用歩行者デッキの設置 

（図 5-31-5（p5-31-24）） 

26 夢の島競技場 ・JR 新木場駅方面、東京辰巳国際水泳場からの来場者用の歩行者デッ

キの設置（図 5-31-5（p5-31-24）） 

27・28 オリンピックアクアティクスセン

ター、ウォーターポロアリーナ 

・JR 新木場駅方面からの来場者用の歩行者デッキの設置 

（図 5-31-5（p5-31-24）） 

OV 選手村 ・既存鉄軌道駅の改良によるアクセス性の改善 

 



 5-31-23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-31-2 オリンピックスタジアム（国立霞ヶ丘競技場） 

における新たな歩行者デッキの整備位置 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-31-3 国立代々木競技場における新たな歩行者デッキの整備位置 

既設の歩道橋を改修 

仮設の歩道橋を設置 

歩行者デッキの設置 
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図 5-31-4 有明テニスの森における新たな歩行者デッキの整備位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-31-5 オリンピックアクアティクスセンター、ウォーターポロアリーナ、夢の島競技場、

夢の島公園、夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂにおける新たな歩行者デッキの整備位置 

仮設の歩行者デッキを設置 
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③  二次評価 

表 5-31-5（p5-31-22）に示すミティゲーションにより、オリンピックスタジアム（国立

霞ヶ丘競技場）、国立代々木競技場、有明アリーナ、有明ＢＭＸコース、有明ベロドローム、

有明体操競技場、有明テニスの森、オリンピックアクアティクスセンター、ウォーターポ

ロアリーナ、選手村についてアクセス性が向上すると予測される。 

また、夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ、夢の島公園、夢の島競技場についても、

来場者用歩行者デッキの設置により、新木場駅への集中によるアクセス性の低下が解消さ

れ、各会場へのアクセス性が向上すると予測される。 

したがって、これらの会場についての評価結果は「＋１」とした。 

 

その他の会場については、公共交通からのアクセス性は現況と変わらないため、評価結

果は「０」とした。 

なお、各会場への自動車交通のアクセス集中に伴う交通渋滞によるアクセス性の低下に

ついては、「5-30 交通渋滞」（p5-30-1～）で述べているところであり、交通渋滞に関する

ミティゲーション（表 5-30-5（p5-30-14～）により、各会場周辺の渋滞の解消が図られる

と考えられる。 
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2)  開催後（後利用による影響） 

①  一次評価 

新たに公共交通へのアクセス性を向上させる対策は計画しておらず、後利用において会

場までのアクセス性が向上することはないと考えられる。また、開催後においても需要に

応じたバス等の運行により、海の森へのアクセス経路は確保される。これらのことから、

各会場の評価結果は、「０」とした。 

なお、仮設会場のうち、有明ＢＭＸコース、有明ベロドローム、有明体操競技場、海の

森マウンテンバイクコース、陸上自衛隊朝霞訓練場は、後利用時において公共的な利用が

想定されないことから、評価の対象外とした。 

 

②  ミティゲーション 

選手村については、既設駅の改良による駅へのアクセス性が開催後においても継続する

と想定した。 

また、オリンピックスタジアム（国立霞ヶ丘競技場）、国立代々木競技場、有明アリーナ、

夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ、夢の島公園、夢の島競技場、オリンピックアク

アティクスセンター、ウォーターポロアリーナでは、表 5-31-5（p5-31-22）に示すように

2020 年大会の開催までに整備された歩行者デッキ等により、開催後についてもアクセス性

の向上が継続される。 

 

③  二次評価 

ミティゲーションにより、オリンピックスタジアム（国立霞ヶ丘競技場）、国立代々木競

技場、有明アリーナ、夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ、夢の島公園、夢の島競技

場、オリンピックアクアティクスセンター、ウォーターポロアリーナ及び選手村のアクセ

ス性が向上すると予測する。 

したがって、これらの会場についての評価結果は、「＋１」とした。 

また、有明テニスの森については、仮設施設の撤去により、後利用時のアクセス性は現

況と同等になると想定されることから、評価は「０」とした。 

仮設会場のうち有明ＢＭＸコース、有明ベロドローム、有明体操競技場、海の森マウン

テンバイクコース、陸上自衛隊朝霞訓練場は、後利用時において公共的な利用が想定され

ないことから、評価の対象外とした。 

その他の会場は、アクセス性について現状と同程度であると想定されることから、「０」

とした。 
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(4) 評価結果の総括 

各会場に対する公共交通へのアクセス性の評価結果は表 5-31-6（p5-31-28）に示すとお

りである。 

各競技会場への公共交通からのアクセス性について、現況のアクセス性の状況と 2020

年東京大会の整備計画をもとに、開催中のアクセス性の向上策の有無について定性的な予

測評価を行った。 

各会場へのアクセス性について、東京都の交通インフラは、現状においても高速道路網、

鉄道網等の交通機関が充実しており、すべての会場において、公共交通機関（電車又はバ

ス）によるアクセスが可能となる。 

また、2020 年東京大会の開催に伴い、国立代々木競技場や夢の島地区の会場等には歩行

者デッキ等の恒久的なミティゲーションがなされることにより、公共交通施設からのアク

セス性が向上すると考えられる。恒久的な歩行者デッキ等の整備される会場については開

催後もアクセス性の向上が継続される。 
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表 5-31-6 会場別の公共交通へのアクセス性の評価結果総括表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※会場№は、表 1-3-37（p1-85～1-86）に示す会場№を表す。 

※評価点の目安は以下のとおりである。 

+2: 大きなプラスの影響 

+1: ある程度のプラスの影響 

0: 中立 

-1: ある程度のマイナスの影響 

-2: 大きなマイナスの影響 

－ : 予測評価の検討において対象外とした影響 

■ : 網掛けは非該当項目のため対象外とした影響 

 

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

1 オリンピックスタジアム(国立霞ヶ丘競技場) 0 0 +1 +1

2 東京体育館 0 0 0 0

3 国立代々木競技場 0 0 +1 +1

4 日本武道館 0 0 0 0

5 皇居外苑 0 0 0 0

6 東京国際フォーラム 0 0 0 0

7 国技館 0 0 0 0

8 有明アリーナ 0 0 +1 +1

9 有明ＢＭＸコース 0 - +1 -

10 有明ベロドローム 0 - +1 -

11 有明体操競技場 0 - +1 -

12 有明テニスの森 0 0 +1 0

13 お台場海浜公園 0 0 0 0

14 潮風公園 0 0 0 0

15～16 東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂ 0 0 0 0

17 大井ホッケー競技場 0 0 0 0

18 海の森クロスカントリーコース 0 0 0 0

19 海の森水上競技場 0 0 0 0

20 海の森マウンテンバイクコース 0 - 0 -

21 若洲オリンピックマリーナ 0 0 0 0

22 葛西臨海公園 0 0 0 0

23～24 夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ -1 0 +1 +1

25 夢の島公園 -1 0 +1 +1

26 夢の島競技場 -1 0 +1 +1

27～28
オリンピックアクアティクスセンター
ウォーターポロアリーナ

0 0 +1 +1

29 武蔵野の森総合スポーツ施設 0 0 0 0

30 東京スタジアム 0 0 0 0

31 武蔵野の森公園 0 0 0 0

32 陸上自衛隊朝霞訓練場 0 - 0 -

33 霞ヶ関カンツリー倶楽部 0 0 0 0

34 札幌ドーム 0 0 0 0

35 宮城スタジアム 0 0 0 0

36 埼玉スタジアム2002 0 0 0 0

37 横浜国際総合競技場 0 0 0 0

OV 選手村 0 0 +1 +1

IBC/MPC 東京ビッグサイト(IBC/MPC) 0 0 0 0

開催中 開催後

会場 評価点(一次) 評価点(二次)

No. 名称

開催前 開催中 開催後 開催前
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5-31-3  予測評価（全体計画） 

(1) 評価の指標及び目安 

全体計画の検討における評価の指標及び目安は、表 5-31-7 に示すとおりである。 

 

表 5-31-7  評価の指標及び目安 

評価の指標 評価の基準 
評価の目安 

－２ －１ ０ ＋１ ＋２ 

アクセス性 
現在の会場
までのアク
セス性 

－ 
アクセス性
の低下 

現況と変わ
らない 

アクセス性
の向上あり 

－ 

 

(2) 予測評価の方法 

開催中（施設の存在による影響）における、８km圏全体のアクセス性に対する影響につ

いて、東京都の施策や開催時の輸送戦略計画を基に定性的な予測評価を行った。 

 

表 5-31-8  予測評価方法（全体計画） 

予測評価の時期 予測評価の方法 

開催中 
施設の存在による

影響 

8 ㎞圏全体での開催中のアクセス性の向上策の有無について東京都

の施策や開催時の輸送戦略計画を基に定性的な予測評価を行った。 

 

(3) 予測評価の結果 

1)  開催中（施設の存在による影響） 

①  一次評価 

2020 年東京大会の開催中においては、大会期間中の合計で観客と大会スタッフを合わせ

て 1,010万人、1日当たり最大約 92万人/日程度の大会輸送需要が発生すると予測される。

これは東京の公共交通機関の輸送量（約 2,570 万人/日）のわずか 3.6%であることから、

東京は既に十分な輸送力を有し、開催中においても会場までのアクセス性は低下しないと

予測される。したがって、アクセス性の評価結果は「０」とした。 

 

②  ミティゲーション 

全体計画におけるアクセス性向上のミティゲーションは、表 5-31-9(p5-31-30)に示すと

おりである。 

大会時は観客等の利便性を考慮し、主要な交通機関の運行本数の増強や 24 時間運行等に

より輸送需要に対応する。また、輸送計画が円滑に実施されるように、大会前に輸送スタ

ッフの訓練及び輸送関連設備のテストを行う。 
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表 5-31-9  公共交通へのアクセス性に関するミティゲーションの内容（全体計画） 

会場名称 ミティゲーションの内容 

全体計画 

 

 

 

○多くの企業や学校が夏季休暇となり、通常の輸送需要ピーク月の５％減と

なる時期を大会開催期間とした。 

 

○東京ベイゾーンやオリンピックスタジアムパーク周辺等の大会輸送需要が

特に集中するエリアや、ライブサイトなど深夜や早朝に輸送需要が発生す

るエリアにおいては、公共交通機関の運行本数の増強や 24 時間運転、臨時

のシャトルバス運行などを行う。 

 

○大会開催時には、路線バスに加え、近傍に駅が無い海の森地区や射撃会場

には、主要鉄道駅と競技会場を結ぶ効率的かつ快適で、高頻度で運行する

シャトルバスを配備する。 

 

○スタッフの訓練 

・スタッフの訓練は十分な時間を確保し、得られる知見を輸送実施計画に取

り込むため、大会開催の 18 ヶ月前から、基幹的なスタッフを中心にした

概括的な訓練を開始する。 

・大会開催の 6 ヶ月前からは、鉄道会社など関係機関やボランティア等を含

む多くの輸送スタッフが参加する集中的な訓練を開始し、十分な時間と資

源を投入して、大会開催まで、一般訓練、会場訓練、職務別訓練と段階的

に進め、会場での具体的な輸送の動き、職務の詳細な遂行手順までをカリ

キュラムに組み込むとともに語学研修も実施する。 

・特に、運転手に対する訓練は詳細な計画に基づき実施する。大会輸送サー

ビスの基本知識・原則はもちろん、多言語によるコミュニケーション及び

プロトコール研修、実際の輸送ルートを走行する訓練も実施する。 

・すべての訓練には、緊急事案発生時の対応も含まれており、大会時の突発

事案にすべてのスタッフが対応できるような体制を整える。、 

 

○輸送関連施設のテスト 

大会開催までにプレ大会を実施し、移動時間、運行日程、乗降を主眼に

置いたテストにより、以下の項目について検証する。 

（オリンピック運営） 

会場別のコーチ・バス等の車両発着場及び駐車場運営、運転手及び車両、

予備車両の手配手順の確認を中心とした訓練を実施する。また、バスの車

両数と主要発着場のスケジューリングも実技またはシミュレーションに

より検証し、最後に車両運行テストを行い、輸送経路、予約、会場での乗

降等を確認する。 

（公共交通機関との連絡調整） 

地下鉄やバスを管轄する公共交通機関との連携を図り、会場からの主な

最寄り駅や会場と駅を往復する場合のアクセス方法等を検証する。 

（指揮統制） 

輸送スタッフの運営管理及び緊急事案発生対応訓練、警察との連携等の

訓練を行う。 
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③  二次評価 

2020 年東京大会では、公共交通機関を最大限利用し、観客及びスタッフについては 100%

公共交通機関による輸送を行うことを予定しているが、一次評価で述べたように大会期間

中の輸送需要は東京の公共交通機関の輸送量のわずか 3.6％であり、東京は既に十分な輸

送力を有し、開催中においても会場までのアクセス性は低下しないと予測される。 

さらに、表 5-31-9 に示すミティゲーションを実施し、鉄道や路線バスなどの運行本数

の増強や 24 時間運転、臨時シャトルバスの運行を行うことにより、大会期間中の公共交通

機関の輸送力が増強され、アクセス性が向上すると予測されることから、評価結果は  

「＋１」とした。 

 

 

(4) 評価結果の総括 

全体計画に対する公共交通へのアクセス性の評価結果は表 5-31-10 に示すとおりであ

る。 

2020 年東京大会の開催中における、８km 圏全体のアクセス性に対する影響について、東

京都の施策や開催時の輸送戦略計画を基に定性的な予測評価を行った。 

開催中においては、大会期間中の合計で 1,010 万人、1 日当たり最大約 92 万人/日程度

の大会輸送需要が発生すると予測されるが、これは東京の公共交通機関の輸送量（約 2,570

万人/日）のわずか 3.6％であることから、東京は既に十分な輸送力を有し、開催中におい

ても会場までのアクセス性は低下しないと予測される。 

また、東京都は開催中に鉄道や路線バスなどの運行本数の増強や 24 時間運転、臨時シャ

トルバスの運行を行うことにより、大会期間中の公共交通機関の輸送力を増強することで、

開催中の 8 ㎞圏全体のアクセス性は向上されると考えられる。 

 

 

表 5-31-10 全体計画の公共交通へのアクセス性の評価結果総括 

 

 

 

 

 

※評価点の目安は以下のとおりである。 

+2: 大きなプラスの影響 

+1: ある程度のプラスの影響 

0: 中立 

-1: ある程度のマイナスの影響 

-2: 大きなマイナスの影響 

－ : 予測評価の検討において対象外とした影響 

■ : 網掛けは非該当項目のため対象外とした影響 

 

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

全体計画 0 +1

評価対象

評価点(一次) 評価点(二次)

開催前 開催中 開催後 開催前 開催中 開催後
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 5-32-1 

5-32  交通安全 

5-32-1  現況 

日本では、長年にわたり、官民一体となったハード・ソフト両面における総合的かつ計画

的な交通安全対策を講じてきた。 

交通事故の原因となる飲酒運転、車の速度、車両の積載量、及び危険物積載車両の通行は、

法令により厳しく規制されており、特に大規模交通事故につながる高速道路やトンネル等で

は、過積載車両や危険物積載車両の通行は禁止又は厳しく制限されている。 

東京都は、新たな交通安全計画の基本となる「第９次東京都交通安全計画」を策定し、年

間の交通事故死者数を 2015 年までに 150 人以下にするという計画目標を達成するため、警視

庁が重大事故の直接かつ主要な原因である飲酒運転や速度超過等の交通違反を重点的に取り

締まり、交通事故の未然防止に努めるなどの交通安全対策を推進している。 

 

都道府県別の交通事故死者数及び人口 10 万人あたりの交通事故死者数は図 5-32-1

（p5-32-2）に示すとおりである。 

平成 22 年における東京都の交通事故死者数は 215 人となっており、都道府県別では北海道

と並んで最も多くなっているが、人口 10 万人あたりの交通事故死者数をみると、他の道府県

の半分程度であり、全国で最も少ない。 

また、東京都の交通事故死者数の推移は図 5-32-2（p5-32-3）に示すとおりであり、都内

の交通事故による死者数は、平成 4 年に 500 人台に増加した後は減少傾向にあり、平成 17

年に 300 人台を切り、平成 22 年にはピーク時（昭和 35 年：1,179 人）の 5 分の１以下の 215

人まで減少している。 

 

 

現状における会場周辺の歩行者の交通安全の確保の状況について、歩車動線の分離状況等

を図 5-32-3 (p5-32-4)に整理した。 

各会場周辺の歩車動線は概ね分離されており、歩行者の交通安全は確保されていると考え

られる。 

なお、海の森クロスカントリーコース、海の森水上競技場、海の森マウンテンバイクコー

スについては、歩車道の分離がなされていないが、これらの会場は現在公共的な利用がなさ

れていない場所である。 
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出典：「第９次東京都交通安全計画」（平成 23 年 4 月、東京都交通安全対策会議） 

 

図 5-32-1 都道府県別の交通事故死者数、人口 10 万人あたりの交通事故死者数(H22) 
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出典：「第９次東京都交通安全計画」（平成 23 年 4 月、東京都交通安全対策会議） 

図 5-32-2 都内の交通事故死者数の推移 
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図 5-32-3(1) 会場周辺の歩車動線の分離状況 

（オリンピックスタジアム（国立霞ヶ丘競技場）、東京体育館） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-32-3(2) 会場周辺の歩車動線の分離状況（国立代々木競技場） 

《歩車動線の分離状況》 
オリンピックスタジアム（国立霞ヶ丘競

技場）、東京体育館は既に公共的利
用がなされており、公共交通機関から
のアクセス経路の歩車動線は既に分

離されている。 

《歩車動線の分離状況》 

国立代々木競技場は既に公共
的利用がなされており、公共交
通機関からのアクセス経路につ

いて概ね歩車動線は分離されて
いる。 
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図 5-32-3(3) 会場周辺の歩車動線の分離状況（日本武道館） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-32-3(4) 会場周辺の歩車動線の分離状況（皇居外苑、東京国際フォーラム） 

《歩車動線の分離状況》 

日本武道館は既に公共的利
用がなされており、公共交通機
関からのアクセス経路の歩車

動線は既に分離されている。 
 

《歩車動線の分離状況》 
東京国際フォーラムは既に公
共的利用がなされており、公共

交通機関からのアクセス経路
の歩車動線は既に分離されて
いる。 
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図 5-32-3(5) 会場周辺の歩車動線の分離状況（国技館） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-32-3(6) 会場周辺の歩車動線の分離状況（有明アリーナ等） 

《歩車動線の分離状況》 

国技館は既に公共的利用がな
されており、公共交通機関から
のアクセス経路の歩車動線は

既に分離されている。 
 

《歩車動線の分離状況》 
有明テニスの森、東京ビッグサ
イト・ホールA、Bは既に公共的

利用がなされており、公共交通
機関からのアクセス経路の歩
車動線は既に分離されてい

る。 
有明アリーナ、有明ＢＭＸコー
ス、有明ベロドローム、有明体

操競技場は現在未利用地とな
っているが、有明テニスの森等
の公的施設が近接し、公共交

通機関からのアクセス経路の
歩車動線は既に分離されてい
る。 
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図 5-32-3(7) 会場周辺の歩車動線の分離状況（お台場海浜公園） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-32-3(8)会場周辺の歩車動線の分離状況（潮風公園） 

《歩車動線の分離状況》 
お台場海浜公園は既に公共

的利用がなされており、公共交
通機関からのアクセス経路の
歩車動線は既に分離されてい

る。 
 

《歩車動線の分離状況》 

潮風公園は既に公共的利用
がなされており、公共交通機関
からのアクセス経路の歩車動

線は既に分離されている。 
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図 5-32-3(9)会場周辺の歩車動線の分離状況（大井ホッケー競技場） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-32-3(10)会場周辺の歩車動線の分離状況 

（海の森クロスカントリーコース、海の森水上競技場、海の森マウンテンバイクコース） 

《歩車動線の分離状況》 
大井ホッケー競技場は既に公

共的利用がなされており、公共
交通機関からのアクセス経路
の歩車動線は既に分離されて

いる。 
 

《歩車動線の分離状況》 
海の森クロスカントリーコース、
海の森水上競技場、海の森マ

ウンテンバイクコースは現在未
利用地となっており、歩行者の
存在が想定されず、歩車動線

分離はなされていない。 
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図 5-32-3(11)会場周辺の歩車動線の分離状況（若洲オリンピックマリーナ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-32-3(12)会場周辺の歩車動線の分離状況（葛西臨海公園） 

 

《歩車動線の分離状況》 
若洲オリンピックマリーナは既
に公共的利用がなされており、

公共交通機関からのアクセス
経路はバスによるものとなって
いる。また、会場周辺の歩車動

線は既に分離されている。 
 

《歩車動線の分離状況》 
葛西臨海公園は既に公共的
利用がなされており、公共交通

機関からのアクセス経路の歩
車動線は既に分離されてい
る。 
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図 5-32-3(13) 会場周辺の歩車動線の分離状況 

（夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ、夢の島公園、夢の島競技場） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-32-3(14) 会場周辺の歩車動線の分離状況 

（オリンピックアクアティクスセンター、ウォーターポロアリーナ）

《歩車動線の分離状況》 

夢の島ユース・プラザ・アリー
ナ、夢の島公園、夢の島競技
場は既に公共的利用がなされ

ており、公共交通機関からのア
クセス経路の歩車動線は既に
分離されている。 

 

《歩車動線の分離状況》 
オリンピックアクアティクスセン
ター、ウォーターポロアリーナ

の会場は、東京辰巳国際水泳
場として既に公共的利用がな
されており、公共交通機関から

のアクセス経路の歩車動線は
既に分離されている。 
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図 5-32-3(15) 会場周辺の歩車動線の分離状況 

（武蔵野の森総合スポーツ施設、東京スタジアム） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-32-3(16) 会場周辺の歩車動線の分離状況 

（武蔵野の森総合スポーツ施設、東京スタジアム）

《歩車動線の分離状況》 
武蔵野の森総合スポーツ施設

は現在未利用地となっている
が、近接する東京スタジアムは
既に公共的利用がなされてお

り、公共交通機関からのアクセ
ス経路の歩車動線は既に分離
されている。 

 

《歩車動線の分離状況》 

武蔵野の森公園は既に公共
的利用がなされており、公共交
通機関からのアクセス経路の

歩車動線は既に分離されてい
る。 
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図 5-32-3(17) 会場周辺の歩車動線の分離状況（陸上自衛隊朝霞訓練場） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-32-3(18) 会場周辺の歩車動線の分離状況（霞ヶ関カンツリー倶楽部） 

《歩車動線の分離状況》 

陸上自衛隊朝霞訓練場は現
在公共的利用が想定されな
い。会場周辺の道路について

歩車動線は既に分離されてい
る。 
 

《歩車動線の分離状況》 

最寄駅（笠幡駅）から霞ヶ関カ
ンツリー倶楽部への徒歩での
アクセス道路について、歩車動

線の分離は一部でなされてい
ない。 
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図 5-32-3(19) 会場周辺の歩車動線の分離状況（札幌ドーム） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-32-3(20) 会場周辺の歩車動線の分離状況（埼玉スタジアム 2002） 

《歩車動線の分離状況》 
札幌ドームは既に公共的利用

がなされており、公共交通機関
からのアクセス経路の歩車動
線は既に分離されている。 

 

《歩車動線の分離状況》 

埼玉スタジアム 2002 は既に公
共的利用がなされており、公共
交通機関からのアクセス経路

の歩車動線は既に分離されて
いる。 
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図 5-32-3(21) 会場周辺の歩車動線の分離状況（横浜国際総合競技場） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-32-3(22) 会場周辺の歩車動線の分離状況（選手村） 

《歩車動線の分離状況》 
横浜国際総合競技場は既に
公共的利用がなされており、公

共交通機関からのアクセス経
路の歩車動線は既に分離され
ている。 

 

《歩車動線の分離状況》 
選手村は既に公共的利用がな
されており、公共交通機関から

のアクセス経路の歩車動線は
既に分離されている。 
 



 5-32-15 

5-32-2  予測評価（会場別） 

(1) 評価の指標及び目安 

会場別検討における評価の指標及び目安は、表 5-32-1 に示すとおりである。 

 

表 5-32-1  評価の指標及び目安 

評価の指標 評価の基準 
評価の目安 

－２ －１ ０ ＋１ ＋２ 

交通安全 

現在の歩車
動線の分離
（交通安全
性）の状況 

－ 
歩車動線の
未分離区間
が生じる 

すでに歩車
動線が分離
されており、
現況と変わ
らない 

歩車動線が
分離され交
通安全性が
向上する 

－ 

 

(2) 予測評価の方法 

施設計画を精査し、歩車動線の未分離の可能性について確認した。 

開催前（工事による影響）、開催中（施設の存在による影響、競技の実施による影響）、

開催後（工事による影響、後利用による影響）における、歩車動線の未分離に対する影響

について定性的な予測評価を行った。 

それぞれの時期における予測評価の方法は、表 5-32-2 に示すとおりである。 

なお、身体障害者への交通対策（移動動線の確保）については、「5-27 安全」（p5-27-1

～）にて予測評価を行った。 

 

表 5-32-2  予測評価方法（会場別） 

予測評価の時期 予測評価の方法 

開催前 
工事による 

影響 

工事による歩車動線の未分離の可能性について、定性的に予測評価を行っ

た。 

なお、海の森クロスカントリーコース、海の森水上競技場、海の森マウン

テンバイクコースについては、工事の影響に伴う会場周辺の歩行者の移動の

危険性が想定されないことから、開催前の工事による影響については予測評

価の対象外とした。 

開催中 

施設の存在に 

よる影響 

開催時における交通安全への影響については、「競技の実施による影響」に

含めるものとして、ここでは予測評価の対象外とした。 

競技の実施に 

よる影響 

開催時における交通安全への影響について、競技の実施時における公共交

通からの観客等の移動を想定し、歩車動線の分離の状況について定性的に予

測評価を行った。 

開催後 

工事による 

影響 

工事による歩車動線の未分離の可能性について、定性的に予測評価を行っ

た。 

後利用に 

よる影響 

開催後における交通安全への影響について、施設利用における公共交通か

らの観客等の移動を想定し、歩車動線の分離の状況について定性的に予測評

価を行った。 

なお、有明ＢＭＸコース、有明ベロドローム、有明体操競技場、海の森マ

ウンテンバイクコースについては、後利用を想定していないため、評価の対

象外とした。また、陸上自衛隊朝霞訓練場については、陸上自衛隊の専用施

設であることから、後利用による影響の予測評価の対象外とした。 
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(3) 予測評価の結果 

1)  開催前（工事による影響） 

①  一次評価 

現在の一般的な建設工事においても、工事に際して歩車動線分離の対策は十分にとられ

ており、工事に伴い歩車動線の未分離区間が生じることは考えられないため、評価結果は、

いずれの会場についても「０」とした。 
 

②  ミティゲーション 

会場の工事中において、迂回路の設定など歩車動線を分離し、歩行者の安全を確保する

よう対策をとる。なお、工事の実施による交通安全面に関する具体的なミティゲーション

については、実施段階における計画の具体化に併せ検討を行う。 
 

③  二次評価 

迂回路の設定などのミティゲーションにより、工事の実施中においても、現況と同様に

歩車動線が分離され、歩行者の安全が確保されると予測されることから、各会場における

評価結果は、一次評価と同様にいずれも「０」とした。 

 

2)  開催中（競技の実施による影響） 

①  一次評価 

霞ヶ関カンツリー倶楽部については、最寄の公共交通機関（ＪＲ川越線笠幡駅）からの

徒歩ルートにおいて一部の区間で歩車動線が未分離となっていることから、「－１」とした。 

その他の各会場の歩車動線は、現況において分離されており、開催中において現況と変

わらないと予測する。したがって、その他の会場に対する評価結果は「０」とした。 
 

②  ミティゲーション 

霞ヶ関カンツリー倶楽部については、最寄の公共交通機関からの来場者に対する歩車動

線分離の措置をとるようにする。 

また、その他のいずれの会場については、施設の存在によるアクセス道路の歩車動線未

分離の発生は想定されないが、東京都は更なる交通安全の向上のため、表 5-32-3(p5-32-17

～p5-32-18)に示すミティゲーションを行う。 

東京都が平成 23 年 4 月に策定した「第９次東京都交通安全計画」では、重点施策として

高齢者の交通安全の確保、二輪車事故の防止及び自転車安全利用の推進を挙げている。東

京都は、表 5-32-3(p5-32-17～p5-32-18)に示す施策等の推進により、東京が世界一安全な

都市となることを目指し、究極的には交通事故のない社会を実現するべく、交通安全対策

の総合的かつ計画的な推進を図る。 

なお、会場周辺の観客・選手・関係者の違いを踏まえた交通安全対策等の安全面におけ

る具体的なミティゲーションについては、オリンピック警備に関与する主要なセキュリテ

ィ機関の責任者で構成される「大会組織委員会セキュリティ対策本部」において策定する。 

 

また、夢の島地区の会場（夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ、夢の島公園、夢の

島競技場）については、歩行者デッキの設置により新木場駅方面からの歩行者が歩行者専

用道路を用いてアクセスできるようになる。 
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表 5-32-3(1) 交通安全に関するミティゲーションの内容（会場別） 

会場区分 ミティゲーションの内容 

全会場  

工事中においては、迂回路の設定など歩車動線を分離するように対策をとる。 

また、「第９次東京都交通安全計画」において挙げられている以下の歩車動線の分離に関連

する対策等の推進を図る。 

 

「第９次東京都交通安全計画」に挙げられている関連計画：重点課題 

≪重点課題：高齢者の交通安全の確保≫ 

○安全・安心な生活道路の構築 

 ・歩道の整備 

○交通安全施設等整備事業の推進 

 ・横断歩道橋の整備・改良・道路標識等の整備 

 ・信号機の整備、高度化 

○交通環境のバリアフリー化 

○交通需要マネジメントの推進、乗換利便性の向上 

○段階的、体系的な交通安全教育の推進 

 ・高齢者に対する交通安全教育 

○地域における交通安全意識の高揚 

 ・地域の交通安全組織の拡大と育成 

 

≪重点課題：自転車の安全利用の推進≫ 

○安全・安心な生活往路の構築 

 ・あんしん歩行エリア整備事業の推進、交通事故防止対策の推進 

○交通安全意識の啓発 

 ・学校等における交通安全教育、教育プログラムによる安全教育の推進 

 

≪重点課題：二輪車事故の防止≫ 

○道路交通環境の整備、交差点の改良 

○交通安全施設事業の推進、駐車施設の整備拡充 

○交通安全意識の啓発 

 ・学校安全プログラムの推進、高校生の交通事故防止対策連絡会議の開催 
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表 5-32-3(2) 交通安全に関するミティゲーションの内容（会場別） 

会場区分 ミティゲーションの内容 

全会場  

「第９次東京都交通安全計画」に挙げられている関連計画：分野別施策 

＜道路交通環境の整備＞ 

道路等の整備、交通安全施設の整備、安全・安心な生活道路の構築、渋滞対策、

高速道路等における安全施設の整備等、駐車施設の整備拡大、交通需要管理（ＴＤ

Ｍ）の推進、その他道路交通環境の整備 

 

＜交通安全意識の普及及び徹底＞ 

段階・体系的な交通安全教育の推進、地域における交通安全意識の高揚、交通安

全に関する広報啓発活動の充実・強化 

 

＜道路交通秩序の維持＞ 

交通規制の実施、駐車秩序の確立、指導取締りの強化 

 

＜安全運転と車両の安全確保＞ 

安全運転の確保、車両の安全性の確保 

 

＜救助・救急体制の整備＞ 

救助、救急体制の充実、救急医療体制の整備 

 

＜被害者の支援＞ 

交通事故相談業務の充実、交通事故事件被害者等に対する連絡制度、被害者支援

制度の充実、自動車損害賠償責任保険等の加入促進 

 

＜鉄軌道と踏切道の安全確保＞ 

鉄軌道交通環境の整備、鉄軌道の安全な運行の確保、踏切立体交差及び構造改良

の促進、踏切保安設備の整備及び交通規制の実施等、その他踏切道の安全を図るた

めの措置 

 

＜災害に備えた道路交通環境の整備等＞ 

災害に強い交通施設等の整備、災害への備え等、災害発生時における交通規制と

救助体制、大規模事故当時の交通安全の確保 

 

霞ヶ関カンツ

リー倶楽部 

笠幡駅からの徒歩ルートの歩車動線の未分離区間を解消することによる歩行者の安

全性の向上 

夢の島 

地区 

歩行者デッキの設置：新木場駅からのアクセスが歩行者専用通路となることによる

歩行者の安全性の向上（図 5-32-4（p5-32-19）） 
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図 5-32-4 夢の島地区の会場における新たな歩行者デッキの整備位置 

 

 

③  二次評価 

霞ヶ関カンツリー倶楽部については、笠幡駅からの徒歩ルートの歩車動線の未分離区間

を解消することにより、歩行者の交通安全性がより向上されると考えられることから、「＋

１」とした。 

夢の島地区の会場（夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ、夢の島公園、夢の島競技

場）については、歩行者デッキの設置により新木場駅方面からの歩行者が歩行者専用道路

を用いてアクセスできるようになり、交通安全性がより向上されると考えられることから

「＋１」とした。 

その他の会場については、一次評価のとおり、開催中においても施設の存在による歩車

動線の影響はないと予測されることから、各会場における評価結果は一次評価と同様、「０」

とした。 
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3)  開催後（工事による影響） 

①  一次評価 

現在の一般的な建設工事においても、工事に際して歩車動線分離の対策は十分にとられ

ており、工事に伴い歩車動線の未分離区間が生じることは考えられないため、評価結果は、

いずれの会場についても「０」とした。 

 

②  ミティゲーション 

会場の工事中において、迂回路の設定など歩車動線を分離し、歩行者の安全を確保する

よう対策をとる。なお、工事の実施による交通安全面に関する具体的なミティゲーション

については、実施段階における計画の具体化に併せ検討を行う。 

 

③  二次評価 

迂回路の設定などのミティゲーションにより、工事の実施中においても、現況と同様に

歩車動線が分離され、歩行者の安全が確保されると予測されることから、各会場における

評価結果は、いずれも「０」とした。 

 

 

4)  開催後（後利用による影響） 

①  一次評価 

霞ヶ関カンツリー倶楽部については、最寄の公共交通機関（ＪＲ川越線笠幡駅）からの

徒歩ルートにおいて一部の区間で歩車動線が未分離となっていることから、「－１」とした。 

その他の会場については、開催後においても一貫して分離が維持されていると想定され

ることから、各会場に対する評価結果は「０」とした。 

なお、仮設施設を有する会場のうち海の森マウンテンバイクコース、陸上自衛隊朝霞訓

練場は、後利用時において公共的な利用が想定されないことから、評価の対象外とした。 

 

②  ミティゲーション 

霞ヶ関カンツリー倶楽部については、開催中と同様に、笠幡駅からの徒歩ルートの歩車

動線の未分離区間の解消措置を維持する。 

夢の島地区の会場（夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ、夢の島公園、夢の島競技

場）については、歩行者デッキが設置されることにより新木場駅方面からの歩行者が歩行

者専用道路を用いてアクセスできるようになる。 

また、その他のいずれの会場においても、後利用時での歩車動線の未分離は想定されな

いが、東京都は更なる交通安全の向上のため、表 5-32-3(p5-32-17～p5-32-18)に示すミテ

ィゲーションを行う。 

東京都が平成 23 年 5 月に策定した「第 9 次東京都交通安全計画」では、最重点施策とし

て高齢者の交通安全の確保、重点施策として二輪車事故の防止及び自転車安全利用の推進

を挙げている。東京都は、表 5-32-3(p5-32-17～p5-32-18)に示す施策等の推進により、東

京が世界一安全な都市となることを目指し、究極的には交通事故のない社会を実現するべ

く、交通安全対策の総合的かつ計画的な推進を図る。 
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③  二次評価 

霞ヶ関カンツリー倶楽部については、開催中から継続して、笠幡駅からの徒歩ルートの

歩車動線の未分離区間を解消措置が維持されることにより、歩行者の交通安全性がより向

上されると考えられることから、「＋１」とした。 

夢の島地区の会場（夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ、夢の島公園、夢の島競技

場）については、開催中と同様に、歩行者デッキの設置により新木場駅方面からの歩行者

が歩行者専用道路を用いてアクセスできるようになり、歩行者の安全性がより向上される

と考えられることから「＋１」とした。 

その他の会場については、一次評価のとおり、後利用時においても施設の存在による歩

車動線の影響はないと予測されることから、各会場における評価結果は一次評価と同様、

「０」とした。 

 

 

(4) 評価結果の総括 

各会場に対する交通安全の評価結果は表 5-32-4（p5-32-22）に示すとおりである。 

工事や開催時における交通安全への影響について、競技の実施時における公共交通か

らの観客等の移動を想定し、歩車動線の分離の状況について定性的に予測評価を行っ

た。 

既存会場については現在既に公共利用がなされており、各会場周辺の歩車動線は概ね

分離され歩行者の交通安全は確保されていると考えられる。 

また、工事による歩行者への影響について、一般的な建設工事においても現状で十分

に歩行者への配慮がなされていることから、現在において既に歩車動線分離がなされ交

通の安全は確保されていると考えられる。 

霞ヶ関カンツリー倶楽部については、歩車分離の未実施個所があり一次評価で「－１」

となるが、これを解消することにより歩行者の安全性が高まることから、二次評価にお

いて「＋１」となる。 

夢の島地区の会場については、ミティゲーションとして新木場駅からの歩行者専用デ

ッキを設置することにより、新木場駅方面からの歩行者はより安全に会場にアクセスで

きることが予想されることから、二次評価において評価結果が「＋１」となる。 

なお、会場周辺の観客・選手・関係者の違いを踏まえた具体的な交通安全対策につい

ては、実施段階における計画の具体化に併せ検討を行う。 
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表 5-32-4 各会場に対する交通安全の評価結果総括表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※会場№は、表 1-3-37（p1-85～1-86）に示す会場№を表す。 

※評価点の目安は以下のとおりである。 

+2: 大きなプラスの影響 

+1: ある程度のプラスの影響 

0: 中立 

-1: ある程度のマイナスの影響 

-2: 大きなマイナスの影響 

－ : 予測評価の検討において対象外とした影響 

■ : 網掛けは非該当項目のため対象外とした影響 

 

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

1 オリンピックスタジアム(国立霞ヶ丘競技場) 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0

2 東京体育館 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0

3 国立代々木競技場 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0

4 日本武道館 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0

5 皇居外苑 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0

6 東京国際フォーラム 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0

7 国技館 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0

8 有明アリーナ 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0

9 有明ＢＭＸコース 0 - 0 0 - 0 - 0 0 -

10 有明ベロドローム 0 - 0 0 - 0 - 0 0 -

11 有明体操競技場 0 - 0 0 - 0 - 0 0 -

12 有明テニスの森 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0

13 お台場海浜公園 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0

14 潮風公園 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0

15～16 東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂ 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0

17 大井ホッケー競技場 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0

18 海の森クロスカントリーコース - - 0 0 0 - - 0 0 0

19 海の森水上競技場 - - 0 0 0 - - 0 0 0

20 海の森マウンテンバイクコース - - 0 - - - - 0 - -

21 若洲オリンピックマリーナ 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0

22 葛西臨海公園 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0

23～24 夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ 0 - 0 0 0 0 - +1 0 +1

25 夢の島公園 0 - 0 0 0 0 - +1 0 +1

26 夢の島競技場 0 - 0 0 0 0 - +1 0 +1

27～28
オリンピックアクアティクスセンター
ウォーターポロアリーナ

0 - 0 0 0 0 - 0 0 0

29 武蔵野の森総合スポーツ施設 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0

30 東京スタジアム 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0

31 武蔵野の森公園 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0

32 陸上自衛隊朝霞訓練場 0 - 0 0 - 0 - 0 0 -

33 霞ヶ関カンツリー倶楽部 0 - -1 0 -1 0 - +1 0 +1

34 札幌ドーム 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0

35 宮城スタジアム 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0

36 埼玉スタジアム2002 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0

37 横浜国際総合競技場 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0

OV 選手村 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0

IBC/MPC 東京ビッグサイト(IBC/MPC) 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0

開催中 開催後

会場 評価点(一次) 評価点(二次)

No. 名称

開催前 開催中 開催後 開催前
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5-32-3  予測評価（全体計画） 

(1) 評価の指標及び目安 

8 ㎞圏内全体における交通安全の評価の指標及び目安は、表 5-32-5 に示すとおりである。 

 

表 5-32-5  評価の指標及び目安 

評価の指標 評価の基準 
評価の目安 

－２ －１ ０ ＋１ ＋２ 

交通安全 

現在の歩車
動線の分離
（交通安全
性）の状況 

－ 
歩車動線の
未分離区間
が生じる 

すでに歩車
動線が分離
されており、
現況と変わ
らない 

歩車動線が
分離され交
通安全性が
向上する 

－ 

 

(2) 予測評価の方法 

東京都が公表している情報や交通安全に関する計画を基に定性的に予測評価した。 

開催前（工事による影響）、開催中（施設の存在による影響、競技の実施による影響）、

開催後（工事による影響、後利用による影響）における、歩車動線の分離に対する影響に

ついて予測評価を行った。 

それぞれの時期における予測評価の方法は、表 5-32-6 に示すとおりである。 

 

表 5-32-6  予測評価方法（全体計画） 

予測評価の時期 予測評価の方法 

開催前 工事による影響 
工事による歩車動線の未分離の可能性について、定性的に予測評価

を行った。 

開催中 

施設の存在によ

る影響 

開催時における交通安全への影響については、「競技の実施による

影響」に含めるものとして、ここでは予測評価の対象外とした。 

 

競技の実施によ

る影響 

開催時における交通安全への影響について、競技の実施時における

公共交通からの観客等の移動を想定し、歩車動線の分離の状況につい

て定性的に予測評価を行った。 

 

開催後 

工事による影響 
工事による歩車動線の未分離の可能性について、定性的に予測評価

を行った。 

後利用による影

響 

開催後における交通安全への影響について、施設利用における公共

交通からの観客等の移動を想定し、歩車動線の分離の状況について定

性的に予測評価を行った。 
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(3) 予測評価の結果 

1)  開催前（工事の実施による影響） 

①  一次評価 

現在の一般的な建設工事においても、工事に際して歩車動線分離の対策は十分にとられ

ており、工事に伴い歩車動線の未分離区間が生じることは考えられないため、評価結果は、

いずれの会場についても「０」とした。 

 

②  ミティゲーション 

交通安全に係るミティゲーションは、表 5-32-7(p5-32-25)に示すとおりである。 

工事中においては、迂回路の設定など歩車動線を分離し歩行者の安全を確保するように

対策をとる。 

また、東京都が平成 23 年 4 月に策定した「第 9 次東京都交通安全計画」では、重点施策

として高齢者の交通安全の確保、二輪車事故の防止及び自転車安全利用の推進を挙げてい

る。東京都は、表 5-32-7(p5-32-25)に示す施策等の推進により、東京が世界一安全な都市

となることを目指し、究極的には交通事故のない社会を実現するべく、交通安全対策の総

合的かつ計画的な推進を図ることとしている。 
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表 5-32-7(1) 交通安全に関するミティゲーションの内容（全体計画） 

会場区分 ミティゲーションの内容 

全体計画  

工事中においては、迂回路の設定など歩車動線を分離するように対策をとる。 

また、「第９次東京都交通安全計画」において挙げられている以下の歩車動線の分離に関連

する対策等の推進を図る。 

 

「第９次東京都交通安全計画」に挙げられている関連計画：重点課題 

≪重点課題：高齢者の交通安全の確保≫ 

○安全・安心な生活道路の構築 

 ・歩道の整備 

○交通安全施設等整備事業の推進 

 ・横断歩道橋の整備・改良 ・道路標識等の整備 

 ・信号機の整備、高度化 

○交通環境のバリアフリー化 

○交通需要マネジメントの推進、乗換利便性の向上 

○段階的、体系的な交通安全教育の推進 

 ・高齢者に対する交通安全教育 

○地域における交通安全意識の高揚 

 ・地域の交通安全組織の拡大と育成 

 

≪重点課題：自転車の安全利用の推進≫ 

○安全・安心な生活往路の構築 

 ・あんしん歩行エリア整備事業の推進、交通事故防止対策の推進 

○交通安全意識の啓発 

 ・学校等における交通安全教育、教育プログラムによる安全教育の推進 

 

≪重点課題：二輪車事故の防止≫ 

○道路交通環境の整備、交差点の改良 

○交通安全施設事業の推進、駐車施設の整備拡充 

○交通安全意識の啓発 

 ・学校安全プログラムの推進、高校生の交通事故防止対策連絡会議の開催 
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表 5-32-7(2) 交通安全に関するミティゲーションの内容（全体計画） 

会場区分 ミティゲーションの内容 

全体計画  

「第９次東京都交通安全計画」に挙げられている関連計画；分野別施策 

＜道路交通環境の整備＞ 

道路等の整備、交通安全施設の整備、安全・安心な生活道路の構築、渋滞対策、高速

道路等における安全施設の整備等、駐車施設の整備拡大、交通需要管理（TDM）の推進、

その他道路交通環境の整備 

 

＜交通安全意識の普及及び徹底＞ 

段階・体系的な交通安全教育の推進、地域における交通安全意識の高揚、交通安全に

関する広報啓発活動の充実・強化 

 

＜道路交通秩序の維持＞ 

交通規制の実施、駐車秩序の確立、指導取締りの強化 

 

＜安全運転と車両の安全確保＞ 

安全運転の確保、車両の安全性の確保 

 

＜救助・救急体制の整備＞ 

救助、救急体制の充実、救急医療体制の整備 

 

＜被害者の支援＞ 

交通事故相談業務の充実、交通事故事件被害者等に対する連絡制度、被害者支援制度

の充実、自動車損害賠償責任保険等の加入促進 

 

＜鉄軌道と踏切道の安全確保＞ 

鉄軌道交通環境の整備、鉄軌道の安全な運行の確保、踏切立体交差及び構造改良の促

進、踏切保安設備の整備及び交通規制の実施等、その他踏切道の安全を図るための措置 

 

＜災害に備えた道路交通環境の整備等＞ 

災害に強い交通施設等の整備、災害への備え等、災害発生時における交通規制と救助

体制、大規模事故当時の交通安全の確保 
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③  二次評価 

表 5-32-7(p5-32-25～5-32-26)に示すミティゲーションを実施することにより、工事中

においても歩車動線の分離等の交通安全対策を実施していく。 

また、「第 9 次東京都交通安全計画」に挙げられている様々な施策を行い、８km 圏内に

おいて歩車動線分離をはじめとした道路交通環境の整備を進めることにより、現況以上に

安全が確保できると想定されることから、評価結果は「＋１」とした。 

 

2)  開催中（競技の実施による影響） 

①  一次評価 

現況では８km 圏内における主要な道路については、歩車動線はその大部分が分離されて

いる。開催中も一貫して分離するよう計画するため、現況と変わらないと予測する。 

したがって、各会場に対する評価結果は「０」とした。 

 

②  ミティゲーション 

交通安全に係るミティゲーションは、表 5-32-7(p5-32-25～5-32-26)に示すとおりであ

る。 

東京都が平成 23 年 4 月に策定した「第 9 次東京都交通安全計画」では、重点施策として

高齢者の交通安全の確保、二輪車事故の防止及び自転車安全利用の推進を挙げている。東

京都は、表 5-32-7(p5-32-25～5-32-26)に示す施策等の推進により、東京が世界一安全な

都市となることを目指し、究極的には交通事故のない社会を実現するべく、交通安全対策

の総合的かつ計画的な推進を図る。 

なお、交通事故、安全対策を含めた安全面における各会場の具体的なミティゲーション

については、オリンピック警備に関与する主要なセキュリティ機関の責任者で構成される

「大会組織委員会セキュリティ対策本部」において策定する。 

 

③  二次評価 

表 5-32-7(p5-32-25～5-32-26)に示すミティゲーションの実施により、８km 圏内におい

て歩車動線分離をはじめとした道路交通環境の整備が進むなど、交通安全性の向上が予測

されることから、評価結果は「＋１」とした。 

 

3)  開催後（工事の実施による影響） 

①  一次評価 

現在の一般的な建設工事においても、工事に際して歩車動線分離の対策は十分にとられ

ており、工事に伴い歩車動線の未分離区間が生じることは考えられないため、評価結果は、

いずれの会場についても「０」とした。 

 

②  ミティゲーション 

交通安全に係るミティゲーションは、開催前（工事の実施による影響）と同様であり、

表 5-32-7(p5-32-25～5-32-26)に示すとおりである。 

工事中においては、迂回路の設定など歩車動線を分離し歩行者の安全を確保するように

対策をとる。また、東京都が平成 23 年 4 月に策定した「第 9 次東京都交通安全計画」では、
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最重点施策として高齢者の交通安全の確保、重点施策として二輪車事故の防止及び自転車

安全利用の推進を挙げている。東京都は、これらの施策等の推進により、東京が世界一安

全な都市となることを目指し、究極的には交通事故のない社会を実現するべく、交通安全

対策の総合的かつ計画的な推進を図る。 

 

③  二次評価 

表 5-32-7(p5-32-25～5-32-26)に示すミティゲーションの実施により、各会場の工事中

においても歩車動線の分離は確保されると考えられる。 

また、「第 9 次東京都交通安全計画」に挙げられている様々な施策を行い、８km 圏内に

おいて歩車動線分離をはじめとした道路交通環境の整備を進めることにより、現況以上に

安全が確保できると想定されることから、評価結果は「＋１」とした。 

 

4)  開催後（後利用による影響） 

①  一次評価 

各会場で歩車動線は現況において分離されており、開催後も一貫して分離するよう計画

するため、現況と変わらないと予測する。 

したがって、各会場に対する評価結果は「０」とした。 

 

②  ミティゲーション 

開催後（後利用による影響）の交通安全に係るミティゲーションは、開催前（工事の実

施による影響）と同様に表 5-32-7(p5-32-25～5-32-26)に示すとおりである。 

東京都が平成 23 年 4 月に策定した「第 9 次東京都交通安全計画」では、最重点施策とし

て高齢者の交通安全の確保、重点施策として二輪車事故の防止及び自転車安全利用の推進

を挙げている。東京都は、これらの施策等の推進により、東京が世界一安全な都市となる

ことを目指し、究極的には交通事故のない社会を実現するべく、交通安全対策の総合的か

つ計画的な推進を図る。 

 

③  二次評価 

表 5-32-7(p5-32-25～5-32-26)に示すミティゲーションの実施により、後利用時におい

ても歩車動線の分離は確保されると考えられる。 

また、東京都が「第 9 次東京都交通安全計画」に挙げられている様々な施策を実施する

ことにより、８km 圏内において歩車動線分離をはじめとした道路交通環境の整備が進むな

ど、交通安全性の向上が予測されることから、評価結果は「＋１」とした。 
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(4) 評価結果の総括 

全体計画に対する交通安全の評価結果は表 5-32-8 に示すとおりである。 

交通安全については歩車動線分離による歩行者等の安全の面から、東京都が公表してい

る情報や交通安全に関する計画を基に定性的に評価した。 

工事による影響については、現況においても歩車動線分離の対策は十分にとられており、

工事に伴い歩車動線の未分離区間が生じることは考えられない。 

また、東京都は、「第 9 次東京都交通安全計画」において挙げられている横断歩道橋の整

備・改良、交通環境のバリアフリー化等の施策を行うことにより、８km 圏内において歩車

動線分離をはじめとした道路交通環境の整備が進むなど、交通安全性の向上が予測される

ことから、二次評価において評価結果は「＋１」となる。 

 

表 5-32-8 全体計画に対する交通安全の評価結果総括表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※評価点の目安は以下のとおりである。 

+2: 大きなプラスの影響 

+1: ある程度のプラスの影響 

0: 中立 

-1: ある程度のマイナスの影響 

-2: 大きなマイナスの影響 

－ : 予測評価の検討において対象外とした影響 

■ : 網掛けは非該当項目のため対象外とした影響 

 

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

全体計画 0 － 0 0 0 +1 － +1 +1 +1

評価対象

評価点(一次) 評価点(二次)

開催前 開催中 開催後 開催前 開催中 開催後
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5-33  経済波及 

5-33-1  全体計画 

(1) 評価の指標及び目安 

全体計画の検討における評価の指標及び目安は、表 5-33-1 に示すとおりである。 

経済波及の全体計画の評価については、8 ㎞圏の内外で区分して評価することが困難であ

ることから、ここでは東京都全体を全体計画の評価対象とした。 

「波及効果の規模」の評価の目安については、近年実施され、成熟した先進国の首都での

開催という面で東京と類似している 2012 年ロンドン大会での経済波及効果を参考とした。

2012 年ロンドン大会開催による建設、観光、その他の大会に関連した消費等による大会全体

の経済効果は 165 億ポンド（約 2 兆 680 億円）と試算されており、これは、大会予算 92 億

9800 万ポンド（約 1 兆 1500 億）の約 1.8 倍の経済効果となる（「The Economic Impact of the 

LONDON 2012」（ロイズ銀行グループ、2012 年 7 月））ことから、これを参考として 2 倍程度

の経済波及効果を評価の目安とした※。 

 

 

表 5-33-1  評価の指標及び目安 

評価の指標 評価の基準 
評価の目安 

－２ －１ ０ ＋１ ＋２ 

経済効果 
波 及 効 果 の
規模 

－ 

施設整備費・ 
大会運営費等の 
2 倍を下回る 
波及効果 

施設整備費・ 
大会運営費等の 
2 倍程度の 
波及効果 

施設整備費・ 
大会運営費等の 
2 倍を上回る 
波及効果 

－ 

新規ビジネ
スの創出 

新 規 ビ ジ ネ
ス の 創 出 の
有無 

－ 
既存ビジネスを
圧迫する 

現況と変わらな
い 

新規ビジネスが
創出される 

－ 

新たな観光
需要の創出 

現 状 の 観 光
の活性化 

－ 
既存の観光利用
を妨げる 

既存の観光利用
を妨げない 
観光の活性化に
資する機会提供
なし 

観光の活性化に
資する機会提供
あり 

－ 

※2012 年ロンドン大会の開催による経済効果 165 億ポンドのうち、大ロンドン市への経済効果は約 41％と

されているが、大ロンドン市における施設整備費・大会運営費の設定が困難であったため、ここでは 2012

ロンドン大会全体における経済効果を用いて評価の目安の参考とした。 
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(2) 予測評価の方法 

経済波及の予測評価については、開催前（工事による影響、招致・PR 活動による影響）、

開催中（競技の実施による影響）、開催後（工事による影響、後利用による影響）について予

測評価の検討を行った。 

経済波及の指標として、経済効果、新規ビジネスの創出及び新たな観光需要の創出につい

て、波及効果と便益、受益者を定性的に整理するとともに、東京都の計画する施策によって

発揮される効果、過去のオリンピック開催都市の事例を参照して予測評価を行った。 

それぞれの時期における予測評価の方法は、表 5-33-2 に示すとおりである。 

 

 

表 5-33-2  予測評価方法（全体計画） 

予測評価の時期 予測評価の方法 

開催前 

工事による影響 

「経済効果」、「新規ビジネスの創出」の２指標について、「経済効果」

は産業連関分析による定量的な予測評価を行い、「新規ビジネスの創出」

は定性的な予測評価を行った。なお、工事中の「新たな観光需要の創出」

については、工事による影響・効果が見込めないことから、評価の対象

外とした。 

招致・PR 活動によ

る影響 

「経済効果」、「新規ビジネスの創出」及び「新たな観光需要の創出」

の３指標について、「経済効果」は産業連関分析による定量的な予測評

価を行い、「新規ビジネスの創出」、「新たな観光需要の創出」は定性的

な予測評価を行った。 

開催中 
競技の実施による

影響 

「経済効果」、「新規ビジネスの創出」及び「新たな観光需要の創出」

の３指標について、「経済効果」は産業連関分析による定量的な予測評

価を行い、「新規ビジネスの創出」、「新たな観光需要の創出」は定性的

な予測評価を行った。 

開催後 

工事による影響 開催前の工事による影響と同等とした。 

後利用による影響 

「経済効果」、「新規ビジネスの創出」及び「新たな観光需要の創出」

の３指標について、「経済効果」は産業連関分析による定量的な予測評

価を行い、「新規ビジネスの創出」、「新たな観光需要の創出」は定性的

な予測評価を行った。 
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(3) 予測評価の結果 

1)  開催前（工事による影響、招致・PR 活動による影響）、開催中（競技の実施による

影響）、開催後（工事による影響、後利用による影響） 

①  一次評価 

(ｲ) 経済効果 

2020 年東京大会における経済効果の波及について、効果の項目と受益者等の関係につい

て、表 5-33-3(p5-33-4)の便益帰着構成表のように整理される。 

オリンピック・パラリンピック大会は、世界最高のスポーツイベントの開催を通して、

競技会場、非競技会場の建設、輸送といった都市インフラの整備によって直接的な経済効

果がもたらされ、直接投資の拡大、関連企業の業績拡大、需要拡大等による雇用者の所得

増、消費の拡大は所得税や法人税、消費税等の税収につながる。 

また、2020 年東京大会の開催は、直接的な経済効果にとどまらず、レガシー効果として

東京の持続可能な発展のための環境保全、スポーツ・文化振興・地域社会の発展に大いに

寄与すると考えられる。 

2020 年東京大会の波及効果は、環境・社会的な効果の側面を含め、図 5-33-1 (p5-33-5)

に示すように伝播していくと考えられる。 

このように、経済波及効果は、開催前、開催中、開催後といった短期で捉えるよりも、

2020 年東京大会開催に伴う諸々の経済活動と、東京都の施策に基づいて実施される様々な

事業の全体計画に対する波及効果に関し、長期的な視点で検討、評価することが必要であ

る。 
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                       表 5-33-3 2020 年東京大会の便益帰着構成表             （単位：億円） 

 

      主  体 

 

 

 

 

 

 

項  目 

組
織
委
員
会 

オリンピック・パラリンピック会場 東京都 その他の地域 政府等 

合 

計 

 

 

 

I 

O 

C 

 

 

J 

O 

C 

ス
ポ
ン
サ
ー
企
業 

大
会
役
員
・
選
手
・
メ
デ
ィ
ア
等 

国
外
観
戦
者
・
観
光
客 

観 

戦 

者 

家
計･

被
雇
用
者 

産 

業 

地
方
政
府 

観 

戦 

者 

家
計
・
被
雇
用
者 

産 

業 

地
方
政
府 

各
種
公
益
団
体 

国 

  

チケット 724     ▲ ▲    ▲         

放送権  ▲                  

企業協賛金 820   ▲                

寄付       ▲ ▲ ▲  ▲ ▲ ▲  ▲     

ライセンス関係 121     ▲ ▲ ▲   ▲ ▲        

その他 397 ▲  ▲ ▲ ▲ ▲ ▲  ▲ ▲ ▲    ▲    

施設建設 
-3,831        ▲ ▲   ▲   ▲    

      ● ●   ● ●       

大会運営 -3,103 ● ●     ● ●   ● ●   ●    

大会参加・観戦    ▲ ▲ ▲ ▲ ● ●  ▲ ● ●       

企業マーケティング活動    ▲    ● ●   ● ●       

国際映像製作･伝送     ▲   ● ●   ● ●       

記念グッズ・AV 機器等 
     ▲ ▲ ▲   ▲ ▲        

       ● ●   ● ●       

レガシー効果      ▲  ● ●   ● ●       

税 ▲ ▲    ▲ ▲ ▲ ▲ ● ▲ ▲ ▲ ●  ●    

合計                    

                                                （●：収入  ▲：支出） 
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図 5-33-1 2020 年東京大会の開催による効果波及フロー 

 

海外交流機会の増加 

環境保全整備 
緑、省エネルギー 

環境質改善 

交通利便・安全性の向上 

バリアフリー 

宿泊施設の充実・増加 

地域経済の安定 

持続可能な発展 

会場建設 
関連インフラ整備 

景観の向上 

都市環境の魅力向上 観光客の増加 

商業・サービス施設の充実・増加 
土地利用の高度化 

地域経済の活性化 

日本の先端技術（ IT 、省エネ、環境） 
への接触機会の増加 

税収増加 

消費の増大 
雇用の増加 

所得の増加 

海外からの投資 
海外企業の日本での会社設立 

輸出増大 
海外への進出機会の増大 

民間投資機会の誘発 

オリンピック・パラリンピックの開催 

新規ビジネス創出 

自然との触れ合い 
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(a)  2020 年東京大会の主な波及効果 

2020 年東京大会による経済、環境、社会への波及効果について主なものとして以下の

ような事項が考えられる。 

 

● 工事による影響 

競技会場、非競技会場として新設される施設、既存施設の改築・改修、また仮設の施

設の建設工事や関連するインフラの整備による事業投資によって、建設関連の企業には、

直接的な経済効果がもたらされる。建設等に必要とされる原材料の需要から、これらを

生産する企業へも経済的な効果が波及する。建設工事や原材料の増産に伴って、新たな

雇用が創出されるとともに、雇用者の所得が増加する。ひいては消費の拡大に繋がるこ

とが想定される。 

 

● 輸送・交通 

輸送、交通の面では、2020 年東京大会の開催に向け、三環状道路の主要部分や骨格幹

線道路の整備が進み、また、踏切を削減し連続立体交差の整備を推進していく計画であ

る。これらの整備により、交通渋滞が緩和され、都民のみならず、東京を訪れる周辺地

域の住民、観光客の利便性が向上するとともに、開催期間中の会場間の移動アクセスの

みならず、観光スポット等へのアクセス性が向上し、交流機会が増加する。 

 

● 環境 

環境面においても、東京都では環境共生都市の実現を目指し、持続可能な都市の発展、

成熟のために、様々な環境保全施策を実行中である。 

今後 10 年で新たな都市公園等 433ha を整備し、都心の大規模な緑地をグリーン・ロー

ド・ネットワークで結ぶことで、水と緑の回廊で包まれた美しいまちを復活するプロジ

ェクトを実施することにより新たな生物・生態系を育む場が増加する。 

輸送・交通面の効果で述べたように、主要道路網の整備促進や、低公害車の積極的な

導入等により、大気質はさらに改善し、温室効果ガスの排出の抑制にも繋がる効果があ

る。 

水質面を見ると、東京都では、合流式下水道越流水の改善、底質汚泥の浄化といった

様々な水質浄化対策や水辺再生等の整備を推進している。東京湾の水質は継続的に改善

され、豊かな自然環境と共生する水辺空間を創出し、都民や訪問者が安心して水と触れ

合う場所と機会を増やすことに貢献する。 

 

● 資源・エネルギー 

2020 年東京大会での環境の取組みとして、最先端の省エネ技術や再生可能エネルギー

を活用することを挙げている。また、資源の有効利用と廃棄物の排出抑制・リユースの

推進と多様なリサイクルシステムを構築する制度がある。加えて、都市にとって重要な

水資源である雨水や下水道再生水の循環利用を進めている。 
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● 新たな観光需要の創出・新規ビジネスの創出 

環境質が良好で緑あふれ、利便性の向上した東京へは、オリンピック観戦だけでなく、

観光を目的とする来訪者の増加も見込めるものと考えられる。2020 年東京大会を契機と

して、新たな文化拠点や豊かな水辺空間などが、東京の魅力として世界に発信されるこ

とになる。2020 年には、年間 1,500 万人の外国人旅行者が訪れる世界有数の観光都市を

目指した施策を東京都は進めている。 

都市としての魅力を増した東京には、2020 年東京大会の開催後においても、周辺から

の来訪者や海外からの旅行客が増加すると見込まれる。したがって、観光産業は開催前

から開催後も成長すると予想される。また、海外からの旅行者が不自由なく歩くことの

できるホスピタリティあふれる街に成熟することにより、交流機会が増加し、新たなビ

ジネスチャンスを生む素地ができあがる。これらは、商業、サービス産業を発展させ、

新規ビジネスの創出をもたらすと予測する。 

東京には、企業活動や雇用者の就労に際して、良好な環境質が保全され、高い能力を

持つ人材ポテンシャルがある。また、東京の世界最高水準の環境、省エネ技術等を導入

した施設やシステムが実際に供用されていることなどに対して、実際に触れる機会や情

報を持つことによって、東京の企業への海外からの投資や起業などが活発化し、新規ビ

ジネスの創出のみならず、関連する産業の発展を促すものと考えられる。このことは雇

用の増加、所得の増加に繋がるものと予測される。 

 

● 後利用の影響 

有明アリーナ、夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ等の新設会場は、開催後にお

いてスポーツ競技大会や、コンサート等の文化イベント等に利用されることが想定され

る。また、海の森クロスカントリーコース、海の森水上競技場、葛西臨海公園は、都民

のレクリエーションの場、憩いの場となる。したがって、これらの会場の周辺では、継

続的に来訪者があり交流機会が生まれ、商業、イベント、サービス等の産業分野の成長

が期待できる。 

非競技会場では、ユニバーサルデザインの考え方に基づいて建設された選手村が、2020

年東京大会の開催後、環境共生型の住宅エリアとなり広く都民に提供される。IBC/MPC

は、開催後の後利用として展示会場等としての活用が予定されている。これらの会場の

周辺では、新たなコミュニティが出現することによって、商業、サービス等の産業等に

おいて新規ビジネスの創出、雇用の創出が予想される。 
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(b)  過去の大会における経済効果 

オリンピックの開催がインフラ整備及び観光客の流入、雇用機会の創出などを通して

様々な経済波及効果を誘発することは過去のオリンピックでも報告されている。 

過去の大会における開催都市の経済効果等の概要は表 5-33-4 に示すとおりであり、

これらの事例に裏付けされるように、オリンピック大会開催は、開催都市の経済的な発

展と安定に寄与する経済効果があると考えられる。 

 

表 5-33-4 オリンピック開催都市における経済効果 

大 会 開催都市の経済効果等 

1992 年バルセロナ大会 ・建設等の直接投資による経済効果 

・開催都市の魅力増加による住宅建設及び雇用の増加 

・資産の増大、サービス産業、都市の魅力、国際化、生産力、競争力の

成長 

1996 年アトランタ大会 ・雇用者の所得増加 

・観光、会議、ビジネス拡大の場、海外直接投資に対して効果 

・雇用の創出、職業訓練、人材育成等の波及効果 

1998 年長野大会 ・運営予算 1030 億円 

・経済波及効果として 2 兆 3,244 億円、雇用増加数 29 万 7000 人と試算 

・観光客 225 万人 

2000 年シドニー大会 ・若年層への新たな雇用の創出 

・地元企業への建設工事による便益 

・海外からの投資活動 

・起業を活発化させるプログラムの成功 

2004 年アテネ大会 ・労働力の増加、地域の経済システムの発展に効果 

 

2008 年北京大会 ・間接的な経済効果約 3 兆 7000 億円、直接的な経済効果 5 兆 2000 億円

を合わせた全体的な経済効果として約 9 兆円と試算 

2012 年ロンドン大会 ・インフラ整備による建設投資により英国及びロンドンに 11～12％のＧ

ＤＰ増加が想定 

・国内投資の増加、観光客の増加 

・建設業、陸上旅客輸送、サービス、スポーツ施設の業種での経済効果 

・多くの新規ビジネス創出 

 

1992 年バルセロナオリンピックにおいては、道路建設、選手村、競技会場と関連施設、

ホテル改築等の直接的投資による経済効果、また、開催前から開催後（1986-1993 年）

にかけて、オリンピック施設や関連するインフラ等の建設需要に伴う原材料の需要増加、

バルセロナ市の魅力が増したことによる住宅建設の増加と、これらに伴う雇用の増加を

報告している。また、資産の増大、サービス産業、都市の魅力、国際化、生産力、競争

力の成長がオリンピックのレガシーとしてもたらされたと報告している（An economic 

analysis of the Barcelona ’92 Olympic Games）。 
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1996 年のアトランタオリンピックでは、ジョージア州の産業セクターにもたらされる

短期的な経済効果を雇用者の所得の増加として評価している。また、長期的な経済波及

効果として、メディアへの集中的な露出によって市と州の国内外の認知効果による観光、

会議、ビジネス拡大の場所として、また海外直接投資に対して効果があったとしている。

さらに地域社会へは、雇用の創出や職業訓練、人材育成などに波及効果があったと報告

している（The Economic Impact of Hosting the 1996 Summer Olympics）。 

 

1998 年の長野冬季オリンピックでは、運営予算 1030 億円に対して、経済波及効果と

して 2 兆 3,244 億円になったと試算されている。また、雇用増加数 29 万 7000 万人とな

り、225 万人の観光客数があったとされている（笹川スポーツ財団「スポーツ白書（2006

年 3 月）」）。 

 

2000 年シドニーオリンピックでは、主に観光、サービス、建設、小売、交通などの産

業で若年層に新たな雇用が創出されたことが、オリンピック大会開催の大きな効果であ

るとしている。多数の地元企業がオリンピック関連施設の建設工事による便益を受けた

ことや、オリンピックを機にオーストラリアやニューサウスウェールズ州への海外から

の投資活動、起業を活発化させるプログラムが成功したと報告している（Sydney 2000 

Post Games Report）。 
 

2004 年アテネオリンピックでは、オリンピック大会の経済波及効果について、労働力

（人口）を指標として注目し、その変化について検討した結果を報告している。アテネ

市のあるアッティカ県では、開催前の 1998 年から開催後の 2005 年まで労働力を比較す

ると 12%増加した。2004 年オリンピック終了後も、雇用機会があり労働力がアッティカ

県に維持されていることから、地域の経済システムの発展に効果があったことを報告し

ている（Economic Aspects and Sustainability Impact of Athens 2004 Olympic Games）。 

 

2008 年北京オリンピックでは、北京市経済社会発展研究センターによるとチケットや

放映権販売による収入総額は 2150 億円に達すると試算されている。また、北京市統計局

国民経済計算所によると、2005～2008 年の北京市のＧＤＰ平均成長率は 11.8％であり、

ＧＤＰの押し上げ効果は 2004年～2008年の 4年間で総額 1055億円に達したとしている。 

また、北京体育大学によると、北京オリンピックの間接的な経済効果は約 3 兆 7000

億円、直接的な経済効果（5 兆 2000 億円）を加えると、開催による全体的な経済効果は

約 9 兆円になると試算されている。 

 

2012 年ロンドンオリンピックの持続可能な発展に関するレポートでは、経済効果とし

て、インフラ整備による建設投資によって、英国全体とロンドンに 11-12%のＧＤＰ増加

を想定している。また、国内投資の増加、観光客の増加による経済効果を検討している。

また、英国内で経済効果が大きい産業分野として、建設業、陸上旅客輸送分野を挙げ、

ロンドン市内では、陸上旅客輸送、サービス、スポーツ施設の業種において、経済効果

を予想している。さらに、開催前から開催後にかけて、多くの新規ビジネスが創出され

ることが予測されている（Olympic Games Impact Study: Final report）。 
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(c)  2020 年東京大会全体の経済効果の試算 

●需要増加額 

2020 年東京大会全体の需要増加額の概要は表 5-33-5 に示すとおりである。 

2020 年大会の開催に向けた施設整備についてオリンピックスタジアムをはじめとす

る競技施設、選手村等の施設整備費に 3,557 億円、オリンピック・パラリンピック大会

の主催機関である大会組織委員会の大会運営費は 3,104 億円（ＩＯＣなどへのロイヤリ

ティ支払や、法人税を除く）になると見込まれている。 

大会に参加する選手団、チーム、競技役員等大会関係者の渡航、事前キャンプ等支出、

スポンサーとなる企業のマーケティング活動費等支出、メディアの国際映像制作・伝送

費等支出及び直接オリンピックを観戦する国内外の観戦客の移動、宿泊、飲食等に伴う

支出は 2,470 億円になると見込まれる。 

テレビを通して大会を視聴する一般家庭の映像受像機やオフィシャルグッズ購入費な

ど、オリンピック競技大会開催に伴う我が国全体での家計消費支出の増加は 2,286 億円

になると見込まれる。 

東京が 2020 年のオリンピック・パラリンピックの開催都市になると、東京、日本の知

名度・イメージがさらに向上し、外国人観光客とその観光消費額の増加が期待されるこ

とから、その誘客効果は 2013 年から 2020 年までの間に累計で約 1,000 億円になると

見込まれる。ただし、オリンピック・パラリンピックの開催期間中に訪日観光を回避す

る観光客がいることも想定し、需要増加額として純観光消費額の 822 億円を見込んだ。 

 

以上から、これらの資本投資（施設整備費、大会運営費）および消費支出（参加者・

観戦客支出、国際映像制作・伝送費、企業マーケティング活動費、家計消費支出、誘客

効果）の需要増加額は、我が国全体で 1 兆 2,239 億円と見込んだ。 

地域別にみると、東京都の需要増加額は、全体の 79.0％、9,669 億円、その他の地域

の需要増加額は、2,569 億円となった。 

 

表 5-33-5 2020 年東京大会開催に伴う需要増加額の概要 

（2012 年 6 月現在の試算値） 

（単位：百万円） 

項 目 東京都 その他の地域 全 国 

施設整備費 355,700 0 355,700 

大会運営費 295,112 15,299 310,411 

参加者・観戦客支出 110,558 66,276 176,834 

国際映像制作・伝送費 33,100 400 33,500 

企業マーケティング活動費 33,907 2,749 36,656 

家計消費支出 96,746 131,821 228,567 

誘客効果 41,821 40,390 82,211 

総 計 966,944 256,935 1,223,879 
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●経済波及効果 

2020 年東京大会の開催による経済波及効果について「平成 17 年（2005 年）東京都産

業連関表」に基づく産業連関分析により経済波及の評価を行った。 

 

経済波及効果の概要は表 5-33-6 に、地域別・部門別の推計は表 5-33-7 に示すとおり

である。 

 

大会の開催による生産誘発額（経済波及効果）は、我が国全体で 2 兆 9,609 億円にな

ると推計される。これは 2020 年東京大会の開催に伴う施設整備費・大会運営費 6,661

億円の 4.4 倍に相当し、需要総額 1 兆 2,239 億円の 2.4 倍に相当する。 

 

東京都では、生産誘発額が 1 兆 6,753 億円になると推計される。 

これは、都内の施設整備費・大会運営費 6,508億円の 2.6倍に相当し、需要増加額 9,669

億円の 1.7 倍になると推計される。また、付加価値誘発額は 8,586 億円と推計される。 

この規模は、近年の都内総生産額からみると、およそ 1.0％に相当する。雇用者所得

誘発額は 4,687 億円と推計される。 

 

その他の地域では、生産誘発額は 1 兆 2,856 億円、付加価値誘発額は 5,624 億円、雇

用者所得誘発額は 2,846 億円と推計される。 

 

 

表 5-33-6 2020 年東京大会開催に伴う経済波及効果（概要） 

（2012 年 6 月現在の試算値） 

                          （単位：億円） 
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表 5-33-7 2020 年東京大会開催に伴う経済波及効果（地域別・部門別） 

（2012 年 6 月現在の試算値） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「生産誘発額」とは、最終需要（2020 年東京大会開催に伴う需要増加額）を賄うために直接・間接に

必要となった生産額を指す。 

「付加価値誘発額」とは、生産活動によって新たに付加された価値で、生産額から中間投入額を控

除したものを指す。 

 

 

メ モ 
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表 5-33-6(p5-33-11)及び表 5-33-7(p5-33-12)に示した経済効果の試算は、開催前

（2013 年）から開催（2020 年）までを一括で対象としているが、時期別には以下のよう

に整理される。 

 

表 5-33-8 2020 年東京大会開催に伴う主な需要増加項目（時期別） 

開催前 開催中 開催後 

工事の影響 招致等の影響 競技の実施 工事の影響 後利用の影響 

・施設整備費 ・家計消費支出 

・誘客効果 

・大会運営費 

・参加者・観戦客支出 

・国際映像制作・伝送費 

・企業マーケティング活動費 

・家計消費支出 

・誘客効果 

（施設整備費）※ （誘客効果)※ 

※開催後については、表 5-33-6(p5-33-11)及び表 5-33-7(p5-33-12)の経済効果の試算には含まれていないが、

大会の開催により開催後の施設整備費及び誘客効果について需要増加が考えられることから、ここでは表中

に記載した。 

 

時期別の経済効果の予測は以下のとおりである。 

 

○開催前（工事の影響） 

開催前には、競技会場・非競技会場として新設される施設の建設、既存施設の改修、

仮設会場の設営等の施設整備による需要増加・経済波及効果が見込まれる。これらの

投資により建設業を中心に直接的な経済効果がもたらされるほか、原材料の増産・輸

送量の増加や、施設への最新技術の導入等により、関連産業への経済効果の波及が見

込まれる。 

開催前の工事による施設整備費等から派生する生産誘発額については、都内におけ

る大会全体の経済波及効果（施設整備費・大会運営費の 2.6 倍（p5-33-11 参照））と

同程度の割合となると想定し、費用の 2 倍以上の波及効果があるものと予測した。 

 

○開催前（招致等の影響） 

東京が 2020 年大会の開催都市になり、東京の知名度やイメージが向上することに

よる誘客効果によって、開催前からの外国人観光客とその観光消費額の増加が見込ま

れ、旅行業、宿泊業、飲料サービス業等の産業への経済効果の波及が見込まれる。 

また、2020 年大会を契機として、テレビ観戦する一般家庭への映像機器の購入等の

家計消費支出が創出されると考えられる。 

開催前の招致等による運営経費等から派生する生産誘発額については、都内におけ

る大会全体の経済波及効果（施設整備費・大会運営費の 2.6 倍（p5-33-11 参照））と

同程度の割合となると想定し、費用の 2 倍以上の波及効果があるものと予測した。 

 

○開催中（競技の影響） 

大会開催期間中には、競技会場のスタッフ人件費や会場の賃借料などの大会運営費
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や、選手団や役員等の渡航や事前キャンプ等の支出、メディアの国際映像制作・伝送

費等の支出、スポンサー企業のマーケティング活動、2020 年東京大会を観戦する国内

外の観戦客による支出による需要増加が見込まれ、サービス業等を中心に経済効果の

波及が見込まれる。 

大会開催中の運営経費等から派生する生産誘発額については、都内における大会全

体の経済波及効果（施設整備費・大会運営費の 2.6 倍（p5-33-11 参照））と同程度の

割合となると想定し、費用の 2 倍以上の波及効果があるものと予測した。 

 

○開催後（工事の影響） 

開催後には、会場の改修や仮設施設の撤去等が行われる。これらの工事の実施によ

り、開催前と同様に、建設業を中心に直接的な経済効果がもたらされるほか、関連産

業への経済効果の波及が見込まれる。 

開催後の工事による施設整備費等から派生する生産誘発額については、都内におけ

る大会全体の経済波及効果（施設整備費・大会運営費の 2.6 倍（p5-33-11 参照））と

同程度の割合となると想定し、費用の 2 倍以上の波及効果があるものと予測した。 

 

○開催後（後利用の影響） 

開催都市としての知名度やイメージの向上による誘客効果は、開催後にも継続され

ると考えられることから、開催前・開催中と同様に、外国人観光客とその観光消費額

の増加が見込まれ、旅行業、宿泊業、飲料サービス業等の産業への経済効果の波及が

見込まれる。 

開催後の後利用については、施設整備費・大会運営費等の費用がほとんど想定され

ないことから、上記の経済効果の波及は費用の 2 倍以上の効果があるものと予測した。 

 

このように、2020 年東京大会の開催により、開催前～開催後を通して費用を大きく上

回る経済効果が期待される。 

予測評価のいずれの時期においても費用の 2 倍以上の経済効果が期待されると予測さ

れることから、経済効果の評価結果はすべての予測時期において「＋１」とした。 

 

(ﾛ) 新規ビジネスの創出 

(a)  2020 年東京大会による新規ビジネスの創出効果 

「経済効果」で予測評価したように、都市としての魅力を増した東京には、周辺から

の来訪者や海外からの旅行客が増加すると見込まれ、観光産業は開催前から開催後も成

長するとともに、交流機会が増加し、新たなビジネスチャンスを生む素地ができあがる。 

これらは、商業、サービス産業を発展させ、新規ビジネスの創出をもたらすと予測す

る。東京には緑と環境質が良好に保全され、高い人材ポテンシャルがあり、世界最高水

準の環境、IT 等の技術力を有する企業が多数ある。これらの企業への国内外からの投資

が活発化し、関連産業が発展するとともに、多くの新規ビジネスを創出すると予測する。 

 

(b)  過去の大会における新規ビジネスの創出 

これまでに開催された、また今後開催されるオリンピック都市の事例における新規ビ

ジネスの創出について以下に記す。 
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2000 年シドニーオリンピックでは、オリンピック・レガシー（例えば、開催地の知名

度の向上、施設の充足度向上、国際的な人的ネットワークの向上）により、主に観光、

サービス、貿易などの産業で新規ビジネスが大幅に増加したとしている（Sydney 2000 

Post Games Report)。 

 

2012 年ロンドン大会では、開催前から開催後にかけて、ロンドン市のみならず英国全

体で、多くの新規ビジネスが創出されることを予測している。今後成長すると考えられ

る産業分野として、ロンドン市内では、陸上旅客輸送、サービス、スポーツ施設の業種

において、英国全体では、建設業、陸上旅客輸送分野を挙げている。これらの産業分野

で新規ビジネスの創出が期待できるとしている（Olympic Games Impact Study)。 

2012 年ロンドン大会では、大会から生じる契約として建設、エンジニアリング、建築、

広告、環境技術、ホスピタリティ、セキュリティ、ロジスティックス、ITスポーツ技術、

クリエイティブ産業などの分野を網羅したビジネスチャンスが生み出されるものとして

いる。また、大会を契機とした国外への展開として、ロンドン大会開催前に ICT、自動

車、エンジニアリング、建設、ファッション及び衣料品などの分野の１４社からなる通

商使節団が訪日し、会談やネットワークづくり等の企業ビジネス・プログラムによりビ

ジネス展開を図っている。（駐日英国大使館ウェブサイト） 

 

2012 年ロンドン大会の開催期間中に英国貿易投資省によりロンドンのランカスタ

ー・ハウスで開催されたグローバル・ビジネス・サミット（Advances in Assistive Medical 

Technologies Global Business Summit）では、コンピュータ制御された義手足から血管

管理技術まで、疾患・怪我・障害を持つ人々に向けて開発されたリハビリテーションの

画期的なアプローチや支援技術等、英国が医療支援技術分野で誇るイノベーションが披

露され、世界中の人々に英国企業が持つ可能性を広く周知させる絶好の機会となった。 

また、同じくロンドン大会の開催期間中に開催されたグローバル・スポーツ・サミッ

ト（Global Sports Summit）では、国際的なスポーツ大会を開催する主要団体が一堂に

会し、持続可能な建築及びエンジニアリング、プランニング、セキュリティ、顧客に経

験と収入を最大限に提供する方法等について協議が行われた。ヒュー・ロバートソン英

国スポーツオリンピック担当大臣のコメント「ロンドン大会の準備を予定通り・予算内

に成し遂げた英国企業は、グローバルなスポーツイベントの建設プロジェクト受注に向

けて有利な立場にあり、より多くのビジネス機会が創出されることが期待される」にあ

るように、大会期間中に開催されたグローバス・スポーツ・サミットが英国企業の国際

的なビジネス機会の発掘に資するものとなっている。（駐日英国大使館ウェブサイト） 

 

なお、2012 年ロンドン大会では、混雑や宿泊料金の高騰への懸念からスポーツファン以

外の観光客が大会期間を回避することにより、大会期間中の観光名所への観光客の減少が

みられており、ロンドン市内の小売店、ホテル、劇場等では開催期間中の売上が減少して

いた（英ファイナンシャル・タイムズ紙）。大会の開催により、既存の観光産業等のビジネ

スを圧迫する可能性も考えられる。 

 

このように、開催期間中に既存の観光産業等を圧迫する事例が見られるものの、過去の
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オリンピック都市の事例においては、総じてオリンピックの経済波及効果や、国内企業の

先端技術の披露により多くのビジネスチャンスが生まれていることから、開催前から開催

後にかけてのいずれの時期においても、多くの新規ビジネスが創出すると予測する。した

がって、すべての予測時期において評価結果は「＋１」とした。 

 

(ﾊ) 新たな観光需要の創出 

(a)  2020 年東京大会による新たな観光需要の創出 

「経済効果」で予測評価したように、オリンピック観戦だけでなく、東京の観光を目

的とする来訪者の増加も見込めるものと考えられる。 

また、オリンピック開催都市となることにより、開催前の段階から東京の魅力を宣伝

する絶好の機会となり、観光客数の増加や観光産業の振興につながると考えられる。 

さらに、オリンピックを契機として、新たな文化拠点や豊かな水辺空間などが、東京

の魅力として世界に発信されることにより、都市としての魅力を増した東京に、2020 年

東京大会開催後においても、周辺からの来訪者や海外からの旅行客が増加すると見込ま

れる。したがって、開催前から開催後も、観光需要は創出されると予測する。 

 

(b)  過去の大会における新たな観光需要の創出 

これまでに開催された、また今後開催されるオリンピック都市の事例で、新たな観光

需要の創出について以下に記す。 

 

1996 年のアトランタオリンピックでは、長期的な経済波及効果として、メディア戦略

によって、アトランタ市とジョージア州の認知度が国内外に高まり、観光ビジネスの拡

大に貢献したことを報告している。（The Economic Impact of Hosting the 1996 Summer 

Olympics） 

 

2000 年シドニーオリンピックでは、オリンピック大会開催の便益は、国内はもとより、

海外からの観光客の増加によるビジネス機会にあったと報告している（Sydney 2000 Post 

Games Report）。 

 

2012 年ロンドン大会の持続可能な発展に関するレポートでは、オリンピック開催都市

となることは、ロンドンへの来訪者を惹きつける絶好の機会であるとしている。このこ

とは海外の観光客に対して、ロンドンが魅力ある観光地であることを宣伝する機会であ

り、観光客数やその支出が観光産業に影響を与えるとして、その経済効果を報告してい

る（Olympic Games Impact Study: Final report）。 

ロンドン大会では、混雑や宿泊料金の高騰への懸念からスポーツファン以外の観光客

が大会期間を回避することにより、大会期間中の観光名所への観光客の減少がみられて

いた。英国統計局によると、ロンドン大会が開催された 2012 年 8 月について、海外から

英国を訪れた外国人観光客数は 303 万人となっており前年比 5％減であったが、この間

に観光客が費やした費用総額は 23 億 8 千万ポンドで、前年比 9％増となっており、「観

光客を引きつけることはなかったが、入場券や関連グッズが消費を促すなどの一定の効

果はあった」と分析されている。 
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上記のオリンピック都市の事例で裏付けされるように、2020 年東京大会の開催によっ

て、開催前から開催後にかけて新たな観光需要が創出されると予測する。 

これらのことから、開催前（招致・PR による影響）、開催中（競技による影響）、開催

後（後利用による影響）における評価結果は「＋１」とした。 

 

②  ミティゲーション 

オリンピック・パラリンピックの開催による経済波及効果をより高めるには、大会の開

催を契機にした新規ビジネスの創出や、多くの旅行者が訪れる観光需要の創出が考えられ

る。 

開催中の経済波及に関するミティゲーションは、表 5-33-9（p5-33-18）として、宿泊料

金の高騰による観光客の回避を解消するため、多様で合理的な価格の宿泊施設を選択でき

る仕組みを構築する。また、観戦客の増員を図るためのチケット販売戦略を立てる。 

また、オリンピックの開催中は、東京・日本の有する技術力を基盤とした新規ビジネス

の創出の絶好の機会として、先端環境技術の導入による環境技術開発の促進や、環境技術

の広く世界へ向けた発信等を行う。 

大会の開催前から開催後にかけてのミティゲーションとして、新規ビジネスの創出・観

光需要の創出の観点から、東京都の掲げる施策として表 5-33-10（p5-33-19～20）に示す

ものが挙げられる。 

東京都は、新規ビジネスの創出として外国企業の積極誘致や新規分野・新事業の創出を

積極的に支援する施策を行うとともに、年間 1,500 万人の外国人旅行者が訪れる世界有数

の観光都市の実現を目指すべく、以下の事業を展開している。



 

 5-33-18 

 

表 5-33-9  経済波及に関するミティゲーションの内容（開催中） 

会場区分 ミティゲーションの内容 

全体計画 

 

○誘客効果の強化 

・開催期間中の宿泊料金について、来訪者や観客の個々のニーズに応じた、多様で合理的

な価格の宿泊施設を選択できる仕組みを構築する。 

 

○観戦客の増員：会場へ来訪する観戦客を増やすため、以下のチケット販売戦略を行う。 

・国内におけるスポーツ・イベントの人気を分析し需要に応じた価格設定を行う。 

・インターネットと全国 4 万点以上のコンビニエンスストアを活用した販売を行い多様な

層の集客を目指す。販売の初期段階では公平性を確保するためＷＥＢサイトから申し込

みを受け付ける。 

・大会直前の最終販売ではコンビニエンスストアのネットワークを通して、誰でもいつで

もチケットを買うことができるシステムを提供する。 

・競技大会のチケット保有者は公共交通機関を利用し無料で競技会場にアクセスするこ

とができるようにする。 

・一般の観客、スポンサー、オリンピック・ファミリーを対象とする大会期間中のチケッ

ト交換システムを構築し、チケット購入者の確実な来場を促す。 

・インターネット、モバイル機器等を通じてリアルタイムな空席情報を配信する。 

・入退場を緻密に管理し、一定時間が過ぎても入場の無い座席、早い時間に観客が会場を

離れた座席を利用できる新たな仕組みを構築する。 

 

○企業マーケティング活動：国内スポンサーシップへのマーケティングプログラムを以下の

方針に従って実施する。 

・ＴＯＰパートナーのカテゴリーと権利を尊重する。 

・ローカルマーケティング収入を最大化する。 

・国民の関心を喚起し、スポンサーシップを有意義で価値あるものとする。 

・スポンサーが野心的でダイナミックなプログラムをとおして大会とオリンピック・ムー

ブメントのプロモーションに貢献する。 

 

○2020 年東京大会のイメージ強化によるライセンス収入 

・高品質、高性能な製品 

・日本の伝統文化を伝えるグッズ 

・発達した市場と、多くの優れた企業へのアクセス 

 

○新規ビジネスの創出機会 

（先端環境技術の導入による環境技術開発の促進） 

・東京・日本の持つ高い技術力を基盤として、会場・施設に最新の環境技術を採用するこ

とで、新たな環境技術の開発や技術革新を促す。 

・エネルギー、廃棄物、エコマテリアル、水資源、緑化など、気候変動の抑制、資源循環

などに向けて、先進技術を採用する。 

・道路交通情報や、公共交通利用案内システムなど、IT 技術を活用した交通ナビゲーショ

ンシステムの導入。 

（環境技術情報の発信「環境技術のショーケース化」） 

・先進的な環境技術をテーマとした見本市の開催、継続的プレス発表、バックヤードツア

ー開催など、大会で用いる環境技術の広く世界へ向けた発信。 

・気象、大気質などの環境情報のモニタリング、表示システムの導入 
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表 5-33-10(1)  経済波及に関するミティゲーションの内容（全期間） 

会場区分 ミティゲーションの内容 

全体計画  

○税制、規制緩和、まちづくりを組み合わせた戦略的な外国企業の積極誘致 

〈総合特区制度（外国企業誘致）による主な誘致策〉 

・誘致・ビジネス交流…誘致活動、ＭＩＣＥ開催による誘致対象企業の掘り起こし、地方

税（法人事業税等）の全額免除 

・ビジネス支援…コンシェルジュ機能によるビジネス・ワンストップサービスの提供、中

小企業とのマッチングの促進 

・生活環境の整備…母国語で学べる学校を整備、ＥＰＡ看護師を活用した外国人向けベビ

ーシッターの確保、社内保育所への運営費補助。 

・ＢＣＰを確保したビジネス環境整備…先進的ビジネス支援機能、高い防災力、エネルギ

ー自立化を誘導するさらなる容積率緩和 

 

・臨海都市のＭＩＣＥ拠点化を進め、開発支援や海外企業誘致セミナー等を通じて東京の

ビジネスの優位性を世界に広く発信するとともに、対日投資に関心を持つ外国企業の経

営者層に積極的なアプローチを行う。 

 

〈特定都市再生緊急整備地域による企業誘致〉 

・不動産取得税や固定資産税の控除等による税制支援や、民間都市開発プロジェクトの認

定の迅速化等の、民間プロジェクトに対するインセンティブにより魅力的な都市空間を

実現する。 

 

出典：「２０２０年の東京」（平成 23 年 12 月、東京都） 
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表 5-33-10(2) 経済波及に関するミティゲーションの内容（全期間） 

会場区分 ミティゲーションの内容 

全体計画  

○創造的都市型産業の育成 

東京都は、社会経済環境の変化や都民の生活環境の変化を的確に捉え、クリエイティブ産

業をはじめとする「創造的都市型産業」を重点的に育成していく。同時に、都民のニーズ

を満たす地域に密着したサービスの提供などの新ビジネスの創出を支援する。 

〈創造的都市型産業の支援策〉 

・業界団体と連携し、育成プログラムの開発による人材育成 

・コンテストの開催等による才能あるクリエイターの発掘 

・販路開拓や情報交換の場の提供等によるビジネス支援 

・国内外で開催される文化技術イベントへの参加を促進 

 

○産学民との連携によるイノベーション創出 

東京都は、企業、大学、研究機関等、産業に関わるさまざまなアクター同士の交流・連携

を促進し、東京に集積する技術や知識を活用することでイノベーションを創出していく。 

 

○中小企業のグローバル化の促進 

東京都は、中小企業の優れた技術や製品、サービスの、アジア市場をはじめとする海外市

場への展開を支援し、中小企業のグローバル化を促進するとともに、東京の優れた環境技

術や、上水道技術等を生かした国際協力を推進する。 

 

○ものづくり産業の育成支援 

東京都は、産業の空洞化を防ぎ、東京の産業集積を維持・発展させるため、高付加価値、

高品質な製品づくりを支える東京のものづくり産業等を多角的に支援するとともに、起

業・創業意識の喚起、事業の成長、成功までのインキュベーションマネージャー等を活用

した支援により起業・創業を推進する。 

 

出典：「２０２０年の東京」（平成 23 年 12 月、東京都） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ＭＩＣＥ」：、企業等の会議（Ｍｅｅｔｉｎｇ）、企業等の報奨・研修旅行（Ｉｎｃｅｎｔｉｖｅ ｔｒａｖｅｌ）、国際機関等が行う国際

会議（Ｃｏｎｖｅｎｔｉｏｎ）、イベントや展示会等（Ｅｖｅｎｔ／Ｅｘｈｉｂｉｔｉｏｎ）の総称 

 

「EPA」：、経済連携協定（Economic Partnership Agreement）のことで、特定の国や地域との間で係る関税や規

制を取り払い、物やサービスの流通を自由に行えるようにする条約 

 

「インキュベーションマネージャー」：、事業をはじめようとする経験の少ない起業家へ事業の知識、ノウハウ、経

営資源など不足するものを速やかに幅広く補う、起業や起業家育成の総合的な支援者 

 

メ モ 
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表 5-33-10(3) 経済波及に関するミティゲーションの内容（全期間） 

会場区分 ミティゲーションの内容 

全体計画  

○地域の魅力向上 

東京都は、地域ごとの特性を活かした魅力向上、魅力の演出や発信により「一度は行って

みたい都市、何度も訪れたい都市」を目指す。 

 

主なエリア 目指すべき姿 

秋葉原 ・アニメ、マンガなど日本が世界に誇るコンテンツ等を活

かした観光客誘致の推進 

上野 ・都立上野恩賜動物公園を、国内随一の文化施設の集積を

活かした「文化の森」として再生するとともに、恩賜上

野動物園において動物の魅力的な展示施設を整備 

豊洲 ・食に関する情報が集積する卸売市場の特性を活かし、豊

洲新市場内に「食」を中心とする新たな観光拠点を形成 

渋谷 ・再開発に併せてミュージカル劇場やエキシビションホー

ルなどを核とした先進的な文化を発信するまちづくりを

促進 

隅田川周辺地域 ・「隅田川ルネッサンス」の取組を展開し、賑わいが創出さ

れ、文化・情報が発信される水辺空間の形成 

多摩地域 ・アニメの舞台や映画、ドラマのロケ地、都心に近接した

オアシスである御岳山や日の出山などのハイキングコー

スや温泉、多摩動物園など、固有の資源を活かした観光

客誘致を推進 

 

○観光プロモーション活動 

東京都は、東京の多彩な魅力を演出・発信し、年間 1,500 万人の外国人旅行者の訪都を

目標として、外国人旅行者の潜在需要を東京訪問につなげるため、アジアを中心に国別の

戦略的なプロモーションを展開する。 

・ウェルカム・アジアキャンペーン…欧米、オセアニア及びアジアからの旅行者を誘致す

ることを目的に、アジアの都市間で連携したプロモーションを展開 

・国ごとの訪都外国人旅行者数などを踏まえて効果測定を行い、新たな戦略につなげるサ

イクルを確立 

・観光情報をソーシャルメディアで発信する等、情報発信メディアを多様化し、より多く

の対象者へ効果的に届くプロモーションを実施 

 

 

出典：「２０２０年の東京」（平成 23 年 12 月、東京都） 
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③  二次評価 

(ｲ) 経済効果 

一次評価の結果では、2020 年東京大会の開催により東京だけで約 1 兆 6,800 億円、全国

総計で約 2 兆 9,600 億円もの大きな経済波及効果をもたらすと予想している。 

さらに、2020 年大会が契機となり新規ビジネスの創出、新たな観光需要の創出がなされ

ることにより、インフラの整備といったハード面の充実と相俟って、経済効果がより確か

なものになると予測できる。 

したがって、二次評価においても開催前から開催後にかけてプラスの影響が明確であり、

いずれの評価時期においても「＋１」と評価した。 

 

(ﾛ) 新規ビジネスの創出 

一次評価の結果では、2020 年東京大会の開催によって新規ビジネスの創出があると予測

している。これらのビジネスの芽は、東京都の進める創造的都市型産業の育成・参入支援

施策により、事業として存続する可能性がより高くなると予測する。 

したがって、二次評価においても開催前から開催後にかけてプラスの影響が明確であり、

いずれの評価時期においても「＋１」と評価した。 

 

(ﾊ) 新たな観光需要の創出 

一次評価の結果では、2020 年東京大会の開催によって新たな観光需要の創出があると予

測している。 

さらに、東京都では、表 5-33-10(p5-33-19～21)に示すように外国人旅行者 1,500 万人

誘致を実現する観光振興を進めている。2020 年東京大会の開催と、これらの施策の実施に

より、新たな観光客の創出がより確かなものになると予測できる。 

したがって、二次評価においてもプラスの影響が明確であり、開催前（招致・PR による

影響）、開催中（競技による影響）、開催後（後利用による影響）における評価結果は「＋

１」とした。 
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(4) 評価結果の総括 

1)  経済効果 

全体計画に対する経済波及効果（経済効果）の評価結果のまとめを表 5-33-11 に示す。 

2020 年東京大会の開催は経済効果として、費用を大きく上回る経済効果が予想されること

から、一次評価、二次評価とともにいずれの予測時期においても「＋１」となる。 

 

表 5-33-11  全体計画に対する経済波及の評価結果総括表（経済効果） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)  新規ビジネスの創出 

全体計画に対する経済波及効果（新規ビジネスの創出）の評価結果のまとめを表 5-33-12

に示す。 

新規産業分野、新事業の創出を支援する体制を構築する施策を推進することにより多く

の新規ビジネスが持続すると予測し、一次評価、二次評価とともに「＋１」となる。 

 

表 5-33-12 全体計画に対する経済波及の評価結果総括表（新規ビジネスの創出） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※評価点の目安は以下のとおりである。 

+2: 大きなプラスの影響 

+1: ある程度のプラスの影響 

0: 中立 

-1: ある程度のマイナスの影響 

-2: 大きなマイナスの影響 

－ : 予測評価の検討において対象外とした影響 

■ : 網掛けは非該当項目のため対象外とした影響 

 

※評価点の目安は以下のとおりである。 

+2: 大きなプラスの影響 

+1: ある程度のプラスの影響 

0: 中立 

-1: ある程度のマイナスの影響 

-2: 大きなマイナスの影響 

－ : 予測評価の検討において対象外とした影響 

■ : 網掛けは非該当項目のため対象外とした影響 

 

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

全体計画 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1

評価対象

評価点(一次) 評価点(二次)

開催前 開催中 開催後 開催前 開催中 開催後

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

全体計画 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1

評価対象

評価点(一次) 評価点(二次)

開催前 開催中 開催後 開催前 開催中 開催後
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3)  新たな観光需要の創出 

全体計画に対する経済波及効果（新たな観光需要の創出）の評価結果をまとめ表 5-33-13

に示す。 

2020 年東京大会の開催は、東京において新たな観光需要の創出につながる上、観光の活

性化に資する具体的な施策を推進することにより、さらに、観光需要が増大すると予測し、

一次評価、二次評価とともに「＋１」となる。 

 

表 5-33-13 全体計画に対する経済波及の評価結果総括表（新たな観光需要の創出） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

※評価点の目安は以下のとおりである。 

+2: 大きなプラスの影響 

+1: ある程度のプラスの影響 

0: 中立 

-1: ある程度のマイナスの影響 

-2: 大きなマイナスの影響 

－ : 予測評価の検討において対象外とした影響 

■ : 網掛けは非該当項目のため対象外とした影響 

 

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

全体計画 － +1 +1 － +1 － +1 +1 － +1

評価対象

評価点(一次) 評価点(二次)

開催前 開催中 開催後 開催前 開催中 開催後



 

 5-34-1 

 

5-34  雇用 

5-34-1  現況 

(1) 労働力の状況 

東京都の 15 歳以上人口の推移を図 5-34-1 に示す。労働力状態別では、非労働力人口は

増加傾向にあり、2001 年では 390.5 万人であったが、2009 年では 425.2 万人、2010 年で

は 426.3 万人となっている。 

2010 年の労働力人口は前年とほぼ横ばいとなっているが、就業者が約 5 万人減少する一

方で同程度の完全失業者数が増加しており、近年の雇用環境の低迷が原因と考えられる。 

東京の労働力の年齢別構成比は図 5-34-2 に示すとおりである。15 歳以上人口を年齢別

にみると、15～34 歳の若い世代の割合が減少傾向となっており、2000 年の 36.6％から 2010

年では 30.1％にまで減少している。また、55 才以上が労働力人口に占める割合は 2000 年

では 23.1％であったが、2010 年では 25.7％となっており、東京の労働力の人口構成比が

少子高齢化の影響を受けている結果となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-34-1 労働力状態別 15 歳以上人口の推移（東京） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-34-2 年齢別・労働力状態別 15 歳以上人口（東京、2010 年） 

出典：「東京の産業と雇用就業 2011」（平成 23 年 8 月、東京都） 

  ：「国勢調査」（総務省）より作成 

出典：「東京の産業と雇用就業 2011」（平成 23 年 8 月、東京都） 

  ：「国勢調査」（総務省）より作成 
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(2) 高年齢者の雇用状況 

2010 年の東京都における 55 歳以上の高年齢者の就業者数は、図 5-34-3 のとおり、男性

が 107.8 万人、女性が 66.8 万人で前年と横ばいであった。また、就業者全体に占める 55

歳以上の割合は 25.9％であり、東京都の就業者の 4人に 1人は高年齢就労者となっている。 

男女別の退職希望年齢の意識調査結果は図 5-34-4 に示すとおりであり、全体では「働

けるうちはいつまでも」が 36.8%で最も高く、「70 歳ぐらいまで」が 23.0%、「65 歳くらい

まで」が 19.2%となっている。男女別でみると、女性で「働けるうちはいつまでも」が 42.0%

に対して男性で 31.0%とやや低くなっている。 

男女別の就業理由別就職者数構成比は図 5-34-5 に示すとおりであり、55～69 歳の合計

では男女ともに「経済上の理由」が多くなっているが、年齢別にみると「経済上の理由」

は年齢が高くなるほど減少し、男性では「いきがい、社会参加のため」、「時間に余裕があ

るから」が年齢とともに増加している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-34-3 55 歳以上の就業者数の推移（東京、2010 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-34-4 男女別退職希望年齢（全国）  図 5-34-5 就業希望別就業者数構成比（全国） 

出典：「東京の産業と雇用就業 2011」（平成 23 年 8 月、東京都） 

  ：「労働力調査」（東京都）より作成 

出典：「東京の産業と雇用就業 2011」（平成 23 年 8 月、東京都） 

  ：内閣府「高齢者の地域社会への参加に関する意識調査」より作成 



 

 5-34-3 

 

(3) 若年者の就業状況 

東京都の若年者の有効求人倍率は図 5-34-6 に示すとおりであり、年齢別にみると、20

～24 歳では 0.82 倍、25～29 歳では 0.39 倍、30～34 歳では 0.38 倍、全体では 0.53 倍と

なっており、いずれの年代においても１を割り込んでいる。 

経年的には 2002 年から 2006 年までは有効求人倍率は改善傾向であったが、2007 年以降

には悪化に転じており、特に 2006 年のピーク時には 2.40 倍であった 20～24 歳で大きな落

ち込みがみられる。 

2010 年の東京都の完全失業率は図 5-34-7 (p5-34-4)に示すとおりであり、全体で 5.5％

であり、2008 年から上昇傾向となっている。15～24 歳の若年者については、特に失業率の

増加が著しく、2009 年の 6.7%から 10.2%に大きく上昇している。 

2007 年における男女別・年齢別正社員比率は図 5-34-8(p5-34-4)に示すとおりであり、

男性の 15～24 歳では 48.0％となっており、女性は 15～24 歳では 44.4％で、男性より正社

員率が低くなっている。1987 年、1997 年と比較して経年的に正社員率は低下傾向にあり、

男女とも特に 15～24 歳層の正社員の割合が大きく下がっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-34-6 年齢別有効求人倍率の推移：若年者（東京） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各年 10 月現在 

出典：「東京の産業と雇用就業 2011」（平成 23 年 8 月、東京都） 

  ：「職業安定業務年報」（東京労働局）より作成 
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図 5-34-7 年齢別完全失業率の推移（東京） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-34-8 男女別・年齢別正社員比率の推移（東京） 

 

出典：「東京の産業と雇用就業 2011」（平成 23 年 8 月、東京都） 

  ：「労働力調査」（東京都）より作成 

出典：「東京の産業と雇用就業 2011」（平成 23 年 8 月、東京都） 

  ：「職業安定業務年報」（東京労働局）より作成 
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(4) 障害者の雇用 

都内民間企業に雇用されている雇用障害者数※1 は、図 5-34-9 に示すように増加傾向と

なっており、2010 年では 12 万 7 千人となっている。雇用障害者の障害部位別の内訳※2を

みると、身体障害者が 83.0％、知的障害者が 13.8％、精神障害者が 3.2％となっている。

なお、障害者雇用促進法の改正により、2006 年から雇用者数算定対象となった精神障害者

の雇用は経年的に伸びている。 

産業別の法定雇用率※3 達成企業の割合は図 5-34-10(p5-34-6)に示すとおりであり、全

国的に医療･福祉が最も高く、次いで農林漁業、鉱業･採石業･砂利採取業、製造業、運輸業･

郵便業となっており、これらの業種においては企業の過半数が法定雇用率を達成している。

その一方で、情報通信業では達成率が 24.3%にとどまり、学術研究,専門・技術サービス業、

不動産業、物品賃貸業においても 7 割弱の企業が未達成となっている。 

図 5-34-11(p5-34-6)で企業規模別で実雇用率をみると、1,000 人以上規模で 1.87％、300

～999 人規模企業で 1.49％、56～299 人規模で 0.92%となっており、企業規模で雇用率に大

きな差がみられ、規模が小さい企業ほど障害者の雇用率が低くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-34-9 障害者数、障害者雇用率の推移（東京） 

 

  
※1  雇用障害者数の算定においては、精神障害者については、短時間労働者 1 人を 0.5 人に相当するものとして

換算している。また、重度の身体及び知的障害者は 1 人の雇用を 2 人と換算している。実雇用率とは、全社員

数（換算値）に対する雇用障害者数（換算値）の割合である。 
※2  障害者雇用促進法では、以下のように障害者の範囲を定めている。 

身体障害者：法で定める視覚障害、聴覚･平衡機能障害、音声･言語･そしゃく機能障害、肢体不自由、臓器

または呼吸器の機能障害等の障害がある者 

知的障害者：知的障害者更生相談所等により知的障害があると判定された者 

精神障害者：精神障害者保健福祉手帳所持者または①統合失調者②そううつ病③てんかんにかかっている

者のうち、症状が安定し、就労が可能な状態にある者 
※3  障害者雇用促進法では、従業員数 56 人以上規模の民間企業について、労働者数の 1.8%（法定雇用率）以上

の障害者を雇用することとしている。 

各年 6 月 1 日現在、常用労働者 56 人以上の民間企業が対象 

出典：「東京の産業と雇用就業 2011」（平成 23 年 8 月、東京都） 

  ：東京労働局資料より作成 
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図 5-34-10  産業別法定雇用率達成企業の割合（全国、2010 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-34-11 企業規模別障害者雇用状況（東京及び全国） 

出典：「東京の産業と雇用就業 2011」（平成 23 年 8 月、東京都） 

  ：厚生労働省資料より作成 

出典：「東京の産業と雇用就業 2011」（平成 23 年 8 月、東京都） 

  ：厚生労働省資料、東京労働局資料より作成 



 

 5-34-7 

 

(5) 就業構造 

東京都の産業別の事業所数、従業者数の構成比は図 5-34-12 に示すとおりである。東京

の事業所数で最も多いのは卸売業、小売業で全体の約４分の１を占めており、次いで宿泊

業、飲食業サービス業、不動産業、物品賃貸業となっている。従業者数では、事業者数と

同様に卸売業、小売業が最も多く、約 20％を占めている。次いでサービス業（ほかに分類

されないもの）、製造業、宿泊業、飲食サービス業となっており、それぞれ 10％程度を占

めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-34-12  産業別事業者数・就業者数構成比（東京、2009 年） 

 

 出典：「東京の産業と雇用就業 2011」（平成 23 年 8 月、東京都） 

  ：「経済センサス」（総務省）より作成 
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5-34-2  全体計画 

(1) 評価の指標及び目安 

全体計画の検討における評価の指標及び目安は、表 5-34-1 に示すとおりである。 

なお、雇用の全体計画の評価については、8 ㎞圏の内外で区分して評価することが困難

であることから、ここでは東京都全体を全体計画の評価対象とした。 

 

 

表 5-34-1 評価の指標及び目安 

評価の指標 評価の基準 
評価の目安 

－２ －１ ０ ＋１ ＋２ 

雇用 
雇用の消失
又は新たな
雇用の創出 

－ 

雇用の消失、
多様な雇用
へ の 配 慮 
無し 

現況と変わ
らない 

雇用の創出
及び多様な
雇用への配
慮有り 

雇用の創出
及び多様な
雇用への積
極的な配慮
有り 

 

 

(2) 予測評価の方法 

開催前（工事による影響、招致・PR 活動による影響）、開催中（競技の実施による影響）、

開催後（工事による影響、後利用による影響）における予測評価の検討を行った。 

雇用に対する影響について、過去の他都市におけるオリンピックの事例を参照しながら、

5-33「経済波及」で検討した経済波及効果から雇用の創出について検討し、定性的に予測評

価を行った。 

それぞれの時期における予測評価の方法は、表 5-34-2 に示すとおりである。ここでは、

5-33「経済波及」の予測評価の方法に記したように、雇用の創出は、開催前から開催中を通

じて開催後まで、継続的にあると考えられることを踏まえ、開催前（工事による影響）、開催

前（招致・PR 活動による影響）、開催中（競技の実施による影響）、開催後（工事による影響、

後利用による影響）を合わせて評価することとした。 

 

表 5-34-2  予測評価方法（全体計画） 

予測評価の時期 予測評価の方法 

開催前 

工事による影響 経済波及の検討に基づき、雇用の創出について定性的な予測評価を行

った。 招致・PR 活動によ

る影響 

開催中 
競技の実施による

影響 

開催後 
工事による影響 

後利用による影響 
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(3) 予測評価の結果 

1)  開催前（工事による影響、招致・PR 活動による影響）、開催中（競技の実施による

影響）、開催後（工事による影響、後利用による影響） 

①  一次評価 

(ｲ) 過去の大会における雇用の創出 

過去のオリンピック開催都市の雇用への効果の概要は表 5-34-3 に示すとおりであり、

これらの事例のようにオリンピック大会の開催は、開催都市の雇用の創出等の効果があ

ることが裏付けられている。 

 

表 5-34-3 オリンピック開催都市における雇用への効果 

大 会 開催都市の雇用への効果 

1992 年バルセロナ大会 ・インフラ等の建設需要に伴う原材料の需要増加、バルセロナ市の住

宅建設の増加による雇用が増加 

・開催前から開催年（1987-1992 年）にかけて、バルセロナ市では、

オリンピック関連雇用が年平均約 6 万人創出 

1996 年アトランタ大会 ・雇用の創出、職業訓練、人材育成等の波及効果 

2000 年シドニー大会 ・若年層への新たな雇用の創出 

2004 年アテネ大会 ・労働力の増加、地域の経済システムの発展に効果 

・開催前（1998 年）と比較して開催後（2005 年）では労働力が 12%

増加。 

2012 年ロンドン大会 ・選手村の開発により地域住民に対して、雇用機会、教育、技能訓練

等の大きな改善の見込み 

・開催前から開催後にかけて、ロンドン市で合計約 3 万 8 千人の雇用

が創出すると予測 

 

 

1992 年バルセロナオリンピックにおいては、オリンピック施設や関連するインフラ等の

建設需要に伴う原材料の需要増加、バルセロナ市の住宅建設の増加によって雇用が増加し

たとしている。開催前から開催年（1987-1992 年）にかけて、バルセロナ市では、オリン

ピック関連雇用が年平均約 6 万人創出したと報告している（1986～1992 年間のバルセロナ

市の失業者数の増減から試算）（An economic analysis of the Barcelona ’92 Olympic Games）。 

 

1996 年のアトランタオリンピックでは、長期的な経済波及効果として、地域社会におい

て、雇用の創出や職業訓練、人材育成などに波及効果があったと報告している（The 

Economic Impact of Hosting the 1996 Summer Olympics）。 

 

2000 年シドニーオリンピックでは、主に観光、サービス、建設、小売、交通などの産業

で若年層に新たな雇用が創出されたこと報告されている（Sydney 2000 Post Games Report）。 

 

2004 年アテネオリンピックでは、オリンピック大会の経済波及効果について、労働力（人
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口）を指標として注目し、その変化について検討した結果を報告している。アテネ市のあ

るアッティカ県では、開催前の 1998 年から開催後の 2005 年まで労働力を比較すると 12%

増加した。2004 年オリンピック終了後も、労働力が減少せずアッティカ県に残留している

ことや、アッティカ県の失業率が開催前から開催中まで減少を続け、開催後の 2005 年にお

いてもギリシャ全体と比較して低いことなどから、地域経済の発展に効果をもたらしたと

報告している（Economic Aspects and Sustainability Impact of Athens 2004 Olympic 

Games）。 

 

2012 年ロンドンオリンピックの持続可能な発展に関するレポートの中で、開発の遅れた

最貧地域（Lower Lea Valley）でオリンピックを開催することは、地域の経済を活性化す

ると予想している。選手村の開発は、地域住民に対して、雇用機会、教育、技能訓練等の

大きな改善があるとしている。開催前から開催後にかけて、ロンドン市で合計約 3 万 8 千

人（開催前：25,824 人、開催中：3,724 人、開催後：9,327 人）の雇用が創出すると予測

している（Olympic Games Impact Study: Final report）。 

また、2012年のイギリスにおける６－８月期の失業率は 7.9％となり、14カ月ぶりに８％

を割り込んでおり、就業者数2,959万人は1971年の統計開始以来の最高記録となっており、

オリンピック開催による雇用への効果が表れている結果となっている。 

ただし、オリンピック関連の雇用は一時的な雇用の割合が多く、イギリスでは 3－5 月期

と比較して、6―8 月期の雇用が 21 万人増えているが、うち 3 割弱にあたる 5.8 万人は一

時雇用であることから、大会による雇用改善効果の維持については未知数としている。（大

和総研欧州経済レポート 10 月 19 日版） 

なお、2012 年ロンドン大会では、混雑や宿泊料金の高騰への懸念からスポーツファン以

外の観光客が大会期間を回避することにより、大会期間中の観光名所への観光客の減少が

みられており、ロンドン市内の小売店、ホテル、劇場等では開催期間中の売上が減少して

いた（英ファイナンシャル・タイムズ紙）。大会の開催により、既存の観光産業等の雇用・

収入が一時的に損なわれる可能性も考えられる。 

 

(ﾛ) 2020 年東京大会における雇用の創出 

「経済効果」（5-33「経済波及」を参照）で予測評価したように、2020 年東京大会では、

開催前から開催後まで経済効果が波及すると予測している。 

2020 年東京大会の開催に伴う経済波及効果の試算結果では、2013 年から 2020 年までの

雇用面での波及効果は約 7,500 億円となり、鉱工業、建設業、商業、金融・保険・不動産

業、運輸・通信業、サービス業を中心に、東京都で約 8 万 4 千人、その他の地域で 6 万 8

千人、全国総計で約 15 万 2 千人の雇用が誘発されると試算した（表 5-34-4 参照）。 

 

時期別の雇用の誘発については、以下のとおりである。 

○開催前（工事の影響） 

開催前には、競技会場・非競技会場として新設される施設の建設、既存施設の改修、

仮設会場の設営等の施設整備による需要増加が見込まれる。これらの投資により建設

業を中心に雇用の誘発がもたらされるほか、原材料の増産・輸送量の増加や、施設へ

の最新技術の導入等により、関連産業における雇用の誘発が見込まれる。 
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○開催前（招致等の影響） 

東京が 2020 年大会の開催都市になり、東京の知名度やイメージが向上することに

よる誘客効果によって、開催前からの外国人観光客とその観光消費額の増加が見込ま

れ、旅行業、宿泊業、飲料サービス業等の産業における雇用の誘発が見込まれる。 

また、2020 年大会を契機として、テレビ観戦する一般家庭への映像機器の購入等の

家計消費支出が創出されることから、製造業や小売業の雇用の誘発が見込まれる。 

 

○開催中（競技の影響） 

大会開催期間中には、ロンドン大会では既存の観光産業等を圧迫する事例が見られ

るものの、競技会場の運営スタッフの雇用が見込めるほか、2020 年東京大会を観戦す

る国内外の観戦客による支出による需要増加によるサービス業等を中心とした雇用の

誘発が見込まれる。 

 

○開催後（工事の影響） 

開催後には、会場の改修や仮設施設の撤去等が行われる。これらの工事の実施によ

り、開催前と同様に、建設業を中心とした雇用の誘発がもたらされるほか、関連産業

への波及が見込まれる。 

 

○開催後（後利用の影響） 

開催都市としての知名度やイメージの向上による誘客効果は、開催後にも継続され

ると考えられることから、開催前・開催中と同様に、外国人観光客とその観光消費額

の増加が見込まれ、旅行業、宿泊業、飲料サービス業等の産業への雇用の誘発が継続

されると見込まれる。 

また、開催後の後利用では、選手村は住宅エリアとなり広く都民に提供され、

IBC/MPC は、コンベンションセンター、オフィスや商業施設等としての活用が予定さ

れいている。これらの会場の周辺では、新たなコミュニティが出現することによって、

商業、サービス等の産業等において新規ビジネスの創出、雇用の創出があると予測す

る。 

 

さらに、東京は、企業活動や雇用者の就労に際して、良好な環境質が保全され緑が豊富

であること、世界最高水準の環境技術、省エネ技術等を有する企業への海外からの投資や、

東京での事業所等の設立など、新規ビジネスが創出され、雇用の増加に繋がるものと予測

する。 

過去のオリンピック開催都市の事例においても開催による雇用の誘発は裏付けされてお

り、2020 年東京大会の開催によって、雇用の創出が確実に見込めるものと予測されるため、

いずれの予測時期においても評価結果は「＋１」とした。 
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表 5-34-4 2020 年東京大会開催に伴う雇用者所得誘発額・雇用誘発数 
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②  ミティゲーション 

東京都は、以下に示す職業的自立や生活安定に向けた支援を展開する。 

これらの支援事業を戦略的に展開することによって、雇用の創出と多様な雇用への配慮

がより確かなものになると予測できる。 

 

表 5-34-5(1) 雇用の創出に関するミティゲーションの内容 

会場区分 ミティゲーションの内容 

全体計画 〈就業支援策〉 

○東京都は、新規学卒者をはじめとする若年者や非正規労働者に対して、適切なスキルアッ

プの機会の提供や、中小企業とのマッチングを実施する等の就業支援を拡充する。 

 

○東京都は、少子化の進展による将来の労働量人口減少を見据えて、女性や高齢者の就業を

積極的に支援する。 

 

○企業や大学、ＮＰＯと連携して多様な体験学習や社会的・職業的自立を目指した教育プロ

グラムを展開する。 

 

○産業構造の変化等を踏まえて、雇用を生み出す成長産業の振興と併せて、その担い手を育

成・確保する戦略的な雇用政策を推進する。 

 

○ハローワークの全面移管を目指し、現行制度下で実現可能な雇用施策を展開し、ハローワ

ーク移管のメリットを実証する。 

 

○低所得者等に対して就労をはじめとする総合的支援を積極的に展開し、それぞれの意欲や

能力に応じた活躍ができる社会を実現する。 

 

 

出典：「２０２０年の東京」（平成 23 年 12 月、東京都） 

 

③  二次評価 

一次評価の結果では、2020 年東京大会の開催によって雇用の創出及び多様な雇用への配

慮があると予測している。 

さらに、東京都では、職業的自立や生活安定に向けた支援施策を展開しており、雇用の

創出及び多様な雇用への配慮がより積極的に行われると予測されることから、二次評価に

おいても更にプラスの影響となり、いずれの予測時期においても「＋２」と評価した。 
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(4) 評価結果の総括 

全体計画に対する雇用の評価結果を表 5-34-6 に示す。一次評価では、2020 年東京大会

の開催前から開催後まで、雇用の創出、多様な雇用に対して配慮があると評価して「＋１」

である。また、二次評価では、ミティゲーションの実施によりプラス影響が増加すると評

価し、いずれの評価時期においても「＋２」となる。 

 

表 5-34-6 全体計画に対する雇用の評価結果総括表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※評価点の目安は以下のとおりである。 

+2: 大きなプラスの影響 

+1: ある程度のプラスの影響 

0: 中立 

-1: ある程度のマイナスの影響 

-2: 大きなマイナスの影響 

－ : 予測評価の検討において対象外とした影響 

■ : 網掛けは非該当項目のため対象外とした影響 

 

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

全体計画 +1 +1 +1 +1 +1 +2 +2 +2 +2 +2

評価対象

評価点(一次) 評価点(二次)

開催前 開催中 開催後 開催前 開催中 開催後
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5-35  事業採算性 

5-35-1  会場別 

(1) 評価の指標及び目安 

会場別検討における評価の指標及び目安は、表 5-35-1 に示すとおりである。 

事業採算性の予測評価については、評価の指標を施設整備費と運営経費に大分し、構想

段階における施設計画や開催前の工事、開催後の工事に係るものを「施設整備費」として

扱い、開催中及び開催後における施設の運営・維持コストに係るものを「運営経費」とし

た。 

 

表 5-35-1 評価の指標及び目安 

評価の指標 評価の基準 
評価の目安 

－２ －１ ０ ＋１ ＋２ 

施設整備費 

施設整備費
を適正に保
つための措
置 

－ 

施設整備費の
削減のための措
置が施されず、施
設整備費が増大
するおそれがあ
る。 

標準的な施
設整備費で
ある。 

施設整備費の
削減のための措
置が施され、施設
整備費の縮減が
見込まれる。 

－ 

運営経費 

運営・維持
コストの削
減のための
措置 

－ 

 運営・維持コス
トの削減のため
の措置が見込め
ず、運営・維持コ
ストが増大する
おそれがある。 

標準的な運
営・維持コス
トである。 

 運営・維持コス
トの削減のため
の措置が施され、
運営費又は維持
費のコスト縮減
が見込まれる。 

－ 

 

 

(2) 予測評価の方法 

評価の目安として、既存の法令（エネルギーの使用の合理化に関する法律等）を満足す

る施設について標準的な施設とし、施設整備費や運営・維持コストの措置の有無により定

性的な予測評価を行った。 

開催前（工事による影響）、開催後（工事による影響）の施設整備費の削減のための措置

と、開催中（競技の実施による影響）、開催後（後利用による影響）の運営経費・維持コス

トの削減のための措置について予測評価の検討を行った。 
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表 5-35-2 予測評価方法（会場別） 

予測評価の時期 予測評価の方法 

開催前 
工事による 

影響 

（施設整備費） 

施設計画や整備・施工時において施設整備費を適正に保つため東京都が計

画している措置について検討し、定性的な予測評価を行った。 

開催中 
競技の実施に

よる影響 

（運営経費） 

開催中において運営経費を適正に保つため東京都が計画している措置につ

いて検討し、定性的な予測評価を行った。 

開催後 
工事による 

影響 

（施設整備費） 

開催後の施設の撤去や改修時において施設整備費を適正に保つため東京都

が計画している措置について検討し、定性的な予測評価を行った。 

開催後 
後利用による

影響 

（運営経費） 

開催後も継続して利用される会場を対象として、後利用において運営経費

を適正に保つため東京都が計画している措置について検討し、定性的な予測

評価を行った。 

なお、陸上自衛隊朝霞訓練場については自衛隊の占有施設であること、皇

居外苑、有明ＢＭＸコース、有明ベロドローム、有明体操競技場、お台場海

浜公園、潮風公園、海の森クロスカントリーコース、海の森マウンテンバイ

クコースについては開催後の仮設会場を撤去することから、後利用時におけ

る評価の対象外とした。 

 

(3) 予測評価の結果 

1)  開催前（工事による影響） 

①  一次評価 

(ｲ) 施設整備費 

2020 年東京大会の会場別の施設整備費については、表 5-33-5（p5-33-10）に示すとお

りであり、施設整備費全体で 3,557 億円を見込んでいる。 

それぞれの会場における整備計画の詳細は今後決められるものであり現時点で未定のた

め、各会場において対策を特に講じない場合を想定して評価を行った。 

各会場において対策を特に講じない場合には、施設整備費の削減は見込めず、標準的な

施設整備費となると考えられることから、各会場における施設整備費の一次評価は「０」

とした。 

 

②  ミティゲーション 

(ｲ) 施設整備費 

施設整備費に関して想定されるミティゲーションは表 5-35-3 に示すとおりである。 

施設整備費を抑制するための施策として、計画段階において既存のインフラの活用によ

る整備費の抑制や、整備時において再利用可能な資材の利用等が考えられる。 

2020 年東京大会のコンセプトは、成熟した大都市の中心で開催する真にコンパクトなオ

リンピックである。会場配置は、確実かつ効率的な大会運営を実現するため、1964 年東京

大会の既存施設、発達した交通インフラを最大限利用するよう選定している。 

これによって、競技会場をはじめとして、オリンピック関係者、旅行者用の宿泊施設、

輸送インフラといった整備費の全体を抑制する効果があると考えられる。 



 

 5-35-3 

また、施設整備時には、再生可能な資材を用いることにより、工事により発生する廃棄

物を再利用・再資源化することで整備費や廃棄物処理費用を抑制する。仮設競技施設や仮

設建設物は、リースやレンタル機材を活用することにより費用を抑制する。 

 

 

③  二次評価 

(ｲ) 施設整備費 

仮設会場及び既存会場（改修なし）については、表 5-35-3 に示すミティゲーションを

実施することで、再生可能な資材を利用することや、リースやレンタル機材の活用により、

施設整備費の縮減が見込まれる。このことから、既存会場（改修なし）及び仮設会場にお

ける一次評価を「＋１」とした。 

 

新設恒久会場及び既存会場（改修あり）については、仮設会場及び既存会場（改修なし）

と同様に、表 5-35-3 に示すミティゲーションを実施することで、再生可能な資材を利用

することや、リースやレンタル機材の活用により、施設整備費の縮減が見込まれる。 

また、新設恒久会場及び既存会場（改修あり）では、運営・維持コストの削減のため、

設計段階から最先端の高効率化技術・省エネルギー設備等の導入が見込まれることになる

（開催中（競技の実施による影響）のミティゲーション（表 5-35-7(1)、p5-35-12 を参照））。

これらの技術は、従来の設備等と比較して導入コストが高くなることから、施設整備費の

増大が考えられる。 

このことを踏まえて、新設恒久会場及び既存会場（改修あり）では、ミティゲーション

による施設整備費の縮減が、最先端の高効率化技術・省エネルギー設備の導入による施設

整備の増大を相殺することで、施設整備が標準的なものに抑えられるものとして、各会場

の二次評価を「０」とした。 
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表 5-35-3  施設整備費に関して想定されるミティゲーションの内容 

考慮する段階 内 容 

会場の配置計画 ・ 1964 年の東京オリンピック大会のために建設された多くの主要会

場（オリンピックレガシー）を含む既存施設を最大限に利用し、整

備費の全体を抑制する。 

・ 新設する施設においても、すべてを恒久施設にするのではなく、オ

リンピック終了後に撤去できる部分を極力切り分けて仮設とする。 

・ 新設する施設の立地場所をすべて都有地に立地し、土地取得費用を

抑制する。 

・ 観光・観戦のための旅行者・関係者用のホテルを新規・大量に建設

する必要がないような施設配置計画とする。 

・ 既存の輸送インフラを最大限活用することができ、新たな輸送イン

フラの整備が極力少なくて済む施設配置計画とする。 

施工時 ・ 再利用可能な資材を用いる。工事により発生した廃棄物は可能な限

り再利用・再資源化することにより整備費や廃棄物処理費用を抑制

する。 

・ 仮設会場については、再利用しやすいまたは移設しやすい建設方法

を最大限活用する。また公共施設（国内の小中学校）などでの再利

用が見込める競技施設・競技インフラについては、移設の検討を行

う。 

・ 仮設競技施設や仮設建設物は、リースやレンタル機材を活用する。 
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2)  開催中（競技の実施による影響） 

(ｲ) 運営経費 

過去の大会における運営経費（運営収入分）の内訳については図 5-35-1 に示すとおり

である。テレビ放映権、スポンサー手数料、ライセンス料、チケット販売、記念通貨、記

念切手、寄付、くじ等による運営収入があり、1972 年ミュンヘン大会以降、テレビ放映権

やスポンサー手数料の比率が高まっている。 

2020 年東京大会における運営収入に関する計画は表 5-35-4（p5-35-6）のとおりである。 

 

2020 年東京大会の運営経費の支出分については、運営計画の詳細は今後決められるもの

であり現時点で未定のため、各会場において対策を特に講じない場合を想定して評価を行

った。 

各会場において運営経費に関する対策を特に講じない場合には、運営経費の削減は見込

めず、標準的な運営経費となると考えられる。 

従って、各会場における運営経費の一次評価は「０」とした。 

 

  
 
※ (1): 2004 年 1 月に見積もられた数字 
  (2): 2001 年に、2008 年北京での入札委員会で保守的に見積もられた数字 

出典 「スポーツの経済と政策」（平成 23 年、株式会社晃洋書房） 

図 5-35-1 近年におけるオリンピック大会の収益分布 
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表 5-35-4  2020 年東京大会の運営収入に関する計画 

項  目 概  要 

ローカルスポンサー 

／ローカルサプライヤー 

2020 年大会の国内マーケティング計画では、以下のようにローカルパートナー、ロ

ーカルスポンサー、ローカルサプライヤーを見込んでおり、その収入推定金額は 820

億円と推計される。 

スポンサーレベル 製品カテゴリー 
収入見込 

(百万円) 

ローカルパートナー 

自動車、ビール・ワイン・低アルコール飲料、

通信サービス・固定電話、損害保険、生命保

険、米・野菜・果実・農産物、石油、銀行・

投資信託・証券会社、荷物輸送サービス、イ

ンターネット検索サイト 

50,000 

ローカルスポンサー 

航空旅客サービス、スポーツアパレル、事務

機器、新聞(日本語のみ)、お菓子、調味料、

鉄道、フォーマルウェア、警備、オフィス家

具・文具、スポーツクラブ、仮設建設物、食

用油、麺類、乳製品・牛乳 

22,500 

ローカルサプライヤー 

人材派遣、チケットサービス、クリーニング、

コンタクトレンズ、寝具・マットレス、レン

タル備品、和装、入浴剤、施設サービス、印

刷・出版、観光バス(2 社)、フォトサービス

(2 社)、英会話教室・翻訳通訳サービス(2 社)、

流通(2 社)、法律・税務コンサル(2 社)、競技

用備品(2 社)、旅行会社(3 社) 

9,500 

 

日本国には、日本企業を含め、多くの国際企業が日本を拠点としており、ＩＯＣの

Top プログラムや、ＪＯＣの国内スポンサーに参加した経験がる企業も多い。2011 年

に発表されたアメリカのフォーブス誌「大企業ランキング」上位 2000 社に占める日

本企業の数は、世界第 2 位である。 

1977 年以降、ＪＯＣのマーケティング・プログラムは、幅広い分野から多くのスポ

ンサー企業を集め成功を収めており、大会組織委員会は、2020 年大会においても十分

なスポンサー収入を期待することができる。 

チケット収入 チケット収入による収入推定金額は、オリンピック競技大会で 683 億円、パラリン

ピック競技大会で 41 億円を予定している。 

日本では、スポーツ観戦の人気が非常に高く、チケット販売が好調である。 

チケット収入は、過去のオリンピック競技大会や日本国内で行われた主な国際競技

大会などの実績を基にして、大会スケジュール、競技場のキャパシティ、関係者席を

除いた利用可能座席数、チケット価格に基づき算定している。 

なお、チケットの販売価格は、低価格な子供料金を設定する等、誰もが見ることの

できる手ごろな価格を設定している。 

ライセンス収入 ライセンス関係の収入予測は、衣料・繊維製品、服飾雑貨、文具、ギフト・記念品・

ピンバッチ、日用品雑貨、食品、玩具・娯楽用品、出版・音楽・ソフト、スポーツグ

ッズ、贈答用食品・特産品、その他からのロイヤリティとして 121 億円と推計される。 

日本は世界で最もオリンピックを観戦している国の一つであり、北京オリンピック

では、テレビ放送の最高瞬間視聴率は 47％に達している。このような、日本国民のオ

リンピック競技大会に関する興味の高さ及び関連商品への高い購買意欲を反映して

いる。 

その他 公営競技団体・経済界などからの寄付金、大会関係施設等の資産売却、レートカー

ド収入、手数料収入、パラリンピック競技大会の収入などにより、397 億円を推定し

ている。 
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②  ミティゲーション 

(ｲ) 運営経費 

運営経費に関して想定されるミティゲーションは表 5-35-5 に示すとおりである。 

 

新設恒久会場、改修を伴う既存会場については、設計時に高効率型照明器具や再生可能

エネルギー設備の設置やメンテナンスフリー技術の導入を検討し、運営・維持コストを抑

制する。また、敷地内、屋上などを緑化することにより、空調で消費される電力を抑制す

るともに、施設と周囲の空間に風の通り道ができるような施設配置とし、施設周辺環境も

あわせて温度を下げる技術を取り入れる。 

 

また、全ての会場において、多くのボランティアを活用する仕組みを構築することによ

り、人件費等の費用削減を図る。ボランティア・市民センターの設置、ボランティアバン

クの創設により、ボランティアの参加・協力を促すとともに、大規模スポーツイベントに

等の開催を通して、ボランティアの人材育成を行う。 

 

 

表 5-35-5  運営経費に関して想定されるミティゲーションの内容（開催中） 

考慮する段階 内 容 

施設稼働時 

 

（新設恒久会場・改修を伴う既存会場） 

・ 高断熱の資材、壁面・屋上緑化、省エネルギー型設備、IT 技術によるビルエネルギ

ーマネジメントシステムなど、最先端の高効率化技術や省エネルギー技術を活用する

ことによる光熱費等の削減。 

・ 世界でもトップクラスの建物仕様である「省エネ・再エネ東京仕様」を適用すると

ともに、自然の光や熱、風などを効率的に取り入れる最高水準のパッシブデザインの

導入も含め、再生可能エネルギーを積極的に導入することによる光熱費等の削減。 

・ 敷地内、屋上などを緑化することにより、空調で消費される電力の抑制。 

・ 雨水利用など、水の再利用を高める施設設計による水道代の抑制。 

・ オリンピック種目のみでなく、他種目の実施を可能にするなど、他のイベントに利

用しやすい構造を導入して、後利用の稼働率を高める。 

 

大会開催・運営時 多数のボランティアの協力を得るための仕組みを構築し、会場スタッフ等の人件費等の

運営経費を抑制する。 

・ ボランティア・市民センターを設置し、ボランティア希望者に対し情報提供を行い、

積極的な参加を促す。 

・ 「ボランティアバンク」を創設し、登録したボランティア参加者をデータベース化

することで、情報収集及びアクセスを容易にさせる。 

・ 継続的に活動できる仕組みの構築 

・ 大規模スポーツイベント等のテストイベント等の大会の開催を通して、更なる人材

育成の実施 
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③  二次評価 

(ｲ) 運営経費 

表 5-35-5 に示すミティゲーションにより、新設恒久会場及び改修を伴う既存会場につ

いては、省エネルギー型設備の導入、メンテナンスフリー技術の導入により、光熱費等の

運営・維持コストが抑制され、運営経費の削減が図られると考えられる。 

また、全ての会場において、ボランティアの積極的な活用を促すためのミティゲーショ

ンにより多数のボランティアの協力を得られることで会場スタッフの人件費が抑制され、

運営経費の削減が見込まれると考えられる。 

これらのことから、全ての会場において、運営経費に関する二次評価を「＋１」とした。 

 

3)  開催後（工事による影響） 

①  一次評価 

(ｲ) 施設整備費 

開催前と同様に、整備計画の詳細は今後決められるものであり現時点で未定のため、各

会場において対策を講じない場合を想定して評価を行った。 

各会場において対策を特に講じない場合には、撤去工事等の費用の削減は見込めず、標

準的な費用となると考えられる。 

従って、各会場における一次評価は「０」とした。 

 

②  ミティゲーション 

開催後における撤去・改修工事等の施設整備費に関して想定されるミティゲーションは、

表 5-35-3 に示すとおりである。 

 

③  二次評価 

(ｲ) 施設整備費 

開催後における撤去・改修工事等において、表 5-35-3 に示すミティゲーションが行わ

れることにより、仮設会場や仮設建設物の再利用・再資源化等が円滑に行われる。 

これにより、廃棄物処理費用を抑制する等の措置がとられ、施設整備費の縮減が見込ま

れることから、各会場における二次評価は「＋１」とした。 

 

4)  開催後（後利用による影響） 

①  一次評価 

(ｲ) 運営経費 

後利用時における運営経費については、各会場において対策を特に講じない場合には、

削減は見込めず、標準的な運営経費となると考えられる。 

従って、各会場における運営経費の一次評価は「０」とした。 
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②  ミティゲーション 

(ｲ) 運営経費 

後利用時の運営経費に関するミティゲーションは、表 5-35-5 に示すとおりである。 

 

③  二次評価 

(ｲ) 運営経費 

東京都は、日本のスポーツ振興や公共利益のため、オリンピックスタジアムや武蔵野の

森総合スポーツ施設等の恒久施設を維持、運営し、1964 年東京オリンピックの施設が過去

50 年に渡り利用されてきたのと同様に、将来 50 年に渡り利用する予定である。恒久施設

が建設される会場等について、表 5-35-6 に示すような後利用が想定されている。 

 

新設恒久会場、改修を伴う既存会場については、表 5-35-5 に示すミティゲーションに

より、最先端技術によるエネルギー利用の最適化、パッシブデザインの導入、及び敷地内・

屋上などを緑化することにより、空調で消費される電力を抑制される。 

また、施設計画時においてオリンピック種目のみでなく、他種目の競技を可能にするな

ど、他のイベントに利用しやすい構造を導入することにより、後利用の稼働率が高まると

考えられる。 

これらの運営・維持コストの削減のためのミティゲーションが施されることにより、運

営費又は維持費のコスト縮減が見込まれることから、新設恒久会場、改修を伴う既存会場

の後利用時における運営経費の 2 次評価を「＋１」とした。 

 

改修のない既存会場については、最先端技術等の大規模な導入が想定されないことから、

光熱費等の運営経費は大きく削減されることはなく、現状の標準的な運営経費が継続され

ると考えられる。よって、改修のない既存会場の後利用時における運営経費の 2 次評価を

「０」とした。 
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表 5-35-6 各会場の大会開催後の施設利用等の状況 

会場№ 会場名 後利用等の状況 

1 
オリンピックスタジアム 

（国立霞ヶ丘競技場） 

大会終了後は、8 万人収容のスタジアムとして、ラグビー、サッ

カーの国際試合や陸上競技の日本選手権など文化・スポーツ関連

イベントに使用される予定である。 

8 有明アリーナ 

大会終了後は、注目を集めるバレーボールの国内リーグの会場

になるほか、東京がこれまで多数開催してきたような、国際大会

の際も使用される。 

17 大井ホッケー競技場 

大会終了後は、4,000 人規模のホッケー場に改修され、国内及び

国際競技大会が開催できるホッケー場として国内のホッケーの普

及、強化の拠点となる。 

18 海の森クロスカントリーコース 
仮設施設の撤去後は、公共公園として、都民の憩いの場となり、

未利用地の大部分が開催中から継続して有効活用される。 

19 海の森水上競技場 

埋立地に囲まれた会場は、大会終了後ボート、カヌー場となり、

水辺の空間として東京都民に親しまれる水辺のレクリエーション

施設として利用される。 

21 若洲オリンピックマリーナ 
大会終了後には、日本有数のセーリング会場となり、東京のみ

ならず首都圏広域のセーリング競技の普及の拠点となる。 

22 葛西臨海公園 

大会終了後は、カヌー競技のほか、ラフティングなどのレクリ

エーションにも使える施設として、広く地域の人々が水辺に親し

める施設となる。 

23～24 
夢の島ユース・プラザ・アリーナ

Ａ、Ｂ 

大会終了後は、様々な室内競技大会やイベントを行うことがで

きる大規模総合体育館となる。大規模アリーナを二つ有する施設

の特性を活かし、人気の高まっているバスケットボール、バドミ

ントンなど室内競技の国内・国際大会も開催可能となる。 

25 夢の島公園 

大会終了後は恒久施設として、国内及び国際競技大会が開催で

きるアーチェリーの拠点となり、学生選手権、日本選手権などの

会場となるほか、都内のアーチャーの日常的な活動拠点となる。 

27～28 
オリンピックアクアティクスセンター 

ウォーターポロアリーナ 

オリンピックアクアティクスセンターは、大会終了後に収容可

能人数を 2 万人から 5,000 人に縮小して、利用しやすい規模の水

泳場に改修する。大会後は、既存の辰巳国際水泳場同様、水泳各

種別の都内選手権、日本選手権からジャパンオープン等の国際大

会で使用するとともに、住民も使える水泳場となる。 

29 武蔵野の森総合スポーツ施設 

大会終了後は、大会前と同様、国内及び国際競技大会が開催で

きる施設となる。多摩地域のスポーツ振興拠点として、地域スポ

ーツから競技スポーツまで、幅広いイベントに使用するほか、コ

ンサートなどの文化イベントにも使用される。 

OV 選手村 

大会後、選手村は東京湾の水辺地帯の新しい地区として都会の

居住コミュニティとなる。これは、自然環境と調和の取れた現代

的な開発となる。 

IBC/MPC 東京ビッグサイト（IBC/MPC） 
大会終了後は、現在と同様に、国際会議・展示施設として利用

される。 

※その他の会場の大会後の施設利用等の状況は、表 5-19-5（p5-19-23～5-19-24）を参照 
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(4) 評価結果の総括 

1)  施設整備費 

会場別の事業採算性（施設整備費）の評価結果は表 5-35-7 に示すとおりである。 

開催前の工事では、再利用可能な資材を用い整備費や廃棄物処理費用を抑制する等のミ

ティゲーションにより施設整備費が抑えられることから、二次評価は「＋１」となる。 

また、新設恒久会場及び改修を伴う既存会場では、ミティゲーションによる施設整備費

の縮減が、最先端の高効率化技術・省エネルギー設備の導入による施設整備の増大を相殺

することで、施設整備が標準的なものに抑えられ、二次評価は「０」となる。 

開催後の工事では、廃棄物処理費用を抑制する等の措置により、いずれの会場について

も二次評価は「＋１」となる。 

 

2)  運営経費 

会場別の事業採算性（運営経費）の評価結果は表 5-35-8 に示すとおりである。 

開催中における運営経費は、ボランティアの積極的な活用などのミティゲーションによ

り運営経費の削減が見込まれることから、二次評価は「＋１」となる。 

また、開催後は、最先端の高効率化技術の導入が見込まれる新設恒久会場及び改修を伴

う既存会場では、省エネルギー化等による運営経費または維持管理のコストの削減が図ら

れることから、これらの会場についての二次評価は「＋１」となる。 
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表 5-35-7  会場別の事業採算性の評価結果総括表（施設整備費） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※会場№は、表 1-3-37（p1-85～1-86）に示す会場№を表す。 

※評価点の目安は以下のとおりである。 

+2: 大きなプラスの影響 

+1: ある程度のプラスの影響 

0: 中立 

-1: ある程度のマイナスの影響 

-2: 大きなマイナスの影響 

－ : 予測評価の検討において対象外とした影響 

■ : 網掛けは非該当項目のため対象外とした影響 

 

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

1 オリンピックスタジアム(国立霞ヶ丘競技場) 0 0 0 +1

2 東京体育館 0 0 +1 +1

3 国立代々木競技場 0 0 +1 +1

4 日本武道館 0 0 0 +1

5 皇居外苑 0 0 +1 +1

6 東京国際フォーラム 0 0 +1 +1

7 国技館 0 0 +1 +1

8 有明アリーナ 0 0 0 +1

9 有明ＢＭＸコース 0 0 +1 +1

10 有明ベロドローム 0 0 +1 +1

11 有明体操競技場 0 0 +1 +1

12 有明テニスの森 0 0 0 +1

13 お台場海浜公園 0 0 +1 +1

14 潮風公園 0 0 +1 +1

15～16 東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂ 0 0 +1 +1

17 大井ホッケー競技場 0 0 0 +1

18 海の森クロスカントリーコース 0 0 +1 +1

19 海の森水上競技場 0 0 0 +1

20 海の森マウンテンバイクコース 0 0 +1 +1

21 若洲オリンピックマリーナ 0 0 0 +1

22 葛西臨海公園 0 0 0 +1

23～24 夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ 0 0 0 +1

25 夢の島公園 0 0 0 +1

26 夢の島競技場 0 0 +1 +1

27～28
オリンピックアクアティクスセンター
ウォーターポロアリーナ

0 0 0 +1

29 武蔵野の森総合スポーツ施設 0 0 0 +1

30 東京スタジアム 0 0 +1 +1

31 武蔵野の森公園 0 0 +1 +1

32 陸上自衛隊朝霞訓練場 0 0 +1 +1

33 霞ヶ関カンツリー倶楽部 0 0 +1 +1

34 札幌ドーム 0 0 +1 +1

35 宮城スタジアム 0 0 +1 +1

36 埼玉スタジアム2002 0 0 +1 +1

37 横浜国際総合競技場 0 0 +1 +1

OV 選手村 0 0 0 +1

IBC/MPC 東京ビッグサイト(IBC/MPC) 0 0 0 +1

開催中 開催後

会場 評価点(一次) 評価点(二次)

No. 名称

開催前 開催中 開催後 開催前
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表 5-35-8 会場別の事業採算性の評価結果総括表（運営経費） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※会場№は、表 1-3-37（p1-85～1-86）に示す会場№を表す。 

 

※評価点の目安は以下のとおりである。 

+2: 大きなプラスの影響 

+1: ある程度のプラスの影響 

0: 中立 

-1: ある程度のマイナスの影響 

-2: 大きなマイナスの影響 

－ : 予測評価の検討において対象外とした影響 

■ : 網掛けは非該当項目のため対象外とした影響 

 

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

1 オリンピックスタジアム(国立霞ヶ丘競技場) 0 0 +1 +1

2 東京体育館 0 0 +1 0

3 国立代々木競技場 0 0 +1 0

4 日本武道館 0 0 +1 +1

5 皇居外苑 0 +1

6 東京国際フォーラム 0 0 +1 0

7 国技館 0 0 +1 0

8 有明アリーナ 0 0 +1 +1

9 有明ＢＭＸコース 0 +1

10 有明ベロドローム 0 +1

11 有明体操競技場 0 +1

12 有明テニスの森 0 0 +1 +1

13 お台場海浜公園 0 +1

14 潮風公園 0 +1

15～16 東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂ 0 0 +1 0

17 大井ホッケー競技場 0 0 +1 +1

18 海の森クロスカントリーコース 0 +1

19 海の森水上競技場 0 0 +1 +1

20 海の森マウンテンバイクコース 0 +1

21 若洲オリンピックマリーナ 0 0 +1 +1

22 葛西臨海公園 0 0 +1 +1

23～24 夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ 0 0 +1 +1

25 夢の島公園 0 0 +1 +1

26 夢の島競技場 0 0 +1 0

27～28
オリンピックアクアティクスセンター
ウォーターポロアリーナ

0 0 +1 +1

29 武蔵野の森総合スポーツ施設 0 0 +1 +1

30 東京スタジアム 0 0 +1 0

31 武蔵野の森公園 0 +1

32 陸上自衛隊朝霞訓練場 0 +1

33 霞ヶ関カンツリー倶楽部 0 0 +1 0

34 札幌ドーム 0 0 +1 0

35 宮城スタジアム 0 0 +1 0

36 埼玉スタジアム2002 0 0 +1 0

37 横浜国際総合競技場 0 0 +1 0

OV 選手村 0 0 +1 +1

IBC/MPC 東京ビッグサイト(IBC/MPC) 0 0 +1 +1

開催中 開催後

会場 評価点(一次) 評価点(二次)

No. 名称

開催前 開催中 開催後 開催前
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5-35-2  競技別 

(1) 評価の指標及び目安 

競技別検討における評価の指標及び目安は、表 5-35-9 に示すとおりである。 

 

表 5-35-9 評価の指標及び目安 

評価の指標 評価の基準 
評価の目安 

－２ －１ ０ ＋１ ＋２ 

運営経費 

運営・維持
コストの削
減のための
措置 

－ 

運営・維持コス
トの削減のた
めの措置が見
込めず、運営・
維持コストが
増大するおそ
れがある 

標準的なの
運営・維持コ
ストである 

運営・維持コス
トの削減のた
めの措置が施
され、運営費又
は維持費のコ
スト縮減が見
込まれる 

－ 

 

(2) 予測評価の方法 

開催中における、競技の実施時における運営経費について、東京都の計画から運営コス

ト削減のための措置を検討し、予測評価を行った。 

 

(3) 予測評価の結果 

1)  開催中（競技の実施による影響） 

①  一次評価 

2020 年東京大会の競技の実施時における運営経費について、対策を特に講じない場合に

は、施設整備費の削減は見込めず、標準的な運営経費となると考えられる。 

従って、各競技における運営経費の一次評価は「０」とした。 

 

②  ミティゲーション 

大規模大会の運営には、専門家に加え、多くのボランティアの参加・協力が不可欠であ

ると考えられる。 

開催中（競技の実施による影響）における運営経費のミティゲーションは表 5-35-10 に

示すとおりである。 

また、東京都では毎年数多くの国際スポーツ大会を開催しており、それらの大会では専

門家から一般市民までが大会運営を広く支えていることをふまえ、｢多数のボランティアの

協力｣、｢行政のサポート｣が得られるよう努めていくことを約束している。 
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表 5-35-10  運営経費に関して想定されるミティゲーションの内容 

開催中 内 容 

ボランティアの活用 ・ 大会組織委員会は今後、管理部門とボランティアの両方を対象

に、特別プログラム及びテストイベントをはじめとする大会の

開催を通して、さらなる人財育成を実施していく。 

・ 2020 年東京大会では国内外の各スポーツ連盟と緊密に協力し

て、テストイベント実施に合わせ競技運営と会場運営に関わる

雇用と研修プログラムを充実させていく。2016 年リオデデジャ

ネイロ大会は重要な視察の場であるとともに、サポートが不十

分なスポーツの実施についてボランティアを含め要員に多くを

学んでもらうインターンシップの機会となる。 

 

 

③  二次評価 

東京都では、東京マラソンにおいて１万人以上のボランティアが大会の運営や競技中の

観衆の整理をサポートしている実績がある。 

国内には障害者スポーツ団体を含む各種スポーツ団体の主導の下、4,000 万人以上の一

般スポーツ愛好家がおり、スポーツイベントの管理運営のあらゆる面で豊富なボランティ

ア、資格を持った専門家、インストラクターを確保することができると考えられる。 

さらに、東京マラソンのような単独の競技大会においても、高校生・大学生を含む 10,000

人以上のボランティアが、大会の運営や観衆の整理をサポートしており、その結果、毎年

200 万人ほどの観客が整然と行動している。 

また、東京は都内 435 の高校、138 の大学からボランティアのサポートを受けることが

できる。これらの学校は 100 万人以上の学生を抱えており、教育の一環としてボランティ

ア参加を奨励している。2020 年東京大会の開催期間が学生の夏季休暇期間中であることか

らも、バイリンガルの語学力を持つ多くの学生ボランティアが参加しやすい状況となって

いる。 

このこともふまえ、ボランティアの積極的な活用を促すための表 5-35-10 に示すミティ

ゲーションにより、多数のボランティアの協力が得られ、運営経費の削減が見込まれると

考えられる。したがって、評価結果はいずれも「＋１」とした。 
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(4) 評価結果の総括 

競技別に対する事業採算性（運営経費）の評価結果は表 5-35-11 に示すとおりであり、

ボランティアの活用等により運営経費が削減されると予想されることから、「＋１」と評価

する。 

 

表 5-35-11  競技別に対する事業採算性（運営経費）の評価結果総括表 

 

 

 

 

 

 

 

※競技№は、表 1-3-38（p1-87）に示す競技№を表す。 

 

※評価点の目安は以下のとおりである。 

+2: 大きなプラスの影響 

+1: ある程度のプラスの影響 

0: 中立 

-1: ある程度のマイナスの影響 

-2: 大きなマイナスの影響 

－ : 予測評価の検討において対象外とした影響 

■ : 網掛けは非該当項目のため対象外とした影響 

 

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

1 陸上競技（マラソン） 0 +1

2 陸上競技（競歩） 0 +1

3 自転車競技（ロード･レース） 0 +1

4
トライアスロン／パラトライア
スロン

0 +1

5 水泳（マラソン 10km） 0 +1

6
カヌー（スプリント）／パラカ
ヌー

0 +1

7 カヌー（スラローム） 0 +1

8 ボート 0 +1

9 セーリング 0 +1

競技 評価点(一次) 評価点(二次)

競技No. 名称

開催前 開催中 開催後 開催前 開催中 開催後
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6. 評価結果の整理 

6-1  中項目の評価 

評価結果の整理は、全体の評価を分かりやすくするため、「5. 予測及び評価」での個

別指標ごとの予測評価結果をもとに、中項目にまとめて行った。 

その手順は、以下のとおりであり、個別評価指標結果から小項目の評価値及び中項目

評価値の算定の流れは、図 6-1に示すとおりである。 

ア 個別評価指標結果→小項目の評価値 

・各評価指標は、原則として等価とし、開催前、開催中、開催後の指標毎

のすべての評価値を小項目毎にまとめて、平均値を算定した。 

イ 小項目→中項目の評価値 

・小項目の評価値(平均値)から、中項目の評価値を算定した。 

ウ 対策等による効果 

・「ミティゲーションなし」評価(一次評価)と「ミティゲーションあり」評

価(二次評価)を比較し、対策等による改善の有無・程度を図表により一目

でわかるように表現した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-1   中項目の評価値の算定手順（例） 

 

会場、競技及び全体計画を対象とした各項目の一次評価及び二次評価の結果を中項目

ごとに整理すると、表 6-1(p6-2～6-4)及び図 6-2～図 6-4(p6-5～6-16)に示すとおりと

なる。 

会場による影響の評価では、すべての会場で温室効果ガス、経済が大きくプラスとな

り、競技による影響の評価では温室効果ガス、交通、経済が評価対象としたすべての競

技で大きくプラス、全体計画では生態系、資源・廃棄物、温室効果ガス、社会活動、参

加・協働、安全･衛生・安心、交通、経済といった項目で大きくプラスとなる。 

これらの項目におけるプラスの影響について整理すると、表 6-2(p6-17～p6-20)に示

すとおりとなり、これらの項目を中心として、環境や社会経済活動等に好影響をもたら

し、2020 年東京大会開催によるオリンピックレガシーとして都市全域において継承され

る。 

上水利用量
の削減 

廃棄物発生量の
減量化

中項目　：　資源・廃棄物

廃棄物
の有効利用 

エコマテリアル
の使用

平均値

評価値 評価値 評価値 評価値

小項目の評価値
（平均値）

中項目の評価値
（平均値）

小項目の評価値小項目の評価値

（小項目）

評価の指標毎の

評価値

水利用 廃棄物 エコマテリアル
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表 6-1(1) 評価結果のまとめ(会場別) 

会
場
区
分

会
場
番
号

主
要
環
境

生
態
系

生
活
環
境

ア
メ
ニ
テ

ィ
・
文
化

資
源
･

廃
棄
物

温
室
効
果
ガ
ス

土
地
利
用

交
通

経
済

対
象

概要

主
要
環
境

生
態
系

生
活
環
境

ア
メ
ニ
テ

ィ
・
文
化

資
源
･

廃
棄
物

温
室
効
果
ガ
ス

土
地
利
用

交
通

経
済

一
次
評
価

二
次
評
価

一
次
評
価

二
次
評
価

一
次
評
価

二
次
評
価

概要

B 1 -0.42 -0.49 -0.88 -0.38 +0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 ◎ adefhiLmnpt +0.17 -0.03 0.00 +0.05 +1.17 +2.00 0.00 +0.50 +0.75 -0.30 +0.56 0.00 +0.42 -0.20 +0.51 マイナス→プラスへ

E 2 東京体育館 -0.33 -0.75 -0.33 -0.25 +0.67 +0.50 0.00 0.00 0.00 ◎ aefhmnpt +0.17 0.00 0.00 +0.10 +0.83 +1.50 0.00 0.00 +0.75 -0.08 +0.43 0.00 +0.25 -0.06 +0.37 マイナス→プラスへ

E 3 国立代々木競技場 -0.33 0.00 -0.33 -0.25 +0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 ◎ afhmnpt +0.17 0.00 0.00 0.00 +0.50 +1.50 0.00 +0.50 +0.75 -0.10 +0.36 0.00 +0.42 -0.06 +0.38 マイナス→プラスへ

D 4 日本武道館 -0.22 0.00 -0.33 -0.35 +0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 ◎ ahmnpqｔ +0.11 0.00 0.00 -0.05 +0.50 +1.50 0.00 0.00 +0.75 -0.10 +0.34 0.00 +0.25 -0.06 +0.31 マイナス→プラスへ

C 5 皇居外苑 -0.22 0.00 -0.33 0.00 +0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 ◎ ahmnpｔ +0.11 0.00 0.00 0.00 +0.50 +2.00 0.00 0.00 +1.00 -0.04 +0.44 0.00 +0.33 -0.02 +0.40 マイナス→プラスへ

E 6 東京国際フォーラム 0.00 - 0.00 0.00 +1.00 +1.00 0.00 0.00 0.00 ◎ mnpｔ +0.50 - 0.00 0.00 +1.25 +1.00 0.00 0.00 +0.75 +0.40 +0.55 0.00 +0.25 +0.25 +0.44 プラス→更にプラスへ

E 7 国技館 -0.33 0.00 -0.33 0.00 +0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 ◎ ahmnpｔ +0.17 0.00 0.00 0.00 +0.83 +1.50 0.00 0.00 +0.75 0.00 +0.42 0.00 +0.25 0.00 +0.36 ゼロ→プラスへ

A 8 有明アリーナ -0.17 -0.17 -0.25 0.00 +0.33 0.00 +0.33 0.00 0.00 ◎ afghkLmnpｔ +0.08 +0.33 0.00 +0.63 +1.17 +2.00 +0.33 +0.50 +0.75 -0.04 +0.70 +0.11 +0.53 +0.01 +0.64 プラス→更にプラスへ

C 9 有明ＢＭＸコース -0.22 0.00 -0.33 -0.06 +0.33 0.00 +0.25 0.00 0.00 ◎ afhjkmnpｔ +0.11 +0.33 0.00 +0.63 +0.50 +2.00 +0.25 +0.50 +1.00 -0.05 +0.59 +0.08 +0.58 0.00 +0.59 ゼロ→プラスへ

C 10 有明ベロドローム -0.22 0.00 -0.33 -0.06 +0.33 0.00 +0.25 0.00 0.00 ◎ afhjkmnpｔ 0.00 +0.33 0.00 +0.63 +0.50 +2.00 +0.25 +0.50 +1.00 -0.05 +0.58 +0.08 +0.58 0.00 +0.58 ゼロ→プラスへ

C 11 有明体操競技場 -0.22 0.00 -0.33 -0.19 +0.33 0.00 +0.25 0.00 0.00 ◎ afhjkmnpｔ -0.11 +0.50 0.00 +0.63 +0.50 +2.00 +0.25 +0.50 +1.00 -0.07 +0.59 +0.08 +0.58 -0.02 +0.58 マイナス→プラスへ

D 12 有明テニスの森 -0.17 -0.38 -0.25 -0.93 +0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 ◎ afhkmnpqｔ +0.17 -0.21 0.00 +0.03 +0.83 +2.00 0.00 +0.25 +0.75 -0.18 +0.47 0.00 +0.33 -0.12 +0.42 マイナス→プラスへ

C 13 お台場海浜公園 -0.22 -0.42 -0.33 -0.25 +0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 ◎ afhjmnpqｔ +0.11 -0.26 0.00 -0.06 +0.50 +2.00 0.00 0.00 +1.00 -0.15 +0.38 0.00 +0.33 -0.10 +0.37 マイナス→プラスへ

C 14 潮風公園 -0.22 -0.38 -0.33 -0.61 +0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 ◎ afhjkmnpqｔ +0.11 -0.21 0.00 -0.06 +0.50 +2.00 0.00 0.00 +1.00 -0.20 +0.39 0.00 +0.33 -0.13 +0.37 マイナス→プラスへ

E 15～16 東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂ -0.33 -0.50 -0.33 0.00 +1.00 +0.50 0.00 0.00 0.00 ◎ aghmnpｔ +0.17 0.00 0.00 0.00 +1.17 +1.50 0.00 0.00 +0.75 +0.06 +0.47 0.00 +0.25 +0.04 +0.40 プラス→更にプラスへ

A 17 大井ホッケー競技場 -0.17 -0.21 -0.25 -0.63 +0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 ◎ afhkLmnpqｔ +0.17 +0.04 0.00 -0.13 +0.83 +2.00 0.00 0.00 +0.75 -0.15 +0.49 0.00 +0.25 -0.10 +0.41 マイナス→プラスへ

C 18 海の森クロスカントリーコース -0.22 0.00 -0.33 0.00 +0.33 0.00 +0.50 0.00 0.00 ◎ afhkmnpｔ +0.11 +1.00 0.00 +0.88 +0.50 +2.00 +0.50 0.00 +1.00 -0.04 +0.75 +0.17 +0.50 +0.03 +0.67 プラス→更にプラスへ

A 19 海の森水上競技場 -0.42 -0.17 -0.25 0.00 +0.33 0.00 +0.50 0.00 0.00 ◎ acdfhkLmnpｔ +0.33 +0.50 0.00 +0.19 +0.83 +2.00 +0.50 0.00 +0.75 -0.08 +0.64 +0.17 +0.42 0.00 +0.57 ゼロ→プラスへ

C 20 海の森マウンテンバイクコース -0.22 0.00 -0.33 0.00 +0.33 0.00 +0.33 0.00 0.00 ◎ afhmnpｔ +0.11 0.00 0.00 +0.06 +0.50 +2.00 +0.33 0.00 +1.00 -0.04 +0.45 +0.11 +0.44 +0.01 +0.45 プラス→更にプラスへ

A 21 若洲オリンピックマリーナ -0.25 -0.61 -0.25 -0.80 +0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 ◎ acfhkLmnpqｔ +0.17 -0.19 0.00 -0.31 +0.83 +2.00 0.00 0.00 +0.75 -0.26 +0.42 0.00 +0.25 -0.18 +0.36 マイナス→プラスへ

A 22 葛西臨海公園 -0.17 -0.66 -0.25 -0.56 +0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 ◎ afhｋLmnpqｔ +0.17 -0.41 0.00 -0.10 +0.83 +2.00 0.00 0.00 +0.75 -0.22 +0.42 0.00 +0.25 -0.14 +0.36 マイナス→プラスへ

A 23～24 -0.50 -0.21 -0.25 -0.38 +0.33 0.00 +0.17 -0.25 0.00 ◎ adfghLmnpqｔ +0.50 +0.37 0.00 +0.30 +1.17 +2.00 +0.17 +0.75 +0.75 -0.17 +0.72 -0.03 +0.56 -0.12 +0.67 マイナス→プラスへ

A 25 夢の島公園 -0.33 -0.32 -0.25 -1.18 +0.33 0.00 0.00 -0.25 0.00 ◎ adfhkmnpｔ +0.33 +0.37 0.00 +0.11 +0.50 +2.00 0.00 +0.75 +0.75 -0.29 +0.55 -0.08 +0.50 -0.22 +0.54 マイナス→プラスへ

E 26 夢の島競技場 -0.33 -0.82 -0.33 -0.80 +0.33 0.00 0.00 -0.25 0.00 ◎ afhkmnpｔ +0.17 -0.38 0.00 -0.01 +0.50 +1.50 0.00 +0.75 +0.75 -0.33 +0.30 -0.08 +0.50 -0.25 +0.36 マイナス→プラスへ

A 27～28 -0.17 -0.32 -0.75 -0.63 +0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 ◎ afhikLmnpｔ 0.00 -0.24 0.00 -0.08 +1.17 +2.00 0.00 +0.50 +0.75 -0.26 +0.48 0.00 +0.42 -0.17 +0.46 マイナス→プラスへ

B 29 武蔵野の森総合スポーツ施設 -0.11 +0.13 -0.67 0.00 +0.33 0.00 +0.33 0.00 0.00 ◎ afhiLmnpｔ +0.33 +0.13 0.00 0.00 +0.83 +2.00 +0.33 0.00 +0.75 -0.05 +0.55 +0.11 +0.36 0.00 +0.49 ゼロ→プラスへ

E 30 東京スタジアム -0.33 0.00 -0.33 0.00 +0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 ◎ ahmnpｔ +0.17 0.00 0.00 0.00 +0.83 +1.50 0.00 0.00 +0.75 0.00 +0.42 0.00 +0.25 0.00 +0.36 ゼロ→プラスへ

C 31 武蔵野の森公園 -0.22 0.00 -0.33 -0.18 +0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 ◎ afhmnpqｔ +0.11 0.00 0.00 0.00 +0.50 +2.00 0.00 0.00 +1.00 -0.07 +0.44 0.00 +0.33 -0.04 +0.40 マイナス→プラスへ

C 32 陸上自衛隊朝霞訓練場 -0.22 0.00 -0.33 0.00 +0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 ◎ ahmnpｔ 0.00 0.00 0.00 0.00 +0.50 +2.00 0.00 0.00 +1.00 -0.04 +0.42 0.00 +0.33 -0.02 +0.39 マイナス→プラスへ

E 33 霞ヶ関カンツリー倶楽部 -0.33 0.00 -0.33 0.00 +0.33 0.00 0.00 -0.25 0.00 ◎ afhmnpｔ 0.00 0.00 0.00 0.00 +0.50 +1.50 0.00 +0.25 +0.75 -0.06 +0.33 -0.08 +0.33 -0.06 +0.33 マイナス→プラスへ

E 34 札幌ドーム -0.33 - -0.33 0.00 +0.33 +0.50 0.00 0.00 0.00 ◎ ahmnpｔ 0.00 - 0.00 0.00 +0.50 +1.50 0.00 0.00 +0.75 +0.03 +0.40 0.00 +0.25 +0.02 +0.34 プラス→更にプラスへ

E 35 宮城スタジアム -0.33 - -0.33 -0.50 +0.33 +0.50 0.00 0.00 0.00 ◎ ahmnpqｔ 0.00 - 0.00 0.00 +0.50 +1.50 0.00 0.00 +0.75 -0.07 +0.40 0.00 +0.25 -0.04 +0.34 マイナス→プラスへ

E 36 埼玉スタジアム2002 -0.33 - -0.33 -0.50 +0.67 +0.50 0.00 0.00 0.00 ◎ ahmnpqｔ 0.00 - 0.00 0.00 +0.83 +1.50 0.00 0.00 +0.75 0.00 +0.47 0.00 +0.25 0.00 +0.39 ゼロ→プラスへ

E 37 横浜国際総合競技場 -0.33 - -0.33 -0.50 +1.00 +0.50 0.00 0.00 0.00 ◎ ahmnpqｔ 0.00 - 0.00 0.00 +1.17 +1.50 0.00 0.00 +0.75 +0.07 +0.53 0.00 +0.25 +0.04 +0.43 プラス→更にプラスへ

A OV 選手村 -0.25 -0.49 -0.25 -0.68 +0.33 0.00 +0.11 0.00 0.00 ◎ afghjkLmnpｔ 0.00 +0.57 0.00 +0.55 +1.17 +2.00 +0.22 +0.50 +0.75 -0.22 +0.71 +0.04 +0.49 -0.14 +0.64 マイナス→プラスへ

D IBC/MPC 東京ビッグサイト(IBC/MPC) -0.11 -0.17 -0.17 0.00 +1.00 +0.67 0.00 0.00 0.00 ◎ afghLmnpｔ +0.11 0.00 0.00 0.00 +1.17 +2.00 0.00 0.00 +0.75 +0.20 +0.55 0.00 +0.25 +0.14 +0.45 プラス→更にプラスへ

-0.26 -0.22 -0.33 -0.30 +0.45 +0.13 +0.08 -0.03 0.00 +0.13 +0.08 0.00 +0.11 +0.76 +1.81 +0.09 +0.19 +0.82 -0.09 +0.48 +0.02 +0.36 -0.05 +0.44 マイナス→プラスへ

注）

二次評価

環境 社会･経済

総合評価一次評価

社会・経済

会
場

全会場平均

総合環境

会場区分　A：新設恒久会場、B：新設恒久会場（計画中）、C：仮設会場、D：既存会場(改修あり)、Ｅ：既存会場(改修なし)

評価対象 ミティゲーション
環境 社会･経済

夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ

会
場
名

オリンピックアクアティクスセンター
ウォーターポロアリーナ

オリンピックスタジアム(国立霞ヶ丘競技場)
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表 6-1(2) 評価結果のまとめ(競技別) 

主
要
環
境

生
活
環
境

ア
メ
ニ
テ

ィ
・
文
化

資
源
･

廃
棄
物

温
室
効
果
ガ
ス

交
通

経
済

対
象

概要

主
要
環
境

生
活
環
境

ア
メ
ニ
テ

ィ
・
文
化

資
源
･

廃
棄
物

温
室
効
果
ガ
ス

交
通

経
済

一
次
評
価

二
次
評
価

一
次
評
価

二
次
評
価

一
次
評
価

二
次
評
価

概要

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 0.00 ◎ bmnto +0.17 0.00 0.00 +0.50 +2.00 +1.00 +1.00 0.00 +0.53 -0.50 +1.00 -0.14 +0.67 マイナス→プラスへ

0.00 0.00 0.00 0.00 － -1.00 0.00 ◎ bmto +0.17 0.00 0.00 +0.50 － +1.00 +1.00 0.00 +0.17 -0.50 +1.00 -0.17 +0.44 マイナス→プラスへ

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 0.00 ◎ bmnto +0.17 0.00 0.00 +0.50 +2.00 +1.00 +1.00 0.00 +0.53 -0.50 +1.00 -0.14 +0.67 マイナス→プラスへ

-0.17 0.00 － 0.00 － － 0.00 ◎ bcmt +0.17 0.00 － +0.50 － － +1.00 -0.06 +0.22 0.00 +1.00 -0.04 +0.42 マイナス→プラスへ

-0.17 0.00 － 0.00 － － 0.00 ◎ bmt +0.17 0.00 － +0.50 － － +1.00 -0.06 +0.22 0.00 +1.00 -0.04 +0.42 ゼロ→プラスへ

+0.17 0.00 － 0.00 － － 0.00 ◎ bmt +0.33 0.00 － +0.50 － － +1.00 +0.06 +0.28 0.00 +1.00 +0.04 +0.46 ゼロ→プラスへ

-0.17 0.00 － 0.00 － － 0.00 ◎ bmt +0.17 0.00 － +0.50 － － +1.00 -0.06 +0.22 0.00 +1.00 -0.04 +0.42 ゼロ→プラスへ

-0.17 0.00 － 0.00 － － 0.00 ◎ bmt +0.17 0.00 － +0.50 － － +1.00 -0.06 +0.22 0.00 +1.00 -0.04 +0.42 ゼロ→プラスへ

-0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 0.00 +0.19 0.00 0.00 +0.50 +2.00 +1.00 +1.00 -0.01 +0.54 -0.50 +1.00 -0.15 +0.67 マイナス→プラスへ

記号

建設工事に係る環境負荷対策 a 一次評価 二次評価

交通ネットワークの強化、低公害車の導入 b 判定基準 判定基準

水質浄化対策の実施 ｃ 項目の平均点 項目の平均点

土壌汚染対策の実施 ｄ プラス ＋1.0点～ プラス ＋1.0点～

雨水浸透施設の整備 e ややプラス ＋0.25～1.0点 ややプラス ＋0.25～1.0点

緑地（緑）の整備・復元・維持 f 中立　　→ －0.25～＋0.25点 中立　　→ －0.25～＋0.25点

屋上・壁面緑化 g ややマイナス －1.0～－0.25点 ややマイナス －1.0～－0.25点

騒音対策の実施 h マイナス ～－1.0点 マイナス ～－1.0点

日照障害対策の実施 i

景観配慮対策の実施 j

自然との触れ合いの場の整備・復元 k

水の有効利用 L

３Rの促進、再生資材等の利用 m

省エネ対策の導入 n

ヒートアイランド対策、開催時刻の配慮等 o

アクセス性の向上、交通安全対策 p

環境学習・自然との触れ合い活動の促進 q

施設改修の推進、充足 ｒ

情報のバリアフリー化の促進 s

協働や情報提供の仕組みづくり t

産業・雇用の育成支援、基盤強化 u

-0.17 +0.67-0.50 +1.00

総合評価

環境 社会・経済 総合

全競技平均

+2.00+0.50 マイナス→プラスへ+1.00 +1.00 -0.03 +0.530.000.00+0.17◎0.000.00 -1.000.00

環境 社会・経済

二次評価

環境 社会・経済

一次評価
ミティゲーション

ミティゲーションメニュー

水泳（マラソン 10km）

bcmnto

屋外

陸域

カヌー（スラローム）

カヌー（スプリント／パラカヌー）

-0.17 0.00 0.00

評価対象

競
技

水域

セーリング

ボート

敷地外
陸上競技（競歩）

陸上競技（マラソン）

トライアスロン／パラトライアスロン

自転車（ロード・レース）
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表 6-1(3) 評価結果のまとめ(全体計画) 

主
要
環
境

生
態
系

資
源
･

廃
棄
物

温
室
効
果
ガ
ス

社
会
活
動

参
加
･

協
働

安
全
・
衛
生
・
安
心

交
通

経
済

対
象

概要

主
要
環
境

生
態
系

資
源
･

廃
棄
物

温
室
効
果
ガ
ス

社
会
活
動

参
加
･

協
働

安
全
・
衛
生
・
安
心

交
通

経
済

一
次
評
価

二
次
評
価

一
次
評
価

二
次
評
価

一
次
評
価

二
次
評
価

概要

-0.50 -0.50 +0.33 -0.40 0.00 0.00 +0.11 -0.08 +1.00 ◎ abfgｊLmnpqrstu +0.50 +1.88 +1.17 +1.50 +1.00 +1.00 +1.00 +1.00 +1.50 -0.27 +1.26 +0.21 +1.10 -0.00 +1.17 ゼロ→プラスへ

記号 一次評価 二次評価

建設工事に係る環境負荷対策 a 判定基準 判定基準

交通ネットワークの強化、低公害車の導入 b 項目の平均点 項目の平均点

水質浄化対策の実施 ｃ プラス ＋1.0点～ プラス ＋1.0点～

土壌汚染対策の実施 ｄ ややプラス ＋0.25～1.0点 ややプラス ＋0.25～1.0点

雨水浸透施設の整備 e 中立　　→ －0.25～＋0.25点 中立　　→ －0.25～＋0.25点

緑地（緑）の整備・復元・維持 f ややマイナス －1.0～－0.25点 ややマイナス －1.0～－0.25点

屋上・壁面緑化 g マイナス ～－1.0点 マイナス ～－1.0点

騒音対策の実施 h

日照障害対策の実施 i

景観配慮対策の実施 j

自然との触れ合いの場の整備・復元 k

水の有効利用 L

３Rの促進、再生資材等の利用 m

省エネ対策の導入 n

ヒートアイランド対策、開催時刻の配慮等 o

アクセス性の向上、交通安全対策 p

環境学習・自然との触れ合い活動の促進 q

施設改修の推進、充足 ｒ

情報のバリアフリー化の促進 ｓ

協働や情報提供の仕組みづくり ｔ

産業・雇用の育成支援、基盤強化 u

評価対象

ミティゲーションメニュー

全体計画

二次評価

社会・経済環境 環境 総合
ミティゲーション

社会・経済

一次評価 総合評価

環境 社会・経済
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1.オリンピックスタジアム(国立霞ヶ丘競技場)

項目 一次評価 二次評価

主要環境 -0.42 +0.17

生態系 -0.49 -0.03

生活環境 -0.88 +0.00

アメニティ・文化 -0.38 +0.05

資源・廃棄物 +0.33 +1.17

温室効果ガス +0.00 +2.00

土地利用 +0.00 +0.00

交通 +0.00 +0.50

経済 +0.00 +0.75

2.東京体育館

項目 一次評価 二次評価

主要環境 -0.33 +0.17

生態系 -0.75 +0.00

生活環境 -0.33 +0.00

アメニティ・文化 -0.25 +0.10

資源・廃棄物 +0.67 +0.83

温室効果ガス +0.50 +1.50

土地利用 +0.00 +0.00

交通 +0.00 +0.00

経済 +0.00 +0.75

3.国立代々木競技場

項目 一次評価 二次評価

主要環境 -0.33 +0.17

生態系 +0.00 +0.00

生活環境 -0.33 +0.00

アメニティ・文化 -0.25 +0.00

資源・廃棄物 +0.33 +0.50

温室効果ガス +0.00 +1.50

土地利用 +0.00 +0.00

交通 +0.00 +0.50

経済 +0.00 +0.75

4.日本武道館

項目 一次評価 二次評価

主要環境 -0.22 +0.11

生態系 +0.00 +0.00

生活環境 -0.33 +0.00

アメニティ・文化 -0.35 -0.05

資源・廃棄物 +0.33 +0.50

温室効果ガス +0.00 +1.50

土地利用 +0.00 +0.00

交通 +0.00 +0.00

経済 +0.00 +0.75
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図 6-2(1) 評価のまとめ（会場） 
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5.皇居外苑

項目 一次評価 二次評価

主要環境 -0.22 +0.11

生態系 +0.00 +0.00

生活環境 -0.33 +0.00

アメニティ・文化 +0.00 +0.00

資源・廃棄物 +0.33 +0.50

温室効果ガス +0.00 +2.00

土地利用 +0.00 +0.00

交通 +0.00 +0.00

経済 +0.00 +1.00

6.東京国際フォーラム

項目 一次評価 二次評価

主要環境 +0.00 +0.50

生態系 - -

生活環境 +0.00 +0.00

アメニティ・文化 +0.00 +0.00

資源・廃棄物 +1.00 +1.25

温室効果ガス +1.00 +1.00

土地利用 +0.00 +0.00

交通 +0.00 +0.00

経済 +0.00 +0.75

7.国技館

項目 一次評価 二次評価

主要環境 -0.33 +0.17

生態系 +0.00 +0.00

生活環境 -0.33 +0.00

アメニティ・文化 +0.00 +0.00

資源・廃棄物 +0.67 +0.83

温室効果ガス +0.00 +1.50

土地利用 +0.00 +0.00

交通 +0.00 +0.00

経済 +0.00 +0.75

8.有明アリーナ

項目 一次評価 二次評価

主要環境 -0.17 +0.08

生態系 -0.17 +0.33

生活環境 -0.25 +0.00

アメニティ・文化 +0.00 +0.63

資源・廃棄物 +0.33 +1.17

温室効果ガス +0.00 +2.00

土地利用 +0.33 +0.33

交通 +0.00 +0.50

経済 +0.00 +0.75
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図 6-2(2) 評価結果のまとめ(会場） 
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9.有明ＢＭＸコース

項目 一次評価 二次評価

主要環境 -0.22 +0.11

生態系 +0.00 +0.33

生活環境 -0.33 +0.00

アメニティ・文化 -0.06 +0.63

資源・廃棄物 +0.33 +0.50

温室効果ガス +0.00 +2.00

土地利用 +0.25 +0.25

交通 +0.00 +0.50

経済 +0.00 +1.00

10.有明ベロドローム

項目 一次評価 二次評価

主要環境 -0.22 +0.00

生態系 +0.00 +0.33

生活環境 -0.33 +0.00

アメニティ・文化 -0.06 +0.63

資源・廃棄物 +0.33 +0.50

温室効果ガス +0.00 +2.00

土地利用 +0.25 +0.25

交通 +0.00 +0.50

経済 +0.00 +1.00

11.有明体操競技場

項目 一次評価 二次評価

主要環境 -0.22 -0.11

生態系 +0.00 +0.50

生活環境 -0.33 +0.00

アメニティ・文化 -0.19 +0.63

資源・廃棄物 +0.33 +0.50

温室効果ガス +0.00 +2.00

土地利用 +0.25 +0.25

交通 +0.00 +0.50

経済 +0.00 +1.00

12.有明テニスの森

項目 一次評価 二次評価

主要環境 -0.17 +0.17

生態系 -0.38 -0.21

生活環境 -0.25 +0.00

アメニティ・文化 -0.93 +0.03

資源・廃棄物 +0.67 +0.83

温室効果ガス +0.00 +2.00

土地利用 +0.00 +0.00

交通 +0.00 +0.25

経済 +0.00 +0.75
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 図 6-2 (3) 評価結果のまとめ(会場） 
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13.お台場海浜公園

項目 一次評価 二次評価

主要環境 -0.22 +0.11

生態系 -0.42 -0.26

生活環境 -0.33 +0.00

アメニティ・文化 -0.25 -0.06

資源・廃棄物 +0.33 +0.50

温室効果ガス +0.00 +2.00

土地利用 +0.00 +0.00

交通 +0.00 +0.00

経済 +0.00 +1.00

14.潮風公園

項目 一次評価 二次評価

主要環境 -0.22 +0.11

生態系 -0.38 -0.21

生活環境 -0.33 +0.00

アメニティ・文化 -0.61 -0.06

資源・廃棄物 +0.33 +0.50

温室効果ガス +0.00 +2.00

土地利用 +0.00 +0.00

交通 +0.00 +0.00

経済 +0.00 +1.00

15～16.東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂ

項目 一次評価 二次評価

主要環境 -0.33 +0.17

生態系 -0.50 +0.00

生活環境 -0.33 +0.00

アメニティ・文化 +0.00 +0.00

資源・廃棄物 +1.00 +1.17

温室効果ガス +0.50 +1.50

土地利用 +0.00 +0.00

交通 +0.00 +0.00

経済 +0.00 +0.75

17.大井ホッケー場

項目 一次評価 二次評価

主要環境 -0.17 +0.17

生態系 -0.21 +0.04

生活環境 -0.25 +0.00

アメニティ・文化 -0.63 -0.13

資源・廃棄物 +0.33 +0.83

温室効果ガス +0.00 +2.00

土地利用 +0.00 +0.00

交通 +0.00 +0.00

経済 +0.00 +0.75
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図 6-2(4) 評価結果のまとめ(会場） 
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18.海の森クロスカントリーコース

項目 一次評価 二次評価

主要環境 -0.22 +0.11

生態系 +0.00 +1.00

生活環境 -0.33 +0.00

アメニティ・文化 +0.00 +0.88

資源・廃棄物 +0.33 +0.50

温室効果ガス +0.00 +2.00

土地利用 +0.50 +0.50

交通 +0.00 +0.00

経済 +0.00 +1.00

19.海の森水上競技場

項目 一次評価 二次評価

主要環境 -0.42 +0.33

生態系 -0.17 +0.50

生活環境 -0.25 +0.00

アメニティ・文化 +0.00 +0.19

資源・廃棄物 +0.33 +0.83

温室効果ガス +0.00 +2.00

土地利用 +0.50 +0.50

交通 +0.00 +0.00

経済 +0.00 +0.75

20.海の森マウンテンバイクコース

項目 一次評価 二次評価

主要環境 -0.22 +0.11

生態系 +0.00 +0.00

生活環境 -0.33 +0.00

アメニティ・文化 +0.00 +0.06

資源・廃棄物 +0.33 +0.50

温室効果ガス +0.00 +2.00

土地利用 +0.33 +0.33

交通 +0.00 +0.00

経済 +0.00 +1.00

21.若洲オリンピックマリーナ

項目 一次評価 二次評価

主要環境 -0.25 +0.17

生態系 -0.61 -0.19

生活環境 -0.25 +0.00

アメニティ・文化 -0.80 -0.31

資源・廃棄物 +0.33 +0.83

温室効果ガス +0.00 +2.00

土地利用 +0.00 +0.00

交通 +0.00 +0.00

経済 +0.00 +0.75
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図 6-2(5) 評価結果のまとめ(会場） 
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22.葛西臨海公園

項目 一次評価 二次評価

主要環境 -0.17 +0.17

生態系 -0.66 -0.29

生活環境 -0.25 +0.00

アメニティ・文化 -0.56 -0.10

資源・廃棄物 +0.33 +0.83

温室効果ガス +0.00 +2.00

土地利用 +0.00 +0.00

交通 +0.00 +0.00

経済 +0.00 +0.75

23～24.夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ

項目 一次評価 二次評価

主要環境 -0.50 +0.50

生態系 -0.21 +0.37

生活環境 -0.25 +0.00

アメニティ・文化 -0.38 +0.30

資源・廃棄物 +0.33 +1.17

温室効果ガス +0.00 +2.00

土地利用 +0.17 +0.17

交通 -0.25 +0.75

経済 +0.00 +0.75

25.夢の島公園

項目 一次評価 二次評価

主要環境 -0.33 +0.33

生態系 -0.32 +0.37

生活環境 -0.25 +0.00

アメニティ・文化 -1.18 +0.11

資源・廃棄物 +0.33 +0.50

温室効果ガス +0.00 +2.00

土地利用 +0.00 +0.00

交通 -0.25 +0.75

経済 +0.00 +0.75

26.夢の島競技場

項目 一次評価 二次評価

主要環境 -0.33 +0.17

生態系 -0.82 -0.38

生活環境 -0.33 +0.00

アメニティ・文化 -0.80 -0.01

資源・廃棄物 +0.33 +0.50

温室効果ガス +0.00 +1.50

土地利用 +0.00 +0.00

交通 -0.25 +0.75

経済 +0.00 +0.75
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図 6-2 (6) 評価結果のまとめ(会場） 
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27～28.オリンピックアクアティクスセンター、ウォーターポロアリーナ

項目 一次評価 二次評価

主要環境 -0.17 +0.00

生態系 -0.32 -0.24

生活環境 -0.75 +0.00

アメニティ・文化 -0.63 -0.08

資源・廃棄物 +0.33 +1.17

温室効果ガス +0.00 +2.00

土地利用 +0.00 +0.00

交通 +0.00 +0.50

経済 +0.00 +0.75

29.武蔵野の森総合スポーツ施設

項目 一次評価 二次評価

主要環境 -0.11 +0.33

生態系 +0.13 +0.13

生活環境 -0.67 +0.00

アメニティ・文化 +0.00 +0.00

資源・廃棄物 +0.33 +0.83

温室効果ガス +0.00 +2.00

土地利用 +0.33 +0.33

交通 +0.00 +0.00

経済 +0.00 +0.75

30.東京スタジアム

項目 一次評価 二次評価

主要環境 -0.33 +0.17

生態系 +0.00 +0.00

生活環境 -0.33 +0.00

アメニティ・文化 +0.00 +0.00

資源・廃棄物 +0.67 +0.83

温室効果ガス +0.00 +1.50

土地利用 +0.00 +0.00

交通 +0.00 +0.00

経済 +0.00 +0.75

31.武蔵野の森公園

項目 一次評価 二次評価

主要環境 -0.22 +0.11

生態系 +0.00 +0.00

生活環境 -0.33 +0.00

アメニティ・文化 -0.18 +0.00

資源・廃棄物 +0.33 +0.50

温室効果ガス +0.00 +2.00

土地利用 +0.00 +0.00

交通 +0.00 +0.00

経済 +0.00 +1.00
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図 6-2 (7) 評価結果のまとめ(会場） 
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32.陸上自衛隊朝霞訓練場

項目 一次評価 二次評価

主要環境 -0.22 +0.00

生態系 +0.00 +0.00

生活環境 -0.33 +0.00

アメニティ・文化 +0.00 +0.00

資源・廃棄物 +0.33 +0.50

温室効果ガス +0.00 +2.00

土地利用 +0.00 +0.00

交通 +0.00 +0.00

経済 +0.00 +1.00

33.霞ヶ関カンツリー倶楽部

項目 一次評価 二次評価

主要環境 -0.33 +0.00

生態系 +0.00 +0.00

生活環境 -0.33 +0.00

アメニティ・文化 +0.00 +0.00

資源・廃棄物 +0.33 +0.50

温室効果ガス +0.00 +1.50

土地利用 +0.00 +0.00

交通 -0.25 +0.25

経済 +0.00 +0.75

34.札幌ドーム

項目 一次評価 二次評価

主要環境 -0.33 +0.00

生態系 - -

生活環境 -0.33 +0.00

アメニティ・文化 +0.00 +0.00

資源・廃棄物 +0.33 +0.50

温室効果ガス +0.50 +1.50

土地利用 +0.00 +0.00

交通 +0.00 +0.00

経済 +0.00 +0.75

35.宮城スタジアム

項目 一次評価 二次評価

主要環境 -0.33 +0.00

生態系 - -

生活環境 -0.33 +0.00

アメニティ・文化 -0.50 +0.00

資源・廃棄物 +0.33 +0.50

温室効果ガス +0.50 +1.50

土地利用 +0.00 +0.00

交通 +0.00 +0.00

経済 +0.00 +0.75
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図 6-2 (8) 評価結果のまとめ(会場） 
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36.埼玉スタジアム2002

項目 一次評価 二次評価

主要環境 -0.33 +0.00

生態系 - -

生活環境 -0.33 +0.00

アメニティ・文化 -0.50 +0.00

資源・廃棄物 +0.67 +0.83

温室効果ガス +0.50 +1.50

土地利用 +0.00 +0.00

交通 +0.00 +0.00

経済 +0.00 +0.75

37.横浜国際総合競技場

項目 一次評価 二次評価

主要環境 -0.33 +0.00

生態系 - -

生活環境 -0.33 +0.00

アメニティ・文化 -0.50 +0.00

資源・廃棄物 +1.00 +1.17

温室効果ガス +0.50 +1.50

土地利用 +0.00 +0.00

交通 +0.00 +0.00

経済 +0.00 +0.75

選手村

項目 一次評価 二次評価

主要環境 -0.25 +0.00

生態系 -0.49 +0.57

生活環境 -0.25 +0.00

アメニティ・文化 -0.68 +0.55

資源・廃棄物 +0.33 +1.17

温室効果ガス +0.00 +2.00

土地利用 +0.11 +0.22

交通 +0.00 +0.50

経済 +0.00 +0.75

東京ビッグサイト（IBC/MPC）

項目 一次評価 二次評価

主要環境 -0.11 +0.11

生態系 -0.17 +0.00

生活環境 -0.17 +0.00

アメニティ・文化 +0.00 +0.00

資源・廃棄物 +1.00 +1.17

温室効果ガス +0.67 +2.00

土地利用 +0.00 +0.00

交通 +0.00 +0.00

経済 +0.00 +0.75
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図 6-2 (9) 評価結果のまとめ(会場） 
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1.陸上競技（マラソン）

項目 一次評価 二次評価

主要環境 0.0 +0.2

生活環境 0.0 0.0

アメニティ・文化 0.0 0.0

資源・廃棄物 0.0 +0.5

温室効果ガス 0.0 +2.0

交通 -1.0 +1.0

経済 0.0 +1.0

2.陸上競技（競歩）

項目 一次評価 二次評価

主要環境 0.0 +0.2

生活環境 0.0 0.0

アメニティ・文化 0.0 0.0

資源・廃棄物 0.0 +0.5

温室効果ガス － －

交通 -1.0 +1.0

経済 0.0 +1.0

3.自転車競技（ロード・レース）

項目 一次評価 二次評価

主要環境 0.0 +0.2

生活環境 0.0 0.0

アメニティ・文化 0.0 0.0

資源・廃棄物 0.0 +0.5

温室効果ガス 0.0 +2.0

交通 -1.0 +1.0

経済 0.0 +1.0

4.トライアスロン／パラトライアスロン

項目 一次評価 二次評価

主要環境 -0.2 +0.2

生活環境 0.0 0.0

アメニティ・文化 0.0 0.0

資源・廃棄物 0.0 +0.5

温室効果ガス 0.0 +2.0

交通 -1.0 +1.0

経済 0.0 +1.0

5.水泳（マラソン 10km）

項目 一次評価 二次評価

主要環境 -0.2 +0.2

生活環境 0.0 0.0

アメニティ・文化 － －

資源・廃棄物 0.0 +0.5

温室効果ガス － －

交通 － －

経済 0.0 +1.0
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図 6-3(1)  評価のまとめ（競技） 
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6.カヌー（スプリント／パラカヌー）

項目 一次評価 二次評価

主要環境 -0.2 +0.2

生活環境 0.0 0.0

アメニティ・文化 － －

資源・廃棄物 0.0 +0.5

温室効果ガス － －

交通 － －

経済 0.0 +1.0

7.カヌー（スラローム）

項目 一次評価 二次評価

主要環境 0.2 +0.3

生活環境 0.0 0.0

アメニティ・文化 － －

資源・廃棄物 0.0 +0.5

温室効果ガス － －

交通 － －

経済 0.0 +1.0

8.ボート

項目 一次評価 二次評価

主要環境 -0.2 +0.2

生活環境 0.0 0.0

アメニティ・文化 － －

資源・廃棄物 0.0 +0.5

温室効果ガス － －

交通 － －

経済 0.0 +1.0

9.セーリング

項目 一次評価 二次評価

主要環境 -0.2 +0.2

生活環境 0.0 0.0

アメニティ・文化 － －

資源・廃棄物 0.0 +0.5

温室効果ガス － －

交通 － －

経済 0.0 +1.0
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図 6-3(2) 評価のまとめ（競技） 
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＜全体計画　評価結果＞
項目 一次評価 二次評価

主要環境 -0.50 +0.50
生態系 -0.50 +1.88
資源・廃棄物 +0.33 +1.17
温室効果ガス -0.40 +1.50
社会活動 0.00 +1.00
参加・協働 0.00 +1.00
安全・衛生・安心 +0.11 +1.00
交通 -0.08 +1.00
経済 +1.00 +1.50
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図 6-4 評価のまとめ（全体計画） 
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表 6-2(1)  2020 年東京大会によるプラス影響 

中項目 2020 年東京大会によるプラスの影響 

生態系 

（全体計画） 

【小項目：生物・生態系】 

「水と緑の回廊」に包まれた新たな環境共生都市の象徴として、臨

海部に海の森を整備し、そこから都市部の緑の拠点等を幹線道路の街

路樹で結ぶ「グリーンロード・ネットワーク」の形成を図ることによ

り、全体計画におけるミティゲーションにより、現況よりも広域に亘

って生物の生育・生息環境が増大し連続性が向上する。 

【小項目：緑】 

開催後の後利用においても、仮設撤去後に緑被地を現状復帰するほ

か、開催中に実施した各会場の緑化、屋上緑化等のミティゲーション

を維持することにより、開催後の緑被面積が現況より増加する。 

温室効果ガス 

（会場、競技、

全体計画） 

【小項目：温室効果ガス】 

＜会場＞ 

新設会場では、断熱性能の強化や最高水準の省エネルギ-技術の導

入、再生可能エネルギーの導入などのミティゲーションを実施するこ

とにより、CO2排出量は大きく削減される。 

＜競技＞ 

競技運営に使用する大会関係車を電気自動車や燃料電池車、ハイブ

リッド自動車などの低公害かつ低燃費な自動車とするミティゲーシ

ョンの実施により、CO2排出量は大きく削減される。 

＜全体＞ 

2020 年東京大会は、カーボンニュートラルな大会の実現を掲げて

進める大会である。この実現に向けた様々なミティゲーションを実施

することにより、大会の開催に伴う CO2排出についてカーボンニュー

トラルが実現し、開催中の CO2排出量は大きく削減される。 

また、開催後の後利用においても、施設の省エネルギー対策、再生

可能エネルギーの導入などのレガシー効果によって、後利用における

CO2排出量は大きく削減される。 

【小項目：エネルギー】 

＜会場＞ 

新設会場では、断熱性能の強化や最高水準の省エネルギ-技術の導

入、再生可能エネルギーの導入などのミティゲーションを実施するこ

とにより、エネルギー消費量はかなり低減する。 

＜競技＞ 

競技運営に使用する大会関係車を電気自動車や燃料電池車、ハイブ

リッド自動車などの低公害かつ低燃費な自動車とするミティゲーシ

ョンの実施により、エネルギー消費量はかなり低減する。 
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表 6-2(2)  2020 年東京大会によるプラス影響 

中項目 2020 年東京大会によるプラスの影響 

社会活動 

（全体計画） 

【小項目：スポーツ活動】 

老朽化施設の改築・改修、スポーツの国際化の進展に対応した環境

整備の取組や、2020 年東京大会のレガシー（遺産）を都民の財産と

して活かすための戦略的な施策展開等により、国際レベルのスポーツ

施設の充足度が向上し、地域スポーツクラブ数やスポーツ活動の団体

数は増加することから、誰もがスポーツに親しむことができる環境を

創出され、参加者のすそ野が拡大する。 

【小項目：文化活動】 

新設されるオリンピックスタジアムなどの施設を、2020 年東京大

会のレガシー（遺産）として芸術・文化の側面からも活用することに

より、文化活動拠点数が増加する。また、先端技術の活用等による案

内誘導の充実化により、情報提供のバリアフリー化が進展する。2020

年東京大会の文化プログラムを通して、国際交流の活発化に寄与する

文化の発信機会が増加する。 

参加･協働 

（全体計画） 

【小項目：ボランティア】 

ボランティア活動の基盤となる協働や情報提供の仕組みが構築さ

れ、ボランティア文化の育成を促進する。2020 年東京大会の開催は、

会期中のボランティア活動だけでなく、その後も活動を続ける個人や

ボランティア団体の増加につながることから、ボランティア活動の参

加機会が増加する。 

【小項目：コミュニティ】 

2020 年東京大会の開催は、これまで地域活動に参加したことがな

かった人に参加するきっかけを提供し、多様な世代の社会参加が促進

されることから、地域活動を活発化する。さらに、コミュニティの若

返りや新たなコミュニティ形成にも寄与する。また、企業のコミュニ

ティ活動への参加、貢献支援策が展開され、地域の一員として、企業

のコミュニティ参加に寄与する。 

【小項目：環境への意識】 

2020 年東京大会における環境への取組では、様々な環境意識向上

プログラムが展開され、アスリートや大会関係者のみならず、観客、

テレビ視聴者、メディア、地域など世界中のあらゆる人々の参加を促

し、環境に対する関心を高めると考えられる。地域全体が環境保全に

取り組むムーブメントを巻き起こす仕組みが構築され、都民が持続可

能な地域社会づくりに取り組む意識啓発機会が増加する。 
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表 6-2(3)  2020 年東京大会によるプラス影響 

中項目 2020 年東京大会によるプラスの影響 

安全･衛生･安心 

（全体計画） 

【小項目：安全】 

危険施設の影響については、会場周辺におけるガソリンスタンドや

高圧ガス製造・貯蔵施設、及び日本の原子力発電所は、法令の遵守に

より安全が確保されていることから、危険施設によるリスクは低く、

安全に支障が無いよう対策がとられている。 

移動の安全については、ユニバーサルデザインのコンセプトの下、

バリアフリー化の施策を推進していくことにより、安全な移動動線が

更に確保される。 

電力の安定供給については、需要・供給の両面からエネルギー政策

を推進しており、現況においても電力供給能力に十分な余裕があるこ

とから、停電の発生はないと考えられる。 

【小項目：衛生】 

東京都では、法令等による基準を満たすだけでなく、水道水に対す

る高度化・多様化したニーズへの対応のため、更なる水質の向上を目

指した東京高品質プログラムや、食品等においても「東京都食品衛生

監視指導計画」により、飲料水水質の更なる改善や食品等の一層の安

全性の向上が図られている。 

【小項目：消防・防災】 

耐震性については、防災上重要な建築物や住宅、都市施設やライフ

ラインの耐震化が促進され、最新の耐震基準に適合していない既存施

設は、2020 年東京大会の開催までに耐震性の向上が図られる。 

津波対策については、東京湾沿岸の水害への備えが強化され、津波

対策の向上が図られる。 

防火性については、木造密集地域における不燃化の促進等により、

防火性の向上が図られる 

交通 

（競技、全体計

画） 

【小項目：交通渋滞】 

＜競技･全体計画＞ 

開催期間中のオリンピック・レーンの設定等の輸送施策や、三環状

道路や主要幹線道路の整備等により、交通流の円滑化が見込める。 

【小項目：公共交通へのアクセス】 

＜全体計画＞ 

開催期間中の公共交通機関の運行本数の増強や 24 時間運転、臨時

シャトルバスの運行等の輸送施策により、公共交通機関から会場への

アクセス性が向上する。 

【小項目：交通安全】 

＜全体計画＞ 

ミティゲーションの実施により８km 圏内における歩車動線の分離

が更に推進されることによりアクセス性の向上がある。 
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表 6-2(4)  2020 年東京大会によるプラス影響 

中項目 2020 年東京大会によるプラスの影響 

経済 

（会場、競技、

全体計画） 

【小項目：経済波及】 

＜全体計画＞ 

2020 年東京大会の開催により東京だけで 1 兆 6,800 億円、日本全

体で 2兆 9,600億円もの大きな経済波及効果をもたらすと予想してい

る。 

また、2020 年東京大会の開催により創出される新規ビジネスの芽

は、東京都の進める創造的都市型産業の育成・参入支援施策により、

事業として存続する可能性がより高くなる。 

さらに、2020 年東京大会の開催による新たな観光需要の創出に加

え、外国人旅行者 1,500 万人誘致を実現する観光振興を進めることに

より、新たな観光客の創出がより確かなものになる。 

【小項目：雇用】 

＜全体計画＞ 

2020 年東京大会の開催における雇用の創出及び多様な雇用への配

慮に加え、職業的自立や生活安定に向けた支援施策を展開、雇用の創

出及び多様な雇用への配慮がより積極的に行われる。 

【小項目：事業採算性】 

＜会場＞ 

計画段階において既存のインフラを活用することや、リース・レン

タル機材の活用等の措置による施設整備費の削減が図られるととも

に、会場別の運営経費は、エネルギー利用の最適化等のミティゲーシ

ョンにより、運営経費または維持管理のコストの削減が図られる。 

＜競技＞ 

多数のボランティアの協力による運営コストの縮減並びに、運営経

費の削減が見込まれる。 
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6-2  中項目の評価結果の要約 

6-2-1  会場による影響 

各会場の二次評価結果を算術平均し、会場による影響として要約すると表 6-3 に示すとお

りとなる。会場による影響では、主要環境、生態系、アメニティ・文化、資源･廃棄物、温室

効果ガス、土地利用、交通、経済といった項目でプラスになると評価される。 

 

表 6-3  初期段階環境影響評価の要約（会場による影響：全会場の平均） 

評価項目 
評価 

結果 
環境対策の有効性等 

環境項目 

主要環境 

（大気、水質、土壌） 
 

大気環境改善、水質汚濁防止、土壌汚染拡散防止に

有効 

生態系  

（生物の生育・生息基盤、水循環、生物･

生態系、緑） 

 生物の生育・生息環境の連続性と緑に改善効果有り 

生活環境 

（騒音、日影） 
 騒音、日影とも影響最小化に有効 

アメニティ・文化 

（景観、自然との触れ合い活動の場、歩

行者空間の快適性、史跡･文化財） 

 
景観、自然との触れあい活動、歩行者空間の快適性

に有効 

資源・廃棄物 

（水利用、廃棄物、エコマテリアル） 
 雨水・再生水利用、廃棄物削減が更に拡大 

温室効果ガス 

（温室効果ガス、エネルギ－） 
 温室効果ガスの排出削減、省エネルギー技術が有効 

社会・経
済項目 

土地利用 

（土地利用、地域分断、移転） 
 

土地の転用・地域分断・移転はなく、有効利用に効

果 

交通 

（公共交通へのアクセビリティ、交通安

全） 

 
既存の公共交通インフラにおける駅や歩行者通路

の改良が有効 

経済 

（事業採算性） 
 施設整備費、運営経費の削減に有効 

  ■：プラス評価（項目の平均点が 0 より大きい） 

 ■：なし又は無視できる評価（項目の平均点が 0） 

 ■：マイナス評価（項目の平均点が 0 未満） 
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6-2-2  競技による影響 

各競技の二次評価結果を算術平均し、競技による影響として要約すると表 6-4 に示すとお

りとなる。競技による影響では、主要環境、資源･廃棄物、温室効果ガス、交通、経済といっ

た項目でプラスになると評価される。 

 

表 6-4  初期段階環境影響評価の要約（競技による影響：全競技の平均） 

評価項目 
評価 

結果 
環境対策の有効性等 

環境項目 

主要環境 

（大気、水質） 
 大気環境改善、水質浄化対策に有効 

生活環境 

（騒音） 
 （影響なし） 

アメニティ・文化 

（歩行者空間の快適性） 
 （影響なし） 

資源・廃棄物 

（廃棄物） 
 廃棄物削減が更に拡大 

温室効果ガス 

（温室効果ガス、エネルギー） 
 

温室効果ガスの排出削減、省エネルギー技術が有

効 

社会・経
済項目 

交通 

（交通渋滞） 
 全体的な施策・競技別の施策が有効 

経済 

（事業採算性） 
 運営経費の削減に有効 

  ■：プラス評価（項目の平均点が 0 より大きい） 

 ■：なし又は無視できる評価（項目の平均点が 0） 

 ■：マイナス評価（項目の平均点が 0 未満） 
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6-2-3  全体計画の影響 

全体計画の評価結果を要約すると表 6-5 に示すとおりとなる。８km 圏全体の影響では、主

要環境、生態系、資源･廃棄物、温室効果ガス、社会活動、参加･協働、安全･衛生･安心、交

通、経済の項目でプラスになると評価される。 

 

表 6-5  初期段階環境影響評価の要約（８km 圏全体への影響） 

評価項目 
評価 

結果 
環境対策の有効性等 

環境項目 

主要環境 

（大気） 
 大気環境改善に有効 

生態系 

（生物･生態系、緑） 
 生物の生育・生息環境の連続性と緑に改善効果有り 

資源・廃棄物 

（水利用、廃棄物、エコマテリアル） 
 雨水・再生水利用、廃棄物削減が更に拡大 

温室効果ガス 

（温室効果ガス） 
 温室効果ガスの排出削減、省エネルギー技術が有効 

社会・経
済項目 

社会活動 

（スポーツ活動、文化活動） 
 

スポーツ施設の充足度の向上、スポーツ活動参加者

の増加、文化活動拠点の増加、文化の発信機会の増

加、情報のバリアフリー化の進展に有効 

参加・協働 

（ボランティア、コミュニティ、環

境への意識） 

 
ボランティア参加機会の増加、コミュニティ支援策

の増加、環境に関する意識啓発機会の増加に有効 

安全・衛生・安心 

（安全、衛生、消防･防災） 
 

危険施設に対する安全性、バリアフリーの向上、電

力の安定供給、飲料水水質等の改善、耐震性、津波

対策、防火性の向上に有効 

交通 

（交通渋滞、公共交通へのアクセビ

リティ、交通安全） 

 既存の交通インフラがオリンピックにより向上 

経済 

（経済波及、雇用） 
 オリンピックが経済波及、雇用に有効 

  ■：プラス評価（項目の平均点が 0 より大きい） 

 ■：なし又は無視できる評価（項目の平均点が 0） 

 ■：マイナス評価（項目の平均点が 0 未満） 
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7. 調査、予測及び評価を実施した者の名称及び所在地 

 

調査、予測及び評価を実施した者の名称及び所在地は、表 7-1 に示すとおりである。 

 

 

表 7-1   調査、予測及び評価を実施した者の名称及び所在地 

事業者 

名 称 東京都 

特定非営利活動法人  

東京 2020 オリンピック・パラリンピック招致

委員会 

代表者 東京都知事 猪瀬直樹 

特定非営利活動法人 

東京 2020 オリンピック・パラリンピック招致

委員会 理事長 竹田恆和 

所在地 東京都新宿区西新宿二丁目 8番 1号 東京都新宿区西新宿二丁目 8 番 1 号 

受託者 

名 称 いであ株式会社 

代表者 代表取締役社長 小島 伸一 

所在地 東京都世田谷区駒沢三丁目 15 番 1 号 
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会場別予測評価結果表(1_オリンピックスタジアム(国立霞ヶ丘競技場))

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

環境項目 主要環境 大気
汚染物質（NO2、SPM）の排
出量

排出の有無、現状より排出
増大の可能性

工事の実施による濃度の変
化（付加率）が5％以上と
なる。

影響要因は想定されないた
め対象外。

施設等の利用、各施設間の
人の移動に伴う汚染物質の
排出が周辺の大気環境に与
える影響はほとんどない。

工事の実施による濃度の変
化（付加率）が5％未満で
ある。

施設等の利用、各施設間の
人の移動に伴う汚染物質の
排出が周辺の大気環境に与
える影響はほとんどない。 -2 － 0 -1 0 -0.8 -0.8

環境項目 主要環境 水質
汚濁負荷（COD、T-N、T-
P、BOD､SS等）の排出量

汚濁負荷物質排出の有無、
汚染増大の可能性

工事の実施に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

工事の実施に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

施設の供用に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

0 － 0 0 0 0.0 0.0

環境項目 主要環境 土壌
土壌汚染物質の拡散の可能
性

土地履歴調査等による土壌
汚染物質の存在可能性

履歴調査の結果、建設予定
地の土壌汚染の可能性が想
定される。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

工事の内容から土壌汚染物
質の拡散の可能性はない。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

-1 － － 0 － -0.5 -0.5

環境項目 生態系
生物の生育・生
息基盤

生物の生育・生息基盤の状
況

①重要な生物・生態系の賦
存地の改変の有無
②生物の生育・生息基盤の
創出の有無

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

重要な生物・生態系の賦存
地の改変はない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

重要な生物・生態系の賦存
地の改変はない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

環境項目 生態系 水循環
雨水の地下浸透能力（地表
面被覆率）

現状の地表面被覆率

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

新設(恒久)は現況の公園内
の樹林上に設置されること
より、浸透域が減少する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

新設(恒久)は現況の公園内
の樹林上に設置されること
より、浸透域が減少する。

－ -1 － -1 -1.0 -1.0

環境項目 生態系 生物・生態系
周辺の生物の生育・生息環
境の連続性

現況の生物の生育・生息環
境の連続性

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

まとまりのある又は連続し
た樹林が改変されることか
ら、生物の生育・生息場所
に消失・分断が生じる。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

まとまりのある又は連続し
た樹林が改変されることか
ら、生物の生育・生息場所
に消失・分断が生じる。 － -1 － -1 -1.0

環境項目 生態系 生物・生態系 重要な生物・生態系 重要な生物・生態系の状況

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

重要な生物・生態系の指定
地域の改変はない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

重要な生物・生態系の指定
地域の改変はない。

－ 0 － 0 0.0

環境項目 生態系 生物・生態系
生物相の豊かさ（鳥類相で
代表）

現況の生息種数（現状生息
する種のうち、生息が困難
となる可能性のある種の有
無、種数）

工事に伴う騒音や作業員の
立ち入り等により、生息が
困難となる可能性のある種
が存在する。

生息が困難となる可能性の
ある種は存在しないことか
ら、現況と変わらない。

生息が困難となる可能性の
ある種は存在しないことか
ら、現況と変わらない。

工事に伴う騒音や作業員の
立ち入りにより、生息が困
難となる可能性のある種が
存在する。

生息が困難となる可能性の
ある種は存在しないことか
ら、現況と変わらない。

-1 0 0 -1 0 -0.4

環境項目 生態系 緑 緑被面積（屋上含む） 現況の緑被率の状況

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

現況29.3％の緑被率が
20.3％となり、9.0ポイン
ト減少する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

現況29.3％の緑被率が
20.3％となり、9.0ポイン
ト減少する。

－ -1 － -1 -1.0

環境項目 生態系 緑 緑化の状況
東京都の自然保護条例、建
築物環境計画書制度におけ
る緑化の評価基準

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

樹林地の改変により、緑化
率は17.7％となるが緑化基
準を満たす。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

樹林地の改変により、緑化
率は17.7％となるが緑化基
準を満たす。

－ 0 － 0 0.0

環境項目 生活環境 騒音 環境・交通騒音レベル
①環境基準及び法令等によ
る基準
②現況の騒音レベル

工事の実施に伴う騒音によ
る周辺の生活環境への影響
がみられる。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用、声援や応援等
による騒音の発生がみられ
るが、周辺の生活環境に影
響を及ぼすことはない。

工事の実施に伴う騒音によ
る周辺の生活環境への影響
がみられる。

イベント開催時における施
設の供用、歓声や応援等の
騒音による周辺の生活環境
への影響がみられる。 -1 － 0 -1 -1 -0.8 -0.8

環境項目 生活環境 日影
日照の阻害の有無（阻害を
受ける住戸等の有無）

現状の日照阻害の状況

日影が会場エリア北側の日
影の規制地域にまで及ぶ。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

日影が会場エリア北側の日
影の規制地域にまで及ぶ。

-1 － -1 -1.0 -1.0

-0.5

-0.5

-0.9

評価点

-0.4

-0.5

一次評価

評価の指標 評価の基準

開催前
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

開催中 開催後 開催中 開催後大項目 中項目 小項目

評価
段階別影響

開催前

1－1



会場別予測評価結果表(1_オリンピックスタジアム(国立霞ヶ丘競技場))

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

評価点

一次評価

評価の指標 評価の基準

開催前
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

開催中 開催後 開催中 開催後大項目 中項目 小項目

評価
段階別影響

開催前

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 緑視率 現況の緑視率

視認できる緑はすべて施設
手前であり、現況と変わら
ない。

仮設が撤去されるが、緑視
率は現況と変わらない。

0 0 0.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 優れた眺望又は景観の阻害

①周辺の視点場から眺望で
きる優れた眺望景観の阻害
の有無
②景観形成特別地区の景観
を阻害しないこと

眺望景観及び景観形成特別
地区の景観を阻害すること
はない。

眺望景観及び景観形成特別
地区の景観を阻害すること
はない。

0 0 0.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の場
の変化

自然との触れ合い活動の場
の消失又は改善・創出

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

改変部が自然との触れ合い
活動の場の主要部や周縁部
ではない、又は半分弱にみ
たないことから、現況と変
わらない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

改変部が自然との触れ合い
活動の場の主要部や周縁部
ではない、又は半分弱にみ
たないことから、現況と変
わらない。

－ 0 － 0 0.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の変
化

自然との触れ合い活動の阻
害又は促進（場へのアクセ
ス性含む）の有無

騒音、アクセス規制によ
り、自然との触れ合い活動
自体及びアクセスが阻害さ
れる。

主要なアクセスルートが物
理的に改変・遮断されない
ことから、現況と変わらな
い。

会場エリア内の入場が規制
されることから、自然との
触れ合い活動のアクセスが
阻害される。

騒音、アクセス規制によ
り、自然との触れ合い活動
自体及びアクセスが阻害さ
れる。

主要なアクセスルートが物
理的に改変・遮断されな
い、又は現況で自然との触
れ合い活動が行われてな
い。

-2 0 -1 -2 0 -1.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

歩行者空間の快
適性

街路樹等緑陰の状況（緑陰
面積）

現況の街路樹及び接道緑
化、壁面緑化の状況

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

施設周辺の樹木及びアクセ
スルートに面した樹木の一
部が改変されるが、緑陰面
積の減少はわずかであるた
め、歩行者が感じる快適性
は変わらない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

施設周辺の樹木及びアクセ
スルートに面した樹木の一
部が改変されるが、緑陰面
積の減少はわずかであるた
め、歩行者が感じる快適性
は変わらない。

－ -1 － -1 -1.0 -1.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

史跡・文化財
史跡・文化財の保護・保全
の状況

文化財等の保存及び管理の
支障の有無

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

建設工事に伴い、土地の改
変が行われるが、工事の実
施前に現地踏査を行い、そ
の結果を受けて発掘調査を
含めた適切な措置を行う。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

工事の実施前に現地踏査を
行い、その結果を受けて発
掘調査を含めた適切な措置
を行う。 － 0 － 0 0.0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

水利用 上水利用量の削減 現在の上水利用量の水準

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量の削
減が図られる。

競技の実施時における会場
の利用者による水利用につ
いては、「施設の存在によ
る影響」に含めるものとし
て、ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量の削
減が図られる。

－ 0 － － 0 0.0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物発生量の減量化
廃棄物発生量の減量化に
よって削減される 終処分
量の水準

標準的な工事と同程度の廃
棄物の削減対策がなされ、
現在の廃棄物の発生水準と
同等の減量化が行われる。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

競技の実施に伴い排出され
る一般廃棄物は、現在と同
程度の減量化が行われ、
終処分量は現状の水準と変
わらない。

標準的な工事と同程度の廃
棄物の削減対策がなされ、
現在の廃棄物の発生水準と
同等の減量化が行われる。

後利用で排出される一般廃
棄物は、現在と同程度の減
量化が行われ、 終処分量
は現状の水準と変わらな
い。

0 － 0 0 0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物の有効利用
廃棄物の有効利用によって
削減される 終処分量の水
準

建設廃棄物の有効利用の取
り組みについて、現在の標
準的な工事と同程度の廃棄
物の有効利用がなされる。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

競技の実施に伴い排出され
る一般廃棄物は、現在と同
程度の有効利用がなされ、

終処分量は現状の水準と
変わらない。

建設廃棄物の有効利用の取
り組みについて、現在の標
準的な工事と同程度の廃棄
物の有効利用がなされる。

後利用で排出される一般廃
棄物は、現在と同程度の有
効利用がなされ、 終処分
量は現状の水準と変わらな
い。

0 － 0 0 0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

エコマテリアル エコマテリアルの使用
再生可能資材・再生資材の
活用の水準

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

施設の存在時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

競技の実施時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

後利用時におけるエコマテ
リアルの利用は想定されな
いため対象外とする。

+1 － － +1 － 1.0 1.0

環境項目
温室効果
ガス

温室効果ガス 温室効果ガスの削減量

①エネルギー消費量による
CO2排出の概算
②既存施設における追加的
排出の有無

一般的な施設の建設工事と
同程度の排出量になる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」に含めて
扱う。

同等施設の標準的な排出量
となる。

一般的な施設の建設工事と
同程度の排出量になる。

同等施設の標準的な排出量
となる。

0 － 0 0 0 0.0 0.0

環境項目
温室効果
ガス

エネルギー エネルギー使用量の増減

①現在の使用量の水準（東
京都温暖化対策計画書制度
/東京都建築物環境計画書
制度による評価水準）
②省エネ再エネ対策・設備
の導入状況/可能性

一般的な施設の建設工事と
同程度の消費量になる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」に含めて
扱う。

同等施設の標準的な消費量
となる。

一般的な施設の建設工事と
同程度の消費量になる。

同等施設の標準的な消費量
となる。

0 － 0 0 0 0.0 0.0

0.30.0

0.0

-0.5

0.0

-0.4

1－2



会場別予測評価結果表(1_オリンピックスタジアム(国立霞ヶ丘競技場))

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

評価点

一次評価

評価の指標 評価の基準

開催前
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

開催中 開催後 開催中 開催後大項目 中項目 小項目

評価
段階別影響

開催前

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の転用
土地利用の改変、転用の有
無

改変エリアは現在公園、運
動場及び商業用地となって
おり、自然地や農地は存在
しない。

0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の有効利用 未利用地の解消の有無

未利用地の有効利用はな
い。

未利用地の有効利用はな
い。

0 0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の移動動
線の分断をしないこと

既に公共的な利用がなされ
ている施設の場所であり、
改変エリアは生活移動動線
に影響しない。

屋外競技による影響は一時
的であり、生活移動動線へ
の影響はほとんど現況と変
わらない。

移動動線は確保されてお
り、後利用時も生活移動動
線への影響はない。 0 0 0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の動線の
ネットワーク化の進展の有
無

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

開催前から開催後を通じて
現況と変わらない。

0 0 0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 移転 民家等の移転
民家等の移転を伴わないこ
と

改変エリアに民家等が存在
するが大会開催に伴う強制
退去等は生じない。 0 0.0 0.0

社会・経
済項目

交通
公共交通へのア
クセシビリティ

アクセス性
現在の会場までのアクセス
性

アクセス性向上の対策が無
く現況と同様のアクセス性
である。

アクセス性向上の対策が無
く現況と同様のアクセス性
である。 0 0 0.0 0.0

社会・経
済項目

交通 交通安全 交通安全
現在の歩車動線の分離（交
通安全性の向上）の状況

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

競技の実施による影響に含
め、評価の対象外とする。

現状において歩車動線は分
離されており、開催中も維
持される。

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

現状において歩車動線は分
離されており、後利用時に
も維持される。 0 － 0 0 0 0.0 0.0

社会・経
済項目

経済 事業採算性 施設整備費
施設整備費を適正に保つた
めの措置

対策が無い場合には標準的
な施設整備費となる。

対策が無い場合には標準的
な撤去・改修整備費とな
る。 0 0 0.0

社会・経
済項目

経済 事業採算性 運営経費
運営・維持コストの削減の
ための措置

対策を講じない場合には標
準的な運営経費となる。

対策を講じない場合には標
準的な運営経費となる。

0 0 0.0

0.0

0.0 0.0

0.0

0.0

0.0
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会場別予測評価結果表(1_オリンピックスタジアム(国立霞ヶ丘競技場))

環境項目 主要環境 大気
汚染物質（NO2、SPM）の排
出量

排出の有無、現状より排出
増大の可能性

環境項目 主要環境 水質
汚濁負荷（COD、T-N、T-
P、BOD､SS等）の排出量

汚濁負荷物質排出の有無、
汚染増大の可能性

環境項目 主要環境 土壌
土壌汚染物質の拡散の可能
性

土地履歴調査等による土壌
汚染物質の存在可能性

環境項目 生態系
生物の生育・生
息基盤

生物の生育・生息基盤の状
況

①重要な生物・生態系の賦
存地の改変の有無
②生物の生育・生息基盤の
創出の有無

環境項目 生態系 水循環
雨水の地下浸透能力（地表
面被覆率）

現状の地表面被覆率

環境項目 生態系 生物・生態系
周辺の生物の生育・生息環
境の連続性

現況の生物の生育・生息環
境の連続性

環境項目 生態系 生物・生態系 重要な生物・生態系 重要な生物・生態系の状況

環境項目 生態系 生物・生態系
生物相の豊かさ（鳥類相で
代表）

現況の生息種数（現状生息
する種のうち、生息が困難
となる可能性のある種の有
無、種数）

環境項目 生態系 緑 緑被面積（屋上含む） 現況の緑被率の状況

環境項目 生態系 緑 緑化の状況
東京都の自然保護条例、建
築物環境計画書制度におけ
る緑化の評価基準

環境項目 生活環境 騒音 環境・交通騒音レベル
①環境基準及び法令等によ
る基準
②現況の騒音レベル

環境項目 生活環境 日影
日照の阻害の有無（阻害を
受ける住戸等の有無）

現状の日照阻害の状況

評価の指標 評価の基準

大項目 中項目 小項目

評価

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による大気環境への影
響がみられ、ミティゲー
ションの実施により影響の
程度が低減されるが、濃度
の変化（付加率）が5％以
上となる。

影響要因は想定されないた
め対象外。

施設等の利用、各施設間の
人の移動に伴う大気環境へ
の影響はほとんどなく、ミ
ティゲーションの実施によ
り大気環境が改善される。

工事による大気環境への影
響がみられるが、ミティ
ゲーションの実施により、
大気質の濃度をほとんど悪
化させない程度となる。

施設等の利用、各施設間の
人の移動に伴う大気環境へ
の影響はほとんどなく、ミ
ティゲーションの実施によ
り大気環境が改善される。

-2 － +1 0 +1 0.0 0.0

工事の実施に伴って公共用
水域の水質に影響を及ぼす
ことはないことから、ミ
ティゲーションは想定して
いない。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用に伴うし尿等の
汚水による影響はないこと
から、ミティゲーションは
想定していない。

工事の実施に伴って公共用
水域の水質に影響を及ぼす
ことはないことから、ミ
ティゲーションは想定して
いない。

施設の供用に伴うし尿等の
汚水による影響はないこと
から、ミティゲーションは
想定していない。 0 － 0 0 0 0.0 0.0

土壌汚染の可能性が想定さ
れるが、工事の際に汚染が
確認された場合はミティ
ゲーションの実施により土
壌汚染物質が除去される。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

工事の内容から土壌汚染物
質の拡散の可能性はないこ
とから、ミティゲーション
は想定していない。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

+1 － － 0 － 0.5 0.5

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

重要な生物・生態系の賦存
地の改変はない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

重要な生物・生態系の賦存
地の改変はない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

雨水浸透施設設置により、
現況と同程度の浸透を確保
できると想定した。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

雨水浸透施設設置により、
現況と同程度の浸透を確保
できると想定した。

－ 0 － 0 0.0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

ミティゲーションの実施に
より、周辺の生物の生育・
生息環境の連続性が現況レ
ベルまで改善する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

ミティゲーションの実施に
より、周辺の生物の生育・
生息環境の連続性が現況レ
ベルまで改善する。 － 0 － 0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

重要な生物・生態系の指定
地域の改変はない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

重要な生物・生態系の指定
地域の改変はない。

－ 0 － 0 0.0

工事に伴う作業員の立ち入
り等により、生息が困難と
なる可能性のある種が存在
する。

生息が困難となる可能性の
ある種は存在しないことか
ら、現況と変わらない。

生息が困難となる可能性の
ある種は存在しないことか
ら、現況と変わらない。

工事に伴う作業員の立ち入
り等により、生息が困難と
なる可能性のある種が存在
する。

生息が困難となる可能性の
ある種は存在しないことか
ら、現況と変わらない。

-1 0 0 -1 0 -0.4

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

現況29.3％の緑被率は
22.6％となり、緑比率が
6.7ポイント減少する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

緑被率は現況とほぼかわら
ない。

－ -1 － 0 -0.5

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

緑化基準を満たしている。 改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

緑化率が21.0％となり、段
階2を達成。

－ 0 － +1 0.5

工事の実施に伴う騒音によ
る影響がみられるが、ミ
ティゲーションにより周辺
の生活環境に影響を及ぼさ
ない程度となる。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用、声援や応援等
が周辺の生活環境に影響を
及ぼすことはないことか
ら、ミティゲーションは想
定していない。

工事の実施に伴う騒音によ
る影響がみられるが、ミ
ティゲーションにより周辺
の生活環境に影響を及ぼさ
ない程度となる。

イベント開催時に発生する
騒音による影響がみられる
が、ミティゲーションによ
り周辺の生活環境の影響を
及ぼさない程度に抑えられ
る。

0 － 0 0 0 0.0 0.0

日影が会場の北側の日影の
規制地域にまで及ぶが、屋
根の形状に配慮する等のミ
ティゲーションにより影響
が回避できる。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

日影が会場の北側の日影の
規制地域にまで及ぶが、屋
根の形状に配慮する等のミ
ティゲーションにより影響
が回避できる。

0 － 0 0.0 0.0

0.2

0.0-0.1

0.0

0.0

小項目
平均点

指標別
平均点

開催後

評価点

二次評価

開催中 開催後開催前
中項目
平均点

段階別影響

開催前 開催中

1－4



会場別予測評価結果表(1_オリンピックスタジアム(国立霞ヶ丘競技場))

評価の指標 評価の基準

大項目 中項目 小項目

評価

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 緑視率 現況の緑視率

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 優れた眺望又は景観の阻害

①周辺の視点場から眺望で
きる優れた眺望景観の阻害
の有無
②景観形成特別地区の景観
を阻害しないこと

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の場
の変化

自然との触れ合い活動の場
の消失又は改善・創出

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の変
化

自然との触れ合い活動の阻
害又は促進（場へのアクセ
ス性含む）の有無

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

歩行者空間の快
適性

街路樹等緑陰の状況（緑陰
面積）

現況の街路樹及び接道緑
化、壁面緑化の状況

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

史跡・文化財
史跡・文化財の保護・保全
の状況

文化財等の保存及び管理の
支障の有無

環境項目
資源・廃
棄物

水利用 上水利用量の削減 現在の上水利用量の水準

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物発生量の減量化
廃棄物発生量の減量化に
よって削減される 終処分
量の水準

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物の有効利用
廃棄物の有効利用によって
削減される 終処分量の水
準

環境項目
資源・廃
棄物

エコマテリアル エコマテリアルの使用
再生可能資材・再生資材の
活用の水準

環境項目
温室効果
ガス

温室効果ガス 温室効果ガスの削減量

①エネルギー消費量による
CO2排出の概算
②既存施設における追加的
排出の有無

環境項目
温室効果
ガス

エネルギー エネルギー使用量の増減

①現在の使用量の水準（東
京都温暖化対策計画書制度
/東京都建築物環境計画書
制度による評価水準）
②省エネ再エネ対策・設備
の導入状況/可能性

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

小項目
平均点

指標別
平均点

開催後

評価点

二次評価

開催中 開催後開催前
中項目
平均点

段階別影響

開催前 開催中

街路樹を整備するが、評価
地点の緑視率は、現況と変
わらない。

会場エリア内に整備された
樹木を維持する。緑視率は
現況と変わらない。

0 0 0.0

眺望景観及び景観形成特別
地区の景観を阻害すること
はない。

眺望景観及び景観形成特別
地区の景観を阻害すること
はない。

0 0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

改変部が自然との触れ合い
活動の場でない、又は現況
で自然との触れ合い活動の
場となっていない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

自然との触れ合い活動の場
は現況と変わらない。

－ 0 － 0 0.0

ミティゲーションの実施に
より、現況レベルまで自然
との触れ合い活動が改善す
る。

ミティゲーションの実施に
より、自然との触れ合い活
動の場へのアクセス性が向
上する。

現段階ではミティゲーショ
ンは想定していない。

ミティゲーションの実施に
より、現況レベルまで自然
との触れ合い活動が改善す
る。

ミティゲーションの実施に
より、自然との触れ合い活
動が向上するとともに、ア
クセス性も向上する。 0 +1 -1 0 +2 0.4

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

街路樹の整備・充実を図る
ことにより、緑陰面積及び
歩行者が感じる快適性とも
に現況と変わらない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

アクセスルート周辺におい
て整備した街路樹を維持す
ることにより、緑陰面積及
び歩行者が感じる快適性と
もに現況と変わらない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

建設工事に伴い、土地の改
変が行われるが、工事の実
施前に現地踏査を行い、そ
の結果を受けて発掘調査を
含めた適切な措置を行う。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

工事の実施前に現地踏査を
行い、その結果を受けて発
掘調査を含めた適切な措置
を行う。 － 0 － 0 0.0 0.0

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水のほか、雨水及び再生
水（中水含む）の利用施設
が設置され、水の有効利用
が図られる。

競技の実施時における会場
の利用者による水利用につ
いては、「施設の存在によ
る影響」に含めるものとし
て、ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水のほか、雨水及び再生
水（中水含む）の利用施設
が設置され、水の有効利用
が図られる。 － +2 － － +2 2.0 2.0

建設廃棄物の対策はリサイ
クルによるものが大部分で
あり、減量による 終処分
量の大幅な削減は見込めな
い。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

既に容器包装廃棄物のリサ
イクル分別などが実施され
ており、廃棄物の発生抑制
策による 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

建設廃棄物の対策はリサイ
クルによるものが大部分で
あり、減量による 終処分
量の大幅な削減は見込めな
い。

既に容器包装廃棄物のリサ
イクル分別などが実施され
ており、廃棄物の発生抑制
策による 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

0 － 0 0 0 0.0

「東京都建設リサイクル推
進計画」等に基づく有効利
用策の促進により、建設廃
棄物の 終処分量は現在の
水準から20％以上削減され
る。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

資源ごみ回収やごみ処理過
程資源化、熱回収等の促進
により、一般廃棄物の 終
処分量は現在の水準から
30％程度削減される。

「東京都建設リサイクル推
進計画」等に基づく有効利
用策の促進により、建設廃
棄物の 終処分量は現在の
水準から20％以上削減され
る。

資源ごみ回収やごみ処理過
程資源化、熱回収等の促進
により、一般廃棄物の 終
処分量は現在の水準から
30％程度削減される。

+1 － +1 +1 +1 1.0

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

施設の存在時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

競技の実施時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

後利用時におけるエコマテ
リアルの利用は想定されな
いため対象外とする。

+1 － － +1 － 1.0 1.0

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の削減
が図られる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

高水準の省エネルギー技
術の活用等により、49.7％
程度の削減が図られる。

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の削減
が図られる。

高水準の省エネルギー技
術の活用等により、50％程
度の削減が図られる。

+2 － +2 +2 +2 2.0 2.0

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の低減
が図られる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

高水準の省エネルギー技
術の活用等により、49.7％
程度の低減が図られる。

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の低減
が図られる。

高水準の省エネルギー技
術の活用等により、50％程
度の低減が図られる。

+2 － +2 +2 +2 2.0 2.0

1.20.5

2.0

0.0

0.10.2
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会場別予測評価結果表(1_オリンピックスタジアム(国立霞ヶ丘競技場))

評価の指標 評価の基準

大項目 中項目 小項目

評価

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の転用
土地利用の改変、転用の有
無

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の有効利用 未利用地の解消の有無

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の移動動
線の分断をしないこと

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の動線の
ネットワーク化の進展の有
無

社会・経
済項目

土地利用 移転 民家等の移転
民家等の移転を伴わないこ
と

社会・経
済項目

交通
公共交通へのア
クセシビリティ

アクセス性
現在の会場までのアクセス
性

社会・経
済項目

交通 交通安全 交通安全
現在の歩車動線の分離（交
通安全性の向上）の状況

社会・経
済項目

経済 事業採算性 施設整備費
施設整備費を適正に保つた
めの措置

社会・経
済項目

経済 事業採算性 運営経費
運営・維持コストの削減の
ための措置

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

小項目
平均点

指標別
平均点

開催後

評価点

二次評価

開催中 開催後開催前
中項目
平均点

段階別影響

開催前 開催中

改変エリアは現在公園、運
動場及び商業用地となって
おり、自然地や農地は存在
しない。

0 0.0

未利用地の有効利用はな
い。

未利用地の有効利用はな
い。

0 0 0.0

既に公共的な利用がなされ
ている施設の場所であり、
改変エリアは生活移動動線
に影響しない。

屋外競技による影響は一時
的であり、生活移動動線へ
の影響はほとんど現況と変
わらない。

移動動線は確保されてお
り、後利用時も生活移動動
線への影響はない。 0 0 0 0.0

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

開催前から開催後を通じて
現況と変わらない。

0 0 0 0.0

改変エリアに民家等が存在
するが大会開催に伴う強制
退去等は生じない。 0 0.0 0.0

歩行者デッキによるアクセ
ス性の向上。

歩行者デッキによるアクセ
ス性の向上が継続される。

+1 +1 1.0 1.0

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

競技の実施による影響に含
め、評価の対象外とする。

現状において歩車動線は分
離されており、開催中も維
持される。

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

現状において歩車動線は分
離されており、後利用時に
も維持される。 0 － 0 0 0 0.0 0.0

再生可能材の活用等によ
り、 先端技術導入による
コスト増を相殺して標準的
な整備費となる。

再生可能材により整備費や
廃棄物処理費用を抑制する
等の費用削減措置が取られ
る。

0 +1 0.5

エネルギー利用の 適化や
ボランティアの活用により
運営経費、維持管理コスト
の削減が図られる。

エネルギー利用の 適化等
により後利用時も光熱費等
の維持管理コストの削減が
図られる。

+1 +1 1.0

項目 一次評価 二次評価
主要環境 -0.4 0.2
生態系 -0.5 0.0
生活環境 -0.9 0.0
ｱﾒﾆﾃｨ・文化 -0.4 0.1
資源・廃棄物 0.3 1.2
温室効果ガス 0.0 2.0
土地利用 0.0 0.0
交通 0.0 0.5
経済 0.0 0.8

0.8

0.0

0.0

0.0

0.5

0.8

-2
-1
0
1
2
主要環境

生態系

生活環境

ｱﾒﾆﾃｨ・文化

資源・廃棄物温室効果ガス

土地利用

交通

経済 一次評価

二次評価
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会場別予測評価結果表(2_東京体育館)

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

環境項目 主要環境 大気
汚染物質（NO2、SPM）の排
出量

排出の有無、現状より排出
増大の可能性

工事の実施による濃度の変
化（付加率）が5％未満で
ある。

影響要因は想定されないた
め対象外。

施設等の利用、各施設間の
人の移動に伴う汚染物質の
排出が周辺の大気環境に与
える影響はほとんどない。

工事の実施による濃度の変
化（付加率）が5％未満で
ある。

影響要因は想定されないた
め対象外。

-1 － 0 -1 － -0.7 -0.7

環境項目 主要環境 水質
汚濁負荷（COD、T-N、T-
P、BOD､SS等）の排出量

汚濁負荷物質排出の有無、
汚染増大の可能性

工事の実施に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

工事の実施に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

オリンピックによる新たな
恒久施設はなく、開催後の
状況に開催前との変化はな
いことから対象外とする。 0 － 0 0 － 0.0 0.0

環境項目 主要環境 土壌
土壌汚染物質の拡散の可能
性

土地履歴調査等による土壌
汚染物質の存在可能性

土地の改変等を伴う工事は
実施しないことから対象外
とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

土地の改変等を伴う工事は
実施しないことから対象外
とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

－ － － － － - -

環境項目 生態系
生物の生育・生
息基盤

生物の生育・生息基盤の状
況

①重要な生物・生態系の賦
存地の改変の有無
②生物の生育・生息基盤の
創出の有無

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － - -

環境項目 生態系 水循環
雨水の地下浸透能力（地表
面被覆率）

現状の地表面被覆率

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

新設(恒久)は現況の公園内
の樹林上に設置されること
より、浸透域が減少する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

新設(恒久)は現況の公園内
の樹林上に設置されること
より、浸透域が減少する。

－ -1 － -1 -1.0 -1.0

環境項目 生態系 生物・生態系
周辺の生物の生育・生息環
境の連続性

現況の生物の生育・生息環
境の連続性

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － -

環境項目 生態系 生物・生態系 重要な生物・生態系 重要な生物・生態系の状況

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － -

環境項目 生態系 生物・生態系
生物相の豊かさ（鳥類相で
代表）

現況の生息種数（現状生息
する種のうち、生息が困難
となる可能性のある種の有
無、種数）

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

－ － － － － -

環境項目 生態系 緑 緑被面積（屋上含む） 現況の緑被率の状況

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

現況29.3％の緑被率が
20.3％となり、9.0ポイン
ト減少する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

現況29.3％の緑被率が
20.3％となり、9.0ポイン
ト減少する。

－ -1 － -1 -1.0

環境項目 生態系 緑 緑化の状況
東京都の自然保護条例、建
築物環境計画書制度におけ
る緑化の評価基準

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

樹林地の改変により、緑化
率は17.7％となるが緑化基
準を満たす。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

樹林地の改変により、緑化
率は17.7％となるが緑化基
準を満たす。

－ 0 － 0 0.0

環境項目 生活環境 騒音 環境・交通騒音レベル
①環境基準及び法令等によ
る基準
②現況の騒音レベル

工事の実施に伴う騒音によ
る周辺の生活環境への影響
がみられる。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用、声援や応援等
による騒音の発生がみられ
るが、周辺の生活環境に影
響を及ぼすことはない。

工事の実施に伴う騒音によ
る周辺の生活環境への影響
がみられる。

オリンピックによる新たな
恒久施設はなく、開催後の
状況に開催前との変化はな
いことから対象外とする。 -1 － 0 -1 － -0.7 -0.7

環境項目 生活環境 日影
日照の阻害の有無（阻害を
受ける住戸等の有無）

現状の日照阻害の状況

施設の高さ、周辺の状況、
仮設のみであることなどか
ら、施設の存在に伴う日影
の影響はない。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

開催後に、新たな施設によ
る日影は生じないことから
対象外とする。

0 － － 0.0 0.0

-

-0.5

-0.3

評価点

-0.3

-0.8

一次評価

評価の指標 評価の基準

開催前
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

開催中 開催後 開催中 開催後大項目 中項目 小項目

評価
段階別影響

開催前
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工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

評価点

一次評価

評価の指標 評価の基準

開催前
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

開催中 開催後 開催中 開催後大項目 中項目 小項目

評価
段階別影響

開催前

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 緑視率 現況の緑視率

視認できる緑はすべて施設
手前であり、現況と変わら
ない。

仮設が撤去されるが、緑視
率は現況と変わらない。

0 0 0.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 優れた眺望又は景観の阻害

①周辺の視点場から眺望で
きる優れた眺望景観の阻害
の有無
②景観形成特別地区の景観
を阻害しないこと

眺望景観及び景観形成特別
地区の景観を阻害すること
はない。

眺望景観及び景観形成特別
地区の景観を阻害すること
はない。

0 0 0.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の場
の変化

自然との触れ合い活動の場
の消失又は改善・創出

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － -

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の変
化

自然との触れ合い活動の阻
害又は促進（場へのアクセ
ス性含む）の有無

騒音、アクセス規制によ
り、自然との触れ合い活動
自体及びアクセスが阻害さ
れる。

主要なアクセスルートが物
理的に改変・遮断されない
ことから、現況と変わらな
い。

会場エリア内の入場が規制
されることから、自然との
触れ合い活動のアクセスが
阻害される。

騒音、アクセス規制によ
り、自然との触れ合い活動
自体及びアクセスが阻害さ
れる。

主要なアクセスルートが物
理的に改変・遮断されな
い、又は現況で自然との触
れ合い活動が行われてな
い。

-2 0 -1 -2 0 -1.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

歩行者空間の快
適性

街路樹等緑陰の状況（緑陰
面積）

現況の街路樹及び接道緑
化、壁面緑化の状況

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

樹木に影響する改変はな
く、緑陰面積及び歩行者が
感じる快適性ともに現況と
変わらない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

樹木に影響する改変はな
く、緑陰面積及び歩行者が
感じる快適性ともに現況と
変わらない。 － 0 － 0 0.0 0.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

史跡・文化財
史跡・文化財の保護・保全
の状況

文化財等の保存及び管理の
支障の有無

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

建設工事に伴い、土地の改
変が行われるが、工事の実
施前に現地踏査を行い、そ
の結果を受けて発掘調査を
含めた適切な措置を行う。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

文化財等の保全及び管理に
支障はない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

水利用 上水利用量の削減 現在の上水利用量の水準

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水のほか、再生水（中水
含む）の利用により上水利
用量の削減が図られる。

競技の実施時における会場
の利用者による水利用につ
いては、「施設の存在によ
る影響」に含めるものとし
て、ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水のほか、再生水（中水
含む）の利用により上水利
用量の削減が図られる。

－ +1 － － +1 1.0 1.0

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物発生量の減量化
廃棄物発生量の減量化に
よって削減される 終処分
量の水準

標準的な工事と同程度の廃
棄物の削減対策がなされ、
現在の廃棄物の発生水準と
同等の減量化が行われる。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

競技の実施に伴い排出され
る一般廃棄物は、現在と同
程度の減量化が行われ、
終処分量は現状の水準と変
わらない。

標準的な工事と同程度の廃
棄物の削減対策がなされ、
現在の廃棄物の発生水準と
同等の減量化が行われる。

後利用で排出される一般廃
棄物は、現在と同程度の減
量化が行われ、 終処分量
は現状の水準と変わらな
い。

0 － 0 0 0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物の有効利用
廃棄物の有効利用によって
削減される 終処分量の水
準

建設廃棄物の有効利用の取
り組みについて、現在の標
準的な工事と同程度の廃棄
物の有効利用がなされる。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

競技の実施に伴い排出され
る一般廃棄物は、現在と同
程度の有効利用がなされ、

終処分量は現状の水準と
変わらない。

建設廃棄物の有効利用の取
り組みについて、現在の標
準的な工事と同程度の廃棄
物の有効利用がなされる。

後利用で排出される一般廃
棄物は、現在と同程度の有
効利用がなされ、 終処分
量は現状の水準と変わらな
い。

0 － 0 0 0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

エコマテリアル エコマテリアルの使用
再生可能資材・再生資材の
活用の水準

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

施設の存在時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

競技の実施時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

後利用時におけるエコマテ
リアルの利用は想定されな
いため対象外とする。

+1 － － +1 － 1.0 1.0

環境項目
温室効果
ガス

温室効果ガス 温室効果ガスの削減量

①エネルギー消費量による
CO2排出の概算
②既存施設における追加的
排出の有無

一般的な施設の建設工事と
同程度の排出量になる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」に含めて
扱う。

東京都環境確保条例に基づ
く排出総量削減義務が課さ
れており、16.6％程度の削
減が見込まれる。

一般的な施設の建設工事と
同程度の排出量になる。

東京都環境確保条例に基づ
く排出総量削減義務が課さ
れており、17％程度の削減
が見込まれる。 0 － +1 0 +1 0.5 0.5

環境項目
温室効果
ガス

エネルギー エネルギー使用量の増減

①現在の使用量の水準（東
京都温暖化対策計画書制度
/東京都建築物環境計画書
制度による評価水準）
②省エネ再エネ対策・設備
の導入状況/可能性

一般的な施設の建設工事と
同程度の消費量になる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」に含めて
扱う。

東京都環境確保条例に基づ
く排出総量低減義務が課さ
れており、16.6％程度の低
減が見込まれる。

一般的な施設の建設工事と
同程度の消費量になる。

東京都環境確保条例に基づ
く排出総量低減義務が課さ
れており、17％程度の低減
が見込まれる。 0 － +1 0 +1 0.5 0.5

0.70.0

0.5

-1.0

0.0

-0.3
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工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

評価点

一次評価

評価の指標 評価の基準

開催前
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

開催中 開催後 開催中 開催後大項目 中項目 小項目

評価
段階別影響

開催前

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の転用
土地利用の改変、転用の有
無

改変エリアは現在公園、運
動場及び商業用地となって
おり、自然地や農地は存在
しない。

0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の有効利用 未利用地の解消の有無

未利用地の有効利用はな
い。

未利用地の有効利用はな
い。

0 0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の移動動
線の分断をしないこと

既に公共的な利用がなされ
ている施設の場所であり、
改変エリアは生活移動動線
に影響しない。

移動動線は確保されてお
り、競技中も現況と変わら
ない。

移動動線は確保されてお
り、後利用時も生活移動動
線への影響はない。 0 0 0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の動線の
ネットワーク化の進展の有
無

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

開催前から開催後を通じて
現況と変わらない。

0 0 0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 移転 民家等の移転
民家等の移転を伴わないこ
と

改変エリアに民家等は存在
しない。

0 0.0 0.0

社会・経
済項目

交通
公共交通へのア
クセシビリティ

アクセス性
現在の会場までのアクセス
性

アクセス性向上の対策が無
く現況と同様のアクセス性
である。

アクセス性向上の対策が無
く現況と同様のアクセス性
である。 0 0 0.0 0.0

社会・経
済項目

交通 交通安全 交通安全
現在の歩車動線の分離（交
通安全性の向上）の状況

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

競技の実施による影響に含
め、評価の対象外とする。

現状において歩車動線は分
離されており、開催中も維
持される。

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

現状において歩車動線は分
離されており、後利用時に
も維持される。 0 － 0 0 0 0.0 0.0

社会・経
済項目

経済 事業採算性 施設整備費
施設整備費を適正に保つた
めの措置

対策が無い場合には標準的
な施設整備費となる。

対策が無い場合には標準的
な撤去・改修整備費とな
る。 0 0 0.0

社会・経
済項目

経済 事業採算性 運営経費
運営・維持コストの削減の
ための措置

対策を講じない場合には標
準的な運営経費となる。

対策を講じない場合には標
準的な運営経費となる。

0 0 0.0

0.0

0.0 0.0

0.0

0.0

0.0
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環境項目 主要環境 大気
汚染物質（NO2、SPM）の排
出量

排出の有無、現状より排出
増大の可能性

環境項目 主要環境 水質
汚濁負荷（COD、T-N、T-
P、BOD､SS等）の排出量

汚濁負荷物質排出の有無、
汚染増大の可能性

環境項目 主要環境 土壌
土壌汚染物質の拡散の可能
性

土地履歴調査等による土壌
汚染物質の存在可能性

環境項目 生態系
生物の生育・生
息基盤

生物の生育・生息基盤の状
況

①重要な生物・生態系の賦
存地の改変の有無
②生物の生育・生息基盤の
創出の有無

環境項目 生態系 水循環
雨水の地下浸透能力（地表
面被覆率）

現状の地表面被覆率

環境項目 生態系 生物・生態系
周辺の生物の生育・生息環
境の連続性

現況の生物の生育・生息環
境の連続性

環境項目 生態系 生物・生態系 重要な生物・生態系 重要な生物・生態系の状況

環境項目 生態系 生物・生態系
生物相の豊かさ（鳥類相で
代表）

現況の生息種数（現状生息
する種のうち、生息が困難
となる可能性のある種の有
無、種数）

環境項目 生態系 緑 緑被面積（屋上含む） 現況の緑被率の状況

環境項目 生態系 緑 緑化の状況
東京都の自然保護条例、建
築物環境計画書制度におけ
る緑化の評価基準

環境項目 生活環境 騒音 環境・交通騒音レベル
①環境基準及び法令等によ
る基準
②現況の騒音レベル

環境項目 生活環境 日影
日照の阻害の有無（阻害を
受ける住戸等の有無）

現状の日照阻害の状況

評価の指標 評価の基準

大項目 中項目 小項目

評価

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による大気環境への影
響がみられるが、ミティ
ゲーションの実施により、
大気質の濃度をほとんど悪
化させない程度となる。

影響要因は想定されないた
め対象外。

施設等の利用、各施設間の
人の移動に伴う大気環境へ
の影響はほとんどなく、ミ
ティゲーションの実施によ
り大気環境が改善される。

工事による大気環境への影
響がみられるが、ミティ
ゲーションの実施により、
大気質の濃度をほとんど悪
化させない程度となる。

影響要因は想定されないた
め対象外。

0 － +1 0 － 0.3 0.3

工事の実施に伴って公共用
水域の水質に影響を及ぼす
ことはないことから、ミ
ティゲーションは想定して
いない。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用に伴うし尿等の
汚水による影響はないこと
から、ミティゲーションは
想定していない。

工事の実施に伴って公共用
水域の水質に影響を及ぼす
ことはないことから、ミ
ティゲーションは想定して
いない。

オリンピックによる新たな
恒久施設はなく、開催後の
状況に開催前との変化はな
いことから対象外とする。 0 － 0 0 － 0.0 0.0

土地の改変等を伴う工事は
実施しないことから対象外
とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

土地の改変等を伴う工事は
実施しないことから対象外
とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

－ － － － － - -

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － - -

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

雨水浸透施設設置により、
現況と同程度の浸透を確保
できると想定した。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

雨水浸透施設設置により、
現況と同程度の浸透を確保
できると想定した。

－ 0 － 0 0.0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － -

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － -

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

－ － － － － -

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

現況29.3％の緑被率は
22.6％となり、緑比率が
6.7ポイント減少する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

緑被率は現況とほぼかわら
ない。

－ -1 － 0 -0.5

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

緑化基準を満たしている。 改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

緑化率が21.0％となり、段
階2を達成。

－ 0 － +1 0.5

工事の実施に伴う騒音によ
る影響がみられるが、ミ
ティゲーションにより周辺
の生活環境に影響を及ぼさ
ない程度となる。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用、声援や応援等
が周辺の生活環境に影響を
及ぼすことはないことか
ら、ミティゲーションは想
定していない。

工事の実施に伴う騒音によ
る影響がみられるが、ミ
ティゲーションにより周辺
の生活環境に影響を及ぼさ
ない程度となる。

オリンピックによる新たな
恒久施設はなく、開催後の
状況に開催前との変化はな
いことから対象外とする。 0 － 0 0 － 0.0 0.0

施設の存在による影響はな
いことから、ミティゲー
ションは想定していない。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

新たな施設による日影は生
じないことから対象外とす
る。

0 － － 0.0 0.0

0.2

0.0-

0.0

0.0

小項目
平均点

指標別
平均点

開催後

評価点

二次評価

開催中 開催後開催前
中項目
平均点

段階別影響

開催前 開催中
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評価の指標 評価の基準

大項目 中項目 小項目

評価

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 緑視率 現況の緑視率

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 優れた眺望又は景観の阻害

①周辺の視点場から眺望で
きる優れた眺望景観の阻害
の有無
②景観形成特別地区の景観
を阻害しないこと

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の場
の変化

自然との触れ合い活動の場
の消失又は改善・創出

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の変
化

自然との触れ合い活動の阻
害又は促進（場へのアクセ
ス性含む）の有無

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

歩行者空間の快
適性

街路樹等緑陰の状況（緑陰
面積）

現況の街路樹及び接道緑
化、壁面緑化の状況

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

史跡・文化財
史跡・文化財の保護・保全
の状況

文化財等の保存及び管理の
支障の有無

環境項目
資源・廃
棄物

水利用 上水利用量の削減 現在の上水利用量の水準

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物発生量の減量化
廃棄物発生量の減量化に
よって削減される 終処分
量の水準

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物の有効利用
廃棄物の有効利用によって
削減される 終処分量の水
準

環境項目
資源・廃
棄物

エコマテリアル エコマテリアルの使用
再生可能資材・再生資材の
活用の水準

環境項目
温室効果
ガス

温室効果ガス 温室効果ガスの削減量

①エネルギー消費量による
CO2排出の概算
②既存施設における追加的
排出の有無

環境項目
温室効果
ガス

エネルギー エネルギー使用量の増減

①現在の使用量の水準（東
京都温暖化対策計画書制度
/東京都建築物環境計画書
制度による評価水準）
②省エネ再エネ対策・設備
の導入状況/可能性

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

小項目
平均点

指標別
平均点

開催後

評価点

二次評価

開催中 開催後開催前
中項目
平均点

段階別影響

開催前 開催中

街路樹を整備するが、評価
地点の緑視率は、現況と変
わらない。

会場エリア内に整備された
樹木を維持する。緑視率は
現況と変わらない。

0 0 0.0

眺望景観及び景観形成特別
地区の景観を阻害すること
はない。

眺望景観及び景観形成特別
地区の景観を阻害すること
はない。

0 0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － -

ミティゲーションの実施に
より、現況レベルまで自然
との触れ合い活動が改善す
る。

ミティゲーションの実施に
より、自然との触れ合い活
動の場へのアクセス性が向
上する。

現段階ではミティゲーショ
ンは想定していない。

ミティゲーションの実施に
より、現況レベルまで自然
との触れ合い活動が改善す
る。

ミティゲーションの実施に
より、自然との触れ合い活
動が向上するとともに、ア
クセス性も向上する。 0 +1 -1 0 +2 0.4

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

樹木に影響する改変はな
く、緑陰面積及び歩行者が
感じる快適性ともに現況と
変わらない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

樹木に影響する改変はな
く、緑陰面積及び歩行者が
感じる快適性ともに現況と
変わらない。 － 0 － 0 0.0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

建設工事に伴い、土地の改
変が行われるが、工事の実
施前に現地踏査を行い、そ
の結果を受けて発掘調査を
含めた適切な措置を行う。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

文化財等の保全及び管理に
支障はない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水のほか、再生水（中水
含む）の利用により上水利
用量の削減が図られる。

競技の実施時における会場
の利用者による水利用につ
いては、「施設の存在によ
る影響」に含めるものとし
て、ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水のほか、再生水（中水
含む）の利用により上水利
用量の削減が図られる。

－ +1 － － +1 1.0 1.0

建設廃棄物の対策はリサイ
クルによるものが大部分で
あり、減量による 終処分
量の大幅な削減は見込めな
い。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

既に容器包装廃棄物のリサ
イクル分別などが実施され
ており、廃棄物の発生抑制
策による 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

建設廃棄物の対策はリサイ
クルによるものが大部分で
あり、減量による 終処分
量の大幅な削減は見込めな
い。

既に容器包装廃棄物のリサ
イクル分別などが実施され
ており、廃棄物の発生抑制
策による 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

0 － 0 0 0 0.0

「東京都建設リサイクル推
進計画」等に基づく有効利
用策の促進により、建設廃
棄物の 終処分量は現在の
水準から20％以上削減され
る。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

資源ごみ回収やごみ処理過
程資源化、熱回収等の促進
により、一般廃棄物の 終
処分量は現在の水準から
30％程度削減される。

「東京都建設リサイクル推
進計画」等に基づく有効利
用策の促進により、建設廃
棄物の 終処分量は現在の
水準から20％以上削減され
る。

資源ごみ回収やごみ処理過
程資源化、熱回収等の促進
により、一般廃棄物の 終
処分量は現在の水準から
30％程度削減される。

+1 － +1 +1 +1 1.0

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

施設の存在時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

競技の実施時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

後利用時におけるエコマテ
リアルの利用は想定されな
いため対象外とする。

+1 － － +1 － 1.0 1.0

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の削減
が図られる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

高効率設備の採用等によ
り、17.1％程度の削減が見
込まれる。

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の削減
が図られる。

東京都環境確保条例に基づ
く排出総量削減義務が課さ
れており、17％程度の削減
が見込まれる。 +2 － +1 +2 +1 1.5 1.5

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の低減
が図られる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

高効率設備の採用等によ
り、17.1％程度の低減が見
込まれる。

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の低減
が図られる。

東京都環境確保条例に基づ
く排出総量低減義務が課さ
れており、17％程度の低減
が見込まれる。 +2 － +1 +2 +1 1.5 1.5

0.80.5

1.5

0.0

0.10.4
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会場別予測評価結果表(2_東京体育館)

評価の指標 評価の基準

大項目 中項目 小項目

評価

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の転用
土地利用の改変、転用の有
無

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の有効利用 未利用地の解消の有無

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の移動動
線の分断をしないこと

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の動線の
ネットワーク化の進展の有
無

社会・経
済項目

土地利用 移転 民家等の移転
民家等の移転を伴わないこ
と

社会・経
済項目

交通
公共交通へのア
クセシビリティ

アクセス性
現在の会場までのアクセス
性

社会・経
済項目

交通 交通安全 交通安全
現在の歩車動線の分離（交
通安全性の向上）の状況

社会・経
済項目

経済 事業採算性 施設整備費
施設整備費を適正に保つた
めの措置

社会・経
済項目

経済 事業採算性 運営経費
運営・維持コストの削減の
ための措置

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

小項目
平均点

指標別
平均点

開催後

評価点

二次評価

開催中 開催後開催前
中項目
平均点

段階別影響

開催前 開催中

改変エリアは現在公園、運
動場及び商業用地となって
おり、自然地や農地は存在
しない。

0 0.0

未利用地の有効利用はな
い。

未利用地の有効利用はな
い。

0 0 0.0

既に公共的な利用がなされ
ている施設の場所であり、
改変エリアは生活移動動線
に影響しない。

移動動線は確保されてお
り、競技中も現況と変わら
ない。

移動動線は確保されてお
り、後利用時も生活移動動
線への影響はない。 0 0 0 0.0

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

開催前から開催後を通じて
現況と変わらない。

0 0 0 0.0

改変エリアに民家等は存在
しない。

0 0.0 0.0

アクセス性向上の対策が無
く現況と同様のアクセス性
である。

アクセス性向上の対策が無
く現況と同様のアクセス性
である。 0 0 0.0 0.0

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

競技の実施による影響に含
め、評価の対象外とする。

現状において歩車動線は分
離されており、開催中も維
持される。

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

現状において歩車動線は分
離されており、後利用時に
も維持される。 0 － 0 0 0 0.0 0.0

再生可能材により整備費や
廃棄物処理費用を抑制する
等の費用削減措置が取られ
る。

再生可能材により整備費や
廃棄物処理費用を抑制する
等の費用削減措置が取られ
る。

+1 +1 1.0

ボランティアの活用により
運営経費、維持管理コスト
の削減が図られる。

既存施設での光熱費等の大
幅な削減は見込めず、運営
経費は標準的なものとな
る。

+1 0 0.5

項目 一次評価 二次評価
主要環境 -0.3 0.2
生態系 -0.8 0.0
生活環境 -0.3 0.0
ｱﾒﾆﾃｨ・文化 -0.3 0.1
資源・廃棄物 0.7 0.8
温室効果ガス 0.5 1.5
土地利用 0.0 0.0
交通 0.0 0.0
経済 0.0 0.8

0.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.8

-2
-1
0
1
2
主要環境

生態系

生活環境

ｱﾒﾆﾃｨ・文化

資源・廃棄物温室効果ガス

土地利用

交通

経済 一次評価

二次評価
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会場別予測評価結果表(3_国立代々木競技場)

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

環境項目 主要環境 大気
汚染物質（NO2、SPM）の排
出量

排出の有無、現状より排出
増大の可能性

工事の実施による濃度の変
化（付加率）が5％未満で
ある。

影響要因は想定されないた
め対象外。

施設等の利用、各施設間の
人の移動に伴う汚染物質の
排出が周辺の大気環境に与
える影響はほとんどない。

工事の実施による濃度の変
化（付加率）が5％未満で
ある。

影響要因は想定されないた
め対象外。

-1 － 0 -1 － -0.7 -0.7

環境項目 主要環境 水質
汚濁負荷（COD、T-N、T-
P、BOD､SS等）の排出量

汚濁負荷物質排出の有無、
汚染増大の可能性

工事の実施に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

工事の実施に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

オリンピックによる新たな
恒久施設はなく、開催後の
状況に開催前との変化はな
いことから対象外とする。 0 － 0 0 － 0.0 0.0

環境項目 主要環境 土壌
土壌汚染物質の拡散の可能
性

土地履歴調査等による土壌
汚染物質の存在可能性

土地の改変等を伴う工事は
実施しないことから対象外
とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

土地の改変等を伴う工事は
実施しないことから対象外
とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

－ － － － － - -

環境項目 生態系
生物の生育・生
息基盤

生物の生育・生息基盤の状
況

①重要な生物・生態系の賦
存地の改変の有無
②生物の生育・生息基盤の
創出の有無

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － - -

環境項目 生態系 水循環
雨水の地下浸透能力（地表
面被覆率）

現状の地表面被覆率

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

浸透域の一部が改変される
が、被覆率はほとんど現況
と変わらない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

浸透域の一部が改変される
が、被覆率はほとんど現況
と変わらない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

環境項目 生態系 生物・生態系
周辺の生物の生育・生息環
境の連続性

現況の生物の生育・生息環
境の連続性

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － -

環境項目 生態系 生物・生態系 重要な生物・生態系 重要な生物・生態系の状況

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － -

環境項目 生態系 生物・生態系
生物相の豊かさ（鳥類相で
代表）

現況の生息種数（現状生息
する種のうち、生息が困難
となる可能性のある種の有
無、種数）

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

－ － － － － -

環境項目 生態系 緑 緑被面積（屋上含む） 現況の緑被率の状況

改変による影響が最大となる
「施設の存在による影響」で
予測評価を行うことから対象
外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － -

環境項目 生態系 緑 緑化の状況
東京都の自然保護条例、建
築物環境計画書制度におけ
る緑化の評価基準

改変による影響が最大となる
「施設の存在による影響」で
予測評価を行うことから対象
外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － -

環境項目 生活環境 騒音 環境・交通騒音レベル
①環境基準及び法令等によ
る基準
②現況の騒音レベル

工事の実施に伴う騒音によ
る周辺の生活環境への影響
がみられる。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用、声援や応援等
による騒音の発生がみられ
るが、周辺の生活環境に影
響を及ぼすことはない。

工事の実施に伴う騒音によ
る周辺の生活環境への影響
がみられる。

オリンピックによる新たな
恒久施設はなく、開催後の
状況に開催前との変化はな
いことから対象外とする。 -1 － 0 -1 － -0.7 -0.7

環境項目 生活環境 日影
日照の阻害の有無（阻害を
受ける住戸等の有無）

現状の日照阻害の状況

施設の高さ、周辺の状況、
仮設のみであることなどか
ら、施設の存在に伴う日影
の影響はない。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

開催後に、新たな施設によ
る日影は生じないことから
対象外とする。

0 － － 0.0 0.0

-

-

-0.3

評価点

-0.3

0.0

一次評価

評価の指標 評価の基準

開催前
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

開催中 開催後 開催中 開催後大項目 中項目 小項目

評価
段階別影響

開催前
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会場別予測評価結果表(3_国立代々木競技場)

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

開催中 開催後 開催中 開催後大項目 中項目 小項目

評価
段階別影響

開催前

一次評価

評価の指標 評価の基準

開催前
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

評価点

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 緑視率 現況の緑視率

仮設の歩行者デッキの設置
により、樹木が影響を受け
るが、緑視率の減少は約
3.6ポイントであり、現況
と変わらない。

仮設の歩行者デッキが撤去
された後も、樹木が改変さ
れた状態が続く。緑視率の
減少は約0.1ポイントであ
り、現況と変わらない。

0 0 0.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 優れた眺望又は景観の阻害

①周辺の視点場から眺望で
きる優れた眺望景観の阻害
の有無
②景観形成特別地区の景観
を阻害しないこと

眺望景観及び景観形成特別
地区の景観を阻害すること
はない。

眺望景観及び景観形成特別
地区の景観を阻害すること
はない。

0 0 0.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の場
の変化

自然との触れ合い活動の場
の消失又は改善・創出

改変による影響が最大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － -

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の変
化

自然との触れ合い活動の阻
害又は促進（場へのアクセ
ス性含む）の有無

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

0 0 0 0 0 0.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

歩行者空間の快
適性

街路樹等緑陰の状況（緑陰
面積）

現況の街路樹及び接道緑
化、壁面緑化の状況

改変による影響が最大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

一部の街路樹が改変される
が、緑陰面積の減少はわず
かであるため、歩行者が感
じる快適性は変わらない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

街路樹の改変は継続する、
緑陰面積の減少はわずかで
あるため、歩行者が感じる
快適性は変わらない。 － -1 － -1 -1.0 -1.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

史跡・文化財
史跡・文化財の保護・保全
の状況

文化財等の保存及び管理の
支障の有無

改変による影響が最大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

仮設は埋蔵文化財包蔵地に
影響を与えることは少ない
と考えられるが、事前調査
を行い、適切に工事を行
う。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

文化財等の保全及び管理に
支障はない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

水利用 上水利用量の削減 現在の上水利用量の水準

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量の削
減が図られる。

競技の実施時における会場
の利用者による水利用につ
いては、「施設の存在によ
る影響」に含めるものとし
て、ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量の削
減が図られる。

－ 0 － － 0 0.0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物発生量の減量化
廃棄物発生量の減量化に
よって削減される最終処分
量の水準

標準的な工事と同程度の廃
棄物の削減対策がなされ、
現在の廃棄物の発生水準と
同等の減量化が行われる。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

競技の実施に伴い排出され
る一般廃棄物は、現在と同
程度の減量化が行われ、最
終処分量は現状の水準と変
わらない。

標準的な工事と同程度の廃
棄物の削減対策がなされ、
現在の廃棄物の発生水準と
同等の減量化が行われる。

後利用で排出される一般廃
棄物は、現在と同程度の減
量化が行われ、最終処分量
は現状の水準と変わらな
い。

0 － 0 0 0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物の有効利用
廃棄物の有効利用によって
削減される最終処分量の水
準

建設廃棄物の有効利用の取
り組みについて、現在の標
準的な工事と同程度の廃棄
物の有効利用がなされる。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

競技の実施に伴い排出され
る一般廃棄物は、現在と同
程度の有効利用がなされ、
最終処分量は現状の水準と
変わらない。

建設廃棄物の有効利用の取
り組みについて、現在の標
準的な工事と同程度の廃棄
物の有効利用がなされる。

後利用で排出される一般廃
棄物は、現在と同程度の有
効利用がなされ、最終処分
量は現状の水準と変わらな
い。

0 － 0 0 0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

エコマテリアル エコマテリアルの使用
再生可能資材・再生資材の
活用の水準

再生可能資材や再生資材が
最大限に利用され、現在の
水準を上回る。

施設の存在時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

競技の実施時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

再生可能資材や再生資材が
最大限に利用され、現在の
水準を上回る。

後利用時におけるエコマテ
リアルの利用は想定されな
いため対象外とする。

+1 － － +1 － 1.0 1.0

環境項目
温室効果
ガス

温室効果ガス 温室効果ガスの削減量

①エネルギー消費量による
CO2排出の概算
②既存施設における追加的
排出の有無

一般的な施設の建設工事と
同程度の排出量になる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」に含めて
扱う。

同等施設の標準的な排出量
となる。

一般的な施設の建設工事と
同程度の排出量になる。

同等施設の標準的な排出量
となる。

0 － 0 0 0 0.0 0.0

環境項目
温室効果
ガス

エネルギー エネルギー使用量の増減

①現在の使用量の水準（東
京都温暖化対策計画書制度
/東京都建築物環境計画書
制度による評価水準）
②省エネ再エネ対策・設備
の導入状況/可能性

一般的な施設の建設工事と
同程度の消費量になる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」に含めて
扱う。

同等施設の標準的な消費量
となる。

一般的な施設の建設工事と
同程度の消費量になる。

同等施設の標準的な消費量
となる。

0 － 0 0 0 0.0 0.0

0.0

-0.30.0

0.30.0

0.0
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工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

評価点

一次評価

評価の指標 評価の基準

開催前
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

開催中 開催後 開催中 開催後大項目 中項目 小項目

評価
段階別影響

開催前

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の転用
土地利用の改変、転用の有
無

改変エリアは現在公園、運
動場及び商業用地となって
おり、自然地や農地は存在
しない。

0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の有効利用 未利用地の解消の有無

未利用地の有効利用はな
い。

未利用地の有効利用はな
い。

0 0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の移動動
線の分断をしないこと

既に公共的な利用がなされ
ている施設の場所であり、
改変エリアは生活移動動線
に影響しない。

移動動線は確保されてお
り、競技中も現況と変わら
ない。

移動動線は確保されてお
り、後利用時も生活移動動
線への影響はない。 0 0 0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の動線の
ネットワーク化の進展の有
無

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

開催前から開催後を通じて
現況と変わらない。

0 0 0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 移転 民家等の移転
民家等の移転を伴わないこ
と

改変エリアに民家等は存在
しない。

0 0.0 0.0

社会・経
済項目

交通
公共交通へのア
クセシビリティ

アクセス性
現在の会場までのアクセス
性

アクセス性向上の対策が無
く現況と同様のアクセス性
である。

アクセス性向上の対策が無
く現況と同様のアクセス性
である。 0 0 0.0 0.0

社会・経
済項目

交通 交通安全 交通安全
現在の歩車動線の分離（交
通安全性の向上）の状況

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

競技の実施による影響に含
め、評価の対象外とする。

現状において歩車動線は分
離されており、開催中も維
持される。

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

現状において歩車動線は分
離されており、後利用時に
も維持される。 0 － 0 0 0 0.0 0.0

社会・経
済項目

経済 事業採算性 施設整備費
施設整備費を適正に保つた
めの措置

対策が無い場合には標準的
な施設整備費となる。

対策が無い場合には標準的
な撤去・改修整備費とな
る。 0 0 0.0

社会・経
済項目

経済 事業採算性 運営経費
運営・維持コストの削減の
ための措置

対策を講じない場合には標
準的な運営経費となる。

対策を講じない場合には標
準的な運営経費となる。

0 0 0.0

0.0

0.0 0.0

0.0

0.0

0.0
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環境項目 主要環境 大気
汚染物質（NO2、SPM）の排
出量

排出の有無、現状より排出
増大の可能性

環境項目 主要環境 水質
汚濁負荷（COD、T-N、T-
P、BOD､SS等）の排出量

汚濁負荷物質排出の有無、
汚染増大の可能性

環境項目 主要環境 土壌
土壌汚染物質の拡散の可能
性

土地履歴調査等による土壌
汚染物質の存在可能性

環境項目 生態系
生物の生育・生
息基盤

生物の生育・生息基盤の状
況

①重要な生物・生態系の賦
存地の改変の有無
②生物の生育・生息基盤の
創出の有無

環境項目 生態系 水循環
雨水の地下浸透能力（地表
面被覆率）

現状の地表面被覆率

環境項目 生態系 生物・生態系
周辺の生物の生育・生息環
境の連続性

現況の生物の生育・生息環
境の連続性

環境項目 生態系 生物・生態系 重要な生物・生態系 重要な生物・生態系の状況

環境項目 生態系 生物・生態系
生物相の豊かさ（鳥類相で
代表）

現況の生息種数（現状生息
する種のうち、生息が困難
となる可能性のある種の有
無、種数）

環境項目 生態系 緑 緑被面積（屋上含む） 現況の緑被率の状況

環境項目 生態系 緑 緑化の状況
東京都の自然保護条例、建
築物環境計画書制度におけ
る緑化の評価基準

環境項目 生活環境 騒音 環境・交通騒音レベル
①環境基準及び法令等によ
る基準
②現況の騒音レベル

環境項目 生活環境 日影
日照の阻害の有無（阻害を
受ける住戸等の有無）

現状の日照阻害の状況

評価の指標 評価の基準

大項目 中項目 小項目

評価

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による大気環境への影
響がみられるが、ミティ
ゲーションの実施により、
大気質の濃度をほとんど悪
化させない程度となる。

影響要因は想定されないた
め対象外。

施設等の利用、各施設間の
人の移動に伴う大気環境へ
の影響はほとんどなく、ミ
ティゲーションの実施によ
り大気環境が改善される。

工事による大気環境への影
響がみられるが、ミティ
ゲーションの実施により、
大気質の濃度をほとんど悪
化させない程度となる。

影響要因は想定されないた
め対象外。

0 － +1 0 － 0.3 0.3

工事の実施に伴って公共用
水域の水質に影響を及ぼす
ことはないことから、ミ
ティゲーションは想定して
いない。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用に伴うし尿等の
汚水による影響はないこと
から、ミティゲーションは
想定していない。

工事の実施に伴って公共用
水域の水質に影響を及ぼす
ことはないことから、ミ
ティゲーションは想定して
いない。

オリンピックによる新たな
恒久施設はなく、開催後の
状況に開催前との変化はな
いことから対象外とする。 0 － 0 0 － 0.0 0.0

土地の改変等を伴う工事は
実施しないことから対象外
とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

土地の改変等を伴う工事は
実施しないことから対象外
とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

－ － － － － - -

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － - -

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

浸透域の一部が改変される
が、被覆率はほとんど現況
と変わらない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

浸透域の一部が改変される
が、被覆率はほとんど現況
と変わらない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － -

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － -

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

－ － － － － -

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定となる
「後利用による影響」で予測
評価を行うことから、対象外と
する。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － － -

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定となる
「後利用による影響」で予測
評価を行うことから、対象外と
する。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － － -

工事の実施に伴う騒音によ
る影響がみられるが、ミ
ティゲーションにより周辺
の生活環境に影響を及ぼさ
ない程度となる。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用、声援や応援等
が周辺の生活環境に影響を
及ぼすことはないことか
ら、ミティゲーションは想
定していない。

工事の実施に伴う騒音によ
る影響がみられるが、ミ
ティゲーションにより周辺
の生活環境に影響を及ぼさ
ない程度となる。

オリンピックによる新たな
恒久施設はなく、開催後の
状況に開催前との変化はな
いことから対象外とする。 0 － 0 0 － 0.0 0.0

施設の存在による影響はな
いことから、ミティゲー
ションは想定していない。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

新たな施設による日影は生
じないことから対象外とす
る。

0 － － 0.0 0.0

0.2

0.0-

-

0.0

小項目
平均点

指標別
平均点

開催後

評価点

二次評価

開催中 開催後開催前
中項目
平均点

段階別影響

開催前 開催中
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会場別予測評価結果表(3_国立代々木競技場)

大項目 中項目 小項目

評価

評価の指標 評価の基準

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 緑視率 現況の緑視率

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 優れた眺望又は景観の阻害

①周辺の視点場から眺望で
きる優れた眺望景観の阻害
の有無
②景観形成特別地区の景観
を阻害しないこと

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の場
の変化

自然との触れ合い活動の場
の消失又は改善・創出

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の変
化

自然との触れ合い活動の阻
害又は促進（場へのアクセ
ス性含む）の有無

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

歩行者空間の快
適性

街路樹等緑陰の状況（緑陰
面積）

現況の街路樹及び接道緑
化、壁面緑化の状況

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

史跡・文化財
史跡・文化財の保護・保全
の状況

文化財等の保存及び管理の
支障の有無

環境項目
資源・廃
棄物

水利用 上水利用量の削減 現在の上水利用量の水準

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物発生量の減量化
廃棄物発生量の減量化に
よって削減される最終処分
量の水準

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物の有効利用
廃棄物の有効利用によって
削減される最終処分量の水
準

環境項目
資源・廃
棄物

エコマテリアル エコマテリアルの使用
再生可能資材・再生資材の
活用の水準

環境項目
温室効果
ガス

温室効果ガス 温室効果ガスの削減量

①エネルギー消費量による
CO2排出の概算
②既存施設における追加的
排出の有無

環境項目
温室効果
ガス

エネルギー エネルギー使用量の増減

①現在の使用量の水準（東
京都温暖化対策計画書制度
/東京都建築物環境計画書
制度による評価水準）
②省エネ再エネ対策・設備
の導入状況/可能性

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

段階別影響

開催前 開催中 開催後

評価点

二次評価

開催中 開催後開催前
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

影響を受ける樹木について
は、会場エリア内への移植
を行う。評価地点の緑視率
の減少は一次評価と同じく
約3.6ポイントであり、現
況と変わらない。

会場エリア内に移植してい
た樹木を原状復帰する。緑
視率は現況と変わらない。

0 0 0.0

眺望景観及び景観形成特別
地区の景観を阻害すること
はない。

眺望景観及び景観形成特別
地区の景観を阻害すること
はない。

0 0 0.0

改変による影響が最大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － -

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

0 0 0 0 0 0.0

改変による影響が最大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

歩行者デッキにより改変さ
れる樹木については会場エ
リア内に移植を行うことに
より、緑陰面積及び歩行者
が感じる快適性ともに現況
と変わらない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

仮設撤去後の原状復帰、会
場エリア内に移植した樹木
の維持により、緑陰面積及
び歩行者が感じる快適性と
もに現況と変わらない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

改変による影響が最大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

仮設は埋蔵文化財包蔵地に
影響を与えることは少ない
と考えられるが、事前調査
を行い、適切に工事を行
う。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

文化財等の保全及び管理に
支障はない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量の削
減が図られる。

競技の実施時における会場
の利用者による水利用につ
いては、「施設の存在によ
る影響」に含めるものとし
て、ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量の削
減が図られる。

－ 0 － － 0 0.0 0.0

建設廃棄物の対策はリサイ
クルによるものが大部分で
あり、減量による最終処分
量の大幅な削減は見込めな
い。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

既に容器包装廃棄物のリサ
イクル分別などが実施され
ており、廃棄物の発生抑制
策による最終処分量の大幅
な削減は見込めない。

建設廃棄物の対策はリサイ
クルによるものが大部分で
あり、減量による最終処分
量の大幅な削減は見込めな
い。

既に容器包装廃棄物のリサ
イクル分別などが実施され
ており、廃棄物の発生抑制
策による最終処分量の大幅
な削減は見込めない。

0 － 0 0 0 0.0

「東京都建設リサイクル推
進計画」等に基づく有効利
用策の促進により、建設廃
棄物の最終処分量は現在の
水準から20％以上削減され
る。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

資源ごみ回収やごみ処理過
程資源化、熱回収等の促進
により、一般廃棄物の最終
処分量は現在の水準から
30％程度削減される。

「東京都建設リサイクル推
進計画」等に基づく有効利
用策の促進により、建設廃
棄物の最終処分量は現在の
水準から20％以上削減され
る。

資源ごみ回収やごみ処理過
程資源化、熱回収等の促進
により、一般廃棄物の最終
処分量は現在の水準から
30％程度削減される。

+1 － +1 +1 +1 1.0

再生可能資材や再生資材が
最大限に利用され、現在の
水準を上回る。

施設の存在時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

競技の実施時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

再生可能資材や再生資材が
最大限に利用され、現在の
水準を上回る。

後利用時におけるエコマテ
リアルの利用は想定されな
いため対象外とする。

+1 － － +1 － 1.0 1.0

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の削減
が図られる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

省エネルギー対策の実施等
により、11.6％程度の削減
が図られる。

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の削減
が図られる。

省エネルギー対策の実施等
により、10％程度の削減が
図られる。

+2 － +1 +2 +1 1.5 1.5

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の低減
が図られる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

省エネルギー対策の実施等
により、11.6％程度の低減
が図られる。

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の低減
が図られる。

省エネルギー対策の実施等
により、10％程度の低減が
図られる。

+2 － +1 +2 +1 1.5 1.5

0.0

0.00.0

0.50.5

1.5
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会場別予測評価結果表(3_国立代々木競技場)

評価の指標 評価の基準

大項目 中項目 小項目

評価

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の転用
土地利用の改変、転用の有
無

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の有効利用 未利用地の解消の有無

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の移動動
線の分断をしないこと

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の動線の
ネットワーク化の進展の有
無

社会・経
済項目

土地利用 移転 民家等の移転
民家等の移転を伴わないこ
と

社会・経
済項目

交通
公共交通へのア
クセシビリティ

アクセス性
現在の会場までのアクセス
性

社会・経
済項目

交通 交通安全 交通安全
現在の歩車動線の分離（交
通安全性の向上）の状況

社会・経
済項目

経済 事業採算性 施設整備費
施設整備費を適正に保つた
めの措置

社会・経
済項目

経済 事業採算性 運営経費
運営・維持コストの削減の
ための措置

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

小項目
平均点

指標別
平均点

開催後

評価点

二次評価

開催中 開催後開催前
中項目
平均点

段階別影響

開催前 開催中

改変エリアは現在公園、運
動場及び商業用地となって
おり、自然地や農地は存在
しない。

0 0.0

未利用地の有効利用はな
い。

未利用地の有効利用はな
い。

0 0 0.0

既に公共的な利用がなされ
ている施設の場所であり、
改変エリアは生活移動動線
に影響しない。

移動動線は確保されてお
り、競技中も現況と変わら
ない。

移動動線は確保されてお
り、後利用時も生活移動動
線への影響はない。 0 0 0 0.0

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

開催前から開催後を通じて
現況と変わらない。

0 0 0 0.0

改変エリアに民家等は存在
しない。

0 0.0 0.0

歩行者デッキによるアクセ
ス性の向上。

歩行者デッキによるアクセ
ス性の向上が継続される。

+1 +1 1.0 1.0

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

競技の実施による影響に含
め、評価の対象外とする。

現状において歩車動線は分
離されており、開催中も維
持される。

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

現状において歩車動線は分
離されており、後利用時に
も維持される。 0 － 0 0 0 0.0 0.0

再生可能材により整備費や
廃棄物処理費用を抑制する
等の費用削減措置が取られ
る。

再生可能材により整備費や
廃棄物処理費用を抑制する
等の費用削減措置が取られ
る。

+1 +1 1.0

ボランティアの活用により
運営経費、維持管理コスト
の削減が図られる。

既存施設での光熱費等の大
幅な削減は見込めず、運営
経費は標準的なものとな
る。

+1 0 0.5

項目 一次評価 二次評価
主要環境 -0.3 0.2
生態系 0.0 0.0
生活環境 -0.3 0.0
ｱﾒﾆﾃｨ・文化 -0.3 0.0
資源・廃棄物 0.3 0.5
温室効果ガス 0.0 1.5
土地利用 0.0 0.0
交通 0.0 0.5
経済 0.0 0.8

0.8

0.0

0.0

0.0

0.5

0.8

-2
-1
0
1
2
主要環境

生態系

生活環境

ｱﾒﾆﾃｨ・文化

資源・廃棄物温室効果ガス

土地利用

交通

経済 一次評価

二次評価
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工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

環境項目 主要環境 大気
汚染物質（NO2、SPM）の排
出量

排出の有無、現状より排出
増大の可能性

工事の実施による濃度の変
化（付加率）が5％未満で
ある。

影響要因は想定されないた
め対象外。

施設等の利用、各施設間の
人の移動に伴う汚染物質の
排出が周辺の大気環境に与
える影響はほとんどない。

工事の実施による濃度の変
化（付加率）が5％未満で
ある。

影響要因は想定されないた
め対象外。

-1 － 0 -1 － -0.7 -0.7

環境項目 主要環境 水質
汚濁負荷（COD、T-N、T-
P、BOD､SS等）の排出量

汚濁負荷物質排出の有無、
汚染増大の可能性

工事の実施に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

工事の実施に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

新たな恒久施設は、イベン
ト開催会場等としての一般
利用は想定されないことか
ら対象外とする。 0 － 0 0 － 0.0 0.0

環境項目 主要環境 土壌
土壌汚染物質の拡散の可能
性

土地履歴調査等による土壌
汚染物質の存在可能性

履歴調査の結果、土壌汚染
物質の存在の可能性はな
い。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

工事の内容から土壌汚染物
質の拡散の可能性はない。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

0 － － 0 － 0.0 0.0

環境項目 生態系
生物の生育・生
息基盤

生物の生育・生息基盤の状
況

①重要な生物・生態系の賦
存地の改変の有無
②生物の生育・生息基盤の
創出の有無

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － - -

環境項目 生態系 水循環
雨水の地下浸透能力（地表
面被覆率）

現状の地表面被覆率

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

新設の地下室により一部浸
透域の改変が行われるが、
ほとんど現況と変わらな
い。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

新設の地下室により一部浸
透域の改変が行われるが、
ほとんど現況と変わらな
い。 － 0 － 0 0.0 0.0

環境項目 生態系 生物・生態系
周辺の生物の生育・生息環
境の連続性

現況の生物の生育・生息環
境の連続性

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － -

環境項目 生態系 生物・生態系 重要な生物・生態系 重要な生物・生態系の状況

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － -

環境項目 生態系 生物・生態系
生物相の豊かさ（鳥類相で
代表）

現況の生息種数（現状生息
する種のうち、生息が困難
となる可能性のある種の有
無、種数）

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

－ － － － － -

環境項目 生態系 緑 緑被面積（屋上含む） 現況の緑被率の状況

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － -

環境項目 生態系 緑 緑化の状況
東京都の自然保護条例、建
築物環境計画書制度におけ
る緑化の評価基準

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － -

環境項目 生活環境 騒音 環境・交通騒音レベル
①環境基準及び法令等によ
る基準
②現況の騒音レベル

工事の実施に伴う騒音によ
る周辺の生活環境への影響
がみられる。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用、声援や応援等
による騒音の発生がみられ
るが、周辺の生活環境に影
響を及ぼすことはない。

工事の実施に伴う騒音によ
る周辺の生活環境への影響
がみられる。

新たな恒久施設は、イベン
ト開催会場等としての一般
利用は想定されないことか
ら対象外とする。 -1 － 0 -1 － -0.7 -0.7

環境項目 生活環境 日影
日照の阻害の有無（阻害を
受ける住戸等の有無）

現状の日照阻害の状況

施設の高さ、周辺の状況、
仮設のみであることなどか
ら、施設の存在に伴う日影
の影響はない。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

開催後に、新たな施設によ
る日影は生じないことから
対象外とする。

0 － － 0.0 0.0

-

-

-0.3

評価点

-0.2

0.0

一次評価

評価の指標 評価の基準

開催前
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

開催中 開催後 開催中 開催後大項目 中項目 小項目

評価
段階別影響

開催前
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工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

評価点

一次評価

評価の指標 評価の基準

開催前
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

開催中 開催後 開催中 開催後大項目 中項目 小項目

評価
段階別影響

開催前

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 緑視率 現況の緑視率

仮設の設置に伴い、緑視が
阻害されるが、緑視率の減
少は約2.5ポイントであ
り、現況と変わらない。

仮設が撤去されるが、緑視
率は現況と変わらない。

0 0 0.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 優れた眺望又は景観の阻害

①周辺の視点場から眺望で
きる優れた眺望景観の阻害
の有無
②景観形成特別地区の景観
を阻害しないこと

眺望景観及び景観形成特別
地区の景観を阻害すること
はない。

眺望景観及び景観形成特別
地区の景観を阻害すること
はない。

0 0 0.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の場
の変化

自然との触れ合い活動の場
の消失又は改善・創出

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － -

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の変
化

自然との触れ合い活動の阻
害又は促進（場へのアクセ
ス性含む）の有無

騒音、アクセス規制によ
り、自然との触れ合い活動
自体及びアクセスが阻害さ
れる。

主要なアクセスルートが物
理的に改変・遮断又はアク
セスが規制されることか
ら、自然との触れ合い活動
が阻害される。

会場エリア内の入場が規制
されることから、自然との
触れ合い活動のアクセスが
阻害される。

騒音、アクセス規制によ
り、自然との触れ合い活動
自体及びアクセスが阻害さ
れる。

主要なアクセスルートが物
理的に改変・遮断されるこ
とから、自然との触れ合い
活動が阻害される。 -2 -1 -1 -2 -1 -1.4

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

歩行者空間の快
適性

街路樹等緑陰の状況（緑陰
面積）

現況の街路樹及び接道緑
化、壁面緑化の状況

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

樹木に影響する改変はな
く、緑陰面積及び歩行者が
感じる快適性ともに現況と
変わらない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

樹木に影響する改変はな
く、緑陰面積及び歩行者が
感じる快適性ともに現況と
変わらない。 － 0 － 0 0.0 0.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

史跡・文化財
史跡・文化財の保護・保全
の状況

文化財等の保存及び管理の
支障の有無

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が開削され、土地の
改変が行われるが、工事の
実施前に現地踏査を行い、
その結果を受けて発掘調査
を含めた適切な措置を行
う。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

工事の実施前に現地踏査を
行い、その結果を受けて発
掘調査を含めた適切な措置
を行う。 － 0 － 0 0.0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

水利用 上水利用量の削減 現在の上水利用量の水準

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量の削
減が図られる。

競技の実施時における会場
の利用者による水利用につ
いては、「施設の存在によ
る影響」に含めるものとし
て、ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量の削
減が図られる。

－ 0 － － 0 0.0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物発生量の減量化
廃棄物発生量の減量化に
よって削減される 終処分
量の水準

標準的な工事と同程度の廃
棄物の削減対策がなされ、
現在の廃棄物の発生水準と
同等の減量化が行われる。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

競技の実施に伴い排出され
る一般廃棄物は、現在と同
程度の減量化が行われ、
終処分量は現状の水準と変
わらない。

標準的な工事と同程度の廃
棄物の削減対策がなされ、
現在の廃棄物の発生水準と
同等の減量化が行われる。

後利用で排出される一般廃
棄物は、現在と同程度の減
量化が行われ、 終処分量
は現状の水準と変わらな
い。

0 － 0 0 0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物の有効利用
廃棄物の有効利用によって
削減される 終処分量の水
準

建設廃棄物の有効利用の取
り組みについて、現在の標
準的な工事と同程度の廃棄
物の有効利用がなされる。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

競技の実施に伴い排出され
る一般廃棄物は、現在と同
程度の有効利用がなされ、

終処分量は現状の水準と
変わらない。

建設廃棄物の有効利用の取
り組みについて、現在の標
準的な工事と同程度の廃棄
物の有効利用がなされる。

後利用で排出される一般廃
棄物は、現在と同程度の有
効利用がなされ、 終処分
量は現状の水準と変わらな
い。

0 － 0 0 0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

エコマテリアル エコマテリアルの使用
再生可能資材・再生資材の
活用の水準

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

施設の存在時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

競技の実施時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

後利用時におけるエコマテ
リアルの利用は想定されな
いため対象外とする。

+1 － － +1 － 1.0 1.0

環境項目
温室効果
ガス

温室効果ガス 温室効果ガスの削減量

①エネルギー消費量による
CO2排出の概算
②既存施設における追加的
排出の有無

一般的な施設の建設工事と
同程度の排出量になる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」に含めて
扱う。

同等施設の標準的な排出量
となる。

一般的な施設の建設工事と
同程度の排出量になる。

同等施設の標準的な排出量
となる。

0 － 0 0 0 0.0 0.0

環境項目
温室効果
ガス

エネルギー エネルギー使用量の増減

①現在の使用量の水準（東
京都温暖化対策計画書制度
/東京都建築物環境計画書
制度による評価水準）
②省エネ再エネ対策・設備
の導入状況/可能性

一般的な施設の建設工事と
同程度の消費量になる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」に含めて
扱う。

同等施設の標準的な消費量
となる。

一般的な施設の建設工事と
同程度の消費量になる。

同等施設の標準的な消費量
となる。

0 － 0 0 0 0.0 0.0

0.30.0

0.0

-1.4

0.0

-0.4
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工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

評価点

一次評価

評価の指標 評価の基準

開催前
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

開催中 開催後 開催中 開催後大項目 中項目 小項目

評価
段階別影響

開催前

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の転用
土地利用の改変、転用の有
無

改変エリアは現在公園、運
動場及び商業用地となって
おり、自然地や農地は存在
しない。

0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の有効利用 未利用地の解消の有無

未利用地の有効利用はな
い。

未利用地の有効利用はな
い。

0 0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の移動動
線の分断をしないこと

既に公共的な利用がなされ
ている施設の場所であり、
改変エリアは生活移動動線
に影響しない。

移動動線は確保されてお
り、競技中も現況と変わら
ない。

移動動線は確保されてお
り、後利用時も生活移動動
線への影響はない。 0 0 0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の動線の
ネットワーク化の進展の有
無

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

開催前から開催後を通じて
現況と変わらない。

0 0 0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 移転 民家等の移転
民家等の移転を伴わないこ
と

改変エリアに民家等は存在
しない。

0 0.0 0.0

社会・経
済項目

交通
公共交通へのア
クセシビリティ

アクセス性
現在の会場までのアクセス
性

アクセス性向上の対策が無
く現況と同様のアクセス性
である。

アクセス性向上の対策が無
く現況と同様のアクセス性
である。 0 0 0.0 0.0

社会・経
済項目

交通 交通安全 交通安全
現在の歩車動線の分離（交
通安全性の向上）の状況

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

競技の実施による影響に含
め、評価の対象外とする。

現状において歩車動線は分
離されており、開催中も維
持される。

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

現状において歩車動線は分
離されており、後利用時に
も維持される。 0 － 0 0 0 0.0 0.0

社会・経
済項目

経済 事業採算性 施設整備費
施設整備費を適正に保つた
めの措置

対策が無い場合には標準的
な施設整備費となる。

対策が無い場合には標準的
な撤去・改修整備費とな
る。 0 0 0.0

社会・経
済項目

経済 事業採算性 運営経費
運営・維持コストの削減の
ための措置

対策を講じない場合には標
準的な運営経費となる。

対策を講じない場合には標
準的な運営経費となる。

0 0 0.0

0.0

0.0 0.0

0.0

0.0

0.0
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会場別予測評価結果表(4_日本武道館)

環境項目 主要環境 大気
汚染物質（NO2、SPM）の排
出量

排出の有無、現状より排出
増大の可能性

環境項目 主要環境 水質
汚濁負荷（COD、T-N、T-
P、BOD､SS等）の排出量

汚濁負荷物質排出の有無、
汚染増大の可能性

環境項目 主要環境 土壌
土壌汚染物質の拡散の可能
性

土地履歴調査等による土壌
汚染物質の存在可能性

環境項目 生態系
生物の生育・生
息基盤

生物の生育・生息基盤の状
況

①重要な生物・生態系の賦
存地の改変の有無
②生物の生育・生息基盤の
創出の有無

環境項目 生態系 水循環
雨水の地下浸透能力（地表
面被覆率）

現状の地表面被覆率

環境項目 生態系 生物・生態系
周辺の生物の生育・生息環
境の連続性

現況の生物の生育・生息環
境の連続性

環境項目 生態系 生物・生態系 重要な生物・生態系 重要な生物・生態系の状況

環境項目 生態系 生物・生態系
生物相の豊かさ（鳥類相で
代表）

現況の生息種数（現状生息
する種のうち、生息が困難
となる可能性のある種の有
無、種数）

環境項目 生態系 緑 緑被面積（屋上含む） 現況の緑被率の状況

環境項目 生態系 緑 緑化の状況
東京都の自然保護条例、建
築物環境計画書制度におけ
る緑化の評価基準

環境項目 生活環境 騒音 環境・交通騒音レベル
①環境基準及び法令等によ
る基準
②現況の騒音レベル

環境項目 生活環境 日影
日照の阻害の有無（阻害を
受ける住戸等の有無）

現状の日照阻害の状況

評価の指標 評価の基準

大項目 中項目 小項目

評価

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による大気環境への影
響がみられるが、ミティ
ゲーションの実施により、
大気質の濃度をほとんど悪
化させない程度となる。

影響要因は想定されないた
め対象外。

施設等の利用、各施設間の
人の移動に伴う大気環境へ
の影響はほとんどなく、ミ
ティゲーションの実施によ
り大気環境が改善される。

工事による大気環境への影
響がみられるが、ミティ
ゲーションの実施により、
大気質の濃度をほとんど悪
化させない程度となる。

影響要因は想定されないた
め対象外。

0 － +1 0 － 0.3 0.3

工事の実施に伴って公共用
水域の水質に影響を及ぼす
ことはないことから、ミ
ティゲーションは想定して
いない。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用に伴うし尿等の
汚水による影響はないこと
から、ミティゲーションは
想定していない。

工事の実施に伴って公共用
水域の水質に影響を及ぼす
ことはないことから、ミ
ティゲーションは想定して
いない。

新たな恒久施設は、イベン
ト開催会場等としての一般
利用は想定されないことか
ら対象外とする。 0 － 0 0 － 0.0 0.0

履歴調査の結果、土壌汚染
物質の存在の可能性はない
ことから、ミティゲーショ
ンは想定していない。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

工事の内容から土壌汚染物
質の拡散の可能性はないこ
とから、ミティゲーション
は想定していない。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

0 － － 0 － 0.0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － - -

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

新設の地下室により一部浸
透域の改変が行われるが、
ほとんど現況と変わらな
い。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

新設の地下室により一部浸
透域の改変が行われるが、
ほとんど現況と変わらな
い。 － 0 － 0 0.0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － -

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － -

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

－ － － － － -

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － -

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － -

工事の実施に伴う騒音によ
る影響がみられるが、ミ
ティゲーションにより周辺
の生活環境に影響を及ぼさ
ない程度となる。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用、声援や応援等
が周辺の生活環境に影響を
及ぼすことはないことか
ら、ミティゲーションは想
定していない。

工事の実施に伴う騒音によ
る影響がみられるが、ミ
ティゲーションにより周辺
の生活環境に影響を及ぼさ
ない程度となる。

新たな恒久施設は、イベン
ト開催会場等としての一般
利用は想定されないことか
ら対象外とする。 0 － 0 0 － 0.0 0.0

施設の存在による影響はな
いことから、ミティゲー
ションは想定していない。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

新たな施設による日影は生
じないことから対象外とす
る。

0 － － 0.0 0.0

0.1

0.0-

-

0.0

小項目
平均点

指標別
平均点

開催後

評価点

二次評価

開催中 開催後開催前
中項目
平均点

段階別影響

開催前 開催中
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評価の指標 評価の基準

大項目 中項目 小項目

評価

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 緑視率 現況の緑視率

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 優れた眺望又は景観の阻害

①周辺の視点場から眺望で
きる優れた眺望景観の阻害
の有無
②景観形成特別地区の景観
を阻害しないこと

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の場
の変化

自然との触れ合い活動の場
の消失又は改善・創出

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の変
化

自然との触れ合い活動の阻
害又は促進（場へのアクセ
ス性含む）の有無

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

歩行者空間の快
適性

街路樹等緑陰の状況（緑陰
面積）

現況の街路樹及び接道緑
化、壁面緑化の状況

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

史跡・文化財
史跡・文化財の保護・保全
の状況

文化財等の保存及び管理の
支障の有無

環境項目
資源・廃
棄物

水利用 上水利用量の削減 現在の上水利用量の水準

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物発生量の減量化
廃棄物発生量の減量化に
よって削減される 終処分
量の水準

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物の有効利用
廃棄物の有効利用によって
削減される 終処分量の水
準

環境項目
資源・廃
棄物

エコマテリアル エコマテリアルの使用
再生可能資材・再生資材の
活用の水準

環境項目
温室効果
ガス

温室効果ガス 温室効果ガスの削減量

①エネルギー消費量による
CO2排出の概算
②既存施設における追加的
排出の有無

環境項目
温室効果
ガス

エネルギー エネルギー使用量の増減

①現在の使用量の水準（東
京都温暖化対策計画書制度
/東京都建築物環境計画書
制度による評価水準）
②省エネ再エネ対策・設備
の導入状況/可能性

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

小項目
平均点

指標別
平均点

開催後

評価点

二次評価

開催中 開催後開催前
中項目
平均点

段階別影響

開催前 開催中

仮設の設置に伴い、緑視が
阻害されるが、緑視率の減
少は約2.5ポイントであ
り、現況と変わらない。

仮設が撤去されるが、緑視
率は現況と変わらない。

0 0 0.0

眺望景観及び景観形成特別
地区の景観を阻害すること
はない。

眺望景観及び景観形成特別
地区の景観を阻害すること
はない。

0 0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － -

ミティゲーションの実施に
より、現況レベルまで自然
との触れ合い活動が改善す
る。

自然との触れ合い活動の場
へのアクセスが阻害され
る。

現段階ではミティゲーショ
ンは想定していない。

ミティゲーションの実施に
より、現況レベルまで自然
との触れ合い活動が改善す
る。

ミティゲーションの実施に
より、自然との触れ合い活
動が向上する。

0 -1 -1 0 +1 -0.2

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

樹木に影響する改変はな
く、緑陰面積及び歩行者が
感じる快適性ともに現況と
変わらない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

樹木に影響する改変はな
く、緑陰面積及び歩行者が
感じる快適性ともに現況と
変わらない。 － 0 － 0 0.0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が開削され、土地の
改変が行われるが、工事の
実施前に現地踏査を行い、
その結果を受けて発掘調査
を含めた適切な措置を行
う。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

工事の実施前に現地踏査を
行い、その結果を受けて発
掘調査を含めた適切な措置
を行う。 － 0 － 0 0.0 0.0

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量の削
減が図られる。

競技の実施時における会場
の利用者による水利用につ
いては、「施設の存在によ
る影響」に含めるものとし
て、ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量の削
減が図られる。

－ 0 － － 0 0.0 0.0

建設廃棄物の対策はリサイ
クルによるものが大部分で
あり、減量による 終処分
量の大幅な削減は見込めな
い。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

既に容器包装廃棄物のリサ
イクル分別などが実施され
ており、廃棄物の発生抑制
策による 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

建設廃棄物の対策はリサイ
クルによるものが大部分で
あり、減量による 終処分
量の大幅な削減は見込めな
い。

既に容器包装廃棄物のリサ
イクル分別などが実施され
ており、廃棄物の発生抑制
策による 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

0 － 0 0 0 0.0

「東京都建設リサイクル推
進計画」等に基づく有効利
用策の促進により、建設廃
棄物の 終処分量は現在の
水準から38％程度削減され
る。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

資源ごみ回収やごみ処理過
程資源化、熱回収等の促進
により、一般廃棄物の 終
処分量は現在の水準から
30％程度削減される。

「東京都建設リサイクル推
進計画」等に基づく有効利
用策の促進により、建設廃
棄物の 終処分量は現在の
水準から38％程度削減され
る。

資源ごみ回収やごみ処理過
程資源化、熱回収等の促進
により、一般廃棄物の 終
処分量は現在の水準から
30％程度削減される。

+1 － +1 +1 +1 1.0

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

施設の存在時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

競技の実施時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

後利用時におけるエコマテ
リアルの利用は想定されな
いため対象外とする。

+1 － － +1 － 1.0 1.0

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の削減
が図られる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

省エネルギー対策の実施等
により、13.2％程度の削減
が図られる。

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の削減
が図られる。

省エネルギー対策の実施等
により、11.8％程度の削減
が図られる。

+2 － +1 +2 +1 1.5 1.5

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の低減
が図られる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

省エネルギー対策の実施等
により、13.2％程度の低減
が図られる。

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の低減
が図られる。

省エネルギー対策の実施等
により、11.8％程度の低減
が図られる。

+2 － +1 +2 +1 1.5 1.5

0.50.5

1.5

0.0

-0.1-0.2
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会場別予測評価結果表(4_日本武道館)

評価の指標 評価の基準

大項目 中項目 小項目

評価

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の転用
土地利用の改変、転用の有
無

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の有効利用 未利用地の解消の有無

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の移動動
線の分断をしないこと

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の動線の
ネットワーク化の進展の有
無

社会・経
済項目

土地利用 移転 民家等の移転
民家等の移転を伴わないこ
と

社会・経
済項目

交通
公共交通へのア
クセシビリティ

アクセス性
現在の会場までのアクセス
性

社会・経
済項目

交通 交通安全 交通安全
現在の歩車動線の分離（交
通安全性の向上）の状況

社会・経
済項目

経済 事業採算性 施設整備費
施設整備費を適正に保つた
めの措置

社会・経
済項目

経済 事業採算性 運営経費
運営・維持コストの削減の
ための措置

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

小項目
平均点

指標別
平均点

開催後

評価点

二次評価

開催中 開催後開催前
中項目
平均点

段階別影響

開催前 開催中

改変エリアは現在公園、運
動場及び商業用地となって
おり、自然地や農地は存在
しない。

0 0.0

未利用地の有効利用はな
い。

未利用地の有効利用はな
い。

0 0 0.0

既に公共的な利用がなされ
ている施設の場所であり、
改変エリアは生活移動動線
に影響しない。

移動動線は確保されてお
り、競技中も現況と変わら
ない。

移動動線は確保されてお
り、後利用時も生活移動動
線への影響はない。 0 0 0 0.0

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

開催前から開催後を通じて
現況と変わらない。

0 0 0 0.0

改変エリアに民家等は存在
しない。

0 0.0 0.0

アクセス性向上の対策が無
く現況と同様のアクセス性
である。

アクセス性向上の対策が無
く現況と同様のアクセス性
である。 0 0 0.0 0.0

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

競技の実施による影響に含
め、評価の対象外とする。

現状において歩車動線は分
離されており、開催中も維
持される。

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

現状において歩車動線は分
離されており、後利用時に
も維持される。 0 － 0 0 0 0.0 0.0

再生可能材の活用等によ
り、 先端技術導入による
コスト増を相殺して標準的
な整備費となる。

再生可能材により整備費や
廃棄物処理費用を抑制する
等の費用削減措置が取られ
る。

0 +1 0.5

エネルギー利用の 適化や
ボランティアの活用により
運営経費、維持管理コスト
の削減が図られる。

エネルギー利用の 適化等
により後利用時も光熱費等
の維持管理コストの削減が
図られる。

+1 +1 1.0

項目 一次評価 二次評価
主要環境 -0.2 0.1
生態系 0.0 0.0
生活環境 -0.3 0.0
ｱﾒﾆﾃｨ・文化 -0.4 -0.1
資源・廃棄物 0.3 0.5
温室効果ガス 0.0 1.5
土地利用 0.0 0.0
交通 0.0 0.0
経済 0.0 0.8

0.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.8

-2
-1
0
1
2
主要環境

生態系

生活環境

ｱﾒﾆﾃｨ・文化

資源・廃棄物温室効果ガス

土地利用

交通

経済 一次評価

二次評価
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会場別予測評価結果表(5_皇居外苑)

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

環境項目 主要環境 大気
汚染物質（NO2、SPM）の排
出量

排出の有無、現状より排出
増大の可能性

工事の実施による濃度の変
化（付加率）が5％未満で
ある。

影響要因は想定されないた
め対象外。

施設等の利用、各施設間の
人の移動に伴う汚染物質の
排出が周辺の大気環境に与
える影響はほとんどない。

工事の実施による濃度の変
化（付加率）が5％未満で
ある。

-1 － 0 -1 -0.7 -0.7

環境項目 主要環境 水質
汚濁負荷（COD、T-N、T-
P、BOD､SS等）の排出量

汚濁負荷物質排出の有無、
汚染増大の可能性

工事の実施に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

工事の実施に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

0 － 0 0 0.0 0.0

環境項目 主要環境 土壌
土壌汚染物質の拡散の可能
性

土地履歴調査等による土壌
汚染物質の存在可能性

工事の内容から土壌汚染物
質の拡散の可能性は非常に
小さい。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

工事の内容から土壌汚染物
質の拡散の可能性はない。

0 － － 0 0.0 0.0

環境項目 生態系
生物の生育・生
息基盤

生物の生育・生息基盤の状
況

①重要な生物・生態系の賦
存地の改変の有無
②生物の生育・生息基盤の
創出の有無

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － - -

環境項目 生態系 水循環
雨水の地下浸透能力（地表
面被覆率）

現状の地表面被覆率

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

浸透域の改変は行われるこ
とはなく、現況と変わらな
い。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

浸透域の改変は行われるこ
とはなく、現況と変わらな
い。

－ 0 － 0 0.0 0.0

環境項目 生態系 生物・生態系
周辺の生物の生育・生息環
境の連続性

現況の生物の生育・生息環
境の連続性

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － -

環境項目 生態系 生物・生態系 重要な生物・生態系 重要な生物・生態系の状況

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － -

環境項目 生態系 生物・生態系
生物相の豊かさ（鳥類相で
代表）

現況の生息種数（現状生息
する種のうち、生息が困難
となる可能性のある種の有
無、種数）

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

－ － － － － -

環境項目 生態系 緑 緑被面積（屋上含む） 現況の緑被率の状況

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － -

環境項目 生態系 緑 緑化の状況
東京都の自然保護条例、建
築物環境計画書制度におけ
る緑化の評価基準

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － -

環境項目 生活環境 騒音 環境・交通騒音レベル
①環境基準及び法令等によ
る基準
②現況の騒音レベル

工事の実施に伴う騒音によ
る周辺の生活環境への影響
がみられる。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用、声援や応援等
による騒音の発生がみられ
るが、周辺の生活環境に影
響を及ぼすことはない。

工事の実施に伴う騒音によ
る周辺の生活環境への影響
がみられる。

-1 － 0 -1 -0.7 -0.7

環境項目 生活環境 日影
日照の阻害の有無（阻害を
受ける住戸等の有無）

現状の日照阻害の状況

施設の高さ、周辺の状況、
仮設のみであることなどか
ら、施設の存在に伴う日影
の影響はない。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

0 － 0.0 0.0

-

-

-0.3

評価点

-0.2

0.0

一次評価

評価の指標 評価の基準

開催前
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

開催中 開催後 開催中 開催後大項目 中項目 小項目

評価
段階別影響

開催前
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会場別予測評価結果表(5_皇居外苑)

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

評価点

一次評価

評価の指標 評価の基準

開催前
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

開催中 開催後 開催中 開催後大項目 中項目 小項目

評価
段階別影響

開催前

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 緑視率 現況の緑視率

仮設の設置により、一部の
緑視が阻害されるが、緑視
率の減少は約3.9ポイント
であり、現況と変わらな
い。

仮設が撤去されるが、緑視
率は現況と変わらない。

0 0 0.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 優れた眺望又は景観の阻害

①周辺の視点場から眺望で
きる優れた眺望景観の阻害
の有無
②景観形成特別地区の景観
を阻害しないこと

眺望景観及び景観形成特別
地区の景観を阻害すること
はない。

眺望景観及び景観形成特別
地区の景観を阻害すること
はない。

0 0 0.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の場
の変化

自然との触れ合い活動の場
の消失又は改善・創出

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － -

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の変
化

自然との触れ合い活動の阻
害又は促進（場へのアクセ
ス性含む）の有無

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

0 0 0 0 0 0.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

歩行者空間の快
適性

街路樹等緑陰の状況（緑陰
面積）

現況の街路樹及び接道緑
化、壁面緑化の状況

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

樹木に影響する改変はな
く、緑陰面積及び歩行者が
感じる快適性ともに現況と
変わらない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

樹木に影響する改変はな
く、緑陰面積及び歩行者が
感じる快適性ともに現況と
変わらない。 － 0 － 0 0.0 0.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

史跡・文化財
史跡・文化財の保護・保全
の状況

文化財等の保存及び管理の
支障の有無

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

仮設は埋蔵文化財包蔵地に
影響を与えることは少ない
と考えられるが、事前調査
を行うなど、適切に工事を
行う。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

仮設が撤去されるため、埋
蔵文化財に影響を与えるこ
とはない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

水利用 上水利用量の削減 現在の上水利用量の水準

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量の削
減が図られる。

競技の実施時における会場
の利用者による水利用につ
いては、「施設の存在によ
る影響」に含めるものとし
て、ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

後利用はないことから対象
外とする。

－ 0 － － － 0.0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物発生量の減量化
廃棄物発生量の減量化に
よって削減される 終処分
量の水準

標準的な工事と同程度の廃
棄物の削減対策がなされ、
現在の廃棄物の発生水準と
同等の減量化が行われる。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

競技の実施に伴い排出され
る一般廃棄物は、現在と同
程度の減量化が行われ、
終処分量は現状の水準と変
わらない。

標準的な工事と同程度の廃
棄物の削減対策がなされ、
現在の廃棄物の発生水準と
同等の減量化が行われる。

後利用はないことから対象
外とする。

0 － 0 0 － 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物の有効利用
廃棄物の有効利用によって
削減される 終処分量の水
準

建設廃棄物の有効利用の取
り組みについて、現在の標
準的な工事と同程度の廃棄
物の有効利用がなされる。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

競技の実施に伴い排出され
る一般廃棄物は、現在と同
程度の有効利用がなされ、

終処分量は現状の水準と
変わらない。

建設廃棄物の有効利用の取
り組みについて、現在の標
準的な工事と同程度の廃棄
物の有効利用がなされる。

後利用はないことから対象
外とする。

0 － 0 0 － 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

エコマテリアル エコマテリアルの使用
再生可能資材・再生資材の
活用の水準

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

施設の存在時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

競技の実施時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

後利用時におけるエコマテ
リアルの利用は想定されな
いため対象外とする。

+1 － － +1 － 1.0 1.0

環境項目
温室効果
ガス

温室効果ガス 温室効果ガスの削減量

①エネルギー消費量による
CO2排出の概算
②既存施設における追加的
排出の有無

一般的な施設の建設工事と
同程度の排出量になる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」に含めて
扱う。

同等施設の標準的な排出量
となる。

一般的な施設の建設工事と
同程度の排出量になる。

後利用はないことから対象
外とする。

0 － 0 0 － 0.0 0.0

環境項目
温室効果
ガス

エネルギー エネルギー使用量の増減

①現在の使用量の水準（東
京都温暖化対策計画書制度
/東京都建築物環境計画書
制度による評価水準）
②省エネ再エネ対策・設備
の導入状況/可能性

一般的な施設の建設工事と
同程度の消費量になる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」に含めて
扱う。

同等施設の標準的な消費量
となる。

一般的な施設の建設工事と
同程度の消費量になる。

後利用はないことから対象
外とする。

0 － 0 0 － 0.0 0.0

0.30.0

0.0

0.0

0.0

0.0
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工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

評価点

一次評価

評価の指標 評価の基準

開催前
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

開催中 開催後 開催中 開催後大項目 中項目 小項目

評価
段階別影響

開催前

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の転用
土地利用の改変、転用の有
無

改変エリアは現在道路、公
園、運動場となっており、
自然地や農地は存在しな
い。

0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の有効利用 未利用地の解消の有無

未利用地の有効利用はな
い。

未利用地の有効利用はな
い。

0 0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の移動動
線の分断をしないこと

既に公共的な利用がなされ
ている施設の場所であり、
改変エリアは生活移動動線
に影響しない。

屋外競技による影響は一時
的であり、生活移動動線へ
の影響はほとんど現況と変
わらない。

移動動線は確保されてお
り、後利用時も生活移動動
線への影響はない。 0 0 0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の動線の
ネットワーク化の進展の有
無

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

開催前から開催後を通じて
現況と変わらない。

0 0 0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 移転 民家等の移転
民家等の移転を伴わないこ
と

改変エリアに民家等は存在
しない。

0 0.0 0.0

社会・経
済項目

交通
公共交通へのア
クセシビリティ

アクセス性
現在の会場までのアクセス
性

アクセス性向上の対策が無
く現況と同様のアクセス性
である。

アクセス性向上の対策が無
く現況と同様のアクセス性
である。 0 0 0.0 0.0

社会・経
済項目

交通 交通安全 交通安全
現在の歩車動線の分離（交
通安全性の向上）の状況

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

競技の実施による影響に含
め、評価の対象外とする。

現状において歩車動線は分
離されており、開催中も維
持される。

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

現状において歩車動線は分
離されており、後利用時に
も維持される。 0 － 0 0 0 0.0 0.0

社会・経
済項目

経済 事業採算性 施設整備費
施設整備費を適正に保つた
めの措置

対策が無い場合には標準的
な施設整備費となる。

対策が無い場合には標準的
な撤去・改修整備費とな
る。 0 0 0.0

社会・経
済項目

経済 事業採算性 運営経費
運営・維持コストの削減の
ための措置

対策を講じない場合には標
準的な運営経費となる。

0 0.0

0.0

0.0 0.0

0.0

0.0

0.0

1－27



会場別予測評価結果表(5_皇居外苑)

環境項目 主要環境 大気
汚染物質（NO2、SPM）の排
出量

排出の有無、現状より排出
増大の可能性

環境項目 主要環境 水質
汚濁負荷（COD、T-N、T-
P、BOD､SS等）の排出量

汚濁負荷物質排出の有無、
汚染増大の可能性

環境項目 主要環境 土壌
土壌汚染物質の拡散の可能
性

土地履歴調査等による土壌
汚染物質の存在可能性

環境項目 生態系
生物の生育・生
息基盤

生物の生育・生息基盤の状
況

①重要な生物・生態系の賦
存地の改変の有無
②生物の生育・生息基盤の
創出の有無

環境項目 生態系 水循環
雨水の地下浸透能力（地表
面被覆率）

現状の地表面被覆率

環境項目 生態系 生物・生態系
周辺の生物の生育・生息環
境の連続性

現況の生物の生育・生息環
境の連続性

環境項目 生態系 生物・生態系 重要な生物・生態系 重要な生物・生態系の状況

環境項目 生態系 生物・生態系
生物相の豊かさ（鳥類相で
代表）

現況の生息種数（現状生息
する種のうち、生息が困難
となる可能性のある種の有
無、種数）

環境項目 生態系 緑 緑被面積（屋上含む） 現況の緑被率の状況

環境項目 生態系 緑 緑化の状況
東京都の自然保護条例、建
築物環境計画書制度におけ
る緑化の評価基準

環境項目 生活環境 騒音 環境・交通騒音レベル
①環境基準及び法令等によ
る基準
②現況の騒音レベル

環境項目 生活環境 日影
日照の阻害の有無（阻害を
受ける住戸等の有無）

現状の日照阻害の状況

評価の指標 評価の基準

大項目 中項目 小項目

評価

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による大気環境への影
響がみられるが、ミティ
ゲーションの実施により、
大気質の濃度をほとんど悪
化させない程度となる。

影響要因は想定されないた
め対象外。

施設等の利用、各施設間の
人の移動に伴う大気環境へ
の影響はほとんどなく、ミ
ティゲーションの実施によ
り大気環境が改善される。

工事による大気環境への影
響がみられるが、ミティ
ゲーションの実施により、
大気質の濃度をほとんど悪
化させない程度となる。

0 － +1 0 0.3 0.3

工事の実施に伴って公共用
水域の水質に影響を及ぼす
ことはないことから、ミ
ティゲーションは想定して
いない。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用に伴うし尿等の
汚水による影響はないこと
から、ミティゲーションは
想定していない。

工事の実施に伴って公共用
水域の水質に影響を及ぼす
ことはないことから、ミ
ティゲーションは想定して
いない。

0 － 0 0 0.0 0.0

工事の内容から土壌汚染物
質の拡散の可能性は非常に
小さく、ミティゲーション
は想定していない。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

工事の内容から土壌汚染物
質の拡散の可能性はないこ
とから、ミティゲーション
は想定していない。 0 － － 0 0.0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － - -

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

浸透域の改変は行われるこ
とはなく、現況と変わらな
い。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

浸透域の改変は行われるこ
とはなく、現況と変わらな
い。

－ 0 － 0 0.0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － -

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － -

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

－ － － － － -

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － -

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － -

工事の実施に伴う騒音によ
る影響がみられるが、ミ
ティゲーションにより周辺
の生活環境に影響を及ぼさ
ない程度となる。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用、声援や応援等
が周辺の生活環境に影響を
及ぼすことはないことか
ら、ミティゲーションは想
定していない。

工事の実施に伴う騒音によ
る影響がみられるが、ミ
ティゲーションにより周辺
の生活環境に影響を及ぼさ
ない程度となる。

0 － 0 0 0.0 0.0

施設の存在による影響はな
いことから、ミティゲー
ションは想定していない。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

0 － 0.0 0.0

0.1

0.0-

-

0.0

小項目
平均点

指標別
平均点

開催後

評価点

二次評価

開催中 開催後開催前
中項目
平均点

段階別影響

開催前 開催中
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評価の指標 評価の基準

大項目 中項目 小項目

評価

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 緑視率 現況の緑視率

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 優れた眺望又は景観の阻害

①周辺の視点場から眺望で
きる優れた眺望景観の阻害
の有無
②景観形成特別地区の景観
を阻害しないこと

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の場
の変化

自然との触れ合い活動の場
の消失又は改善・創出

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の変
化

自然との触れ合い活動の阻
害又は促進（場へのアクセ
ス性含む）の有無

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

歩行者空間の快
適性

街路樹等緑陰の状況（緑陰
面積）

現況の街路樹及び接道緑
化、壁面緑化の状況

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

史跡・文化財
史跡・文化財の保護・保全
の状況

文化財等の保存及び管理の
支障の有無

環境項目
資源・廃
棄物

水利用 上水利用量の削減 現在の上水利用量の水準

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物発生量の減量化
廃棄物発生量の減量化に
よって削減される 終処分
量の水準

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物の有効利用
廃棄物の有効利用によって
削減される 終処分量の水
準

環境項目
資源・廃
棄物

エコマテリアル エコマテリアルの使用
再生可能資材・再生資材の
活用の水準

環境項目
温室効果
ガス

温室効果ガス 温室効果ガスの削減量

①エネルギー消費量による
CO2排出の概算
②既存施設における追加的
排出の有無

環境項目
温室効果
ガス

エネルギー エネルギー使用量の増減

①現在の使用量の水準（東
京都温暖化対策計画書制度
/東京都建築物環境計画書
制度による評価水準）
②省エネ再エネ対策・設備
の導入状況/可能性

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

小項目
平均点

指標別
平均点

開催後

評価点

二次評価

開催中 開催後開催前
中項目
平均点

段階別影響

開催前 開催中

仮設の設置により、一部の
緑視が阻害されるが、緑視
率の減少は約3.9ポイント
であり、現況と変わらな
い。

仮設が撤去されるが、緑視
率は現況と変わらない。

0 0 0.0

眺望景観及び景観形成特別
地区の景観を阻害すること
はない。

眺望景観及び景観形成特別
地区の景観を阻害すること
はない。

0 0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － -

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

0 0 0 0 0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

樹木に影響する改変はな
く、緑陰面積及び歩行者が
感じる快適性ともに現況と
変わらない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

樹木に影響する改変はな
く、緑陰面積及び歩行者が
感じる快適性ともに現況と
変わらない。 － 0 － 0 0.0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

仮設は埋蔵文化財包蔵地に
影響を与えることは少ない
と考えられるが、事前調査
を行うなど、適切に工事を
行う。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

仮設が撤去されるため、埋
蔵文化財に影響を与えるこ
とはない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量の削
減が図られる。

競技の実施時における会場
の利用者による水利用につ
いては、「施設の存在によ
る影響」に含めるものとし
て、ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

後利用はないことから対象
外とする。

－ 0 － － － 0.0 0.0

建設廃棄物の対策はリサイ
クルによるものが大部分で
あり、減量による 終処分
量の大幅な削減は見込めな
い。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

既に容器包装廃棄物のリサ
イクル分別などが実施され
ており、廃棄物の発生抑制
策による 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

建設廃棄物の対策はリサイ
クルによるものが大部分で
あり、減量による 終処分
量の大幅な削減は見込めな
い。

後利用はないことから対象
外とする。

0 － 0 0 － 0.0

「東京都建設リサイクル推
進計画」等に基づく有効利
用策の促進により、建設廃
棄物の 終処分量は現在の
水準から20％以上削減され
る。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

資源ごみ回収やごみ処理過
程資源化、熱回収等の促進
により、一般廃棄物の 終
処分量は現在の水準から
30％程度削減される。

「東京都建設リサイクル推
進計画」等に基づく有効利
用策の促進により、建設廃
棄物の 終処分量は現在の
水準から20％以上削減され
る。

後利用はないことから対象
外とする。

+1 － +1 +1 － 1.0

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

施設の存在時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

競技の実施時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

後利用時におけるエコマテ
リアルの利用は想定されな
いため対象外とする。

+1 － － +1 － 1.0 1.0

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の削減
が図られる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

高効率設備の採用等によ
り、20％程度の削減が図ら
れる。

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の削減
が図られる。

後利用はないことから対象
外とする。

+2 － +2 +2 － 2.0 2.0

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の低減
が図られる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

高効率設備の採用等によ
り、20％程度の低減が図ら
れる。

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の低減
が図られる。

後利用はないことから対象
外とする。

+2 － +2 +2 － 2.0 2.0

0.50.5

2.0

0.0

0.00.0
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会場別予測評価結果表(5_皇居外苑)

評価の指標 評価の基準

大項目 中項目 小項目

評価

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の転用
土地利用の改変、転用の有
無

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の有効利用 未利用地の解消の有無

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の移動動
線の分断をしないこと

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の動線の
ネットワーク化の進展の有
無

社会・経
済項目

土地利用 移転 民家等の移転
民家等の移転を伴わないこ
と

社会・経
済項目

交通
公共交通へのア
クセシビリティ

アクセス性
現在の会場までのアクセス
性

社会・経
済項目

交通 交通安全 交通安全
現在の歩車動線の分離（交
通安全性の向上）の状況

社会・経
済項目

経済 事業採算性 施設整備費
施設整備費を適正に保つた
めの措置

社会・経
済項目

経済 事業採算性 運営経費
運営・維持コストの削減の
ための措置

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

小項目
平均点

指標別
平均点

開催後

評価点

二次評価

開催中 開催後開催前
中項目
平均点

段階別影響

開催前 開催中

改変エリアは現在道路、公
園、運動場となっており、
自然地や農地は存在しな
い。

0 0.0

未利用地の有効利用はな
い。

未利用地の有効利用はな
い。

0 0 0.0

既に公共的な利用がなされ
ている施設の場所であり、
改変エリアは生活移動動線
に影響しない。

屋外競技による影響は一時
的であり、生活移動動線へ
の影響はほとんど現況と変
わらない。

移動動線は確保されてお
り、後利用時も生活移動動
線への影響はない。 0 0 0 0.0

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

開催前から開催後を通じて
現況と変わらない。

0 0 0 0.0

改変エリアに民家等は存在
しない。

0 0.0 0.0

アクセス性向上の対策が無
く現況と同様のアクセス性
である。

アクセス性向上の対策が無
く現況と同様のアクセス性
である。 0 0 0.0 0.0

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

競技の実施による影響に含
め、評価の対象外とする。

現状において歩車動線は分
離されており、開催中も維
持される。

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

現状において歩車動線は分
離されており、後利用時に
も維持される。 0 － 0 0 0 0.0 0.0

再生可能材により整備費や
廃棄物処理費用を抑制する
等の費用削減措置が取られ
る。

再生可能材により整備費や
廃棄物処理費用を抑制する
等の費用削減措置が取られ
る。

+1 +1 1.0

ボランティアの活用等によ
り運営経費、維持管理コス
トの削減が図られる。 +1 1.0

項目 一次評価 二次評価
主要環境 -0.2 0.1
生態系 0.0 0.0
生活環境 -0.3 0.0
ｱﾒﾆﾃｨ・文化 0.0 0.0
資源・廃棄物 0.3 0.5
温室効果ガス 0.0 2.0
土地利用 0.0 0.0
交通 0.0 0.0
経済 0.0 1.0

1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

-2
-1
0
1
2
主要環境

生態系

生活環境

ｱﾒﾆﾃｨ・文化

資源・廃棄物温室効果ガス

土地利用

交通

経済 一次評価

二次評価
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会場別予測評価結果表(6_東京国際フォーラム)

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

環境項目 主要環境 大気
汚染物質（NO2、SPM）の排
出量

排出の有無、現状より排出
増大の可能性

影響要因は想定されないた
め対象外。

影響要因は想定されないた
め対象外。

施設等の利用、各施設間の
人の移動に伴う汚染物質の
排出が周辺の大気環境に与
える影響はほとんどない。

影響要因は想定されないた
め対象外。

影響要因は想定されないた
め対象外。

－ － 0 － － 0.0 0.0

環境項目 主要環境 水質
汚濁負荷（COD、T-N、T-
P、BOD､SS等）の排出量

汚濁負荷物質排出の有無、
汚染増大の可能性

内装工事のみで汚濁負荷物
質の排出はほとんどないこ
とから対象外とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

内装工事のみで汚濁負荷物
質の排出はほとんどないこ
とから対象外とする。

オリンピックによる新たな
恒久施設はなく、開催後の
状況に開催前との変化はな
いことから対象外とする。 － － 0 － － 0.0 0.0

環境項目 主要環境 土壌
土壌汚染物質の拡散の可能
性

土地履歴調査等による土壌
汚染物質の存在可能性

土地の改変等を伴う工事は
実施しないことから対象外
とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

土地の改変等を伴う工事は
実施しないことから対象外
とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

－ － － － － - -

環境項目 生態系
生物の生育・生
息基盤

生物の生育・生息基盤の状
況

①重要な生物・生態系の賦
存地の改変の有無
②生物の生育・生息基盤の
創出の有無

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － - -

環境項目 生態系 水循環
雨水の地下浸透能力（地表
面被覆率）

現状の地表面被覆率

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面の改変が行われない
ため対象外とする。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面の改変が行われない
ため対象外とする。

－ － － － - -

環境項目 生態系 生物・生態系
周辺の生物の生育・生息環
境の連続性

現況の生物の生育・生息環
境の連続性

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － -

環境項目 生態系 生物・生態系 重要な生物・生態系 重要な生物・生態系の状況

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － -

環境項目 生態系 生物・生態系
生物相の豊かさ（鳥類相で
代表）

現況の生息種数（現状生息
する種のうち、生息が困難
となる可能性のある種の有
無、種数）

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

－ － － － － -

環境項目 生態系 緑 緑被面積（屋上含む） 現況の緑被率の状況

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － -

環境項目 生態系 緑 緑化の状況
東京都の自然保護条例、建
築物環境計画書制度におけ
る緑化の評価基準

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － -

環境項目 生活環境 騒音 環境・交通騒音レベル
①環境基準及び法令等によ
る基準
②現況の騒音レベル

騒音の発生要因となるよう
な工事は行わないことから
対象外とする。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用、声援や応援等
による騒音の発生がみられ
るが、周辺の生活環境に影
響を及ぼすことはない。

騒音の発生要因となるよう
な工事は行わないことから
対象外とする。

オリンピックによる新たな
恒久施設はなく、開催後の
状況に開催前との変化はな
いことから対象外とする。 － － 0 － － 0.0 0.0

環境項目 生活環境 日影
日照の阻害の有無（阻害を
受ける住戸等の有無）

現状の日照阻害の状況

新たな施設の建設は行わな
いことから対象外とする。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

開催後に、新たな施設によ
る日影は生じないことから
対象外とする。

－ － － - -

-

-

0.0

評価点

0.0

-

一次評価

評価の指標 評価の基準

開催前
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

開催中 開催後 開催中 開催後大項目 中項目 小項目

評価
段階別影響

開催前
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工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

評価点

一次評価

評価の指標 評価の基準

開催前
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

開催中 開催後 開催中 開催後大項目 中項目 小項目

評価
段階別影響

開催前

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 緑視率 現況の緑視率

施設内部の改修であるた
め、現況と変わらない。

施設内部の改修であるた
め、現況と変わらない。

0 0 0.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 優れた眺望又は景観の阻害

①周辺の視点場から眺望で
きる優れた眺望景観の阻害
の有無
②景観形成特別地区の景観
を阻害しないこと

眺望景観及び景観形成特別
地区の景観を阻害すること
はない。

眺望景観及び景観形成特別
地区の景観を阻害すること
はない。

0 0 0.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の場
の変化

自然との触れ合い活動の場
の消失又は改善・創出

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － -

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の変
化

自然との触れ合い活動の阻
害又は促進（場へのアクセ
ス性含む）の有無

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

0 0 0 0 0 0.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

歩行者空間の快
適性

街路樹等緑陰の状況（緑陰
面積）

現況の街路樹及び接道緑
化、壁面緑化の状況

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

樹木に影響する改変はな
く、緑陰面積及び歩行者が
感じる快適性ともに現況と
変わらない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

樹木に影響する改変はな
く、緑陰面積及び歩行者が
感じる快適性ともに現況と
変わらない。 － 0 － 0 0.0 0.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

史跡・文化財
史跡・文化財の保護・保全
の状況

文化財等の保存及び管理の
支障の有無

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

工事による改変は、既存施
設内部の改築・改修のみで
ある。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

文化財等の保全及び管理に
支障はない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

水利用 上水利用量の削減 現在の上水利用量の水準

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水のほか、雨水及び再生
水（中水含む）の利用によ
り上水利用量の削減が図ら
れる。

競技の実施時における会場
の利用者による水利用につ
いては、「施設の存在によ
る影響」に含めるものとし
て、ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水のほか、雨水及び再生
水（中水含む）の利用によ
り上水利用量の削減が図ら
れる。 － +2 － － +2 2.0 2.0

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物発生量の減量化
廃棄物発生量の減量化に
よって削減される 終処分
量の水準

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

競技の実施に伴い排出され
る一般廃棄物は、現在と同
程度の減量化が行われ、
終処分量は現状の水準と変
わらない。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

後利用で排出される一般廃
棄物は、現在と同程度の減
量化が行われ、 終処分量
は現状の水準と変わらな
い。

－ － 0 － 0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物の有効利用
廃棄物の有効利用によって
削減される 終処分量の水
準

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

競技の実施に伴い排出され
る一般廃棄物は、現在と同
程度の有効利用がなされ、

終処分量は現状の水準と
変わらない。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

後利用で排出される一般廃
棄物は、現在と同程度の有
効利用がなされ、 終処分
量は現状の水準と変わらな
い。

－ － 0 － 0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

エコマテリアル エコマテリアルの使用
再生可能資材・再生資材の
活用の水準

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

施設の存在時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

競技の実施時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

後利用時におけるエコマテ
リアルの利用は想定されな
いため対象外とする。

－ － － － － - -

環境項目
温室効果
ガス

温室効果ガス 温室効果ガスの削減量

①エネルギー消費量による
CO2排出の概算
②既存施設における追加的
排出の有無

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」に含めて
扱う。

東京都環境確保条例に基づ
く排出総量削減義務が課さ
れており、17％程度の削減
が見込まれる。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

東京都環境確保条例に基づ
く排出総量削減義務が課さ
れており、17％程度の削減
が見込まれる。 － － +1 － +1 1.0 1.0

環境項目
温室効果
ガス

エネルギー エネルギー使用量の増減

①現在の使用量の水準（東
京都温暖化対策計画書制度
/東京都建築物環境計画書
制度による評価水準）
②省エネ再エネ対策・設備
の導入状況/可能性

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」に含めて
扱う。

東京都環境確保条例に基づ
く排出総量低減義務が課さ
れており、17％程度の低減
が見込まれる。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

東京都環境確保条例に基づ
く排出総量低減義務が課さ
れており、17％程度の低減
が見込まれる。 － － +1 － +1 1.0 1.0

1.00.0

1.0

0.0

0.0

0.0
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工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

評価点

一次評価

評価の指標 評価の基準

開催前
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

開催中 開催後 開催中 開催後大項目 中項目 小項目

評価
段階別影響

開催前

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の転用
土地利用の改変、転用の有
無

敷地内における設営等にと
どまるため土地の改変はな
い。 0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の有効利用 未利用地の解消の有無

未利用地の有効利用はな
い。

未利用地の有効利用はな
い。

0 0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の移動動
線の分断をしないこと

既に公共的な利用がなされ
ている施設の場所であり、
改変エリアは生活移動動線
に影響しない。

移動動線は確保されてお
り、競技中も現況と変わら
ない。

移動動線は確保されてお
り、後利用時も生活移動動
線への影響はない。 0 0 0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の動線の
ネットワーク化の進展の有
無

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

開催前から開催後を通じて
現況と変わらない。

0 0 0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 移転 民家等の移転
民家等の移転を伴わないこ
と

改変エリアに民家等は存在
しない。

0 0.0 0.0

社会・経
済項目

交通
公共交通へのア
クセシビリティ

アクセス性
現在の会場までのアクセス
性

アクセス性向上の対策が無
く現況と同様のアクセス性
である。

アクセス性向上の対策が無
く現況と同様のアクセス性
である。 0 0 0.0 0.0

社会・経
済項目

交通 交通安全 交通安全
現在の歩車動線の分離（交
通安全性の向上）の状況

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

競技の実施による影響に含
め、評価の対象外とする。

現状において歩車動線は分
離されており、開催中も維
持される。

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

現状において歩車動線は分
離されており、後利用時に
も維持される。 0 － 0 0 0 0.0 0.0

社会・経
済項目

経済 事業採算性 施設整備費
施設整備費を適正に保つた
めの措置

対策が無い場合には標準的
な施設整備費となる。

対策が無い場合には標準的
な撤去・改修整備費とな
る。 0 0 0.0

社会・経
済項目

経済 事業採算性 運営経費
運営・維持コストの削減の
ための措置

対策を講じない場合には標
準的な運営経費となる。

対策を講じない場合には標
準的な運営経費となる。

0 0 0.0

0.0

0.0 0.0

0.0

0.0

0.0
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環境項目 主要環境 大気
汚染物質（NO2、SPM）の排
出量

排出の有無、現状より排出
増大の可能性

環境項目 主要環境 水質
汚濁負荷（COD、T-N、T-
P、BOD､SS等）の排出量

汚濁負荷物質排出の有無、
汚染増大の可能性

環境項目 主要環境 土壌
土壌汚染物質の拡散の可能
性

土地履歴調査等による土壌
汚染物質の存在可能性

環境項目 生態系
生物の生育・生
息基盤

生物の生育・生息基盤の状
況

①重要な生物・生態系の賦
存地の改変の有無
②生物の生育・生息基盤の
創出の有無

環境項目 生態系 水循環
雨水の地下浸透能力（地表
面被覆率）

現状の地表面被覆率

環境項目 生態系 生物・生態系
周辺の生物の生育・生息環
境の連続性

現況の生物の生育・生息環
境の連続性

環境項目 生態系 生物・生態系 重要な生物・生態系 重要な生物・生態系の状況

環境項目 生態系 生物・生態系
生物相の豊かさ（鳥類相で
代表）

現況の生息種数（現状生息
する種のうち、生息が困難
となる可能性のある種の有
無、種数）

環境項目 生態系 緑 緑被面積（屋上含む） 現況の緑被率の状況

環境項目 生態系 緑 緑化の状況
東京都の自然保護条例、建
築物環境計画書制度におけ
る緑化の評価基準

環境項目 生活環境 騒音 環境・交通騒音レベル
①環境基準及び法令等によ
る基準
②現況の騒音レベル

環境項目 生活環境 日影
日照の阻害の有無（阻害を
受ける住戸等の有無）

現状の日照阻害の状況

評価の指標 評価の基準

大項目 中項目 小項目

評価

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

影響要因は想定されないた
め対象外。

影響要因は想定されないた
め対象外。

施設等の利用、各施設間の
人の移動に伴う大気環境へ
の影響はほとんどなく、ミ
ティゲーションの実施によ
り大気環境が改善される。

影響要因は想定されないた
め対象外。

影響要因は想定されないた
め対象外。

－ － +1 － － 1.0 1.0

内装工事のみで汚濁負荷物
質の排出はほとんどないこ
とから対象外とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用に伴うし尿等の
汚水による影響はないこと
から、ミティゲーションは
想定していない。

工事の実施に伴って公共用
水域の水質に影響を及ぼす
ことはないことから、ミ
ティゲーションは想定して
いない。

オリンピックによる新たな
恒久施設はなく、開催後の
状況に開催前との変化はな
いことから対象外とする。 － － 0 － － 0.0 0.0

土地の改変等を伴う工事は
実施しないことから対象外
とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

土地の改変等を伴う工事は
実施しないことから対象外
とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

－ － － － － - -

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － - -

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面の改変が行われない
ため対象外とする。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面の改変が行われない
ため対象外とする。

－ － － － - -

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － -

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － -

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

－ － － － － -

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － -

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － -

騒音の発生要因となるよう
な工事は行わないことから
対象外とする。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用、声援や応援等
が周辺の生活環境に影響を
及ぼすことはないことか
ら、ミティゲーションは想
定していない。

騒音の発生要因となるよう
な工事は行わないことから
対象外とする。

オリンピックによる新たな
恒久施設はなく、開催後の
状況に開催前との変化はな
いことから対象外とする。 － － 0 － － 0.0 0.0

新たな施設の建設は行わな
いことから対象外とする。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

－ － － - -

0.5

--

-

0.0

小項目
平均点

指標別
平均点

開催後

評価点

二次評価

開催中 開催後開催前
中項目
平均点

段階別影響

開催前 開催中
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会場別予測評価結果表(6_東京国際フォーラム)

評価の指標 評価の基準

大項目 中項目 小項目

評価

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 緑視率 現況の緑視率

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 優れた眺望又は景観の阻害

①周辺の視点場から眺望で
きる優れた眺望景観の阻害
の有無
②景観形成特別地区の景観
を阻害しないこと

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の場
の変化

自然との触れ合い活動の場
の消失又は改善・創出

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の変
化

自然との触れ合い活動の阻
害又は促進（場へのアクセ
ス性含む）の有無

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

歩行者空間の快
適性

街路樹等緑陰の状況（緑陰
面積）

現況の街路樹及び接道緑
化、壁面緑化の状況

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

史跡・文化財
史跡・文化財の保護・保全
の状況

文化財等の保存及び管理の
支障の有無

環境項目
資源・廃
棄物

水利用 上水利用量の削減 現在の上水利用量の水準

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物発生量の減量化
廃棄物発生量の減量化に
よって削減される 終処分
量の水準

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物の有効利用
廃棄物の有効利用によって
削減される 終処分量の水
準

環境項目
資源・廃
棄物

エコマテリアル エコマテリアルの使用
再生可能資材・再生資材の
活用の水準

環境項目
温室効果
ガス

温室効果ガス 温室効果ガスの削減量

①エネルギー消費量による
CO2排出の概算
②既存施設における追加的
排出の有無

環境項目
温室効果
ガス

エネルギー エネルギー使用量の増減

①現在の使用量の水準（東
京都温暖化対策計画書制度
/東京都建築物環境計画書
制度による評価水準）
②省エネ再エネ対策・設備
の導入状況/可能性

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

小項目
平均点

指標別
平均点

開催後

評価点

二次評価

開催中 開催後開催前
中項目
平均点

段階別影響

開催前 開催中

施設内部の改修であるた
め、現況と変わらない。

施設内部の改修であるた
め、現況と変わらない。

0 0 0.0

眺望景観及び景観形成特別
地区の景観を阻害すること
はない。

眺望景観及び景観形成特別
地区の景観を阻害すること
はない。

0 0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － -

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

0 0 0 0 0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

樹木に影響する改変はな
く、緑陰面積及び歩行者が
感じる快適性ともに現況と
変わらない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

樹木に影響する改変はな
く、緑陰面積及び歩行者が
感じる快適性ともに現況と
変わらない。 － 0 － 0 0.0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

工事による改変は、既存施
設内部の改築・改修のみで
ある。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

文化財等の保全及び管理に
支障はない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水のほか、雨水及び再生
水（中水含む）の利用によ
り上水利用量の削減が図ら
れる。

競技の実施時における会場
の利用者による水利用につ
いては、「施設の存在によ
る影響」に含めるものとし
て、ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水のほか、雨水及び再生
水（中水含む）の利用によ
り上水利用量の削減が図ら
れる。 － +2 － － +2 2.0 2.0

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

既に容器包装廃棄物のリサ
イクル分別などが実施され
ており、廃棄物の発生抑制
策による 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

既に容器包装廃棄物のリサ
イクル分別などが実施され
ており、廃棄物の発生抑制
策による 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

－ － 0 － 0 0.0

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

資源ごみ回収やごみ処理過
程資源化、熱回収等の促進
により、一般廃棄物の 終
処分量は現在の水準から
30％程度削減される。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

資源ごみ回収やごみ処理過
程資源化、熱回収等の促進
により、一般廃棄物の 終
処分量は現在の水準から
30％程度削減される。

－ － +1 － +1 1.0

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

施設の存在時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

競技の実施時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

後利用時におけるエコマテ
リアルの利用は想定されな
いため対象外とする。

－ － － － － - -

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

東京都環境確保条例に基づ
く排出総量削減義務が課さ
れており、17％程度の削減
が見込まれる。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

東京都環境確保条例に基づ
く排出総量削減義務が課さ
れており、17％程度の削減
が見込まれる。 － － +1 － +1 1.0 1.0

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

東京都環境確保条例に基づ
く排出総量低減義務が課さ
れており、17％程度の低減
が見込まれる。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

東京都環境確保条例に基づ
く排出総量低減義務が課さ
れており、17％程度の低減
が見込まれる。 － － +1 － +1 1.0 1.0

1.30.5

1.0

0.0

0.00.0
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会場別予測評価結果表(6_東京国際フォーラム)

評価の指標 評価の基準

大項目 中項目 小項目

評価

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の転用
土地利用の改変、転用の有
無

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の有効利用 未利用地の解消の有無

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の移動動
線の分断をしないこと

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の動線の
ネットワーク化の進展の有
無

社会・経
済項目

土地利用 移転 民家等の移転
民家等の移転を伴わないこ
と

社会・経
済項目

交通
公共交通へのア
クセシビリティ

アクセス性
現在の会場までのアクセス
性

社会・経
済項目

交通 交通安全 交通安全
現在の歩車動線の分離（交
通安全性の向上）の状況

社会・経
済項目

経済 事業採算性 施設整備費
施設整備費を適正に保つた
めの措置

社会・経
済項目

経済 事業採算性 運営経費
運営・維持コストの削減の
ための措置

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

小項目
平均点

指標別
平均点

開催後

評価点

二次評価

開催中 開催後開催前
中項目
平均点

段階別影響

開催前 開催中

敷地内における設営等にと
どまるため土地の改変はな
い。 0 0.0

未利用地の有効利用はな
い。

未利用地の有効利用はな
い。

0 0 0.0

既に公共的な利用がなされ
ている施設の場所であり、
改変エリアは生活移動動線
に影響しない。

移動動線は確保されてお
り、競技中も現況と変わら
ない。

移動動線は確保されてお
り、後利用時も生活移動動
線への影響はない。 0 0 0 0.0

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

開催前から開催後を通じて
現況と変わらない。

0 0 0 0.0

改変エリアに民家等は存在
しない。

0 0.0 0.0

アクセス性向上の対策が無
く現況と同様のアクセス性
である。

アクセス性向上の対策が無
く現況と同様のアクセス性
である。 0 0 0.0 0.0

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

競技の実施による影響に含
め、評価の対象外とする。

現状において歩車動線は分
離されており、開催中も維
持される。

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

現状において歩車動線は分
離されており、後利用時に
も維持される。 0 － 0 0 0 0.0 0.0

再生可能材により整備費や
廃棄物処理費用を抑制する
等の費用削減措置が取られ
る。

再生可能材により整備費や
廃棄物処理費用を抑制する
等の費用削減措置が取られ
る。

+1 +1 1.0

ボランティアの活用により
運営経費、維持管理コスト
の削減が図られる。

既存施設での光熱費等の大
幅な削減は見込めず、運営
経費は標準的なものとな
る。

+1 0 0.5

項目 一次評価 二次評価
主要環境 0.0 0.5
生態系 - -
生活環境 0.0 0.0
ｱﾒﾆﾃｨ・文化 0.0 0.0
資源・廃棄物 1.0 1.3
温室効果ガス 1.0 1.0
土地利用 0.0 0.0
交通 0.0 0.0
経済 0.0 0.8

0.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.8

-2
-1
0
1
2
主要環境

生態系

生活環境

ｱﾒﾆﾃｨ・文化

資源・廃棄物温室効果ガス

土地利用

交通

経済 一次評価

二次評価
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工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

環境項目 主要環境 大気
汚染物質（NO2、SPM）の排
出量

排出の有無、現状より排出
増大の可能性

工事の実施による濃度の変
化（付加率）が5％未満で
ある。

影響要因は想定されないた
め対象外。

施設等の利用、各施設間の
人の移動に伴う汚染物質の
排出が周辺の大気環境に与
える影響はほとんどない。

工事の実施による濃度の変
化（付加率）が5％未満で
ある。

影響要因は想定されないた
め対象外。

-1 － 0 -1 － -0.7 -0.7

環境項目 主要環境 水質
汚濁負荷（COD、T-N、T-
P、BOD､SS等）の排出量

汚濁負荷物質排出の有無、
汚染増大の可能性

工事の実施に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

工事の実施に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

オリンピックによる新たな
恒久施設はなく、開催後の
状況に開催前との変化はな
いことから対象外とする。 0 － 0 0 － 0.0 0.0

環境項目 主要環境 土壌
土壌汚染物質の拡散の可能
性

土地履歴調査等による土壌
汚染物質の存在可能性

土地の改変等を伴う工事は
実施しないことから対象外
とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

土地の改変等を伴う工事は
実施しないことから対象外
とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

－ － － － － - -

環境項目 生態系
生物の生育・生
息基盤

生物の生育・生息基盤の状
況

①重要な生物・生態系の賦
存地の改変の有無
②生物の生育・生息基盤の
創出の有無

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － - -

環境項目 生態系 水循環
雨水の地下浸透能力（地表
面被覆率）

現状の地表面被覆率

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

浸透域の改変は行われるこ
とはなく、現況と変わらな
い。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

浸透域の改変は行われるこ
とはなく、現況と変わらな
い。

－ 0 － 0 0.0 0.0

環境項目 生態系 生物・生態系
周辺の生物の生育・生息環
境の連続性

現況の生物の生育・生息環
境の連続性

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － -

環境項目 生態系 生物・生態系 重要な生物・生態系 重要な生物・生態系の状況

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － -

環境項目 生態系 生物・生態系
生物相の豊かさ（鳥類相で
代表）

現況の生息種数（現状生息
する種のうち、生息が困難
となる可能性のある種の有
無、種数）

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

－ － － － － -

環境項目 生態系 緑 緑被面積（屋上含む） 現況の緑被率の状況

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － -

環境項目 生態系 緑 緑化の状況
東京都の自然保護条例、建
築物環境計画書制度におけ
る緑化の評価基準

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － -

環境項目 生活環境 騒音 環境・交通騒音レベル
①環境基準及び法令等によ
る基準
②現況の騒音レベル

工事の実施に伴う騒音によ
る周辺の生活環境への影響
がみられる。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用、声援や応援等
による騒音の発生がみられ
るが、周辺の生活環境に影
響を及ぼすことはない。

工事の実施に伴う騒音によ
る周辺の生活環境への影響
がみられる。

オリンピックによる新たな
恒久施設はなく、開催後の
状況に開催前との変化はな
いことから対象外とする。 -1 － 0 -1 － -0.7 -0.7

環境項目 生活環境 日影
日照の阻害の有無（阻害を
受ける住戸等の有無）

現状の日照阻害の状況

施設の高さ、周辺の状況、
仮設のみであることなどか
ら、施設の存在に伴う日影
の影響はない。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

開催後に、新たな施設によ
る日影は生じないことから
対象外とする。

0 － － 0.0 0.0

-

-

-0.3

評価点

-0.3

0.0

一次評価

評価の指標 評価の基準

開催前
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

開催中 開催後 開催中 開催後大項目 中項目 小項目

評価
段階別影響

開催前
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工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

評価点

一次評価

評価の指標 評価の基準

開催前
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

開催中 開催後 開催中 開催後大項目 中項目 小項目

評価
段階別影響

開催前

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 緑視率 現況の緑視率

施設内部の改修であるた
め、現況と変わらない。

施設内部の改修であるた
め、現況と変わらない。

0 0 0.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 優れた眺望又は景観の阻害

①周辺の視点場から眺望で
きる優れた眺望景観の阻害
の有無
②景観形成特別地区の景観
を阻害しないこと

眺望景観及び景観形成特別
地区の景観を阻害すること
はない。

眺望景観及び景観形成特別
地区の景観を阻害すること
はない。

0 0 0.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の場
の変化

自然との触れ合い活動の場
の消失又は改善・創出

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － -

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の変
化

自然との触れ合い活動の阻
害又は促進（場へのアクセ
ス性含む）の有無

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

0 0 0 0 0 0.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

歩行者空間の快
適性

街路樹等緑陰の状況（緑陰
面積）

現況の街路樹及び接道緑
化、壁面緑化の状況

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

樹木に影響する改変はな
く、緑陰面積及び歩行者が
感じる快適性ともに現況と
変わらない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

樹木に影響する改変はな
く、緑陰面積及び歩行者が
感じる快適性ともに現況と
変わらない。 － 0 － 0 0.0 0.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

史跡・文化財
史跡・文化財の保護・保全
の状況

文化財等の保存及び管理の
支障の有無

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

工事による改変は、既存施
設内部の改築・改修のみで
ある。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

文化財等の保全及び管理に
支障はない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

水利用 上水利用量の削減 現在の上水利用量の水準

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水のほか、雨水の利用に
より上水利用量の削減が図
られる。

競技の実施時における会場
の利用者による水利用につ
いては、「施設の存在によ
る影響」に含めるものとし
て、ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水のほか、雨水の利用に
より上水利用量の削減が図
られる。

－ +1 － － +1 1.0 1.0

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物発生量の減量化
廃棄物発生量の減量化に
よって削減される 終処分
量の水準

標準的な工事と同程度の廃
棄物の削減対策がなされ、
現在の廃棄物の発生水準と
同等の減量化が行われる。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

競技の実施に伴い排出され
る一般廃棄物は、現在と同
程度の減量化が行われ、
終処分量は現状の水準と変
わらない。

標準的な工事と同程度の廃
棄物の削減対策がなされ、
現在の廃棄物の発生水準と
同等の減量化が行われる。

後利用で排出される一般廃
棄物は、現在と同程度の減
量化が行われ、 終処分量
は現状の水準と変わらな
い。

0 － 0 0 0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物の有効利用
廃棄物の有効利用によって
削減される 終処分量の水
準

建設廃棄物の有効利用の取
り組みについて、現在の標
準的な工事と同程度の廃棄
物の有効利用がなされる。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

競技の実施に伴い排出され
る一般廃棄物は、現在と同
程度の有効利用がなされ、

終処分量は現状の水準と
変わらない。

建設廃棄物の有効利用の取
り組みについて、現在の標
準的な工事と同程度の廃棄
物の有効利用がなされる。

後利用で排出される一般廃
棄物は、現在と同程度の有
効利用がなされ、 終処分
量は現状の水準と変わらな
い。

0 － 0 0 0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

エコマテリアル エコマテリアルの使用
再生可能資材・再生資材の
活用の水準

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

施設の存在時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

競技の実施時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

後利用時におけるエコマテ
リアルの利用は想定されな
いため対象外とする。

+1 － － +1 － 1.0 1.0

環境項目
温室効果
ガス

温室効果ガス 温室効果ガスの削減量

①エネルギー消費量による
CO2排出の概算
②既存施設における追加的
排出の有無

一般的な施設の建設工事と
同程度の排出量になる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」に含めて
扱う。

同等施設の標準的な排出量
となる。

一般的な施設の建設工事と
同程度の排出量になる。

同等施設の標準的な排出量
となる。

0 － 0 0 0 0.0 0.0

環境項目
温室効果
ガス

エネルギー エネルギー使用量の増減

①現在の使用量の水準（東
京都温暖化対策計画書制度
/東京都建築物環境計画書
制度による評価水準）
②省エネ再エネ対策・設備
の導入状況/可能性

一般的な施設の建設工事と
同程度の消費量になる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」に含めて
扱う。

同等施設の標準的な消費量
となる。

一般的な施設の建設工事と
同程度の消費量になる。

同等施設の標準的な消費量
となる。

0 － 0 0 0 0.0 0.0

0.70.0

0.0

0.0

0.0

0.0
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工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

評価点

一次評価

評価の指標 評価の基準

開催前
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

開催中 開催後 開催中 開催後大項目 中項目 小項目

評価
段階別影響

開催前

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の転用
土地利用の改変、転用の有
無

改変エリアは公共用地と
なっており、自然地や農地
は存在しない。 0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の有効利用 未利用地の解消の有無

未利用地の有効利用はな
い。

未利用地の有効利用はな
い。

0 0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の移動動
線の分断をしないこと

既に公共的な利用がなされ
ている施設の場所であり、
改変エリアは生活移動動線
に影響しない。

移動動線は確保されてお
り、競技中も現況と変わら
ない。

移動動線は確保されてお
り、後利用時も生活移動動
線への影響はない。 0 0 0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の動線の
ネットワーク化の進展の有
無

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

開催前から開催後を通じて
現況と変わらない。

0 0 0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 移転 民家等の移転
民家等の移転を伴わないこ
と

改変エリアに民家等は存在
しない。

0 0.0 0.0

社会・経
済項目

交通
公共交通へのア
クセシビリティ

アクセス性
現在の会場までのアクセス
性

アクセス性向上の対策が無
く現況と同様のアクセス性
である。

アクセス性向上の対策が無
く現況と同様のアクセス性
である。 0 0 0.0 0.0

社会・経
済項目

交通 交通安全 交通安全
現在の歩車動線の分離（交
通安全性の向上）の状況

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

競技の実施による影響に含
め、評価の対象外とする。

現状において歩車動線は分
離されており、開催中も維
持される。

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

現状において歩車動線は分
離されており、後利用時に
も維持される。 0 － 0 0 0 0.0 0.0

社会・経
済項目

経済 事業採算性 施設整備費
施設整備費を適正に保つた
めの措置

対策が無い場合には標準的
な施設整備費となる。

対策が無い場合には標準的
な撤去・改修整備費とな
る。 0 0 0.0

社会・経
済項目

経済 事業採算性 運営経費
運営・維持コストの削減の
ための措置

対策を講じない場合には標
準的な運営経費となる。

対策を講じない場合には標
準的な運営経費となる。

0 0 0.0

0.0

0.0 0.0

0.0

0.0

0.0
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環境項目 主要環境 大気
汚染物質（NO2、SPM）の排
出量

排出の有無、現状より排出
増大の可能性

環境項目 主要環境 水質
汚濁負荷（COD、T-N、T-
P、BOD､SS等）の排出量

汚濁負荷物質排出の有無、
汚染増大の可能性

環境項目 主要環境 土壌
土壌汚染物質の拡散の可能
性

土地履歴調査等による土壌
汚染物質の存在可能性

環境項目 生態系
生物の生育・生
息基盤

生物の生育・生息基盤の状
況

①重要な生物・生態系の賦
存地の改変の有無
②生物の生育・生息基盤の
創出の有無

環境項目 生態系 水循環
雨水の地下浸透能力（地表
面被覆率）

現状の地表面被覆率

環境項目 生態系 生物・生態系
周辺の生物の生育・生息環
境の連続性

現況の生物の生育・生息環
境の連続性

環境項目 生態系 生物・生態系 重要な生物・生態系 重要な生物・生態系の状況

環境項目 生態系 生物・生態系
生物相の豊かさ（鳥類相で
代表）

現況の生息種数（現状生息
する種のうち、生息が困難
となる可能性のある種の有
無、種数）

環境項目 生態系 緑 緑被面積（屋上含む） 現況の緑被率の状況

環境項目 生態系 緑 緑化の状況
東京都の自然保護条例、建
築物環境計画書制度におけ
る緑化の評価基準

環境項目 生活環境 騒音 環境・交通騒音レベル
①環境基準及び法令等によ
る基準
②現況の騒音レベル

環境項目 生活環境 日影
日照の阻害の有無（阻害を
受ける住戸等の有無）

現状の日照阻害の状況

評価の指標 評価の基準

大項目 中項目 小項目

評価

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による大気環境への影
響がみられるが、ミティ
ゲーションの実施により、
大気質の濃度をほとんど悪
化させない程度となる。

影響要因は想定されないた
め対象外。

施設等の利用、各施設間の
人の移動に伴う大気環境へ
の影響はほとんどなく、ミ
ティゲーションの実施によ
り大気環境が改善される。

工事による大気環境への影
響がみられるが、ミティ
ゲーションの実施により、
大気質の濃度をほとんど悪
化させない程度となる。

影響要因は想定されないた
め対象外。

0 － +1 0 － 0.3 0.3

工事の実施に伴って公共用
水域の水質に影響を及ぼす
ことはないことから、ミ
ティゲーションは想定して
いない。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用に伴うし尿等の
汚水による影響はないこと
から、ミティゲーションは
想定していない。

工事の実施に伴って公共用
水域の水質に影響を及ぼす
ことはないことから、ミ
ティゲーションは想定して
いない。

オリンピックによる新たな
恒久施設はなく、開催後の
状況に開催前との変化はな
いことから対象外とする。 0 － 0 0 － 0.0 0.0

土地の改変等を伴う工事は
実施しないことから対象外
とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

土地の改変等を伴う工事は
実施しないことから対象外
とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

－ － － － － - -

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － - -

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

浸透域の改変は行われるこ
とはなく、現況と変わらな
い。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

浸透域の改変は行われるこ
とはなく、現況と変わらな
い。

－ 0 － 0 0.0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － -

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － -

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

－ － － － － -

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － -

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － -

工事の実施に伴う騒音によ
る影響がみられるが、ミ
ティゲーションにより周辺
の生活環境に影響を及ぼさ
ない程度となる。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用、声援や応援等
が周辺の生活環境に影響を
及ぼすことはないことか
ら、ミティゲーションは想
定していない。

工事の実施に伴う騒音によ
る影響がみられるが、ミ
ティゲーションにより周辺
の生活環境に影響を及ぼさ
ない程度となる。

オリンピックによる新たな
恒久施設はなく、開催後の
状況に開催前との変化はな
いことから対象外とする。 0 － 0 0 － 0.0 0.0

施設の存在による影響はな
いことから、ミティゲー
ションは想定していない。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

新たな施設による日影は生
じないことから対象外とす
る。

0 － － 0.0 0.0

0.2

0.0-

-

0.0

小項目
平均点

指標別
平均点

開催後

評価点

二次評価

開催中 開催後開催前
中項目
平均点

段階別影響

開催前 開催中
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評価の指標 評価の基準

大項目 中項目 小項目

評価

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 緑視率 現況の緑視率

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 優れた眺望又は景観の阻害

①周辺の視点場から眺望で
きる優れた眺望景観の阻害
の有無
②景観形成特別地区の景観
を阻害しないこと

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の場
の変化

自然との触れ合い活動の場
の消失又は改善・創出

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の変
化

自然との触れ合い活動の阻
害又は促進（場へのアクセ
ス性含む）の有無

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

歩行者空間の快
適性

街路樹等緑陰の状況（緑陰
面積）

現況の街路樹及び接道緑
化、壁面緑化の状況

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

史跡・文化財
史跡・文化財の保護・保全
の状況

文化財等の保存及び管理の
支障の有無

環境項目
資源・廃
棄物

水利用 上水利用量の削減 現在の上水利用量の水準

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物発生量の減量化
廃棄物発生量の減量化に
よって削減される 終処分
量の水準

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物の有効利用
廃棄物の有効利用によって
削減される 終処分量の水
準

環境項目
資源・廃
棄物

エコマテリアル エコマテリアルの使用
再生可能資材・再生資材の
活用の水準

環境項目
温室効果
ガス

温室効果ガス 温室効果ガスの削減量

①エネルギー消費量による
CO2排出の概算
②既存施設における追加的
排出の有無

環境項目
温室効果
ガス

エネルギー エネルギー使用量の増減

①現在の使用量の水準（東
京都温暖化対策計画書制度
/東京都建築物環境計画書
制度による評価水準）
②省エネ再エネ対策・設備
の導入状況/可能性

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

小項目
平均点

指標別
平均点

開催後

評価点

二次評価

開催中 開催後開催前
中項目
平均点

段階別影響

開催前 開催中

施設内部の改修であるた
め、現況と変わらない。

施設内部の改修であるた
め、現況と変わらない。

0 0 0.0

眺望景観及び景観形成特別
地区の景観を阻害すること
はない。

眺望景観及び景観形成特別
地区の景観を阻害すること
はない。

0 0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － -

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

0 0 0 0 0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

樹木に影響する改変はな
く、緑陰面積及び歩行者が
感じる快適性ともに現況と
変わらない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

樹木に影響する改変はな
く、緑陰面積及び歩行者が
感じる快適性ともに現況と
変わらない。 － 0 － 0 0.0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

工事による改変は、既存施
設内部の改築・改修のみで
ある。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

文化財等の保全及び管理に
支障はない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水のほか、雨水の利用に
より上水利用量の削減が図
られる。

競技の実施時における会場
の利用者による水利用につ
いては、「施設の存在によ
る影響」に含めるものとし
て、ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水のほか、雨水の利用に
より上水利用量の削減が図
られる。

－ +1 － － +1 1.0 1.0

建設廃棄物の対策はリサイ
クルによるものが大部分で
あり、減量による 終処分
量の大幅な削減は見込めな
い。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

既に容器包装廃棄物のリサ
イクル分別などが実施され
ており、廃棄物の発生抑制
策による 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

建設廃棄物の対策はリサイ
クルによるものが大部分で
あり、減量による 終処分
量の大幅な削減は見込めな
い。

既に容器包装廃棄物のリサ
イクル分別などが実施され
ており、廃棄物の発生抑制
策による 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

0 － 0 0 0 0.0

「東京都建設リサイクル推
進計画」等に基づく有効利
用策の促進により、建設廃
棄物の 終処分量は現在の
水準から20％以上削減され
る。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

資源ごみ回収やごみ処理過
程資源化、熱回収等の促進
により、一般廃棄物の 終
処分量は現在の水準から
30％程度削減される。

「東京都建設リサイクル推
進計画」等に基づく有効利
用策の促進により、建設廃
棄物の 終処分量は現在の
水準から20％以上削減され
る。

資源ごみ回収やごみ処理過
程資源化、熱回収等の促進
により、一般廃棄物の 終
処分量は現在の水準から
30％程度削減される。

+1 － +1 +1 +1 1.0

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

施設の存在時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

競技の実施時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

後利用時におけるエコマテ
リアルの利用は想定されな
いため対象外とする。

+1 － － +1 － 1.0 1.0

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の削減
が図られる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

省エネルギー対策の実施等
により、10.9％程度の削減
が図られる。

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の削減
が図られる。

省エネルギー対策の実施等
により、10％程度の削減が
図られる。

+2 － +1 +2 +1 1.5 1.5

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の低減
が図られる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

省エネルギー対策の実施等
により、10.9％程度の低減
が図られる。

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の低減
が図られる。

省エネルギー対策の実施等
により、10％程度の低減が
図られる。

+2 － +1 +2 +1 1.5 1.5

0.80.5

1.5

0.0

0.00.0
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会場別予測評価結果表(7_国技館)

評価の指標 評価の基準

大項目 中項目 小項目

評価

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の転用
土地利用の改変、転用の有
無

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の有効利用 未利用地の解消の有無

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の移動動
線の分断をしないこと

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の動線の
ネットワーク化の進展の有
無

社会・経
済項目

土地利用 移転 民家等の移転
民家等の移転を伴わないこ
と

社会・経
済項目

交通
公共交通へのア
クセシビリティ

アクセス性
現在の会場までのアクセス
性

社会・経
済項目

交通 交通安全 交通安全
現在の歩車動線の分離（交
通安全性の向上）の状況

社会・経
済項目

経済 事業採算性 施設整備費
施設整備費を適正に保つた
めの措置

社会・経
済項目

経済 事業採算性 運営経費
運営・維持コストの削減の
ための措置

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

小項目
平均点

指標別
平均点

開催後

評価点

二次評価

開催中 開催後開催前
中項目
平均点

段階別影響

開催前 開催中

改変エリアは公共用地と
なっており、自然地や農地
は存在しない。 0 0.0

未利用地の有効利用はな
い。

未利用地の有効利用はな
い。

0 0 0.0

既に公共的な利用がなされ
ている施設の場所であり、
改変エリアは生活移動動線
に影響しない。

移動動線は確保されてお
り、競技中も現況と変わら
ない。

移動動線は確保されてお
り、後利用時も生活移動動
線への影響はない。 0 0 0 0.0

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

開催前から開催後を通じて
現況と変わらない。

0 0 0 0.0

改変エリアに民家等は存在
しない。

0 0.0 0.0

アクセス性向上の対策が無
く現況と同様のアクセス性
である。

アクセス性向上の対策が無
く現況と同様のアクセス性
である。 0 0 0.0 0.0

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

競技の実施による影響に含
め、評価の対象外とする。

現状において歩車動線は分
離されており、開催中も維
持される。

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

現状において歩車動線は分
離されており、後利用時に
も維持される。 0 － 0 0 0 0.0 0.0

再生可能材により整備費や
廃棄物処理費用を抑制する
等の費用削減措置が取られ
る。

再生可能材により整備費や
廃棄物処理費用を抑制する
等の費用削減措置が取られ
る。

+1 +1 1.0

ボランティアの活用により
運営経費、維持管理コスト
の削減が図られる。

既存施設での光熱費等の大
幅な削減は見込めず、運営
経費は標準的なものとな
る。

+1 0 0.5

項目 一次評価 二次評価
主要環境 -0.3 0.2
生態系 0.0 0.0
生活環境 -0.3 0.0
ｱﾒﾆﾃｨ・文化 0.0 0.0
資源・廃棄物 0.7 0.8
温室効果ガス 0.0 1.5
土地利用 0.0 0.0
交通 0.0 0.0
経済 0.0 0.8

0.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.8

-2
-1
0
1
2
主要環境

生態系

生活環境

ｱﾒﾆﾃｨ・文化

資源・廃棄物温室効果ガス

土地利用

交通

経済 一次評価

二次評価
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会場別予測評価結果表(8_有明アリーナ)

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

環境項目 主要環境 大気
汚染物質（NO2、SPM）の排
出量

排出の有無、現状より排出
増大の可能性

工事の実施による濃度の変
化（付加率）が5％未満で
ある。

影響要因は想定されないた
め対象外。

施設等の利用、各施設間の
人の移動に伴う汚染物質の
排出が周辺の大気環境に与
える影響はほとんどない。

工事の実施による濃度の変
化（付加率）が5％未満で
ある。

施設等の利用、各施設間の
人の移動に伴う汚染物質の
排出が周辺の大気環境に与
える影響はほとんどない。 -1 － 0 -1 0 -0.5 -0.5

環境項目 主要環境 水質
汚濁負荷（COD、T-N、T-
P、BOD､SS等）の排出量

汚濁負荷物質排出の有無、
汚染増大の可能性

工事の実施に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

工事の実施に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

施設の供用に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

0 － 0 0 0 0.0 0.0

環境項目 主要環境 土壌
土壌汚染物質の拡散の可能
性

土地履歴調査等による土壌
汚染物質の存在可能性

履歴調査の結果、土壌汚染
物質の存在の可能性はな
い。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

工事の内容から土壌汚染物
質の拡散の可能性はない。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

0 － － 0 － 0.0 0.0

環境項目 生態系
生物の生育・生
息基盤

生物の生育・生息基盤の状
況

①重要な生物・生態系の賦
存地の改変の有無
②生物の生育・生息基盤の
創出の有無

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

重要な生物・生態系の賦存
地の改変はない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

重要な生物・生態系の賦存
地の改変はない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

環境項目 生態系 水循環
雨水の地下浸透能力（地表
面被覆率）

現状の地表面被覆率

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

海面埋立地であるため対象
外とする。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

海面埋立地であるため対象
外とする。

－ － － － - -

環境項目 生態系 生物・生態系
周辺の生物の生育・生息環
境の連続性

現況の生物の生育・生息環
境の連続性

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

生物の生育・生息場所は改
変されない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

仮設の撤去や施設の後利用
の対象は、駐車場、砂利・
舗装面、運動場、芝生であ
り、評価対象とする環境で
はないため、現況と変わら
ない。

－ 0 － 0 0.0

環境項目 生態系 生物・生態系 重要な生物・生態系 重要な生物・生態系の状況

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

重要な生物・生態系の指定
地域の改変はない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

重要な生物・生態系の指定
地域の改変はない。

－ 0 － 0 0.0

環境項目 生態系 生物・生態系
生物相の豊かさ（鳥類相で
代表）

現況の生息種数（現状生息
する種のうち、生息が困難
となる可能性のある種の有
無、種数）

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

－ － － － － -

環境項目 生態系 緑 緑被面積（屋上含む） 現況の緑被率の状況

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

現況は未利用地であり、改
変の影響はない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

現況は未利用地であり、改
変の影響はない。

－ 0 － 0 0.0

環境項目 生態系 緑 緑化の状況
東京都の自然保護条例、建
築物環境計画書制度におけ
る緑化の評価基準

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

現況は未利用地であり、緑
化率は0％である。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

現況は未利用地であり、緑
化率は0％である。

－ -1 － -1 -1.0

環境項目 生活環境 騒音 環境・交通騒音レベル
①環境基準及び法令等によ
る基準
②現況の騒音レベル

工事の実施に伴う騒音によ
る周辺の生活環境への影響
がみられる。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用、声援や応援等
による騒音の発生がみられ
るが、周辺の生活環境に影
響を及ぼすことはない。

工事の実施に伴う騒音によ
る周辺の生活環境への影響
がみられる。

開催後の後利用は開催中と
同様に屋内でのイベント開
催であることから、周辺の
生活環境に影響を及ぼすこ
とはない。

-1 － 0 -1 0 -0.5 -0.5

環境項目 生活環境 日影
日照の阻害の有無（阻害を
受ける住戸等の有無）

現状の日照阻害の状況

施設の高さ、周辺の状況、
仮設のみであることなどか
ら、施設の存在に伴う日影
の影響はない。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

開催後に、新たな施設によ
る日影は生じないことから
影響はない。

0 － 0 0.0 0.0

0.0

-0.5

-0.3

評価点

-0.2

-0.2

一次評価

評価の指標 評価の基準

開催前
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

開催中 開催後 開催中 開催後大項目 中項目 小項目

評価
段階別影響

開催前
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会場別予測評価結果表(8_有明アリーナ)

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

評価点

一次評価

評価の指標 評価の基準

開催前
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

開催中 開催後 開催中 開催後大項目 中項目 小項目

評価
段階別影響

開催前

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 緑視率 現況の緑視率

仮設の設置により、一部の
緑が改変されるが、緑視率
の減少は約1.3ポイントで
あり、現況と変わらない。

仮設撤去後、恒設が残り、
草地が改変された状態が続
くが、緑視率の減少は約
1.3ポイントであり、現況
と変わらない。

0 0 0.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 優れた眺望又は景観の阻害

①周辺の視点場から眺望で
きる優れた眺望景観の阻害
の有無
②景観形成特別地区の景観
を阻害しないこと

眺望景観及び景観形成特別
地区の景観を阻害すること
はない。

眺望景観及び景観形成特別
地区の景観を阻害すること
はない。

0 0 0.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の場
の変化

自然との触れ合い活動の場
の消失又は改善・創出

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

現況で自然との触れ合い活
動の場となっていないこと
から、現況と変わらない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

現況で自然との触れ合い活
動の場となっていないこと
から、現況と変わらない。

－ 0 － 0 0.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の変
化

自然との触れ合い活動の阻
害又は促進（場へのアクセ
ス性含む）の有無

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

0 0 0 0 0 0.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

歩行者空間の快
適性

街路樹等緑陰の状況（緑陰
面積）

現況の街路樹及び接道緑
化、壁面緑化の状況

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

現況は未利用地であり、樹
木に影響する改変はなく、
緑陰面積及び歩行者が感じ
る快適性ともに現況と変わ
らない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

現況は未利用地であり、樹
木に影響する改変はなく、
緑陰面積及び歩行者が感じ
る快適性ともに現況と変わ
らない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

史跡・文化財
史跡・文化財の保護・保全
の状況

文化財等の保存及び管理の
支障の有無

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

周辺に史跡・文化財は存在
しない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

周辺に史跡・文化財は存在
しない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

水利用 上水利用量の削減 現在の上水利用量の水準

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量の削
減が図られる。

競技の実施時における会場
の利用者による水利用につ
いては、「施設の存在によ
る影響」に含めるものとし
て、ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量の削
減が図られる。

－ 0 － － 0 0.0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物発生量の減量化
廃棄物発生量の減量化に
よって削減される 終処分
量の水準

標準的な工事と同程度の廃
棄物の削減対策がなされ、
現在の廃棄物の発生水準と
同等の減量化が行われる。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

競技の実施に伴い排出され
る一般廃棄物は、現在と同
程度の減量化が行われ、
終処分量は現状の水準と変
わらない。

標準的な工事と同程度の廃
棄物の削減対策がなされ、
現在の廃棄物の発生水準と
同等の減量化が行われる。

後利用で排出される一般廃
棄物は、現在と同程度の減
量化が行われ、 終処分量
は現状の水準と変わらな
い。

0 － 0 0 0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物の有効利用
廃棄物の有効利用によって
削減される 終処分量の水
準

建設廃棄物の有効利用の取
り組みについて、現在の標
準的な工事と同程度の廃棄
物の有効利用がなされる。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

競技の実施に伴い排出され
る一般廃棄物は、現在と同
程度の有効利用がなされ、

終処分量は現状の水準と
変わらない。

建設廃棄物の有効利用の取
り組みについて、現在の標
準的な工事と同程度の廃棄
物の有効利用がなされる。

後利用で排出される一般廃
棄物は、現在と同程度の有
効利用がなされ、 終処分
量は現状の水準と変わらな
い。

0 － 0 0 0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

エコマテリアル エコマテリアルの使用
再生可能資材・再生資材の
活用の水準

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

施設の存在時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

競技の実施時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

後利用時におけるエコマテ
リアルの利用は想定されな
いため対象外とする。

+1 － － +1 － 1.0 1.0

環境項目
温室効果
ガス

温室効果ガス 温室効果ガスの削減量

①エネルギー消費量による
CO2排出の概算
②既存施設における追加的
排出の有無

一般的な施設の建設工事と
同程度の排出量になる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」に含めて
扱う。

同等施設の標準的な排出量
となる。

一般的な施設の建設工事と
同程度の排出量になる。

同等施設の標準的な排出量
となる。

0 － 0 0 0 0.0 0.0

環境項目
温室効果
ガス

エネルギー エネルギー使用量の増減

①現在の使用量の水準（東
京都温暖化対策計画書制度
/東京都建築物環境計画書
制度による評価水準）
②省エネ再エネ対策・設備
の導入状況/可能性

一般的な施設の建設工事と
同程度の消費量になる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」に含めて
扱う。

同等施設の標準的な消費量
となる。

一般的な施設の建設工事と
同程度の消費量になる。

同等施設の標準的な消費量
となる。

0 － 0 0 0 0.0 0.0

0.30.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1－44



会場別予測評価結果表(8_有明アリーナ)

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

評価点

一次評価

評価の指標 評価の基準

開催前
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

開催中 開催後 開催中 開催後大項目 中項目 小項目

評価
段階別影響

開催前

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の転用
土地利用の改変、転用の有
無

改変エリアは現在未利用地
となっており、自然地や農
地は存在しない。 0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の有効利用 未利用地の解消の有無

会場の大部分が未利用地で
あり、開催中に競技会場と
して有効活用される。

大規模体育館としての有効
利用が継続される。

+2 +2 2.0

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の移動動
線の分断をしないこと

既に公共的な利用がなされ
ている施設の場所であり、
改変エリアは生活移動動線
に影響しない。

移動動線は確保されてお
り、競技中も現況と変わら
ない。

移動動線は確保されてお
り、後利用時も生活移動動
線への影響はない。 0 0 0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の動線の
ネットワーク化の進展の有
無

会場周辺は既に道路網が整
備されており、現状と同等
となる。

会場周辺は既に道路網が整
備されており、現状と同等
となる。

会場周辺は既に道路網が整
備されており、現状と同等
となる。 0 0 0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 移転 民家等の移転
民家等の移転を伴わないこ
と

改変エリアに民家等は存在
しない。

0 0.0 0.0

社会・経
済項目

交通
公共交通へのア
クセシビリティ

アクセス性
現在の会場までのアクセス
性

アクセス性向上の対策が無
く現況と同様のアクセス性
である。

アクセス性向上の対策が無
く現況と同様のアクセス性
である。 0 0 0.0 0.0

社会・経
済項目

交通 交通安全 交通安全
現在の歩車動線の分離（交
通安全性の向上）の状況

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

競技の実施による影響に含
め、評価の対象外とする。

現状において歩車動線は分
離されており、開催中も維
持される。

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

現状において歩車動線は分
離されており、後利用時に
も維持される。 0 － 0 0 0 0.0 0.0

社会・経
済項目

経済 事業採算性 施設整備費
施設整備費を適正に保つた
めの措置

対策が無い場合には標準的
な施設整備費となる。

対策が無い場合には標準的
な撤去・改修整備費とな
る。 0 0 0.0

社会・経
済項目

経済 事業採算性 運営経費
運営・維持コストの削減の
ための措置

対策を講じない場合には標
準的な運営経費となる。

対策を講じない場合には標
準的な運営経費となる。

0 0 0.0

0.0

0.0 0.0

1.0

0.3

0.0

1－45



会場別予測評価結果表(8_有明アリーナ)

環境項目 主要環境 大気
汚染物質（NO2、SPM）の排
出量

排出の有無、現状より排出
増大の可能性

環境項目 主要環境 水質
汚濁負荷（COD、T-N、T-
P、BOD､SS等）の排出量

汚濁負荷物質排出の有無、
汚染増大の可能性

環境項目 主要環境 土壌
土壌汚染物質の拡散の可能
性

土地履歴調査等による土壌
汚染物質の存在可能性

環境項目 生態系
生物の生育・生
息基盤

生物の生育・生息基盤の状
況

①重要な生物・生態系の賦
存地の改変の有無
②生物の生育・生息基盤の
創出の有無

環境項目 生態系 水循環
雨水の地下浸透能力（地表
面被覆率）

現状の地表面被覆率

環境項目 生態系 生物・生態系
周辺の生物の生育・生息環
境の連続性

現況の生物の生育・生息環
境の連続性

環境項目 生態系 生物・生態系 重要な生物・生態系 重要な生物・生態系の状況

環境項目 生態系 生物・生態系
生物相の豊かさ（鳥類相で
代表）

現況の生息種数（現状生息
する種のうち、生息が困難
となる可能性のある種の有
無、種数）

環境項目 生態系 緑 緑被面積（屋上含む） 現況の緑被率の状況

環境項目 生態系 緑 緑化の状況
東京都の自然保護条例、建
築物環境計画書制度におけ
る緑化の評価基準

環境項目 生活環境 騒音 環境・交通騒音レベル
①環境基準及び法令等によ
る基準
②現況の騒音レベル

環境項目 生活環境 日影
日照の阻害の有無（阻害を
受ける住戸等の有無）

現状の日照阻害の状況

評価の指標 評価の基準

大項目 中項目 小項目

評価

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による大気環境への影
響がみられ、ミティゲー
ションの実施により影響の
程度が低減されるが、濃度
の変化（付加率）が5％未
満となる。

影響要因は想定されないた
め対象外。

施設等の利用、各施設間の
人の移動に伴う大気環境へ
の影響はほとんどなく、ミ
ティゲーションの実施によ
り大気環境が改善される。

工事による大気環境への影
響がみられるが、ミティ
ゲーションの実施により、
大気質の濃度をほとんど悪
化させない程度となる。

施設等の利用、各施設間の
人の移動に伴う大気環境へ
の影響はほとんどなく、ミ
ティゲーションの実施によ
り大気環境が改善される。

-1 － +1 0 +1 0.3 0.3

工事の実施に伴って公共用
水域の水質に影響を及ぼす
ことはないことから、ミ
ティゲーションは想定して
いない。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用に伴うし尿等の
汚水による影響はないこと
から、ミティゲーションは
想定していない。

工事の実施に伴って公共用
水域の水質に影響を及ぼす
ことはないことから、ミ
ティゲーションは想定して
いない。

施設の供用に伴うし尿等の
汚水による影響はないこと
から、ミティゲーションは
想定していない。 0 － 0 0 0 0.0 0.0

履歴調査の結果、土壌汚染
物質の存在の可能性はない
ことから、ミティゲーショ
ンは想定していない。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

工事の内容から土壌汚染物
質の拡散の可能性はないこ
とから、ミティゲーション
は想定していない。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

0 － － 0 － 0.0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

重要な生物・生態系の賦存
地の改変はない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

重要な生物・生態系の賦存
地の改変はない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

海面埋立地であるため対象
外とする。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

海面埋立地であるため対象
外とする。

－ － － － - -

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

生物の生育・生息場所は改
変されない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

周辺の生物の生育・生息場
所の連続性は現況と変わら
ない。

－ 0 － 0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

重要な生物・生態系の指定
地域の改変はない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

重要な生物・生態系の指定
地域の改変はない。

－ 0 － 0 0.0

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

－ － － － － -

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

現況0％の緑被率が42.9％
となり、緑被率が42.9ポイ
ント増加する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

現況0％の緑被率は42.9％
となり、緑被率が42.9ポイ
ント増加する。

－ +2 － +2 2.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

緑化率が17.4％となり、緑
化基準を満たした。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

緑化率が17.4％となり、段
階1を達成。

－ 0 － 0 0.0

工事の実施に伴う騒音によ
る影響がみられるが、ミ
ティゲーションにより周辺
の生活環境に影響を及ぼさ
ない程度となる。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用、声援や応援等
が周辺の生活環境に影響を
及ぼすことはないことか
ら、ミティゲーションは想
定していない。

工事の実施に伴う騒音によ
る影響がみられるが、ミ
ティゲーションにより周辺
の生活環境に影響を及ぼさ
ない程度となる。

屋内でのイベント開催であ
り、周辺の生活環境への影
響はないことから、ミティ
ゲーションは想定していな
い。

0 － 0 0 0 0.0 0.0

施設の存在による影響はな
いことから、ミティゲー
ションは想定していない。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

施設の存在による影響はな
いことから、ミティゲー
ションは想定していない。

0 － 0 0.0 0.0

0.1

0.30.0

1.0

0.0

小項目
平均点

指標別
平均点

開催後

評価点

二次評価

開催中 開催後開催前
中項目
平均点

段階別影響

開催前 開催中
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会場別予測評価結果表(8_有明アリーナ)

評価の指標 評価の基準

大項目 中項目 小項目

評価

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 緑視率 現況の緑視率

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 優れた眺望又は景観の阻害

①周辺の視点場から眺望で
きる優れた眺望景観の阻害
の有無
②景観形成特別地区の景観
を阻害しないこと

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の場
の変化

自然との触れ合い活動の場
の消失又は改善・創出

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の変
化

自然との触れ合い活動の阻
害又は促進（場へのアクセ
ス性含む）の有無

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

歩行者空間の快
適性

街路樹等緑陰の状況（緑陰
面積）

現況の街路樹及び接道緑
化、壁面緑化の状況

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

史跡・文化財
史跡・文化財の保護・保全
の状況

文化財等の保存及び管理の
支障の有無

環境項目
資源・廃
棄物

水利用 上水利用量の削減 現在の上水利用量の水準

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物発生量の減量化
廃棄物発生量の減量化に
よって削減される 終処分
量の水準

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物の有効利用
廃棄物の有効利用によって
削減される 終処分量の水
準

環境項目
資源・廃
棄物

エコマテリアル エコマテリアルの使用
再生可能資材・再生資材の
活用の水準

環境項目
温室効果
ガス

温室効果ガス 温室効果ガスの削減量

①エネルギー消費量による
CO2排出の概算
②既存施設における追加的
排出の有無

環境項目
温室効果
ガス

エネルギー エネルギー使用量の増減

①現在の使用量の水準（東
京都温暖化対策計画書制度
/東京都建築物環境計画書
制度による評価水準）
②省エネ再エネ対策・設備
の導入状況/可能性

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

小項目
平均点

指標別
平均点

開催後

評価点

二次評価

開催中 開催後開催前
中項目
平均点

段階別影響

開催前 開催中

会場エリア内に緑地が整備
され、周辺に街路樹が整備
されるため、現況と同等の
緑視率になると想定する。

開催中に整備された樹木を
維持することを想定する。
仮設撤去後は、草本の種を
播くなどして、現在と同様
の植生となると予測した。

0 0 0.0

眺望景観及び景観形成特別
地区の景観を阻害すること
はない。

眺望景観及び景観形成特別
地区の景観を阻害すること
はない。

0 0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

ミティゲーションの実施に
より、自然との触れ合い活
動の場が新たに創出され、
質が一部向上する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

ミティゲーションの実施に
より、自然との触れ合い活
動の場が新たに創出され、
質が一部向上する。 － +1 － +1 1.0

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

0 0 0 0 0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

街路樹の整備・充実を図る
とともに、会場エリア内の
樹木の充実を図ることによ
り、緑陰面積及び歩行者が
感じる快適性ともに向上す
る。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

アクセスルートの街路樹を
開催後も維持することによ
り、緑陰面積及び歩行者が
感じる快適性ともに向上す
る。

－ +2 － +2 2.0 2.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

周辺に史跡・文化財は存在
しない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

周辺に史跡・文化財は存在
しない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水のほか、雨水及び再生
水（中水含む）の利用施設
が設置され、水の有効利用
が図られる。

競技の実施時における会場
の利用者による水利用につ
いては、「施設の存在によ
る影響」に含めるものとし
て、ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水のほか、雨水及び再生
水（中水含む）の利用施設
が設置され、水の有効利用
が図られる。 － +2 － － +2 2.0 2.0

建設廃棄物の対策はリサイ
クルによるものが大部分で
あり、減量による 終処分
量の大幅な削減は見込めな
い。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

既に容器包装廃棄物のリサ
イクル分別などが実施され
ており、廃棄物の発生抑制
策による 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

建設廃棄物の対策はリサイ
クルによるものが大部分で
あり、減量による 終処分
量の大幅な削減は見込めな
い。

既に容器包装廃棄物のリサ
イクル分別などが実施され
ており、廃棄物の発生抑制
策による 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

0 － 0 0 0 0.0

「東京都建設リサイクル推
進計画」等に基づく有効利
用策の促進により、建設廃
棄物の 終処分量は現在の
水準から20％以上削減され
る。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

資源ごみ回収やごみ処理過
程資源化、熱回収等の促進
により、一般廃棄物の 終
処分量は現在の水準から
30％程度削減される。

「東京都建設リサイクル推
進計画」等に基づく有効利
用策の促進により、建設廃
棄物の 終処分量は現在の
水準から20％以上削減され
る。

資源ごみ回収やごみ処理過
程資源化、熱回収等の促進
により、一般廃棄物の 終
処分量は現在の水準から
30％程度削減される。

+1 － +1 +1 +1 1.0

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

施設の存在時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

競技の実施時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

後利用時におけるエコマテ
リアルの利用は想定されな
いため対象外とする。

+1 － － +1 － 1.0 1.0

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の削減
が図られる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

高水準の省エネルギー技
術の活用等により、49.5％
程度の削減が図られる。

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の削減
が図られる。

高水準の省エネルギー技
術の活用等により、50％程
度の削減が図られる。

+2 － +2 +2 +2 2.0 2.0

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の低減
が図られる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

高水準の省エネルギー技
術の活用等により、49.5％
程度の低減が図られる。

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の低減
が図られる。

高水準の省エネルギー技
術の活用等により、50％程
度の低減が図られる。

+2 － +2 +2 +2 2.0 2.0

1.20.5

2.0

0.0

0.60.5
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会場別予測評価結果表(8_有明アリーナ)

評価の指標 評価の基準

大項目 中項目 小項目

評価

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の転用
土地利用の改変、転用の有
無

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の有効利用 未利用地の解消の有無

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の移動動
線の分断をしないこと

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の動線の
ネットワーク化の進展の有
無

社会・経
済項目

土地利用 移転 民家等の移転
民家等の移転を伴わないこ
と

社会・経
済項目

交通
公共交通へのア
クセシビリティ

アクセス性
現在の会場までのアクセス
性

社会・経
済項目

交通 交通安全 交通安全
現在の歩車動線の分離（交
通安全性の向上）の状況

社会・経
済項目

経済 事業採算性 施設整備費
施設整備費を適正に保つた
めの措置

社会・経
済項目

経済 事業採算性 運営経費
運営・維持コストの削減の
ための措置

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

小項目
平均点

指標別
平均点

開催後

評価点

二次評価

開催中 開催後開催前
中項目
平均点

段階別影響

開催前 開催中

改変エリアは現在未利用地
となっており、自然地や農
地は存在しない。 0 0.0

会場の大部分が未利用地で
あり、開催中に競技会場と
して有効活用される。

大規模体育館としての有効
利用が継続される。

+2 +2 2.0

既に公共的な利用がなされ
ている施設の場所であり、
改変エリアは生活移動動線
に影響しない。

移動動線は確保されてお
り、競技中も現況と変わら
ない。

移動動線は確保されてお
り、後利用時も生活移動動
線への影響はない。 0 0 0 0.0

会場周辺は既に道路網が整
備されており、現状と同等
となる。

会場周辺は既に道路網が整
備されており、現状と同等
となる。

会場周辺は既に道路網が整
備されており、現状と同等
となる。 0 0 0 0.0

改変エリアに民家等は存在
しない。

0 0.0 0.0

来場者用の歩行者通路の設
置によりアクセス性が向上
する。

来場者用の歩行者通路の設
置によるアクセス性向上が
維持される。 +1 +1 1.0 1.0

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

競技の実施による影響に含
め、評価の対象外とする。

現状において歩車動線は分
離されており、開催中も維
持される。

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

現状において歩車動線は分
離されており、後利用時に
も維持される。 0 － 0 0 0 0.0 0.0

再生可能材の活用等によ
り、 先端技術導入による
コスト増を相殺して標準的
な整備費となる。

再生可能材により整備費や
廃棄物処理費用を抑制する
等の費用削減措置が取られ
る。

0 +1 0.5

エネルギー利用の 適化や
ボランティアの活用により
運営経費、維持管理コスト
の削減が図られる。

エネルギー利用の 適化等
により後利用時も光熱費等
の維持管理コストの削減が
図られる。

+1 +1 1.0

項目 一次評価 二次評価
主要環境 -0.2 0.1
生態系 -0.2 0.3
生活環境 -0.3 0.0
ｱﾒﾆﾃｨ・文化 0.0 0.6
資源・廃棄物 0.3 1.2
温室効果ガス 0.0 2.0
土地利用 0.3 0.3
交通 0.0 0.5
経済 0.0 0.8

0.8

1.0

0.3

0.0

0.5

0.8

-2
-1
0
1
2
主要環境

生態系

生活環境

ｱﾒﾆﾃｨ・文化

資源・廃棄物温室効果ガス

土地利用

交通

経済 一次評価

二次評価
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会場別予測評価結果表(9_有明ＢＭＸコース)

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

環境項目 主要環境 大気
汚染物質（NO2、SPM）の排
出量

排出の有無、現状より排出
増大の可能性

工事の実施による濃度の変
化（付加率）が5％未満で
ある。

影響要因は想定されないた
め対象外。

施設等の利用、各施設間の
人の移動に伴う汚染物質の
排出が周辺の大気環境に与
える影響はほとんどない。

工事の実施による濃度の変
化（付加率）が5％未満で
ある。

-1 － 0 -1 -0.7 -0.7

環境項目 主要環境 水質
汚濁負荷（COD、T-N、T-
P、BOD､SS等）の排出量

汚濁負荷物質排出の有無、
汚染増大の可能性

工事の実施に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

工事の実施に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

0 － 0 0 0.0 0.0

環境項目 主要環境 土壌
土壌汚染物質の拡散の可能
性

土地履歴調査等による土壌
汚染物質の存在可能性

履歴調査の結果、土壌汚染
物質の存在の可能性はな
い。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

工事の内容から土壌汚染物
質の拡散の可能性はない。

0 － － 0 0.0 0.0

環境項目 生態系
生物の生育・生
息基盤

生物の生育・生息基盤の状
況

①重要な生物・生態系の賦
存地の改変の有無
②生物の生育・生息基盤の
創出の有無

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

重要な生物・生態系の賦存
地の改変はない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

重要な生物・生態系の賦存
地の改変はない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

環境項目 生態系 水循環
雨水の地下浸透能力（地表
面被覆率）

現状の地表面被覆率

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

海面埋立地であるため対象
外とする。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

海面埋立地であるため対象
外とする。

－ － － － - -

環境項目 生態系 生物・生態系
周辺の生物の生育・生息環
境の連続性

現況の生物の生育・生息環
境の連続性

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

生物の生育・生息場所は改
変されない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

仮設の撤去や施設の後利用
の対象は、駐車場、砂利・
舗装面、運動場、芝生であ
り、評価対象とする環境で
はないため、現況と変わら
ない。

－ 0 － 0 0.0

環境項目 生態系 生物・生態系 重要な生物・生態系 重要な生物・生態系の状況

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

重要な生物・生態系の指定
地域の改変はない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

重要な生物・生態系の指定
地域の改変はない。

－ 0 － 0 0.0

環境項目 生態系 生物・生態系
生物相の豊かさ（鳥類相で
代表）

現況の生息種数（現状生息
する種のうち、生息が困難
となる可能性のある種の有
無、種数）

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

－ － － － － -

環境項目 生態系 緑 緑被面積（屋上含む） 現況の緑被率の状況

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

現況は未利用地であり、改
変の影響はない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

現況は未利用地であり、改
変の影響はない。

－ 0 － 0 0.0

環境項目 生態系 緑 緑化の状況
東京都の自然保護条例、建
築物環境計画書制度におけ
る緑化の評価基準

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

仮設施設のため対象外とす
る。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

仮設施設のため対象外とす
る。

－ － － － -

環境項目 生活環境 騒音 環境・交通騒音レベル
①環境基準及び法令等によ
る基準
②現況の騒音レベル

工事の実施に伴う騒音によ
る周辺の生活環境への影響
がみられる。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用、声援や応援等
による騒音の発生がみられ
るが、周辺の生活環境に影
響を及ぼすことはない。

工事の実施に伴う騒音によ
る周辺の生活環境への影響
がみられる。

-1 － 0 -1 -0.7 -0.7

環境項目 生活環境 日影
日照の阻害の有無（阻害を
受ける住戸等の有無）

現状の日照阻害の状況

施設の高さ、周辺の状況、
仮設のみであることなどか
ら、施設の存在に伴う日影
の影響はない。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

0 － 0.0 0.0

0.0

0.0

-0.3

評価点

-0.2

0.0

一次評価

評価の指標 評価の基準

開催前
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

開催中 開催後 開催中 開催後大項目 中項目 小項目

評価
段階別影響

開催前
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工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

評価点

一次評価

評価の指標 評価の基準

開催前
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

開催中 開催後 開催中 開催後大項目 中項目 小項目

評価
段階別影響

開催前

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 緑視率 現況の緑視率

仮設の設置により、一部の
緑が改変されるが、緑視率
の減少は約1.3ポイントで
あり、現況と変わらない。

仮設撤去後、草地が改変さ
れた状態が続くが、緑視率
の減少は約1.3ポイントで
あり、現況と変わらない。 0 0 0.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 優れた眺望又は景観の阻害

①周辺の視点場から眺望で
きる優れた眺望景観の阻害
の有無
②景観形成特別地区の景観
を阻害しないこと

水辺から見える場所に建設
されることから、水辺景観
形成特別地区周縁部を阻害
する。

眺望景観及び景観形成特別
地区の景観を阻害すること
はない。

-1 0 -0.5

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の場
の変化

自然との触れ合い活動の場
の消失又は改善・創出

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

現況で自然との触れ合い活
動の場となっていないこと
から、現況と変わらない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

現況で自然との触れ合い活
動の場となっていないこと
から、現況と変わらない。

－ 0 － 0 0.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の変
化

自然との触れ合い活動の阻
害又は促進（場へのアクセ
ス性含む）の有無

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

0 0 0 0 0 0.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

歩行者空間の快
適性

街路樹等緑陰の状況（緑陰
面積）

現況の街路樹及び接道緑
化、壁面緑化の状況

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

現況は未利用地であり、樹
木に影響する改変はなく、
緑陰面積及び歩行者が感じ
る快適性ともに現況と変わ
らない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

現況は未利用地であり、樹
木に影響する改変はなく、
緑陰面積及び歩行者が感じ
る快適性ともに現況と変わ
らない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

史跡・文化財
史跡・文化財の保護・保全
の状況

文化財等の保存及び管理の
支障の有無

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

周辺に史跡・文化財は存在
しない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

周辺に史跡・文化財は存在
しない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

水利用 上水利用量の削減 現在の上水利用量の水準

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量の削
減が図られる。

競技の実施時における会場
の利用者による水利用につ
いては、「施設の存在によ
る影響」に含めるものとし
て、ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

後利用はないことから対象
外とする。

－ 0 － － － 0.0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物発生量の減量化
廃棄物発生量の減量化に
よって削減される 終処分
量の水準

標準的な工事と同程度の廃
棄物の削減対策がなされ、
現在の廃棄物の発生水準と
同等の減量化が行われる。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

競技の実施に伴い排出され
る一般廃棄物は、現在と同
程度の減量化が行われ、
終処分量は現状の水準と変
わらない。

標準的な工事と同程度の廃
棄物の削減対策がなされ、
現在の廃棄物の発生水準と
同等の減量化が行われる。

後利用はないことから対象
外とする。

0 － 0 0 － 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物の有効利用
廃棄物の有効利用によって
削減される 終処分量の水
準

建設廃棄物の有効利用の取
り組みについて、現在の標
準的な工事と同程度の廃棄
物の有効利用がなされる。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

競技の実施に伴い排出され
る一般廃棄物は、現在と同
程度の有効利用がなされ、

終処分量は現状の水準と
変わらない。

建設廃棄物の有効利用の取
り組みについて、現在の標
準的な工事と同程度の廃棄
物の有効利用がなされる。

後利用はないことから対象
外とする。

0 － 0 0 － 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

エコマテリアル エコマテリアルの使用
再生可能資材・再生資材の
活用の水準

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

施設の存在時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

競技の実施時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

後利用時におけるエコマテ
リアルの利用は想定されな
いため対象外とする。

+1 － － +1 － 1.0 1.0

環境項目
温室効果
ガス

温室効果ガス 温室効果ガスの削減量

①エネルギー消費量による
CO2排出の概算
②既存施設における追加的
排出の有無

一般的な施設の建設工事と
同程度の排出量になる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」に含めて
扱う。

同等施設の標準的な排出量
となる。

一般的な施設の建設工事と
同程度の排出量になる。

後利用はないことから対象
外とする。

0 － 0 0 － 0.0 0.0

環境項目
温室効果
ガス

エネルギー エネルギー使用量の増減

①現在の使用量の水準（東
京都温暖化対策計画書制度
/東京都建築物環境計画書
制度による評価水準）
②省エネ再エネ対策・設備
の導入状況/可能性

一般的な施設の建設工事と
同程度の消費量になる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」に含めて
扱う。

同等施設の標準的な消費量
となる。

一般的な施設の建設工事と
同程度の消費量になる。

後利用はないことから対象
外とする。

0 － 0 0 － 0.0 0.0

0.30.0

0.0

0.0

-0.3

-0.1
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工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

評価点

一次評価

評価の指標 評価の基準

開催前
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

開催中 開催後 開催中 開催後大項目 中項目 小項目

評価
段階別影響

開催前

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の転用
土地利用の改変、転用の有
無

改変エリアは現在未利用地
となっており、自然地や農
地は存在しない。 0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の有効利用 未利用地の解消の有無

会場の大部分が未利用地で
あり、開催中に競技会場と
して有効活用される。

一部海浜公園として整備さ
れるが大部分は未利用地に
戻る。 +2 +1 1.5

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の移動動
線の分断をしないこと

既に公共的な利用がなされ
ている施設の場所であり、
改変エリアは生活移動動線
に影響しない。

移動動線は確保されてお
り、競技中も現況と変わら
ない。

施設撤去後の後利用が想定
されない。

0 0 － 0.0

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の動線の
ネットワーク化の進展の有
無

会場周辺は既に道路網が整
備されており、現状と同等
となる。

会場周辺は既に道路網が整
備されており、現状と同等
となる。

施設撤去後の後利用が想定
されない。

0 0 － 0.0

社会・経
済項目

土地利用 移転 民家等の移転
民家等の移転を伴わないこ
と

改変エリアに民家等は存在
しない。

0 0.0 0.0

社会・経
済項目

交通
公共交通へのア
クセシビリティ

アクセス性
現在の会場までのアクセス
性

アクセス性向上の対策が無
く現況と同様のアクセス性
である。

後利用時には未利用地とな
る。

0 － 0.0 0.0

社会・経
済項目

交通 交通安全 交通安全
現在の歩車動線の分離（交
通安全性の向上）の状況

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

競技の実施による影響に含
め、評価の対象外とする。

現状において歩車動線は分
離されており、開催中も維
持される。

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

後利用時の公共利用が想定
されない。

0 － 0 0 － 0.0 0.0

社会・経
済項目

経済 事業採算性 施設整備費
施設整備費を適正に保つた
めの措置

対策が無い場合には標準的
な施設整備費となる。

対策が無い場合には標準的
な撤去・改修整備費とな
る。 0 0 0.0

社会・経
済項目

経済 事業採算性 運営経費
運営・維持コストの削減の
ための措置

対策を講じない場合には標
準的な運営経費となる。

0 0.0

0.0

0.0 0.0

0.8

0.3

0.0
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環境項目 主要環境 大気
汚染物質（NO2、SPM）の排
出量

排出の有無、現状より排出
増大の可能性

環境項目 主要環境 水質
汚濁負荷（COD、T-N、T-
P、BOD､SS等）の排出量

汚濁負荷物質排出の有無、
汚染増大の可能性

環境項目 主要環境 土壌
土壌汚染物質の拡散の可能
性

土地履歴調査等による土壌
汚染物質の存在可能性

環境項目 生態系
生物の生育・生
息基盤

生物の生育・生息基盤の状
況

①重要な生物・生態系の賦
存地の改変の有無
②生物の生育・生息基盤の
創出の有無

環境項目 生態系 水循環
雨水の地下浸透能力（地表
面被覆率）

現状の地表面被覆率

環境項目 生態系 生物・生態系
周辺の生物の生育・生息環
境の連続性

現況の生物の生育・生息環
境の連続性

環境項目 生態系 生物・生態系 重要な生物・生態系 重要な生物・生態系の状況

環境項目 生態系 生物・生態系
生物相の豊かさ（鳥類相で
代表）

現況の生息種数（現状生息
する種のうち、生息が困難
となる可能性のある種の有
無、種数）

環境項目 生態系 緑 緑被面積（屋上含む） 現況の緑被率の状況

環境項目 生態系 緑 緑化の状況
東京都の自然保護条例、建
築物環境計画書制度におけ
る緑化の評価基準

環境項目 生活環境 騒音 環境・交通騒音レベル
①環境基準及び法令等によ
る基準
②現況の騒音レベル

環境項目 生活環境 日影
日照の阻害の有無（阻害を
受ける住戸等の有無）

現状の日照阻害の状況

評価の指標 評価の基準

大項目 中項目 小項目

評価

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による大気環境への影
響がみられるが、ミティ
ゲーションの実施により、
大気質の濃度をほとんど悪
化させない程度となる。

影響要因は想定されないた
め対象外。

施設等の利用、各施設間の
人の移動に伴う大気環境へ
の影響はほとんどなく、ミ
ティゲーションの実施によ
り大気環境が改善される。

工事による大気環境への影
響がみられるが、ミティ
ゲーションの実施により、
大気質の濃度をほとんど悪
化させない程度となる。

0 － +1 0 0.3 0.3

工事の実施に伴って公共用
水域の水質に影響を及ぼす
ことはないことから、ミ
ティゲーションは想定して
いない。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用に伴うし尿等の
汚水による影響はないこと
から、ミティゲーションは
想定していない。

工事の実施に伴って公共用
水域の水質に影響を及ぼす
ことはないことから、ミ
ティゲーションは想定して
いない。

0 － 0 0 0.0 0.0

履歴調査の結果、土壌汚染
物質の存在の可能性はない
ことから、ミティゲーショ
ンは想定していない。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

工事の内容から土壌汚染物
質の拡散の可能性はないこ
とから、ミティゲーション
は想定していない。 0 － － 0 0.0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

重要な生物・生態系の賦存
地の改変はない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

重要な生物・生態系の賦存
地の改変はない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

海面埋立地であるため対象
外とする。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

海面埋立地であるため対象
外とする。

－ － － － - -

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

生物の生育・生息場所は改
変されない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

周辺の生物の生育・生息場
所の連続性は現況と変わら
ない。

－ 0 － 0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

重要な生物・生態系の指定
地域の改変はない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

重要な生物・生態系の指定
地域の改変はない。

－ 0 － 0 0.0

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

－ － － － － -

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

現況0％の緑被率が17.4％
となり、緑被率が17.4ポイ
ント増加する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

開催後は未利用地に戻る
が、海辺沿い数十ｍは公園
として整備されることか
ら、緑被率は8.1ポイント
増加する。

－ +1 － +1 1.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

仮設施設のため対象外とす
る。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

仮設施設のため対象外とす
る。

－ － － － -

工事の実施に伴う騒音によ
る影響がみられるが、ミ
ティゲーションにより周辺
の生活環境に影響を及ぼさ
ない程度となる。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用、声援や応援等
が周辺の生活環境に影響を
及ぼすことはないことか
ら、ミティゲーションは想
定していない。

工事の実施に伴う騒音によ
る影響がみられるが、ミ
ティゲーションにより周辺
の生活環境に影響を及ぼさ
ない程度となる。

0 － 0 0 0.0 0.0

施設の存在による影響はな
いことから、ミティゲー
ションは想定していない。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

0 － 0.0 0.0

0.1

0.30.0

1.0

0.0

小項目
平均点

指標別
平均点

開催後

評価点

二次評価

開催中 開催後開催前
中項目
平均点

段階別影響

開催前 開催中
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会場別予測評価結果表(9_有明ＢＭＸコース)

評価の指標 評価の基準

大項目 中項目 小項目

評価

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 緑視率 現況の緑視率

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 優れた眺望又は景観の阻害

①周辺の視点場から眺望で
きる優れた眺望景観の阻害
の有無
②景観形成特別地区の景観
を阻害しないこと

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の場
の変化

自然との触れ合い活動の場
の消失又は改善・創出

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の変
化

自然との触れ合い活動の阻
害又は促進（場へのアクセ
ス性含む）の有無

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

歩行者空間の快
適性

街路樹等緑陰の状況（緑陰
面積）

現況の街路樹及び接道緑
化、壁面緑化の状況

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

史跡・文化財
史跡・文化財の保護・保全
の状況

文化財等の保存及び管理の
支障の有無

環境項目
資源・廃
棄物

水利用 上水利用量の削減 現在の上水利用量の水準

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物発生量の減量化
廃棄物発生量の減量化に
よって削減される 終処分
量の水準

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物の有効利用
廃棄物の有効利用によって
削減される 終処分量の水
準

環境項目
資源・廃
棄物

エコマテリアル エコマテリアルの使用
再生可能資材・再生資材の
活用の水準

環境項目
温室効果
ガス

温室効果ガス 温室効果ガスの削減量

①エネルギー消費量による
CO2排出の概算
②既存施設における追加的
排出の有無

環境項目
温室効果
ガス

エネルギー エネルギー使用量の増減

①現在の使用量の水準（東
京都温暖化対策計画書制度
/東京都建築物環境計画書
制度による評価水準）
②省エネ再エネ対策・設備
の導入状況/可能性

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

小項目
平均点

指標別
平均点

開催後

評価点

二次評価

開催中 開催後開催前
中項目
平均点

段階別影響

開催前 開催中

会場エリア内に緑地が整備
され、周辺に街路樹が整備
されるため、現況と同等の
緑視率になると想定する。

仮設撤去後は、草本の種を
播くなどして、現在と同様
の植生となると予測した。

0 0 0.0

水辺景観形成特別地区の景
観形成基準（色彩、意匠な
ど）に準拠した施設とす
る。

眺望景観及び景観形成特別
地区の景観を阻害すること
はない。

0 0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

ミティゲーションの実施に
より、自然との触れ合い活
動の場が新たに創出され、
質が一部向上する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

ミティゲーションの実施に
より、自然との触れ合い活
動の場が新たに創出され、
質が一部向上する。 － +1 － +1 1.0

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

0 0 0 0 0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

街路樹の整備・充実を図る
とともに、会場エリア内の
樹木の充実を図ることによ
り、緑陰面積及び歩行者が
感じる快適性ともに向上す
る。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

アクセスルートの街路樹を
開催後も維持することによ
り、緑陰面積及び歩行者が
感じる快適性ともに向上す
る。

－ +2 － +2 2.0 2.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

周辺に史跡・文化財は存在
しない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

周辺に史跡・文化財は存在
しない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量の削
減が図られる。

競技の実施時における会場
の利用者による水利用につ
いては、「施設の存在によ
る影響」に含めるものとし
て、ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

後利用はないことから対象
外とする。

－ 0 － － － 0.0 0.0

建設廃棄物の対策はリサイ
クルによるものが大部分で
あり、減量による 終処分
量の大幅な削減は見込めな
い。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

既に容器包装廃棄物のリサ
イクル分別などが実施され
ており、廃棄物の発生抑制
策による 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

建設廃棄物の対策はリサイ
クルによるものが大部分で
あり、減量による 終処分
量の大幅な削減は見込めな
い。

後利用はないことから対象
外とする。

0 － 0 0 － 0.0

「東京都建設リサイクル推
進計画」等に基づく有効利
用策の促進により、建設廃
棄物の 終処分量は現在の
水準から20％以上削減され
る。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

資源ごみ回収やごみ処理過
程資源化、熱回収等の促進
により、一般廃棄物の 終
処分量は現在の水準から
30％程度削減される。

「東京都建設リサイクル推
進計画」等に基づく有効利
用策の促進により、建設廃
棄物の 終処分量は現在の
水準から20％以上削減され
る。

後利用はないことから対象
外とする。

+1 － +1 +1 － 1.0

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

施設の存在時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

競技の実施時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

後利用時におけるエコマテ
リアルの利用は想定されな
いため対象外とする。

+1 － － +1 － 1.0 1.0

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の削減
が図られる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

高効率設備の採用等によ
り、20％程度の削減が図ら
れる。

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の削減
が図られる。

後利用はないことから対象
外とする。

+2 － +2 +2 － 2.0 2.0

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の低減
が図られる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

高効率設備の採用等によ
り、20％程度の低減が図ら
れる。

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の低減
が図られる。

後利用はないことから対象
外とする。

+2 － +2 +2 － 2.0 2.0

0.50.5

2.0

0.0

0.60.5
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会場別予測評価結果表(9_有明ＢＭＸコース)

評価の指標 評価の基準

大項目 中項目 小項目

評価

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の転用
土地利用の改変、転用の有
無

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の有効利用 未利用地の解消の有無

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の移動動
線の分断をしないこと

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の動線の
ネットワーク化の進展の有
無

社会・経
済項目

土地利用 移転 民家等の移転
民家等の移転を伴わないこ
と

社会・経
済項目

交通
公共交通へのア
クセシビリティ

アクセス性
現在の会場までのアクセス
性

社会・経
済項目

交通 交通安全 交通安全
現在の歩車動線の分離（交
通安全性の向上）の状況

社会・経
済項目

経済 事業採算性 施設整備費
施設整備費を適正に保つた
めの措置

社会・経
済項目

経済 事業採算性 運営経費
運営・維持コストの削減の
ための措置

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

小項目
平均点

指標別
平均点

開催後

評価点

二次評価

開催中 開催後開催前
中項目
平均点

段階別影響

開催前 開催中

改変エリアは現在未利用地
となっており、自然地や農
地は存在しない。 0 0.0

会場の大部分が未利用地で
あり、開催中に競技会場と
して有効活用される。

一部海浜公園として整備さ
れるが大部分は未利用地に
戻る。 +2 +1 1.5

既に公共的な利用がなされ
ている施設の場所であり、
改変エリアは生活移動動線
に影響しない。

移動動線は確保されてお
り、競技中も現況と変わら
ない。

施設撤去後の後利用が想定
されない。

0 0 － 0.0

会場周辺は既に道路網が整
備されており、現状と同等
となる。

会場周辺は既に道路網が整
備されており、現状と同等
となる。

施設撤去後の後利用が想定
されない。

0 0 － 0.0

改変エリアに民家等は存在
しない。

0 0.0 0.0

来場者用の歩行者通路の設
置によりアクセス性が向上
する。

後利用時には未利用地とな
る。

+1 － 1.0 1.0

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

競技の実施による影響に含
め、評価の対象外とする。

現状において歩車動線は分
離されており、開催中も維
持される。

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

後利用時の公共利用が想定
されない。

0 － 0 0 － 0.0 0.0

再生可能材により整備費や
廃棄物処理費用を抑制する
等の費用削減措置が取られ
る。

再生可能材により整備費や
廃棄物処理費用を抑制する
等の費用削減措置が取られ
る。

+1 +1 1.0

ボランティアの活用等によ
り運営経費、維持管理コス
トの削減が図られる。 +1 1.0

項目 一次評価 二次評価
主要環境 -0.2 0.1
生態系 0.0 0.3
生活環境 -0.3 0.0
ｱﾒﾆﾃｨ・文化 -0.1 0.6
資源・廃棄物 0.3 0.5
温室効果ガス 0.0 2.0
土地利用 0.3 0.3
交通 0.0 0.5
経済 0.0 1.0

1.0

0.8

0.3

0.0

0.5

1.0

-2
-1
0
1
2
主要環境

生態系

生活環境

ｱﾒﾆﾃｨ・文化

資源・廃棄物温室効果ガス

土地利用

交通

経済 一次評価

二次評価
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工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

環境項目 主要環境 大気
汚染物質（NO2、SPM）の排
出量

排出の有無、現状より排出
増大の可能性

工事の実施による濃度の変
化（付加率）が5％未満で
ある。

影響要因は想定されないた
め対象外。

施設等の利用、各施設間の
人の移動に伴う汚染物質の
排出が周辺の大気環境に与
える影響はほとんどない。

工事の実施による濃度の変
化（付加率）が5％未満で
ある。

-1 － 0 -1 -0.7 -0.7

環境項目 主要環境 水質
汚濁負荷（COD、T-N、T-
P、BOD､SS等）の排出量

汚濁負荷物質排出の有無、
汚染増大の可能性

工事の実施に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

工事の実施に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

0 － 0 0 0.0 0.0

環境項目 主要環境 土壌
土壌汚染物質の拡散の可能
性

土地履歴調査等による土壌
汚染物質の存在可能性

履歴調査の結果、土壌汚染
物質の存在の可能性はな
い。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

工事の内容から土壌汚染物
質の拡散の可能性はない。

0 － － 0 0.0 0.0

環境項目 生態系
生物の生育・生
息基盤

生物の生育・生息基盤の状
況

①重要な生物・生態系の賦
存地の改変の有無
②生物の生育・生息基盤の
創出の有無

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

重要な生物・生態系の賦存
地の改変はない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

重要な生物・生態系の賦存
地の改変はない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

環境項目 生態系 水循環
雨水の地下浸透能力（地表
面被覆率）

現状の地表面被覆率

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

海面埋立地であるため対象
外とする。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

海面埋立地であるため対象
外とする。

－ － － － - -

環境項目 生態系 生物・生態系
周辺の生物の生育・生息環
境の連続性

現況の生物の生育・生息環
境の連続性

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

生物の生育・生息場所は改
変されない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

仮設の撤去や施設の後利用
の対象は、駐車場、砂利・
舗装面、運動場、芝生であ
り、評価対象とする環境で
はないため、現況と変わら
ない。

－ 0 － 0 0.0

環境項目 生態系 生物・生態系 重要な生物・生態系 重要な生物・生態系の状況

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

重要な生物・生態系の指定
地域の改変はない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

重要な生物・生態系の指定
地域の改変はない。

－ 0 － 0 0.0

環境項目 生態系 生物・生態系
生物相の豊かさ（鳥類相で
代表）

現況の生息種数（現状生息
する種のうち、生息が困難
となる可能性のある種の有
無、種数）

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

－ － － － － -

環境項目 生態系 緑 緑被面積（屋上含む） 現況の緑被率の状況

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

現況は未利用地であり、改
変の影響はない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

現況は未利用地であり、改
変の影響はない。

－ 0 － 0 0.0

環境項目 生態系 緑 緑化の状況
東京都の自然保護条例、建
築物環境計画書制度におけ
る緑化の評価基準

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

仮設施設のため対象外とす
る。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

仮設施設のため対象外とす
る。

－ － － － -

環境項目 生活環境 騒音 環境・交通騒音レベル
①環境基準及び法令等によ
る基準
②現況の騒音レベル

工事の実施に伴う騒音によ
る周辺の生活環境への影響
がみられる。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用、声援や応援等
による騒音の発生がみられ
るが、周辺の生活環境に影
響を及ぼすことはない。

工事の実施に伴う騒音によ
る周辺の生活環境への影響
がみられる。

-1 － 0 -1 -0.7 -0.7

環境項目 生活環境 日影
日照の阻害の有無（阻害を
受ける住戸等の有無）

現状の日照阻害の状況

施設の高さ、周辺の状況、
仮設のみであることなどか
ら、施設の存在に伴う日影
の影響はない。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

0 － 0.0 0.0

0.0

0.0

-0.3

評価点

-0.2

0.0

一次評価

評価の指標 評価の基準

開催前
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

開催中 開催後 開催中 開催後大項目 中項目 小項目

評価
段階別影響

開催前
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工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

評価点

一次評価

評価の指標 評価の基準

開催前
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

開催中 開催後 開催中 開催後大項目 中項目 小項目

評価
段階別影響

開催前

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 緑視率 現況の緑視率

仮設の設置により、一部の
緑が改変されるが、緑視率
の減少は約1.3ポイントで
あり、現況と変わらない。

仮設撤去後、草地が改変さ
れた状態が続くが、緑視率
の減少は約1.3ポイントで
あり、現況と変わらない。 0 0 0.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 優れた眺望又は景観の阻害

①周辺の視点場から眺望で
きる優れた眺望景観の阻害
の有無
②景観形成特別地区の景観
を阻害しないこと

水辺から見える場所に建設
されることから、水辺景観
形成特別地区周縁部を阻害
する。

眺望景観及び景観形成特別
地区の景観を阻害すること
はない。

-1 0 -0.5

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の場
の変化

自然との触れ合い活動の場
の消失又は改善・創出

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

現況で自然との触れ合い活
動の場となっていないこと
から、現況と変わらない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

現況で自然との触れ合い活
動の場となっていないこと
から、現況と変わらない。

－ 0 － 0 0.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の変
化

自然との触れ合い活動の阻
害又は促進（場へのアクセ
ス性含む）の有無

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

0 0 0 0 0 0.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

歩行者空間の快
適性

街路樹等緑陰の状況（緑陰
面積）

現況の街路樹及び接道緑
化、壁面緑化の状況

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

現況は未利用地であり、樹
木に影響する改変はなく、
緑陰面積及び歩行者が感じ
る快適性ともに現況と変わ
らない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

現況は未利用地であり、樹
木に影響する改変はなく、
緑陰面積及び歩行者が感じ
る快適性ともに現況と変わ
らない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

史跡・文化財
史跡・文化財の保護・保全
の状況

文化財等の保存及び管理の
支障の有無

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

周辺に史跡・文化財は存在
しない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

周辺に史跡・文化財は存在
しない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

水利用 上水利用量の削減 現在の上水利用量の水準

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量の削
減が図られる。

競技の実施時における会場
の利用者による水利用につ
いては、「施設の存在によ
る影響」に含めるものとし
て、ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

後利用はないことから対象
外とする。

－ 0 － － － 0.0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物発生量の減量化
廃棄物発生量の減量化に
よって削減される 終処分
量の水準

標準的な工事と同程度の廃
棄物の削減対策がなされ、
現在の廃棄物の発生水準と
同等の減量化が行われる。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

競技の実施に伴い排出され
る一般廃棄物は、現在と同
程度の減量化が行われ、
終処分量は現状の水準と変
わらない。

標準的な工事と同程度の廃
棄物の削減対策がなされ、
現在の廃棄物の発生水準と
同等の減量化が行われる。

後利用はないことから対象
外とする。

0 － 0 0 － 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物の有効利用
廃棄物の有効利用によって
削減される 終処分量の水
準

建設廃棄物の有効利用の取
り組みについて、現在の標
準的な工事と同程度の廃棄
物の有効利用がなされる。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

競技の実施に伴い排出され
る一般廃棄物は、現在と同
程度の有効利用がなされ、

終処分量は現状の水準と
変わらない。

建設廃棄物の有効利用の取
り組みについて、現在の標
準的な工事と同程度の廃棄
物の有効利用がなされる。

後利用はないことから対象
外とする。

0 － 0 0 － 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

エコマテリアル エコマテリアルの使用
再生可能資材・再生資材の
活用の水準

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

施設の存在時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

競技の実施時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

後利用時におけるエコマテ
リアルの利用は想定されな
いため対象外とする。

+1 － － +1 － 1.0 1.0

環境項目
温室効果
ガス

温室効果ガス 温室効果ガスの削減量

①エネルギー消費量による
CO2排出の概算
②既存施設における追加的
排出の有無

一般的な施設の建設工事と
同程度の排出量になる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」に含めて
扱う。

同等施設の標準的な排出量
となる。

一般的な施設の建設工事と
同程度の排出量になる。

後利用はないことから対象
外とする。

0 － 0 0 － 0.0 0.0

環境項目
温室効果
ガス

エネルギー エネルギー使用量の増減

①現在の使用量の水準（東
京都温暖化対策計画書制度
/東京都建築物環境計画書
制度による評価水準）
②省エネ再エネ対策・設備
の導入状況/可能性

一般的な施設の建設工事と
同程度の消費量になる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」に含めて
扱う。

同等施設の標準的な消費量
となる。

一般的な施設の建設工事と
同程度の消費量になる。

後利用はないことから対象
外とする。

0 － 0 0 － 0.0 0.0

0.30.0

0.0

0.0

-0.3

-0.1
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工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

評価点

一次評価

評価の指標 評価の基準

開催前
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

開催中 開催後 開催中 開催後大項目 中項目 小項目

評価
段階別影響

開催前

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の転用
土地利用の改変、転用の有
無

改変エリアは現在未利用地
となっており、自然地や農
地は存在しない。 0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の有効利用 未利用地の解消の有無

会場の大部分が未利用地で
あり、開催中に競技会場と
して有効活用される。

一部海浜公園として整備さ
れるが大部分は未利用地に
戻る。 +2 +1 1.5

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の移動動
線の分断をしないこと

既に公共的な利用がなされ
ている施設の場所であり、
改変エリアは生活移動動線
に影響しない。

移動動線は確保されてお
り、競技中も現況と変わら
ない。

施設撤去後の後利用が想定
されない。

0 0 － 0.0

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の動線の
ネットワーク化の進展の有
無

会場周辺は既に道路網が整
備されており、現状と同等
となる。

会場周辺は既に道路網が整
備されており、現状と同等
となる。

施設撤去後の後利用が想定
されない。

0 0 － 0.0

社会・経
済項目

土地利用 移転 民家等の移転
民家等の移転を伴わないこ
と

改変エリアに民家等は存在
しない。

0 0.0 0.0

社会・経
済項目

交通
公共交通へのア
クセシビリティ

アクセス性
現在の会場までのアクセス
性

アクセス性向上の対策が無
く現況と同様のアクセス性
である。

後利用時には未利用地とな
る。

0 － 0.0 0.0

社会・経
済項目

交通 交通安全 交通安全
現在の歩車動線の分離（交
通安全性の向上）の状況

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

競技の実施による影響に含
め、評価の対象外とする。

現状において歩車動線は分
離されており、開催中も維
持される。

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

後利用時の公共利用が想定
されない。

0 － 0 0 － 0.0 0.0

社会・経
済項目

経済 事業採算性 施設整備費
施設整備費を適正に保つた
めの措置

対策が無い場合には標準的
な施設整備費となる。

対策が無い場合には標準的
な撤去・改修整備費とな
る。 0 0 0.0

社会・経
済項目

経済 事業採算性 運営経費
運営・維持コストの削減の
ための措置

対策を講じない場合には標
準的な運営経費となる。

0 0.0

0.0

0.0 0.0

0.8

0.3

0.0

1－57



会場別予測評価結果表(10_有明ベロドローム)

環境項目 主要環境 大気
汚染物質（NO2、SPM）の排
出量

排出の有無、現状より排出
増大の可能性

環境項目 主要環境 水質
汚濁負荷（COD、T-N、T-
P、BOD､SS等）の排出量

汚濁負荷物質排出の有無、
汚染増大の可能性

環境項目 主要環境 土壌
土壌汚染物質の拡散の可能
性

土地履歴調査等による土壌
汚染物質の存在可能性

環境項目 生態系
生物の生育・生
息基盤

生物の生育・生息基盤の状
況

①重要な生物・生態系の賦
存地の改変の有無
②生物の生育・生息基盤の
創出の有無

環境項目 生態系 水循環
雨水の地下浸透能力（地表
面被覆率）

現状の地表面被覆率

環境項目 生態系 生物・生態系
周辺の生物の生育・生息環
境の連続性

現況の生物の生育・生息環
境の連続性

環境項目 生態系 生物・生態系 重要な生物・生態系 重要な生物・生態系の状況

環境項目 生態系 生物・生態系
生物相の豊かさ（鳥類相で
代表）

現況の生息種数（現状生息
する種のうち、生息が困難
となる可能性のある種の有
無、種数）

環境項目 生態系 緑 緑被面積（屋上含む） 現況の緑被率の状況

環境項目 生態系 緑 緑化の状況
東京都の自然保護条例、建
築物環境計画書制度におけ
る緑化の評価基準

環境項目 生活環境 騒音 環境・交通騒音レベル
①環境基準及び法令等によ
る基準
②現況の騒音レベル

環境項目 生活環境 日影
日照の阻害の有無（阻害を
受ける住戸等の有無）

現状の日照阻害の状況

評価の指標 評価の基準

大項目 中項目 小項目

評価

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による大気環境への影
響がみられるが、ミティ
ゲーションの実施により、
大気質の濃度をほとんど悪
化させない程度となる。

影響要因は想定されないた
め対象外。

施設等の利用、各施設間の
人の移動に伴う大気環境へ
の影響はほとんどなく、ミ
ティゲーションの実施によ
り大気環境が改善される。

工事による大気環境への影
響がみられ、ミティゲー
ションの実施により影響の
程度が低減されるが、濃度
の変化（付加率）が5％未
満となる。

0 － +1 -1 0.0 0.0

工事の実施に伴って公共用
水域の水質に影響を及ぼす
ことはないことから、ミ
ティゲーションは想定して
いない。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用に伴うし尿等の
汚水による影響はないこと
から、ミティゲーションは
想定していない。

工事の実施に伴って公共用
水域の水質に影響を及ぼす
ことはないことから、ミ
ティゲーションは想定して
いない。

0 － 0 0 0.0 0.0

履歴調査の結果、土壌汚染
物質の存在の可能性はない
ことから、ミティゲーショ
ンは想定していない。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

工事の内容から土壌汚染物
質の拡散の可能性はないこ
とから、ミティゲーション
は想定していない。 0 － － 0 0.0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

重要な生物・生態系の賦存
地の改変はない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

重要な生物・生態系の賦存
地の改変はない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

海面埋立地であるため対象
外とする。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

海面埋立地であるため対象
外とする。

－ － － － - -

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

生物の生育・生息場所は改
変されない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

周辺の生物の生育・生息場
所の連続性は現況と変わら
ない。

－ 0 － 0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

重要な生物・生態系の指定
地域の改変はない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

重要な生物・生態系の指定
地域の改変はない。

－ 0 － 0 0.0

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

－ － － － － -

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

現況0％の緑被率が17.4％
となり、緑被率が17.4ポイ
ント増加する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

開催後は未利用地に戻る
が、海辺沿い数十ｍは公園
として整備されることか
ら、緑被率は8.1ポイント
増加する。

－ +1 － +1 1.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

仮設施設のため対象外とす
る。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

仮設施設のため対象外とす
る。

－ － － － -

工事の実施に伴う騒音によ
る影響がみられるが、ミ
ティゲーションにより周辺
の生活環境に影響を及ぼさ
ない程度となる。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用、声援や応援等
が周辺の生活環境に影響を
及ぼすことはないことか
ら、ミティゲーションは想
定していない。

工事の実施に伴う騒音によ
る影響がみられるが、ミ
ティゲーションにより周辺
の生活環境に影響を及ぼさ
ない程度となる。

0 － 0 0 0.0 0.0

施設の存在による影響はな
いことから、ミティゲー
ションは想定していない。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

0 － 0.0 0.0

0.0

0.30.0

1.0

0.0

小項目
平均点

指標別
平均点

開催後

評価点

二次評価

開催中 開催後開催前
中項目
平均点

段階別影響

開催前 開催中
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評価の指標 評価の基準

大項目 中項目 小項目

評価

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 緑視率 現況の緑視率

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 優れた眺望又は景観の阻害

①周辺の視点場から眺望で
きる優れた眺望景観の阻害
の有無
②景観形成特別地区の景観
を阻害しないこと

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の場
の変化

自然との触れ合い活動の場
の消失又は改善・創出

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の変
化

自然との触れ合い活動の阻
害又は促進（場へのアクセ
ス性含む）の有無

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

歩行者空間の快
適性

街路樹等緑陰の状況（緑陰
面積）

現況の街路樹及び接道緑
化、壁面緑化の状況

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

史跡・文化財
史跡・文化財の保護・保全
の状況

文化財等の保存及び管理の
支障の有無

環境項目
資源・廃
棄物

水利用 上水利用量の削減 現在の上水利用量の水準

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物発生量の減量化
廃棄物発生量の減量化に
よって削減される 終処分
量の水準

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物の有効利用
廃棄物の有効利用によって
削減される 終処分量の水
準

環境項目
資源・廃
棄物

エコマテリアル エコマテリアルの使用
再生可能資材・再生資材の
活用の水準

環境項目
温室効果
ガス

温室効果ガス 温室効果ガスの削減量

①エネルギー消費量による
CO2排出の概算
②既存施設における追加的
排出の有無

環境項目
温室効果
ガス

エネルギー エネルギー使用量の増減

①現在の使用量の水準（東
京都温暖化対策計画書制度
/東京都建築物環境計画書
制度による評価水準）
②省エネ再エネ対策・設備
の導入状況/可能性

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

小項目
平均点

指標別
平均点

開催後

評価点

二次評価

開催中 開催後開催前
中項目
平均点

段階別影響

開催前 開催中

会場エリア内に緑地が整備
され、周辺に街路樹が整備
されるため、緑視率は現況
と同等程度になると想定す
る。

仮設撤去後は、草本の種を
播くなどして、現在と同様
の植生となると予測した。

0 0 0.0

水辺景観形成特別地区の景
観形成基準（色彩、意匠な
ど）に準拠した施設とす
る。

眺望景観及び景観形成特別
地区の景観を阻害すること
はない。

0 0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

ミティゲーションの実施に
より、自然との触れ合い活
動の場が新たに創出され、
質が一部向上する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

ミティゲーションの実施に
より、自然との触れ合い活
動の場が新たに創出され、
質が一部向上する。 － +1 － +1 1.0

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

0 0 0 0 0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

街路樹の整備・充実を図る
とともに、会場エリア内の
樹木の充実を図ることによ
り、緑陰面積及び歩行者が
感じる快適性ともに向上す
る。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

アクセスルートの街路樹を
開催後も維持することによ
り、緑陰面積及び歩行者が
感じる快適性ともに向上す
る。

－ +2 － +2 2.0 2.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

周辺に史跡・文化財は存在
しない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

周辺に史跡・文化財は存在
しない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量の削
減が図られる。

競技の実施時における会場
の利用者による水利用につ
いては、「施設の存在によ
る影響」に含めるものとし
て、ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

後利用はないことから対象
外とする。

－ 0 － － － 0.0 0.0

建設廃棄物の対策はリサイ
クルによるものが大部分で
あり、減量による 終処分
量の大幅な削減は見込めな
い。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

既に容器包装廃棄物のリサ
イクル分別などが実施され
ており、廃棄物の発生抑制
策による 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

建設廃棄物の対策はリサイ
クルによるものが大部分で
あり、減量による 終処分
量の大幅な削減は見込めな
い。

後利用はないことから対象
外とする。

0 － 0 0 － 0.0

「東京都建設リサイクル推
進計画」等に基づく有効利
用策の促進により、建設廃
棄物の 終処分量は現在の
水準から20％以上削減され
る。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

資源ごみ回収やごみ処理過
程資源化、熱回収等の促進
により、一般廃棄物の 終
処分量は現在の水準から
30％程度削減される。

「東京都建設リサイクル推
進計画」等に基づく有効利
用策の促進により、建設廃
棄物の 終処分量は現在の
水準から20％以上削減され
る。

後利用はないことから対象
外とする。

+1 － +1 +1 － 1.0

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

施設の存在時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

競技の実施時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

後利用時におけるエコマテ
リアルの利用は想定されな
いため対象外とする。

+1 － － +1 － 1.0 1.0

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の削減
が図られる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

高効率設備の採用等によ
り、20％程度の削減が図ら
れる。

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の削減
が図られる。

後利用はないことから対象
外とする。

+2 － +2 +2 － 2.0 2.0

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の低減
が図られる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

高効率設備の採用等によ
り、20％程度の低減が図ら
れる。

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の低減
が図られる。

後利用はないことから対象
外とする。

+2 － +2 +2 － 2.0 2.0

0.50.5

2.0

0.0

0.60.5
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会場別予測評価結果表(10_有明ベロドローム)

評価の指標 評価の基準

大項目 中項目 小項目

評価

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の転用
土地利用の改変、転用の有
無

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の有効利用 未利用地の解消の有無

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の移動動
線の分断をしないこと

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の動線の
ネットワーク化の進展の有
無

社会・経
済項目

土地利用 移転 民家等の移転
民家等の移転を伴わないこ
と

社会・経
済項目

交通
公共交通へのア
クセシビリティ

アクセス性
現在の会場までのアクセス
性

社会・経
済項目

交通 交通安全 交通安全
現在の歩車動線の分離（交
通安全性の向上）の状況

社会・経
済項目

経済 事業採算性 施設整備費
施設整備費を適正に保つた
めの措置

社会・経
済項目

経済 事業採算性 運営経費
運営・維持コストの削減の
ための措置

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

小項目
平均点

指標別
平均点

開催後

評価点

二次評価

開催中 開催後開催前
中項目
平均点

段階別影響

開催前 開催中

改変エリアは現在未利用地
となっており、自然地や農
地は存在しない。 0 0.0

会場の大部分が未利用地で
あり、開催中に競技会場と
して有効活用される。

一部海浜公園として整備さ
れるが大部分は未利用地に
戻る。 +2 +1 1.5

既に公共的な利用がなされ
ている施設の場所であり、
改変エリアは生活移動動線
に影響しない。

移動動線は確保されてお
り、競技中も現況と変わら
ない。

施設撤去後の後利用が想定
されない。

0 0 － 0.0

会場周辺は既に道路網が整
備されており、現状と同等
となる。

会場周辺は既に道路網が整
備されており、現状と同等
となる。

施設撤去後の後利用が想定
されない。

0 0 － 0.0

改変エリアに民家等は存在
しない。

0 0.0 0.0

来場者用の歩行者通路の設
置によりアクセス性が向上
する。

後利用時には未利用地とな
る。

+1 － 1.0 1.0

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

競技の実施による影響に含
め、評価の対象外とする。

現状において歩車動線は分
離されており、開催中も維
持される。

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

後利用時の公共利用が想定
されない。

0 － 0 0 － 0.0 0.0

再生可能材により整備費や
廃棄物処理費用を抑制する
等の費用削減措置が取られ
る。

再生可能材により整備費や
廃棄物処理費用を抑制する
等の費用削減措置が取られ
る。

+1 +1 1.0

ボランティアの活用等によ
り運営経費、維持管理コス
トの削減が図られる。 +1 1.0

項目 一次評価 二次評価
主要環境 -0.2 0.0
生態系 0.0 0.3
生活環境 -0.3 0.0
ｱﾒﾆﾃｨ・文化 -0.1 0.6
資源・廃棄物 0.3 0.5
温室効果ガス 0.0 2.0
土地利用 0.3 0.3
交通 0.0 0.5
経済 0.0 1.0

1.0

0.8

0.3

0.0

0.5

1.0

-2
-1
0
1
2
主要環境

生態系

生活環境

ｱﾒﾆﾃｨ・文化

資源・廃棄物温室効果ガス

土地利用

交通

経済 一次評価

二次評価

1－60



会場別予測評価結果表(11_有明体操競技場)

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

環境項目 主要環境 大気
汚染物質（NO2、SPM）の排
出量

排出の有無、現状より排出
増大の可能性

工事の実施による濃度の変
化（付加率）が5％未満で
ある。

影響要因は想定されないた
め対象外。

施設等の利用、各施設間の
人の移動に伴う汚染物質の
排出が周辺の大気環境に与
える影響はほとんどない。

工事の実施による濃度の変
化（付加率）が5％未満で
ある。

-1 － 0 -1 -0.7 -0.7

環境項目 主要環境 水質
汚濁負荷（COD、T-N、T-
P、BOD､SS等）の排出量

汚濁負荷物質排出の有無、
汚染増大の可能性

工事の実施に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

工事の実施に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

0 － 0 0 0.0 0.0

環境項目 主要環境 土壌
土壌汚染物質の拡散の可能
性

土地履歴調査等による土壌
汚染物質の存在可能性

履歴調査の結果、土壌汚染
物質の存在の可能性はな
い。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

工事の内容から土壌汚染物
質の拡散の可能性はない。

0 － － 0 0.0 0.0

環境項目 生態系
生物の生育・生
息基盤

生物の生育・生息基盤の状
況

①重要な生物・生態系の賦
存地の改変の有無
②生物の生育・生息基盤の
創出の有無

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

重要な生物・生態系の賦存
地の改変はない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

重要な生物・生態系の賦存
地の改変はない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

環境項目 生態系 水循環
雨水の地下浸透能力（地表
面被覆率）

現状の地表面被覆率

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

海面埋立地であるため対象
外とする。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

海面埋立地であるため対象
外とする。

－ － － － - -

環境項目 生態系 生物・生態系
周辺の生物の生育・生息環
境の連続性

現況の生物の生育・生息環
境の連続性

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

生物の生育・生息場所は改
変されない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

仮設の撤去や施設の後利用
の対象は、駐車場、砂利・
舗装面、運動場、芝生であ
り、評価対象とする環境で
はないため、現況と変わら
ない。

－ 0 － 0 0.0

環境項目 生態系 生物・生態系 重要な生物・生態系 重要な生物・生態系の状況

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

重要な生物・生態系の指定
地域の改変はない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

重要な生物・生態系の指定
地域の改変はない。

－ 0 － 0 0.0

環境項目 生態系 生物・生態系
生物相の豊かさ（鳥類相で
代表）

現況の生息種数（現状生息
する種のうち、生息が困難
となる可能性のある種の有
無、種数）

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

－ － － － － -

環境項目 生態系 緑 緑被面積（屋上含む） 現況の緑被率の状況

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

現況は未利用地であり、改
変の影響はない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

現況は未利用地であり、改
変の影響はない。

－ 0 － 0 0.0

環境項目 生態系 緑 緑化の状況
東京都の自然保護条例、建
築物環境計画書制度におけ
る緑化の評価基準

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

仮設施設のため対象外とす
る。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

仮設施設のため対象外とす
る。

－ － － － -

環境項目 生活環境 騒音 環境・交通騒音レベル
①環境基準及び法令等によ
る基準
②現況の騒音レベル

工事の実施に伴う騒音によ
る周辺の生活環境への影響
がみられる。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用、声援や応援等
による騒音の発生がみられ
るが、周辺の生活環境に影
響を及ぼすことはない。

工事の実施に伴う騒音によ
る周辺の生活環境への影響
がみられる。

-1 － 0 -1 -0.7 -0.7

環境項目 生活環境 日影
日照の阻害の有無（阻害を
受ける住戸等の有無）

現状の日照阻害の状況

施設の高さ、周辺の状況、
仮設のみであることなどか
ら、施設の存在に伴う日影
の影響はない。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

0 － 0.0 0.0

0.0

0.0

-0.3

評価点

-0.2

0.0

一次評価

評価の指標 評価の基準

開催前
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

開催中 開催後 開催中 開催後大項目 中項目 小項目

評価
段階別影響

開催前
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会場別予測評価結果表(11_有明体操競技場)

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

評価点

一次評価

評価の指標 評価の基準

開催前
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

開催中 開催後 開催中 開催後大項目 中項目 小項目

評価
段階別影響

開催前

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 緑視率 現況の緑視率

仮設の設置及び整地によ
り、一部の緑地が改変さ
れ、緑視率は現況よりも約
9.3ポイント減少する。

仮設撤去後、草地が改変さ
れた状態が続くため、緑視
率は現況より約9.3ポイン
ト減少する。 -1 -1 -1.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 優れた眺望又は景観の阻害

①周辺の視点場から眺望で
きる優れた眺望景観の阻害
の有無
②景観形成特別地区の景観
を阻害しないこと

水辺から見える場所に建設
されることから、水辺景観
形成特別地区周縁部を阻害
する。

眺望景観及び景観形成特別
地区の景観を阻害すること
はない。

-1 0 -0.5

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の場
の変化

自然との触れ合い活動の場
の消失又は改善・創出

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

現況で自然との触れ合い活
動の場となっていないこと
から、現況と変わらない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

現況で自然との触れ合い活
動の場となっていないこと
から、現況と変わらない。

－ 0 － 0 0.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の変
化

自然との触れ合い活動の阻
害又は促進（場へのアクセ
ス性含む）の有無

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

0 0 0 0 0 0.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

歩行者空間の快
適性

街路樹等緑陰の状況（緑陰
面積）

現況の街路樹及び接道緑
化、壁面緑化の状況

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

現況は未利用地であり、樹
木に影響する改変はなく、
緑陰面積及び歩行者が感じ
る快適性ともに現況と変わ
らない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

現況は未利用地であり、樹
木に影響する改変はなく、
緑陰面積及び歩行者が感じ
る快適性ともに現況と変わ
らない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

史跡・文化財
史跡・文化財の保護・保全
の状況

文化財等の保存及び管理の
支障の有無

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

周辺に史跡・文化財は存在
しない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

周辺に史跡・文化財は存在
しない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

水利用 上水利用量の削減 現在の上水利用量の水準

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量の削
減が図られる。

競技の実施時における会場
の利用者による水利用につ
いては、「施設の存在によ
る影響」に含めるものとし
て、ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

後利用はないことから対象
外とする。

－ 0 － － － 0.0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物発生量の減量化
廃棄物発生量の減量化に
よって削減される 終処分
量の水準

標準的な工事と同程度の廃
棄物の削減対策がなされ、
現在の廃棄物の発生水準と
同等の減量化が行われる。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

競技の実施に伴い排出され
る一般廃棄物は、現在と同
程度の減量化が行われ、
終処分量は現状の水準と変
わらない。

標準的な工事と同程度の廃
棄物の削減対策がなされ、
現在の廃棄物の発生水準と
同等の減量化が行われる。

後利用はないことから対象
外とする。

0 － 0 0 － 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物の有効利用
廃棄物の有効利用によって
削減される 終処分量の水
準

建設廃棄物の有効利用の取
り組みについて、現在の標
準的な工事と同程度の廃棄
物の有効利用がなされる。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

競技の実施に伴い排出され
る一般廃棄物は、現在と同
程度の有効利用がなされ、

終処分量は現状の水準と
変わらない。

建設廃棄物の有効利用の取
り組みについて、現在の標
準的な工事と同程度の廃棄
物の有効利用がなされる。

後利用はないことから対象
外とする。

0 － 0 0 － 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

エコマテリアル エコマテリアルの使用
再生可能資材・再生資材の
活用の水準

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

施設の存在時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

競技の実施時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

後利用時におけるエコマテ
リアルの利用は想定されな
いため対象外とする。

+1 － － +1 － 1.0 1.0

環境項目
温室効果
ガス

温室効果ガス 温室効果ガスの削減量

①エネルギー消費量による
CO2排出の概算
②既存施設における追加的
排出の有無

一般的な施設の建設工事と
同程度の排出量になる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」に含めて
扱う。

同等施設の標準的な排出量
となる。

一般的な施設の建設工事と
同程度の排出量になる。

後利用はないことから対象
外とする。

0 － 0 0 － 0.0 0.0

環境項目
温室効果
ガス

エネルギー エネルギー使用量の増減

①現在の使用量の水準（東
京都温暖化対策計画書制度
/東京都建築物環境計画書
制度による評価水準）
②省エネ再エネ対策・設備
の導入状況/可能性

一般的な施設の建設工事と
同程度の消費量になる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」に含めて
扱う。

同等施設の標準的な消費量
となる。

一般的な施設の建設工事と
同程度の消費量になる。

後利用はないことから対象
外とする。

0 － 0 0 － 0.0 0.0

0.30.0

0.0

0.0

-0.8

-0.2
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会場別予測評価結果表(11_有明体操競技場)

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

評価点

一次評価

評価の指標 評価の基準

開催前
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

開催中 開催後 開催中 開催後大項目 中項目 小項目

評価
段階別影響

開催前

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の転用
土地利用の改変、転用の有
無

改変エリアは現在未利用地
となっており、自然地や農
地は存在しない。 0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の有効利用 未利用地の解消の有無

会場の大部分が未利用地で
あり、開催中に競技会場と
して有効活用される。

一部海浜公園として整備さ
れるが大部分は未利用地に
戻る。 +2 +1 1.5

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の移動動
線の分断をしないこと

既に公共的な利用がなされ
ている施設の場所であり、
改変エリアは生活移動動線
に影響しない。

移動動線は確保されてお
り、競技中も現況と変わら
ない。

施設撤去後の後利用が想定
されない。

0 0 － 0.0

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の動線の
ネットワーク化の進展の有
無

会場周辺は既に道路網が整
備されており、現状と同等
となる。

会場周辺は既に道路網が整
備されており、現状と同等
となる。

施設撤去後の後利用が想定
されない。

0 0 － 0.0

社会・経
済項目

土地利用 移転 民家等の移転
民家等の移転を伴わないこ
と

改変エリアに民家等は存在
しない。

0 0.0 0.0

社会・経
済項目

交通
公共交通へのア
クセシビリティ

アクセス性
現在の会場までのアクセス
性

アクセス性向上の対策が無
く現況と同様のアクセス性
である。

後利用時には未利用地とな
る。

0 － 0.0 0.0

社会・経
済項目

交通 交通安全 交通安全
現在の歩車動線の分離（交
通安全性の向上）の状況

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

競技の実施による影響に含
め、評価の対象外とする。

現状において歩車動線は分
離されており、開催中も維
持される。

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

後利用時の公共利用が想定
されない。

0 － 0 0 － 0.0 0.0

社会・経
済項目

経済 事業採算性 施設整備費
施設整備費を適正に保つた
めの措置

対策が無い場合には標準的
な施設整備費となる。

対策が無い場合には標準的
な撤去・改修整備費とな
る。 0 0 0.0

社会・経
済項目

経済 事業採算性 運営経費
運営・維持コストの削減の
ための措置

対策を講じない場合には標
準的な運営経費となる。

0 0.0

0.0

0.0 0.0

0.8

0.3

0.0
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会場別予測評価結果表(11_有明体操競技場)

環境項目 主要環境 大気
汚染物質（NO2、SPM）の排
出量

排出の有無、現状より排出
増大の可能性

環境項目 主要環境 水質
汚濁負荷（COD、T-N、T-
P、BOD､SS等）の排出量

汚濁負荷物質排出の有無、
汚染増大の可能性

環境項目 主要環境 土壌
土壌汚染物質の拡散の可能
性

土地履歴調査等による土壌
汚染物質の存在可能性

環境項目 生態系
生物の生育・生
息基盤

生物の生育・生息基盤の状
況

①重要な生物・生態系の賦
存地の改変の有無
②生物の生育・生息基盤の
創出の有無

環境項目 生態系 水循環
雨水の地下浸透能力（地表
面被覆率）

現状の地表面被覆率

環境項目 生態系 生物・生態系
周辺の生物の生育・生息環
境の連続性

現況の生物の生育・生息環
境の連続性

環境項目 生態系 生物・生態系 重要な生物・生態系 重要な生物・生態系の状況

環境項目 生態系 生物・生態系
生物相の豊かさ（鳥類相で
代表）

現況の生息種数（現状生息
する種のうち、生息が困難
となる可能性のある種の有
無、種数）

環境項目 生態系 緑 緑被面積（屋上含む） 現況の緑被率の状況

環境項目 生態系 緑 緑化の状況
東京都の自然保護条例、建
築物環境計画書制度におけ
る緑化の評価基準

環境項目 生活環境 騒音 環境・交通騒音レベル
①環境基準及び法令等によ
る基準
②現況の騒音レベル

環境項目 生活環境 日影
日照の阻害の有無（阻害を
受ける住戸等の有無）

現状の日照阻害の状況

評価の指標 評価の基準

大項目 中項目 小項目

評価

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による大気環境への影
響がみられ、ミティゲー
ションの実施により影響の
程度が低減されるが、濃度
の変化（付加率）が5％未
満となる。

影響要因は想定されないた
め対象外。

施設等の利用、各施設間の
人の移動に伴う大気環境へ
の影響はほとんどなく、ミ
ティゲーションの実施によ
り大気環境が改善される。

工事による大気環境への影
響がみられ、ミティゲー
ションの実施により影響の
程度が低減されるが、濃度
の変化（付加率）が5％未
満となる。

-1 － +1 -1 -0.3 -0.3

工事の実施に伴って公共用
水域の水質に影響を及ぼす
ことはないことから、ミ
ティゲーションは想定して
いない。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用に伴うし尿等の
汚水による影響はないこと
から、ミティゲーションは
想定していない。

工事の実施に伴って公共用
水域の水質に影響を及ぼす
ことはないことから、ミ
ティゲーションは想定して
いない。

0 － 0 0 0.0 0.0

履歴調査の結果、土壌汚染
物質の存在の可能性はない
ことから、ミティゲーショ
ンは想定していない。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

工事の内容から土壌汚染物
質の拡散の可能性はないこ
とから、ミティゲーション
は想定していない。 0 － － 0 0.0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

重要な生物・生態系の賦存
地の改変はない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

重要な生物・生態系の賦存
地の改変はない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

海面埋立地であるため対象
外とする。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

海面埋立地であるため対象
外とする。

－ － － － - -

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

生物の生育・生息場所は改
変されない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

周辺の生物の生育・生息場
所の連続性は現況と変わら
ない。

－ 0 － 0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

重要な生物・生態系の指定
地域の改変はない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

重要な生物・生態系の指定
地域の改変はない。

－ 0 － 0 0.0

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

－ － － － － -

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

現況0％の緑被率が26.5％
となり、緑被率が26.5ポイ
ント増加する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

開催後は未利用地に戻る
が、海辺沿い数十ｍは公園
として整備されることか
ら、緑被率は15.0ポイント
増加する。

－ +2 － +1 1.5

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

仮設施設のため対象外とす
る。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

仮設施設のため対象外とす
る。

－ － － － -

工事の実施に伴う騒音によ
る影響がみられるが、ミ
ティゲーションにより周辺
の生活環境に影響を及ぼさ
ない程度となる。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用、声援や応援等
が周辺の生活環境に影響を
及ぼすことはないことか
ら、ミティゲーションは想
定していない。

工事の実施に伴う騒音によ
る影響がみられるが、ミ
ティゲーションにより周辺
の生活環境に影響を及ぼさ
ない程度となる。

0 － 0 0 0.0 0.0

施設の存在による影響はな
いことから、ミティゲー
ションは想定していない。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

0 － 0.0 0.0

-0.1

0.50.0

1.5

0.0

小項目
平均点

指標別
平均点

開催後

評価点

二次評価

開催中 開催後開催前
中項目
平均点

段階別影響

開催前 開催中
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会場別予測評価結果表(11_有明体操競技場)

評価の指標 評価の基準

大項目 中項目 小項目

評価

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 緑視率 現況の緑視率

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 優れた眺望又は景観の阻害

①周辺の視点場から眺望で
きる優れた眺望景観の阻害
の有無
②景観形成特別地区の景観
を阻害しないこと

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の場
の変化

自然との触れ合い活動の場
の消失又は改善・創出

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の変
化

自然との触れ合い活動の阻
害又は促進（場へのアクセ
ス性含む）の有無

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

歩行者空間の快
適性

街路樹等緑陰の状況（緑陰
面積）

現況の街路樹及び接道緑
化、壁面緑化の状況

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

史跡・文化財
史跡・文化財の保護・保全
の状況

文化財等の保存及び管理の
支障の有無

環境項目
資源・廃
棄物

水利用 上水利用量の削減 現在の上水利用量の水準

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物発生量の減量化
廃棄物発生量の減量化に
よって削減される 終処分
量の水準

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物の有効利用
廃棄物の有効利用によって
削減される 終処分量の水
準

環境項目
資源・廃
棄物

エコマテリアル エコマテリアルの使用
再生可能資材・再生資材の
活用の水準

環境項目
温室効果
ガス

温室効果ガス 温室効果ガスの削減量

①エネルギー消費量による
CO2排出の概算
②既存施設における追加的
排出の有無

環境項目
温室効果
ガス

エネルギー エネルギー使用量の増減

①現在の使用量の水準（東
京都温暖化対策計画書制度
/東京都建築物環境計画書
制度による評価水準）
②省エネ再エネ対策・設備
の導入状況/可能性

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

小項目
平均点

指標別
平均点

開催後

評価点

二次評価

開催中 開催後開催前
中項目
平均点

段階別影響

開催前 開催中

会場エリア内に緑地が整備
され、周辺にも街路樹が整
備されるため、現況と同等
の緑視率になると想定す
る。

仮設の撤去後は、未利用地
に戻るが整地された状態が
続く。草本の種を播くなど
して、現在と同様の植生と
なると想定する。

0 0 0.0

水辺景観形成特別地区の景
観形成基準（色彩、意匠な
ど）に準拠した施設とす
る。

眺望景観及び景観形成特別
地区の景観を阻害すること
はない。

0 0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

ミティゲーションの実施に
より、自然との触れ合い活
動の場が新たに創出され、
質が一部向上する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

ミティゲーションの実施に
より、自然との触れ合い活
動の場が新たに創出され、
質が一部向上する。 － +1 － +1 1.0

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

0 0 0 0 0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

街路樹の整備・充実を図る
とともに、会場エリア内の
樹木の充実を図ることによ
り、緑陰面積及び歩行者が
感じる快適性ともに向上す
る。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

アクセスルートの街路樹を
開催後も維持することによ
り、緑陰面積及び歩行者が
感じる快適性ともに向上す
る。

－ +2 － +2 2.0 2.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

周辺に史跡・文化財は存在
しない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

周辺に史跡・文化財は存在
しない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量の削
減が図られる。

競技の実施時における会場
の利用者による水利用につ
いては、「施設の存在によ
る影響」に含めるものとし
て、ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

後利用はないことから対象
外とする。

－ 0 － － － 0.0 0.0

建設廃棄物の対策はリサイ
クルによるものが大部分で
あり、減量による 終処分
量の大幅な削減は見込めな
い。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

既に容器包装廃棄物のリサ
イクル分別などが実施され
ており、廃棄物の発生抑制
策による 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

建設廃棄物の対策はリサイ
クルによるものが大部分で
あり、減量による 終処分
量の大幅な削減は見込めな
い。

後利用はないことから対象
外とする。

0 － 0 0 － 0.0

「東京都建設リサイクル推
進計画」等に基づく有効利
用策の促進により、建設廃
棄物の 終処分量は現在の
水準から20％以上削減され
る。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

資源ごみ回収やごみ処理過
程資源化、熱回収等の促進
により、一般廃棄物の 終
処分量は現在の水準から
30％程度削減される。

「東京都建設リサイクル推
進計画」等に基づく有効利
用策の促進により、建設廃
棄物の 終処分量は現在の
水準から20％以上削減され
る。

後利用はないことから対象
外とする。

+1 － +1 +1 － 1.0

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

施設の存在時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

競技の実施時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

後利用時におけるエコマテ
リアルの利用は想定されな
いため対象外とする。

+1 － － +1 － 1.0 1.0

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の削減
が図られる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

高効率設備の採用等によ
り、20％程度の削減が図ら
れる。

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の削減
が図られる。

後利用はないことから対象
外とする。

+2 － +2 +2 － 2.0 2.0

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の低減
が図られる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

高効率設備の採用等によ
り、20％程度の低減が図ら
れる。

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の低減
が図られる。

後利用はないことから対象
外とする。

+2 － +2 +2 － 2.0 2.0

0.50.5

2.0

0.0

0.60.5
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会場別予測評価結果表(11_有明体操競技場)

評価の指標 評価の基準

大項目 中項目 小項目

評価

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の転用
土地利用の改変、転用の有
無

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の有効利用 未利用地の解消の有無

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の移動動
線の分断をしないこと

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の動線の
ネットワーク化の進展の有
無

社会・経
済項目

土地利用 移転 民家等の移転
民家等の移転を伴わないこ
と

社会・経
済項目

交通
公共交通へのア
クセシビリティ

アクセス性
現在の会場までのアクセス
性

社会・経
済項目

交通 交通安全 交通安全
現在の歩車動線の分離（交
通安全性の向上）の状況

社会・経
済項目

経済 事業採算性 施設整備費
施設整備費を適正に保つた
めの措置

社会・経
済項目

経済 事業採算性 運営経費
運営・維持コストの削減の
ための措置

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

小項目
平均点

指標別
平均点

開催後

評価点

二次評価

開催中 開催後開催前
中項目
平均点

段階別影響

開催前 開催中

改変エリアは現在未利用地
となっており、自然地や農
地は存在しない。 0 0.0

会場の大部分が未利用地で
あり、開催中に競技会場と
して有効活用される。

一部海浜公園として整備さ
れるが大部分は未利用地に
戻る。 +2 +1 1.5

既に公共的な利用がなされ
ている施設の場所であり、
改変エリアは生活移動動線
に影響しない。

移動動線は確保されてお
り、競技中も現況と変わら
ない。

施設撤去後の後利用が想定
されない。

0 0 － 0.0

会場周辺は既に道路網が整
備されており、現状と同等
となる。

会場周辺は既に道路網が整
備されており、現状と同等
となる。

施設撤去後の後利用が想定
されない。

0 0 － 0.0

改変エリアに民家等は存在
しない。

0 0.0 0.0

来場者用の歩行者通路の設
置によりアクセス性が向上
する。

後利用時には未利用地とな
る。

+1 － 1.0 1.0

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

競技の実施による影響に含
め、評価の対象外とする。

現状において歩車動線は分
離されており、開催中も維
持される。

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

後利用時の公共利用が想定
されない。

0 － 0 0 － 0.0 0.0

再生可能材により整備費や
廃棄物処理費用を抑制する
等の費用削減措置が取られ
る。

再生可能材により整備費や
廃棄物処理費用を抑制する
等の費用削減措置が取られ
る。

+1 +1 1.0

ボランティアの活用等によ
り運営経費、維持管理コス
トの削減が図られる。 +1 1.0

項目 一次評価 二次評価
主要環境 -0.2 -0.1
生態系 0.0 0.5
生活環境 -0.3 0.0
ｱﾒﾆﾃｨ・文化 -0.2 0.6
資源・廃棄物 0.3 0.5
温室効果ガス 0.0 2.0
土地利用 0.3 0.3
交通 0.0 0.5
経済 0.0 1.0

1.0

0.8

0.3

0.0

0.5

1.0

-2
-1
0
1
2
主要環境

生態系

生活環境

ｱﾒﾆﾃｨ・文化

資源・廃棄物温室効果ガス

土地利用

交通

経済 一次評価

二次評価
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会場別予測評価結果表(12_有明テニスの森)

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

環境項目 主要環境 大気
汚染物質（NO2、SPM）の排
出量

排出の有無、現状より排出
増大の可能性

工事の実施による濃度の変
化（付加率）が5％未満で
ある。

影響要因は想定されないた
め対象外。

施設等の利用、各施設間の
人の移動に伴う汚染物質の
排出が周辺の大気環境に与
える影響はほとんどない。

工事の実施による濃度の変
化（付加率）が5％未満で
ある。

施設等の利用、各施設間の
人の移動に伴う汚染物質の
排出が周辺の大気環境に与
える影響はほとんどない。 -1 － 0 -1 0 -0.5 -0.5

環境項目 主要環境 水質
汚濁負荷（COD、T-N、T-
P、BOD､SS等）の排出量

汚濁負荷物質排出の有無、
汚染増大の可能性

工事の実施に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

工事の実施に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

施設の供用に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

0 － 0 0 0 0.0 0.0

環境項目 主要環境 土壌
土壌汚染物質の拡散の可能
性

土地履歴調査等による土壌
汚染物質の存在可能性

履歴調査の結果、土壌汚染
物質の存在の可能性はな
い。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

工事の内容から土壌汚染物
質の拡散の可能性はない。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

0 － － 0 － 0.0 0.0

環境項目 生態系
生物の生育・生
息基盤

生物の生育・生息基盤の状
況

①重要な生物・生態系の賦
存地の改変の有無
②生物の生育・生息基盤の
創出の有無

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

重要な生物・生態系の賦存
地の改変はない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

重要な生物・生態系の賦存
地の改変はない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

環境項目 生態系 水循環
雨水の地下浸透能力（地表
面被覆率）

現状の地表面被覆率

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

海面埋立地であるため対象
外とする。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

海面埋立地であるため対象
外とする。

－ － － － - -

環境項目 生態系 生物・生態系
周辺の生物の生育・生息環
境の連続性

現況の生物の生育・生息環
境の連続性

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

生物の生育・生息場所は改
変されない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

仮設の撤去や施設の後利用
の対象は、駐車場、砂利・
舗装面、運動場、芝生であ
り、評価対象とする環境で
はないため、現況と変わら
ない。

－ 0 － 0 0.0

環境項目 生態系 生物・生態系 重要な生物・生態系 重要な生物・生態系の状況

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

重要な生物・生態系の指定
地域の改変はない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

重要な生物・生態系の指定
地域の改変はない。

－ 0 － 0 0.0

環境項目 生態系 生物・生態系
生物相の豊かさ（鳥類相で
代表）

現況の生息種数（現状生息
する種のうち、生息が困難
となる可能性のある種の有
無、種数）

工事に伴う騒音や作業員の
立ち入り等により、生息が
困難となる可能性のある種
が存在する。

生息が困難となる可能性の
ある種は存在しないことか
ら、現況と変わらない。

生息が困難となる可能性の
ある種は存在しないことか
ら、現況と変わらない。

工事に伴う騒音や作業員の
立ち入りにより、生息が困
難となる可能性のある種が
存在する。

生息が困難となる可能性の
ある種は存在しないことか
ら、現況と変わらない。

-1 0 0 -1 0 -0.4

環境項目 生態系 緑 緑被面積（屋上含む） 現況の緑被率の状況

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

現況42.1％の緑被率が
17.2％となり、24.9ポイン
トと大きく減少する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

現況42.1％の緑被率が
17.2％となり、24.9ポイン
トと大きく減少する。

－ -2 － -2 -2.0

環境項目 生態系 緑 緑化の状況
東京都の自然保護条例、建
築物環境計画書制度におけ
る緑化の評価基準

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

樹林地の改変により、緑化
率は16.6％となるが緑化基
準を満たす。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

樹林地の改変により、緑化
率は16.6％となるが緑化基
準を満たす。

－ 0 － 0 0.0

環境項目 生活環境 騒音 環境・交通騒音レベル
①環境基準及び法令等によ
る基準
②現況の騒音レベル

工事の実施に伴う騒音によ
る周辺の生活環境への影響
がみられる。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用、声援や応援等
による騒音の発生がみられ
るが、周辺の生活環境に影
響を及ぼすことはない。

工事の実施に伴う騒音によ
る周辺の生活環境への影響
がみられる。

開催前の利用形態に変化は
なく、周辺の生活環境に影
響を及ぼすような新たな騒
音の発生はない。 -1 － 0 -1 0 -0.5 -0.5

環境項目 生活環境 日影
日照の阻害の有無（阻害を
受ける住戸等の有無）

現状の日照阻害の状況

日影は概ね会場エリア内に
留まることから周辺への影
響はない。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

開催後に、新たな施設によ
る日影は生じないことから
影響はない。

0 － 0 0.0 0.0

-0.1

-1.0

-0.3

評価点

-0.2

-0.4

一次評価

評価の指標 評価の基準

開催前
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

開催中 開催後 開催中 開催後大項目 中項目 小項目

評価
段階別影響

開催前
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工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

評価点

一次評価

評価の指標 評価の基準

開催前
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

開催中 開催後 開催中 開催後大項目 中項目 小項目

評価
段階別影響

開催前

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 緑視率 現況の緑視率

施設の設置により、会場エ
リア内の大部分が改変され
るが、緑視率の減少は約
0.9ポイントであり、現況
と変わらない。

樹木の改変による緑視率の
減少は、約0.9ポイントで
あり、現況と変わらない。

0 0 0.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 優れた眺望又は景観の阻害

①周辺の視点場から眺望で
きる優れた眺望景観の阻害
の有無
②景観形成特別地区の景観
を阻害しないこと

眺望景観及び景観形成特別
地区の景観を阻害すること
はない。

眺望景観及び景観形成特別
地区の景観を阻害すること
はない。

0 0 0.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の場
の変化

自然との触れ合い活動の場
の消失又は改善・創出

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

自然との触れ合い活動の場
の半分以上が改変される。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

施設の後利用により、自然
との触れ合い活動の場の半
分以上が改変される。

－ -2 － -2 -2.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の変
化

自然との触れ合い活動の阻
害又は促進（場へのアクセ
ス性含む）の有無

騒音、アクセス規制によ
り、自然との触れ合い活動
自体及びアクセスが阻害さ
れる。

主要なアクセスルートが物
理的に改変・遮断又はアク
セスが規制されることか
ら、自然との触れ合い活動
が阻害される。

会場エリア内の入場が規制
されることから、自然との
触れ合い活動のアクセスが
阻害される。

騒音、アクセス規制によ
り、自然との触れ合い活動
自体及びアクセスが阻害さ
れる。

主要なアクセスルートが物
理的に改変・遮断されるこ
とから、自然との触れ合い
活動が阻害される。 -2 -1 -1 -2 -1 -1.4

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

歩行者空間の快
適性

街路樹等緑陰の状況（緑陰
面積）

現況の街路樹及び接道緑
化、壁面緑化の状況

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

会場エリア内の歩道沿いを
含む樹木の大部分が改変さ
れるため、緑陰面積が減少
し、歩行者が感じる快適性
が低下する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

会場エリア内の歩道沿いを
含む樹木の大部分が改変さ
れるため、緑陰面積が減少
し、歩行者が感じる快適性
が低下する。

－ -2 － -2 -2.0 -2.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

史跡・文化財
史跡・文化財の保護・保全
の状況

文化財等の保存及び管理の
支障の有無

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

周辺に史跡・文化財は存在
しない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

周辺に史跡・文化財は存在
しない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

水利用 上水利用量の削減 現在の上水利用量の水準

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水のほか、雨水の利用に
より上水利用量の削減が図
られる。

競技の実施時における会場
の利用者による水利用につ
いては、「施設の存在によ
る影響」に含めるものとし
て、ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水のほか、雨水の利用に
より上水利用量の削減が図
られる。

－ +1 － － +1 1.0 1.0

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物発生量の減量化
廃棄物発生量の減量化に
よって削減される 終処分
量の水準

標準的な工事と同程度の廃
棄物の削減対策がなされ、
現在の廃棄物の発生水準と
同等の減量化が行われる。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

競技の実施に伴い排出され
る一般廃棄物は、現在と同
程度の減量化が行われ、
終処分量は現状の水準と変
わらない。

標準的な工事と同程度の廃
棄物の削減対策がなされ、
現在の廃棄物の発生水準と
同等の減量化が行われる。

後利用で排出される一般廃
棄物は、現在と同程度の減
量化が行われ、 終処分量
は現状の水準と変わらな
い。

0 － 0 0 0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物の有効利用
廃棄物の有効利用によって
削減される 終処分量の水
準

建設廃棄物の有効利用の取
り組みについて、現在の標
準的な工事と同程度の廃棄
物の有効利用がなされる。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

競技の実施に伴い排出され
る一般廃棄物は、現在と同
程度の有効利用がなされ、

終処分量は現状の水準と
変わらない。

建設廃棄物の有効利用の取
り組みについて、現在の標
準的な工事と同程度の廃棄
物の有効利用がなされる。

後利用で排出される一般廃
棄物は、現在と同程度の有
効利用がなされ、 終処分
量は現状の水準と変わらな
い。

0 － 0 0 0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

エコマテリアル エコマテリアルの使用
再生可能資材・再生資材の
活用の水準

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

施設の存在時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

競技の実施時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

後利用時におけるエコマテ
リアルの利用は想定されな
いため対象外とする。

+1 － － +1 － 1.0 1.0

環境項目
温室効果
ガス

温室効果ガス 温室効果ガスの削減量

①エネルギー消費量による
CO2排出の概算
②既存施設における追加的
排出の有無

一般的な施設の建設工事と
同程度の排出量になる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」に含めて
扱う。

同等施設の標準的な排出量
となる。

一般的な施設の建設工事と
同程度の排出量になる。

同等施設の標準的な排出量
となる。

0 － 0 0 0 0.0 0.0

環境項目
温室効果
ガス

エネルギー エネルギー使用量の増減

①現在の使用量の水準（東
京都温暖化対策計画書制度
/東京都建築物環境計画書
制度による評価水準）
②省エネ再エネ対策・設備
の導入状況/可能性

一般的な施設の建設工事と
同程度の消費量になる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」に含めて
扱う。

同等施設の標準的な消費量
となる。

一般的な施設の建設工事と
同程度の消費量になる。

同等施設の標準的な消費量
となる。

0 － 0 0 0 0.0 0.0

0.70.0

0.0

-1.7

0.0

-0.9
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工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

評価点

一次評価

評価の指標 評価の基準

開催前
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

開催中 開催後 開催中 開催後大項目 中項目 小項目

評価
段階別影響

開催前

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の転用
土地利用の改変、転用の有
無

改変エリアは現在屋外利用
地、公園、運動場等となっ
ており、自然地や農地は存
在しない。

0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の有効利用 未利用地の解消の有無

未利用地の有効利用はな
い。

未利用地の有効利用はな
い。

0 0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の移動動
線の分断をしないこと

既に公共的な利用がなされ
ている施設の場所であり、
改変エリアは生活移動動線
に影響しない。

移動動線は確保されてお
り、競技中も現況と変わら
ない。

移動動線は確保されてお
り、後利用時も生活移動動
線への影響はない。 0 0 0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の動線の
ネットワーク化の進展の有
無

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

開催前から開催後を通じて
現況と変わらない。

0 0 0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 移転 民家等の移転
民家等の移転を伴わないこ
と

改変エリアに民家等は存在
しない。

0 0.0 0.0

社会・経
済項目

交通
公共交通へのア
クセシビリティ

アクセス性
現在の会場までのアクセス
性

アクセス性向上の対策が無
く現況と同様のアクセス性
である。

アクセス性向上の対策が無
く現況と同様のアクセス性
である。 0 0 0.0 0.0

社会・経
済項目

交通 交通安全 交通安全
現在の歩車動線の分離（交
通安全性の向上）の状況

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

競技の実施による影響に含
め、評価の対象外とする。

現状において歩車動線は分
離されており、開催中も維
持される。

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

現状において歩車動線は分
離されており、後利用時に
も維持される。 0 － 0 0 0 0.0 0.0

社会・経
済項目

経済 事業採算性 施設整備費
施設整備費を適正に保つた
めの措置

対策が無い場合には標準的
な施設整備費となる。

対策が無い場合には標準的
な撤去・改修整備費とな
る。 0 0 0.0

社会・経
済項目

経済 事業採算性 運営経費
運営・維持コストの削減の
ための措置

対策を講じない場合には標
準的な運営経費となる。

対策を講じない場合には標
準的な運営経費となる。

0 0 0.0

0.0

0.0 0.0

0.0

0.0

0.0
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環境項目 主要環境 大気
汚染物質（NO2、SPM）の排
出量

排出の有無、現状より排出
増大の可能性

環境項目 主要環境 水質
汚濁負荷（COD、T-N、T-
P、BOD､SS等）の排出量

汚濁負荷物質排出の有無、
汚染増大の可能性

環境項目 主要環境 土壌
土壌汚染物質の拡散の可能
性

土地履歴調査等による土壌
汚染物質の存在可能性

環境項目 生態系
生物の生育・生
息基盤

生物の生育・生息基盤の状
況

①重要な生物・生態系の賦
存地の改変の有無
②生物の生育・生息基盤の
創出の有無

環境項目 生態系 水循環
雨水の地下浸透能力（地表
面被覆率）

現状の地表面被覆率

環境項目 生態系 生物・生態系
周辺の生物の生育・生息環
境の連続性

現況の生物の生育・生息環
境の連続性

環境項目 生態系 生物・生態系 重要な生物・生態系 重要な生物・生態系の状況

環境項目 生態系 生物・生態系
生物相の豊かさ（鳥類相で
代表）

現況の生息種数（現状生息
する種のうち、生息が困難
となる可能性のある種の有
無、種数）

環境項目 生態系 緑 緑被面積（屋上含む） 現況の緑被率の状況

環境項目 生態系 緑 緑化の状況
東京都の自然保護条例、建
築物環境計画書制度におけ
る緑化の評価基準

環境項目 生活環境 騒音 環境・交通騒音レベル
①環境基準及び法令等によ
る基準
②現況の騒音レベル

環境項目 生活環境 日影
日照の阻害の有無（阻害を
受ける住戸等の有無）

現状の日照阻害の状況

評価の指標 評価の基準

大項目 中項目 小項目

評価

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による大気環境への影
響がみられるが、ミティ
ゲーションの実施により、
大気質の濃度をほとんど悪
化させない程度となる。

影響要因は想定されないた
め対象外。

施設等の利用、各施設間の
人の移動に伴う大気環境へ
の影響はほとんどなく、ミ
ティゲーションの実施によ
り大気環境が改善される。

工事による大気環境への影
響がみられるが、ミティ
ゲーションの実施により、
大気質の濃度をほとんど悪
化させない程度となる。

施設等の利用、各施設間の
人の移動に伴う大気環境へ
の影響はほとんどなく、ミ
ティゲーションの実施によ
り大気環境が改善される。

0 － +1 0 +1 0.5 0.5

工事の実施に伴って公共用
水域の水質に影響を及ぼす
ことはないことから、ミ
ティゲーションは想定して
いない。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用に伴うし尿等の
汚水による影響はないこと
から、ミティゲーションは
想定していない。

工事の実施に伴って公共用
水域の水質に影響を及ぼす
ことはないことから、ミ
ティゲーションは想定して
いない。

施設の供用に伴うし尿等の
汚水による影響はないこと
から、ミティゲーションは
想定していない。 0 － 0 0 0 0.0 0.0

履歴調査の結果、土壌汚染
物質の存在の可能性はない
ことから、ミティゲーショ
ンは想定していない。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

工事の内容から土壌汚染物
質の拡散の可能性はないこ
とから、ミティゲーション
は想定していない。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

0 － － 0 － 0.0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

重要な生物・生態系の賦存
地の改変はない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

重要な生物・生態系の賦存
地の改変はない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

海面埋立地であるため対象
外とする。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

海面埋立地であるため対象
外とする。

－ － － － - -

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

生物の生育・生息場所は改
変されない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

周辺の生物の生育・生息場
所の連続性は現況と変わら
ない。

－ 0 － 0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

重要な生物・生態系の指定
地域の改変はない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

重要な生物・生態系の指定
地域の改変はない。

－ 0 － 0 0.0

工事に伴う作業員の立ち入
り等により、生息が困難と
なる可能性のある種が存在
する。

生息が困難となる可能性の
ある種は存在しないことか
ら、現況と変わらない。

生息が困難となる可能性の
ある種は存在しないことか
ら、現況と変わらない。

工事に伴う作業員の立ち入
り等により、生息が困難と
なる可能性のある種が存在
する。

生息が困難となる可能性の
ある種は存在しないことか
ら、現況と変わらない。

-1 0 0 -1 0 -0.4

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

現況42.1％の緑被率が
29.2％となり、緑被率が
12.9ポイント減少する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

現況42.1％の緑被率が
29.4％となり、12.7ポイン
ト減少する。

－ -1 － -1 -1.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

緑化率が19.1％となり、緑
化基準を満たした。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

緑化率が19.1％となり、段
階1を達成。

－ 0 － 0 0.0

工事の実施に伴う騒音によ
る影響がみられるが、ミ
ティゲーションにより周辺
の生活環境に影響を及ぼさ
ない程度となる。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用、声援や応援等
が周辺の生活環境に影響を
及ぼすことはないことか
ら、ミティゲーションは想
定していない。

工事の実施に伴う騒音によ
る影響がみられるが、ミ
ティゲーションにより周辺
の生活環境に影響を及ぼさ
ない程度となる。

開催前の後利用において周
辺の生活環境への影響はな
いことから、ミティゲー
ションは想定していない。 0 － 0 0 0 0.0 0.0

施設の存在による影響はな
いことから、ミティゲー
ションは想定していない。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

施設の存在による影響はな
いことから、ミティゲー
ションは想定していない。

0 － 0 0.0 0.0

0.2

-0.2-0.1

-0.5

0.0

小項目
平均点

指標別
平均点

開催後

評価点

二次評価

開催中 開催後開催前
中項目
平均点

段階別影響

開催前 開催中
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会場別予測評価結果表(12_有明テニスの森)

評価の指標 評価の基準

大項目 中項目 小項目

評価

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 緑視率 現況の緑視率

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 優れた眺望又は景観の阻害

①周辺の視点場から眺望で
きる優れた眺望景観の阻害
の有無
②景観形成特別地区の景観
を阻害しないこと

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の場
の変化

自然との触れ合い活動の場
の消失又は改善・創出

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の変
化

自然との触れ合い活動の阻
害又は促進（場へのアクセ
ス性含む）の有無

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

歩行者空間の快
適性

街路樹等緑陰の状況（緑陰
面積）

現況の街路樹及び接道緑
化、壁面緑化の状況

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

史跡・文化財
史跡・文化財の保護・保全
の状況

文化財等の保存及び管理の
支障の有無

環境項目
資源・廃
棄物

水利用 上水利用量の削減 現在の上水利用量の水準

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物発生量の減量化
廃棄物発生量の減量化に
よって削減される 終処分
量の水準

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物の有効利用
廃棄物の有効利用によって
削減される 終処分量の水
準

環境項目
資源・廃
棄物

エコマテリアル エコマテリアルの使用
再生可能資材・再生資材の
活用の水準

環境項目
温室効果
ガス

温室効果ガス 温室効果ガスの削減量

①エネルギー消費量による
CO2排出の概算
②既存施設における追加的
排出の有無

環境項目
温室効果
ガス

エネルギー エネルギー使用量の増減

①現在の使用量の水準（東
京都温暖化対策計画書制度
/東京都建築物環境計画書
制度による評価水準）
②省エネ再エネ対策・設備
の導入状況/可能性

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

小項目
平均点

指標別
平均点

開催後

評価点

二次評価

開催中 開催後開催前
中項目
平均点

段階別影響

開催前 開催中

施設の設置の影響を受ける
樹木は会場内に移植される
が、緑視率の減少は約0.9
ポイントであり、現況と変
わらない。

会場エリア内に移植された
樹木が開催後も維持される
ことを想定する。緑視率の
減少は約0.9ポイントであ
り、現況と変わらない。

0 0 0.0

眺望景観及び景観形成特別
地区の景観を阻害すること
はない。

眺望景観及び景観形成特別
地区の景観を阻害すること
はない。

0 0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

ミティゲーションの実施に
より、自然との触れ合い活
動の場が現況レベルまで改
善する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

ミティゲーションの実施に
より、自然との触れ合い活
動の場が現況レベルまで改
善する。 － 0 － 0 0.0

ミティゲーションの実施に
より、現況レベルまで自然
との触れ合い活動が改善す
る。

ミティゲーションの実施に
より、自然との触れ合い活
動の場へのアクセス性が向
上する。

現段階ではミティゲーショ
ンは想定していない。

ミティゲーションの実施に
より、現況レベルまで自然
との触れ合い活動が改善す
る。

ミティゲーションの実施に
より、自然との触れ合い活
動が向上する。

0 +1 -1 0 +1 0.2

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

施設の整備により改変され
る樹木を移植することによ
り、緑陰面積及び歩行者が
感じる快適性ともに現況と
変わらない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

移植した樹木を開催後も維
持することにより、緑陰面
積及び歩行者が感じる快適
性ともに現況と変わらな
い。

－ 0 － 0 0.0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

周辺に史跡・文化財は存在
しない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

周辺に史跡・文化財は存在
しない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水のほか、雨水の利用に
より上水利用量の削減が図
られる。

競技の実施時における会場
の利用者による水利用につ
いては、「施設の存在によ
る影響」に含めるものとし
て、ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水のほか、雨水の利用に
より上水利用量の削減が図
られる。

－ +1 － － +1 1.0 1.0

建設廃棄物の対策はリサイ
クルによるものが大部分で
あり、減量による 終処分
量の大幅な削減は見込めな
い。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

既に容器包装廃棄物のリサ
イクル分別などが実施され
ており、廃棄物の発生抑制
策による 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

建設廃棄物の対策はリサイ
クルによるものが大部分で
あり、減量による 終処分
量の大幅な削減は見込めな
い。

既に容器包装廃棄物のリサ
イクル分別などが実施され
ており、廃棄物の発生抑制
策による 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

0 － 0 0 0 0.0

「東京都建設リサイクル推
進計画」等に基づく有効利
用策の促進により、建設廃
棄物の 終処分量は現在の
水準から20％以上削減され
る。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

資源ごみ回収やごみ処理過
程資源化、熱回収等の促進
により、一般廃棄物の 終
処分量は現在の水準から
30％程度削減される。

「東京都建設リサイクル推
進計画」等に基づく有効利
用策の促進により、建設廃
棄物の 終処分量は現在の
水準から20％以上削減され
る。

資源ごみ回収やごみ処理過
程資源化、熱回収等の促進
により、一般廃棄物の 終
処分量は現在の水準から
30％程度削減される。

+1 － +1 +1 +1 1.0

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

施設の存在時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

競技の実施時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

後利用時におけるエコマテ
リアルの利用は想定されな
いため対象外とする。

+1 － － +1 － 1.0 1.0

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の削減
が図られる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

高水準の省エネルギー技
術の活用等により、24.4％
程度の削減が図られる。

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の削減
が図られる。

高水準の省エネルギー技
術の活用等により、24.6％
程度の削減が図られる。

+2 － +2 +2 +2 2.0 2.0

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の低減
が図られる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

高水準の省エネルギー技
術の活用等により、24.4％
程度の低減が図られる。

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の低減
が図られる。

高水準の省エネルギー技
術の活用等により、24.6％
程度の低減が図られる。

+2 － +2 +2 +2 2.0 2.0

0.80.5

2.0

0.0

0.0
0.1
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評価の指標 評価の基準

大項目 中項目 小項目

評価

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の転用
土地利用の改変、転用の有
無

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の有効利用 未利用地の解消の有無

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の移動動
線の分断をしないこと

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の動線の
ネットワーク化の進展の有
無

社会・経
済項目

土地利用 移転 民家等の移転
民家等の移転を伴わないこ
と

社会・経
済項目

交通
公共交通へのア
クセシビリティ

アクセス性
現在の会場までのアクセス
性

社会・経
済項目

交通 交通安全 交通安全
現在の歩車動線の分離（交
通安全性の向上）の状況

社会・経
済項目

経済 事業採算性 施設整備費
施設整備費を適正に保つた
めの措置

社会・経
済項目

経済 事業採算性 運営経費
運営・維持コストの削減の
ための措置

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

小項目
平均点

指標別
平均点

開催後

評価点

二次評価

開催中 開催後開催前
中項目
平均点

段階別影響

開催前 開催中

改変エリアは現在屋外利用
地、公園、運動場等となっ
ており、自然地や農地は存
在しない。

0 0.0

未利用地の有効利用はな
い。

未利用地の有効利用はな
い。

0 0 0.0

既に公共的な利用がなされ
ている施設の場所であり、
改変エリアは生活移動動線
に影響しない。

移動動線は確保されてお
り、競技中も現況と変わら
ない。

移動動線は確保されてお
り、後利用時も生活移動動
線への影響はない。 0 0 0 0.0

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

開催前から開催後を通じて
現況と変わらない。

0 0 0 0.0

改変エリアに民家等は存在
しない。

0 0.0 0.0

歩行者デッキによるアクセ
ス性の向上。

仮設の歩行者デッキの撤去
により、現状と同程度のア
クセス性となる。 +1 0 0.5 0.5

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

競技の実施による影響に含
め、評価の対象外とする。

現状において歩車動線は分
離されており、開催中も維
持される。

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

現状において歩車動線は分
離されており、後利用時に
も維持される。 0 － 0 0 0 0.0 0.0

再生可能材の活用等によ
り、 先端技術導入による
コスト増を相殺して標準的
な整備費となる。

再生可能材により整備費や
廃棄物処理費用を抑制する
等の費用削減措置が取られ
る。

0 +1 0.5

エネルギー利用の 適化や
ボランティアの活用により
運営経費、維持管理コスト
の削減が図られる。

エネルギー利用の 適化等
により後利用時も光熱費等
の維持管理コストの削減が
図られる。

+1 +1 1.0

項目 一次評価 二次評価
主要環境 -0.2 0.2
生態系 -0.4 -0.2
生活環境 -0.3 0.0
ｱﾒﾆﾃｨ・文化 -0.9 0.0
資源・廃棄物 0.7 0.8
温室効果ガス 0.0 2.0
土地利用 0.0 0.0
交通 0.0 0.3
経済 0.0 0.8

0.8

0.0

0.0

0.0

0.3

0.8

-2
-1
0
1
2
主要環境

生態系

生活環境

ｱﾒﾆﾃｨ・文化

資源・廃棄物温室効果ガス

土地利用

交通

経済 一次評価

二次評価
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工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

環境項目 主要環境 大気
汚染物質（NO2、SPM）の排
出量

排出の有無、現状より排出
増大の可能性

工事の実施による濃度の変
化（付加率）が5％未満で
ある。

影響要因は想定されないた
め対象外。

施設等の利用、各施設間の
人の移動に伴う汚染物質の
排出が周辺の大気環境に与
える影響はほとんどない。

工事の実施による濃度の変
化（付加率）が5％未満で
ある。

-1 － 0 -1 -0.7 -0.7

環境項目 主要環境 水質
汚濁負荷（COD、T-N、T-
P、BOD､SS等）の排出量

汚濁負荷物質排出の有無、
汚染増大の可能性

工事の実施に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

工事の実施に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

0 － 0 0 0.0 0.0

環境項目 主要環境 土壌
土壌汚染物質の拡散の可能
性

土地履歴調査等による土壌
汚染物質の存在可能性

工事の内容から土壌汚染物
質の拡散の可能性は非常に
小さい。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

工事の内容から土壌汚染物
質の拡散の可能性はない。

0 － － 0 0.0 0.0

環境項目 生態系
生物の生育・生
息基盤

生物の生育・生息基盤の状
況

①重要な生物・生態系の賦
存地の改変の有無
②生物の生育・生息基盤の
創出の有無

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

重要な生物・生態系の賦存
地の改変はない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

重要な生物・生態系の賦存
地の改変はない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

環境項目 生態系 水循環
雨水の地下浸透能力（地表
面被覆率）

現状の地表面被覆率

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

海面埋立地であるため対象
外とする。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

海面埋立地であるため対象
外とする。

－ － － － - -

環境項目 生態系 生物・生態系
周辺の生物の生育・生息環
境の連続性

現況の生物の生育・生息環
境の連続性

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

生物の生育・生息場所は改
変されない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

生物の生育・生息場所の分
断はなく、現況と変わらな
い。

－ 0 － 0 0.0

環境項目 生態系 生物・生態系 重要な生物・生態系 重要な生物・生態系の状況

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

重要な生物・生態系の指定
地域の改変はない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

重要な生物・生態系の指定
地域の改変はない。

－ 0 － 0 0.0

環境項目 生態系 生物・生態系
生物相の豊かさ（鳥類相で
代表）

現況の生息種数（現状生息
する種のうち、生息が困難
となる可能性のある種の有
無、種数）

工事に伴う騒音や作業員の
立ち入り等により、生息が
困難となる可能性のある種
が存在する。

砂浜にデッキが設置される
ことから、生息が困難とな
る可能性のある種が存在す
る。

水辺がトライアスロンの競
技エリアとなるため、生息
が困難となる可能性のある
種が存在する。

工事に伴う騒音や作業員の
立ち入りにより、生息が困
難となる可能性のある種が
存在する。

砂浜に設置されたデッキが
撤去されることから、生息
が困難となる可能性のある
種は存在しない。 -1 -1 -1 -1 0 -0.8

環境項目 生態系 緑 緑被面積（屋上含む） 現況の緑被率の状況

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

現況25.4％の緑被率が
19.6％となり、5.8ポイン
ト減少する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

現況25.4％の緑被率が
19.6％となり、5.8ポイン
ト減少する。

－ -1 － -1 -1.0

環境項目 生態系 緑 緑化の状況
東京都の自然保護条例、建
築物環境計画書制度におけ
る緑化の評価基準

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

仮設施設のため対象外とす
る。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

仮設施設のため対象外とす
る。

－ － － － -

環境項目 生活環境 騒音 環境・交通騒音レベル
①環境基準及び法令等によ
る基準
②現況の騒音レベル

工事の実施に伴う騒音によ
る周辺の生活環境への影響
がみられる。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用、声援や応援等
による騒音の発生がみられ
るが、周辺の生活環境に影
響を及ぼすことはない。

工事の実施に伴う騒音によ
る周辺の生活環境への影響
がみられる。

-1 － 0 -1 -0.7 -0.7

環境項目 生活環境 日影
日照の阻害の有無（阻害を
受ける住戸等の有無）

現状の日照阻害の状況

施設の高さ、周辺の状況、
仮設のみであることなどか
ら、施設の存在に伴う日影
の影響はない。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

0 － 0.0 0.0

-0.3

-1.0

-0.3

評価点

-0.2

-0.4

一次評価

評価の指標 評価の基準

開催前
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

開催中 開催後 開催中 開催後大項目 中項目 小項目

評価
段階別影響

開催前
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工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

評価点

一次評価

評価の指標 評価の基準

開催前
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

開催中 開催後 開催中 開催後大項目 中項目 小項目

評価
段階別影響

開催前

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 緑視率 現況の緑視率

仮設の観客席及び仮設の
フェンスの設置により緑視
が阻害され、緑視率は約
9.0ポイント減少する。

仮設の観客席及び仮設フェ
ンスが撤去されるが、樹木
は改変された状態が続くた
め、現況から約1.9ポイン
トの減少となる。

-1 0 -0.5

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 優れた眺望又は景観の阻害

①周辺の視点場から眺望で
きる優れた眺望景観の阻害
の有無
②景観形成特別地区の景観
を阻害しないこと

水辺から見える場所に建設
されることから、水辺景観
形成特別地区周縁部を阻害
する。

眺望景観及び景観形成特別
地区の景観を阻害すること
はない。

-1 0 -0.5

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の場
の変化

自然との触れ合い活動の場
の消失又は改善・創出

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

改変部が自然との触れ合い
活動の場の主要部や周縁部
ではない、又は半分弱にみ
たないことから、現況と変
わらない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

改変部が自然との触れ合い
活動の場の主要部や周縁部
ではない、又は半分弱にみ
たないことから、現況と変
わらない。

－ 0 － 0 0.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の変
化

自然との触れ合い活動の阻
害又は促進（場へのアクセ
ス性含む）の有無

騒音、アクセス規制によ
り、自然との触れ合い活動
自体及びアクセスが阻害さ
れる。

主要なアクセスルートが物
理的に改変・遮断されない
ことから、現況と変わらな
い。

会場エリア内の入場が規制
されることから、自然との
触れ合い活動のアクセスが
阻害される。

騒音、アクセス規制によ
り、自然との触れ合い活動
自体及びアクセスが阻害さ
れる。

主要なアクセスルートが物
理的に改変・遮断されな
い、又は現況で自然との触
れ合い活動が行われてな
い。

-2 0 -1 -2 0 -1.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

歩行者空間の快
適性

街路樹等緑陰の状況（緑陰
面積）

現況の街路樹及び接道緑
化、壁面緑化の状況

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

樹木に影響する改変はな
く、緑陰面積及び歩行者が
感じる快適性ともに現況と
変わらない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

樹木に影響する改変はな
く、緑陰面積及び歩行者が
感じる快適性ともに現況と
変わらない。 － 0 － 0 0.0 0.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

史跡・文化財
史跡・文化財の保護・保全
の状況

文化財等の保存及び管理の
支障の有無

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

周辺に史跡・文化財は存在
しない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

周辺に史跡・文化財は存在
しない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

水利用 上水利用量の削減 現在の上水利用量の水準

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量の削
減が図られる。

競技の実施時における会場
の利用者による水利用につ
いては、「施設の存在によ
る影響」に含めるものとし
て、ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

後利用はないことから対象
外とする。

－ 0 － － － 0.0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物発生量の減量化
廃棄物発生量の減量化に
よって削減される 終処分
量の水準

標準的な工事と同程度の廃
棄物の削減対策がなされ、
現在の廃棄物の発生水準と
同等の減量化が行われる。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

競技の実施に伴い排出され
る一般廃棄物は、現在と同
程度の減量化が行われ、
終処分量は現状の水準と変
わらない。

標準的な工事と同程度の廃
棄物の削減対策がなされ、
現在の廃棄物の発生水準と
同等の減量化が行われる。

後利用はないことから対象
外とする。

0 － 0 0 － 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物の有効利用
廃棄物の有効利用によって
削減される 終処分量の水
準

建設廃棄物の有効利用の取
り組みについて、現在の標
準的な工事と同程度の廃棄
物の有効利用がなされる。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

競技の実施に伴い排出され
る一般廃棄物は、現在と同
程度の有効利用がなされ、

終処分量は現状の水準と
変わらない。

建設廃棄物の有効利用の取
り組みについて、現在の標
準的な工事と同程度の廃棄
物の有効利用がなされる。

後利用はないことから対象
外とする。

0 － 0 0 － 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

エコマテリアル エコマテリアルの使用
再生可能資材・再生資材の
活用の水準

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

施設の存在時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

競技の実施時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

後利用時におけるエコマテ
リアルの利用は想定されな
いため対象外とする。

+1 － － +1 － 1.0 1.0

環境項目
温室効果
ガス

温室効果ガス 温室効果ガスの削減量

①エネルギー消費量による
CO2排出の概算
②既存施設における追加的
排出の有無

一般的な施設の建設工事と
同程度の排出量になる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」に含めて
扱う。

同等施設の標準的な排出量
となる。

一般的な施設の建設工事と
同程度の排出量になる。

後利用はないことから対象
外とする。

0 － 0 0 － 0.0 0.0

環境項目
温室効果
ガス

エネルギー エネルギー使用量の増減

①現在の使用量の水準（東
京都温暖化対策計画書制度
/東京都建築物環境計画書
制度による評価水準）
②省エネ再エネ対策・設備
の導入状況/可能性

一般的な施設の建設工事と
同程度の消費量になる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」に含めて
扱う。

同等施設の標準的な消費量
となる。

一般的な施設の建設工事と
同程度の消費量になる。

後利用はないことから対象
外とする。

0 － 0 0 － 0.0 0.0

0.30.0

0.0

-0.5

-0.5

-0.3
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工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

評価点

一次評価

評価の指標 評価の基準

開催前
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

開催中 開催後 開催中 開催後大項目 中項目 小項目

評価
段階別影響

開催前

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の転用
土地利用の改変、転用の有
無

改変エリアは現在屋外利用
地、公園、運動場等となっ
ており、自然地や農地は存
在しない。

0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の有効利用 未利用地の解消の有無

未利用地の有効利用はな
い。

未利用地の有効利用はな
い。

0 0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の移動動
線の分断をしないこと

既に公共的な利用がなされ
ている施設の場所であり、
改変エリアは生活移動動線
に影響しない。

屋外競技による影響は一時
的であり、生活移動動線へ
の影響はほとんど現況と変
わらない。

移動動線は確保されてお
り、後利用時も生活移動動
線への影響はない。 0 0 0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の動線の
ネットワーク化の進展の有
無

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

開催前から開催後を通じて
現況と変わらない。

0 0 0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 移転 民家等の移転
民家等の移転を伴わないこ
と

改変エリアに民家等は存在
しない。

0 0.0 0.0

社会・経
済項目

交通
公共交通へのア
クセシビリティ

アクセス性
現在の会場までのアクセス
性

アクセス性向上の対策が無
く現況と同様のアクセス性
である。

アクセス性向上の対策が無
く現況と同様のアクセス性
である。 0 0 0.0 0.0

社会・経
済項目

交通 交通安全 交通安全
現在の歩車動線の分離（交
通安全性の向上）の状況

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

競技の実施による影響に含
め、評価の対象外とする。

現状において歩車動線は分
離されており、開催中も維
持される。

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

現状において歩車動線は分
離されており、後利用時に
も維持される。 0 － 0 0 0 0.0 0.0

社会・経
済項目

経済 事業採算性 施設整備費
施設整備費を適正に保つた
めの措置

対策が無い場合には標準的
な施設整備費となる。

対策が無い場合には標準的
な撤去・改修整備費とな
る。 0 0 0.0

社会・経
済項目

経済 事業採算性 運営経費
運営・維持コストの削減の
ための措置

対策を講じない場合には標
準的な運営経費となる。

0 0.0

0.0

0.0 0.0

0.0

0.0

0.0
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環境項目 主要環境 大気
汚染物質（NO2、SPM）の排
出量

排出の有無、現状より排出
増大の可能性

環境項目 主要環境 水質
汚濁負荷（COD、T-N、T-
P、BOD､SS等）の排出量

汚濁負荷物質排出の有無、
汚染増大の可能性

環境項目 主要環境 土壌
土壌汚染物質の拡散の可能
性

土地履歴調査等による土壌
汚染物質の存在可能性

環境項目 生態系
生物の生育・生
息基盤

生物の生育・生息基盤の状
況

①重要な生物・生態系の賦
存地の改変の有無
②生物の生育・生息基盤の
創出の有無

環境項目 生態系 水循環
雨水の地下浸透能力（地表
面被覆率）

現状の地表面被覆率

環境項目 生態系 生物・生態系
周辺の生物の生育・生息環
境の連続性

現況の生物の生育・生息環
境の連続性

環境項目 生態系 生物・生態系 重要な生物・生態系 重要な生物・生態系の状況

環境項目 生態系 生物・生態系
生物相の豊かさ（鳥類相で
代表）

現況の生息種数（現状生息
する種のうち、生息が困難
となる可能性のある種の有
無、種数）

環境項目 生態系 緑 緑被面積（屋上含む） 現況の緑被率の状況

環境項目 生態系 緑 緑化の状況
東京都の自然保護条例、建
築物環境計画書制度におけ
る緑化の評価基準

環境項目 生活環境 騒音 環境・交通騒音レベル
①環境基準及び法令等によ
る基準
②現況の騒音レベル

環境項目 生活環境 日影
日照の阻害の有無（阻害を
受ける住戸等の有無）

現状の日照阻害の状況

評価の指標 評価の基準

大項目 中項目 小項目

評価

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による大気環境への影
響がみられるが、ミティ
ゲーションの実施により、
大気質の濃度をほとんど悪
化させない程度となる。

影響要因は想定されないた
め対象外。

施設等の利用、各施設間の
人の移動に伴う大気環境へ
の影響はほとんどなく、ミ
ティゲーションの実施によ
り大気環境が改善される。

工事による大気環境への影
響がみられるが、ミティ
ゲーションの実施により、
大気質の濃度をほとんど悪
化させない程度となる。

0 － +1 0 0.3 0.3

工事の実施に伴って公共用
水域の水質に影響を及ぼす
ことはないことから、ミ
ティゲーションは想定して
いない。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用に伴うし尿等の
汚水による影響はないこと
から、ミティゲーションは
想定していない。

工事の実施に伴って公共用
水域の水質に影響を及ぼす
ことはないことから、ミ
ティゲーションは想定して
いない。

0 － 0 0 0.0 0.0

工事の内容から土壌汚染物
質の拡散の可能性は非常に
小さく、ミティゲーション
は想定していない。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

工事の内容から土壌汚染物
質の拡散の可能性はないこ
とから、ミティゲーション
は想定していない。 0 － － 0 0.0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

重要な生物・生態系の賦存
地の改変はない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

重要な生物・生態系の賦存
地の改変はない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

海面埋立地であるため対象
外とする。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

海面埋立地であるため対象
外とする。

－ － － － - -

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

生物の生育・生息場所は改
変されない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

周辺の生物の生育・生息場
所の連続性は現況と変わら
ない。

－ 0 － 0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

重要な生物・生態系の指定
地域の改変はない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

重要な生物・生態系の指定
地域の改変はない。

－ 0 － 0 0.0

工事に伴う作業員の立ち入
り等により、生息が困難と
なる可能性のある種が存在
する。

施設の存在に伴う生息地の
改変により、生息が困難と
なる可能性のある種が存在
する。

開催中の競技の実施によ
り、生息が困難となる可能
性のある種が存在する。

工事に伴う作業員の立ち入
り等により、生息が困難と
なる可能性のある種が存在
する。

砂浜に設置されたデッキが
撤去されることから、生息
が困難となる可能性のある
種は存在しない。 -1 -1 -1 -1 0 -0.8

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

現況25.4％の緑被率が
19.6％となり、緑被率が
5.8ポイント減少する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

緑被率は現況とほぼかわら
ない。

－ -1 － 0 -0.5

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

仮設施設のため対象外とす
る。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

仮設施設のため対象外とす
る。

－ － － － -

工事の実施に伴う騒音によ
る影響がみられるが、ミ
ティゲーションにより周辺
の生活環境に影響を及ぼさ
ない程度となる。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用、声援や応援等
が周辺の生活環境に影響を
及ぼすことはないことか
ら、ミティゲーションは想
定していない。

工事の実施に伴う騒音によ
る影響がみられるが、ミ
ティゲーションにより周辺
の生活環境に影響を及ぼさ
ない程度となる。

0 － 0 0 0.0 0.0

施設の存在による影響はな
いことから、ミティゲー
ションは想定していない。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

0 － 0.0 0.0

0.1

-0.3-0.3

-0.5

0.0

小項目
平均点

指標別
平均点

開催後

評価点

二次評価

開催中 開催後開催前
中項目
平均点

段階別影響

開催前 開催中
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評価の指標 評価の基準

大項目 中項目 小項目

評価

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 緑視率 現況の緑視率

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 優れた眺望又は景観の阻害

①周辺の視点場から眺望で
きる優れた眺望景観の阻害
の有無
②景観形成特別地区の景観
を阻害しないこと

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の場
の変化

自然との触れ合い活動の場
の消失又は改善・創出

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の変
化

自然との触れ合い活動の阻
害又は促進（場へのアクセ
ス性含む）の有無

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

歩行者空間の快
適性

街路樹等緑陰の状況（緑陰
面積）

現況の街路樹及び接道緑
化、壁面緑化の状況

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

史跡・文化財
史跡・文化財の保護・保全
の状況

文化財等の保存及び管理の
支障の有無

環境項目
資源・廃
棄物

水利用 上水利用量の削減 現在の上水利用量の水準

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物発生量の減量化
廃棄物発生量の減量化に
よって削減される 終処分
量の水準

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物の有効利用
廃棄物の有効利用によって
削減される 終処分量の水
準

環境項目
資源・廃
棄物

エコマテリアル エコマテリアルの使用
再生可能資材・再生資材の
活用の水準

環境項目
温室効果
ガス

温室効果ガス 温室効果ガスの削減量

①エネルギー消費量による
CO2排出の概算
②既存施設における追加的
排出の有無

環境項目
温室効果
ガス

エネルギー エネルギー使用量の増減

①現在の使用量の水準（東
京都温暖化対策計画書制度
/東京都建築物環境計画書
制度による評価水準）
②省エネ再エネ対策・設備
の導入状況/可能性

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

小項目
平均点

指標別
平均点

開催後

評価点

二次評価

開催中 開催後開催前
中項目
平均点

段階別影響

開催前 開催中

影響を受ける樹木は、会場
内に移植されるが、緑視率
の減少は約9.0ポイントで
一次評価と変わらない。

仮設撤去後、樹木を現状復
帰することを想定してお
り、緑視率は現況と変わら
ない。 -1 0 -0.5

水辺景観形成特別地区の景
観形成基準（色彩、意匠な
ど）に準拠した施設とす
る。

眺望景観及び景観形成特別
地区の景観を阻害すること
はない。

0 0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

改変部が自然との触れ合い
活動の場でない、又は現況
で自然との触れ合い活動の
場となっていない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

自然との触れ合い活動の場
は現況と変わらない。

－ 0 － 0 0.0

ミティゲーションの実施に
より、現況レベルまで自然
との触れ合い活動が改善す
る。

主要なアクセスルートが物
理的に改変・遮断されない
ことから、現況と変わらな
い。

現段階ではミティゲーショ
ンは想定していない。

ミティゲーションの実施に
より、現況レベルまで自然
との触れ合い活動が改善す
る。

ミティゲーションの実施に
より、自然との触れ合い活
動が向上する。

0 0 -1 0 +1 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

樹木に影響する改変はな
く、緑陰面積及び歩行者が
感じる快適性ともに現況と
変わらない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

樹木に影響する改変はな
く、緑陰面積及び歩行者が
感じる快適性ともに現況と
変わらない。 － 0 － 0 0.0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

周辺に史跡・文化財は存在
しない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

周辺に史跡・文化財は存在
しない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量の削
減が図られる。

競技の実施時における会場
の利用者による水利用につ
いては、「施設の存在によ
る影響」に含めるものとし
て、ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

後利用はないことから対象
外とする。

－ 0 － － － 0.0 0.0

建設廃棄物の対策はリサイ
クルによるものが大部分で
あり、減量による 終処分
量の大幅な削減は見込めな
い。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

既に容器包装廃棄物のリサ
イクル分別などが実施され
ており、廃棄物の発生抑制
策による 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

建設廃棄物の対策はリサイ
クルによるものが大部分で
あり、減量による 終処分
量の大幅な削減は見込めな
い。

後利用はないことから対象
外とする。

0 － 0 0 － 0.0

「東京都建設リサイクル推
進計画」等に基づく有効利
用策の促進により、建設廃
棄物の 終処分量は現在の
水準から20％以上削減され
る。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

資源ごみ回収やごみ処理過
程資源化、熱回収等の促進
により、一般廃棄物の 終
処分量は現在の水準から
30％程度削減される。

「東京都建設リサイクル推
進計画」等に基づく有効利
用策の促進により、建設廃
棄物の 終処分量は現在の
水準から20％以上削減され
る。

後利用はないことから対象
外とする。

+1 － +1 +1 － 1.0

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

施設の存在時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

競技の実施時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

後利用時におけるエコマテ
リアルの利用は想定されな
いため対象外とする。

+1 － － +1 － 1.0 1.0

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の削減
が図られる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

高効率設備の採用等によ
り、20％程度の削減が図ら
れる。

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の削減
が図られる。

後利用はないことから対象
外とする。

+2 － +2 +2 － 2.0 2.0

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の低減
が図られる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

高効率設備の採用等によ
り、20％程度の低減が図ら
れる。

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の低減
が図られる。

後利用はないことから対象
外とする。

+2 － +2 +2 － 2.0 2.0

0.50.5

2.0

-0.3

-0.10.0
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会場別予測評価結果表(13_お台場海浜公園)

評価の指標 評価の基準

大項目 中項目 小項目

評価

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の転用
土地利用の改変、転用の有
無

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の有効利用 未利用地の解消の有無

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の移動動
線の分断をしないこと

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の動線の
ネットワーク化の進展の有
無

社会・経
済項目

土地利用 移転 民家等の移転
民家等の移転を伴わないこ
と

社会・経
済項目

交通
公共交通へのア
クセシビリティ

アクセス性
現在の会場までのアクセス
性

社会・経
済項目

交通 交通安全 交通安全
現在の歩車動線の分離（交
通安全性の向上）の状況

社会・経
済項目

経済 事業採算性 施設整備費
施設整備費を適正に保つた
めの措置

社会・経
済項目

経済 事業採算性 運営経費
運営・維持コストの削減の
ための措置

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

小項目
平均点

指標別
平均点

開催後

評価点

二次評価

開催中 開催後開催前
中項目
平均点

段階別影響

開催前 開催中

改変エリアは現在屋外利用
地、公園、運動場等となっ
ており、自然地や農地は存
在しない。

0 0.0

未利用地の有効利用はな
い。

未利用地の有効利用はな
い。

0 0 0.0

既に公共的な利用がなされ
ている施設の場所であり、
改変エリアは生活移動動線
に影響しない。

屋外競技による影響は一時
的であり、生活移動動線へ
の影響はほとんど現況と変
わらない。

移動動線は確保されてお
り、後利用時も生活移動動
線への影響はない。 0 0 0 0.0

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

開催前から開催後を通じて
現況と変わらない。

0 0 0 0.0

改変エリアに民家等は存在
しない。

0 0.0 0.0

アクセス性向上の対策が無
く現況と同様のアクセス性
である。

アクセス性向上の対策が無
く現況と同様のアクセス性
である。 0 0 0.0 0.0

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

競技の実施による影響に含
め、評価の対象外とする。

現状において歩車動線は分
離されており、開催中も維
持される。

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

現状において歩車動線は分
離されており、後利用時に
も維持される。 0 － 0 0 0 0.0 0.0

再生可能材により整備費や
廃棄物処理費用を抑制する
等の費用削減措置が取られ
る。

再生可能材により整備費や
廃棄物処理費用を抑制する
等の費用削減措置が取られ
る。

+1 +1 1.0

ボランティアの活用等によ
り運営経費、維持管理コス
トの削減が図られる。 +1 1.0

項目 一次評価 二次評価
主要環境 -0.2 0.1
生態系 -0.4 -0.3
生活環境 -0.3 0.0
ｱﾒﾆﾃｨ・文化 -0.3 -0.1
資源・廃棄物 0.3 0.5
温室効果ガス 0.0 2.0
土地利用 0.0 0.0
交通 0.0 0.0
経済 0.0 1.0

1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

-2
-1
0
1
2
主要環境

生態系

生活環境

ｱﾒﾆﾃｨ・文化

資源・廃棄物温室効果ガス

土地利用

交通

経済 一次評価

二次評価
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会場別予測評価結果表(14_潮風公園)

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

環境項目 主要環境 大気
汚染物質（NO2、SPM）の排
出量

排出の有無、現状より排出
増大の可能性

工事の実施による濃度の変
化（付加率）が5％未満で
ある。

影響要因は想定されないた
め対象外。

施設等の利用、各施設間の
人の移動に伴う汚染物質の
排出が周辺の大気環境に与
える影響はほとんどない。

工事の実施による濃度の変
化（付加率）が5％未満で
ある。

-1 － 0 -1 -0.7 -0.7

環境項目 主要環境 水質
汚濁負荷（COD、T-N、T-
P、BOD､SS等）の排出量

汚濁負荷物質排出の有無、
汚染増大の可能性

工事の実施に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

工事の実施に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

0 － 0 0 0.0 0.0

環境項目 主要環境 土壌
土壌汚染物質の拡散の可能
性

土地履歴調査等による土壌
汚染物質の存在可能性

工事の内容から土壌汚染物
質の拡散の可能性は非常に
小さい。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

工事の内容から土壌汚染物
質の拡散の可能性はない。

0 － － 0 0.0 0.0

環境項目 生態系
生物の生育・生
息基盤

生物の生育・生息基盤の状
況

①重要な生物・生態系の賦
存地の改変の有無
②生物の生育・生息基盤の
創出の有無

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

重要な生物・生態系の賦存
地の改変はない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

重要な生物・生態系の賦存
地の改変はない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

環境項目 生態系 水循環
雨水の地下浸透能力（地表
面被覆率）

現状の地表面被覆率

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

海面埋立地であるため対象
外とする。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

海面埋立地であるため対象
外とする。

－ － － － - -

環境項目 生態系 生物・生態系
周辺の生物の生育・生息環
境の連続性

現況の生物の生育・生息環
境の連続性

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

生物の生育・生息場所は改
変されない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

仮設の撤去や施設の後利用
の対象は、駐車場、砂利・
舗装面、運動場、芝生であ
り、評価対象とする環境で
はないため、現況と変わら
ない。

－ 0 － 0 0.0

環境項目 生態系 生物・生態系 重要な生物・生態系 重要な生物・生態系の状況

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

重要な生物・生態系の指定
地域の改変はない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

重要な生物・生態系の指定
地域の改変はない。

－ 0 － 0 0.0

環境項目 生態系 生物・生態系
生物相の豊かさ（鳥類相で
代表）

現況の生息種数（現状生息
する種のうち、生息が困難
となる可能性のある種の有
無、種数）

工事に伴う騒音や作業員の
立ち入り等により、生息が
困難となる可能性のある種
が存在する。

生息が困難となる可能性の
ある種は存在しないことか
ら、現況と変わらない。

生息が困難となる可能性の
ある種は存在しないことか
ら、現況と変わらない。

工事に伴う騒音や作業員の
立ち入りにより、生息が困
難となる可能性のある種が
存在する。

生息が困難となる可能性の
ある種は存在しないことか
ら、現況と変わらない。

-1 0 0 -1 0 -0.4

環境項目 生態系 緑 緑被面積（屋上含む） 現況の緑被率の状況

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

現況53.9％の緑被率が
42.5％となり、11.4ポイン
ト減少する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

現況53.9％の緑被率が
42.5％となり、11.4ポイン
ト減少する。

－ -1 － -1 -1.0

環境項目 生態系 緑 緑化の状況
東京都の自然保護条例、建
築物環境計画書制度におけ
る緑化の評価基準

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

仮設施設のため対象外とす
る。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

仮設施設のため対象外とす
る。

－ － － － -

環境項目 生活環境 騒音 環境・交通騒音レベル
①環境基準及び法令等によ
る基準
②現況の騒音レベル

工事の実施に伴う騒音によ
る周辺の生活環境への影響
がみられる。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用、声援や応援等
による騒音の発生がみられ
るが、周辺の生活環境に影
響を及ぼすことはない。

工事の実施に伴う騒音によ
る周辺の生活環境への影響
がみられる。

-1 － 0 -1 -0.7 -0.7

環境項目 生活環境 日影
日照の阻害の有無（阻害を
受ける住戸等の有無）

現状の日照阻害の状況

施設の高さ、周辺の状況、
仮設のみであることなどか
ら、施設の存在に伴う日影
の影響はない。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

0 － 0.0 0.0

-0.1

-1.0

-0.3

評価点

-0.2

-0.4

一次評価

評価の指標 評価の基準

開催前
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

開催中 開催後 開催中 開催後大項目 中項目 小項目

評価
段階別影響

開催前
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会場別予測評価結果表(14_潮風公園)

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

評価点

一次評価

評価の指標 評価の基準

開催前
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

開催中 開催後 開催中 開催後大項目 中項目 小項目

評価
段階別影響

開催前

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 緑視率 現況の緑視率

仮設の観客席の設置によ
り、芝生地が改変される
が、緑視率の減少は約1.4
ポイントであり、現況と変
わらない。

仮設撤去後も、芝生地は改
変された状態が続くが、緑
視率の減少は約0.4ポイン
トであり、現況と変わらな
い。

0 0 0.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 優れた眺望又は景観の阻害

①周辺の視点場から眺望で
きる優れた眺望景観の阻害
の有無
②景観形成特別地区の景観
を阻害しないこと

水辺から見える場所に建設
されることから、水辺景観
形成特別地区周縁部を阻害
する。

眺望景観及び景観形成特別
地区の景観を阻害すること
はない。

-1 0 -0.5

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の場
の変化

自然との触れ合い活動の場
の消失又は改善・創出

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

自然との触れ合い活動の場
の周縁部が改変される。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

施設の後利用により、自然
との触れ合い活動の場の周
縁部が改変されたままとな
る。 － -1 － -1 -1.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の変
化

自然との触れ合い活動の阻
害又は促進（場へのアクセ
ス性含む）の有無

騒音、アクセス規制によ
り、自然との触れ合い活動
自体及びアクセスが阻害さ
れる。

主要なアクセスルートが物
理的に改変・遮断又はアク
セスが規制されることか
ら、自然との触れ合い活動
が阻害される。

会場エリア内の入場が規制
されることから、自然との
触れ合い活動のアクセスが
阻害される。

騒音、アクセス規制によ
り、自然との触れ合い活動
自体及びアクセスが阻害さ
れる。

主要なアクセスルートが物
理的に改変・遮断されるこ
とから、自然との触れ合い
活動が阻害される。 -2 -1 -1 -2 -1 -1.4

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

歩行者空間の快
適性

街路樹等緑陰の状況（緑陰
面積）

現況の街路樹及び接道緑
化、壁面緑化の状況

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

仮設の建物の設置により、
一部の樹木が改変されるた
め、会場エリア内の緑陰面
積が減少する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

仮設が撤去されるが、一部
の樹木が改変された状態が
継続するため、会場エリア
内の緑陰面積が減少する。 － -1 － -1 -1.0 -1.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

史跡・文化財
史跡・文化財の保護・保全
の状況

文化財等の保存及び管理の
支障の有無

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

周辺に史跡・文化財は存在
しない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

周辺に史跡・文化財は存在
しない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

水利用 上水利用量の削減 現在の上水利用量の水準

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量の削
減が図られる。

競技の実施時における会場
の利用者による水利用につ
いては、「施設の存在によ
る影響」に含めるものとし
て、ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

後利用はないことから対象
外とする。

－ 0 － － － 0.0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物発生量の減量化
廃棄物発生量の減量化に
よって削減される 終処分
量の水準

標準的な工事と同程度の廃
棄物の削減対策がなされ、
現在の廃棄物の発生水準と
同等の減量化が行われる。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

競技の実施に伴い排出され
る一般廃棄物は、現在と同
程度の減量化が行われ、
終処分量は現状の水準と変
わらない。

標準的な工事と同程度の廃
棄物の削減対策がなされ、
現在の廃棄物の発生水準と
同等の減量化が行われる。

後利用はないことから対象
外とする。

0 － 0 0 － 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物の有効利用
廃棄物の有効利用によって
削減される 終処分量の水
準

建設廃棄物の有効利用の取
り組みについて、現在の標
準的な工事と同程度の廃棄
物の有効利用がなされる。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

競技の実施に伴い排出され
る一般廃棄物は、現在と同
程度の有効利用がなされ、

終処分量は現状の水準と
変わらない。

建設廃棄物の有効利用の取
り組みについて、現在の標
準的な工事と同程度の廃棄
物の有効利用がなされる。

後利用はないことから対象
外とする。

0 － 0 0 － 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

エコマテリアル エコマテリアルの使用
再生可能資材・再生資材の
活用の水準

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

施設の存在時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

競技の実施時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

後利用時におけるエコマテ
リアルの利用は想定されな
いため対象外とする。

+1 － － +1 － 1.0 1.0

環境項目
温室効果
ガス

温室効果ガス 温室効果ガスの削減量

①エネルギー消費量による
CO2排出の概算
②既存施設における追加的
排出の有無

一般的な施設の建設工事と
同程度の排出量になる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」に含めて
扱う。

同等施設の標準的な排出量
となる。

一般的な施設の建設工事と
同程度の排出量になる。

後利用はないことから対象
外とする。

0 － 0 0 － 0.0 0.0

環境項目
温室効果
ガス

エネルギー エネルギー使用量の増減

①現在の使用量の水準（東
京都温暖化対策計画書制度
/東京都建築物環境計画書
制度による評価水準）
②省エネ再エネ対策・設備
の導入状況/可能性

一般的な施設の建設工事と
同程度の消費量になる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」に含めて
扱う。

同等施設の標準的な消費量
となる。

一般的な施設の建設工事と
同程度の消費量になる。

後利用はないことから対象
外とする。

0 － 0 0 － 0.0 0.0

0.30.0

0.0

-1.2

-0.3

-0.6
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会場別予測評価結果表(14_潮風公園)

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

評価点

一次評価

評価の指標 評価の基準

開催前
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

開催中 開催後 開催中 開催後大項目 中項目 小項目

評価
段階別影響

開催前

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の転用
土地利用の改変、転用の有
無

改変エリアは現在屋外利用
地、公園、運動場等となっ
ており、自然地や農地は存
在しない。

0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の有効利用 未利用地の解消の有無

未利用地の有効利用はな
い。

未利用地の有効利用はな
い。

0 0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の移動動
線の分断をしないこと

既に公共的な利用がなされ
ている施設の場所であり、
改変エリアは生活移動動線
に影響しない。

移動動線は確保されてお
り、競技中も現況と変わら
ない。

移動動線は確保されてお
り、後利用時も生活移動動
線への影響はない。 0 0 0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の動線の
ネットワーク化の進展の有
無

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

開催前から開催後を通じて
現況と変わらない。

0 0 0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 移転 民家等の移転
民家等の移転を伴わないこ
と

改変エリアに民家等は存在
しない。

0 0.0 0.0

社会・経
済項目

交通
公共交通へのア
クセシビリティ

アクセス性
現在の会場までのアクセス
性

アクセス性向上の対策が無
く現況と同様のアクセス性
である。

アクセス性向上の対策が無
く現況と同様のアクセス性
である。 0 0 0.0 0.0

社会・経
済項目

交通 交通安全 交通安全
現在の歩車動線の分離（交
通安全性の向上）の状況

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

競技の実施による影響に含
め、評価の対象外とする。

現状において歩車動線は分
離されており、開催中も維
持される。

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

現状において歩車動線は分
離されており、後利用時に
も維持される。 0 － 0 0 0 0.0 0.0

社会・経
済項目

経済 事業採算性 施設整備費
施設整備費を適正に保つた
めの措置

対策が無い場合には標準的
な施設整備費となる。

対策が無い場合には標準的
な撤去・改修整備費とな
る。 0 0 0.0

社会・経
済項目

経済 事業採算性 運営経費
運営・維持コストの削減の
ための措置

対策を講じない場合には標
準的な運営経費となる。

0 0.0

0.0

0.0 0.0

0.0

0.0

0.0

1－81



会場別予測評価結果表(14_潮風公園)

環境項目 主要環境 大気
汚染物質（NO2、SPM）の排
出量

排出の有無、現状より排出
増大の可能性

環境項目 主要環境 水質
汚濁負荷（COD、T-N、T-
P、BOD､SS等）の排出量

汚濁負荷物質排出の有無、
汚染増大の可能性

環境項目 主要環境 土壌
土壌汚染物質の拡散の可能
性

土地履歴調査等による土壌
汚染物質の存在可能性

環境項目 生態系
生物の生育・生
息基盤

生物の生育・生息基盤の状
況

①重要な生物・生態系の賦
存地の改変の有無
②生物の生育・生息基盤の
創出の有無

環境項目 生態系 水循環
雨水の地下浸透能力（地表
面被覆率）

現状の地表面被覆率

環境項目 生態系 生物・生態系
周辺の生物の生育・生息環
境の連続性

現況の生物の生育・生息環
境の連続性

環境項目 生態系 生物・生態系 重要な生物・生態系 重要な生物・生態系の状況

環境項目 生態系 生物・生態系
生物相の豊かさ（鳥類相で
代表）

現況の生息種数（現状生息
する種のうち、生息が困難
となる可能性のある種の有
無、種数）

環境項目 生態系 緑 緑被面積（屋上含む） 現況の緑被率の状況

環境項目 生態系 緑 緑化の状況
東京都の自然保護条例、建
築物環境計画書制度におけ
る緑化の評価基準

環境項目 生活環境 騒音 環境・交通騒音レベル
①環境基準及び法令等によ
る基準
②現況の騒音レベル

環境項目 生活環境 日影
日照の阻害の有無（阻害を
受ける住戸等の有無）

現状の日照阻害の状況

評価の指標 評価の基準

大項目 中項目 小項目

評価

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による大気環境への影
響がみられるが、ミティ
ゲーションの実施により、
大気質の濃度をほとんど悪
化させない程度となる。

影響要因は想定されないた
め対象外。

施設等の利用、各施設間の
人の移動に伴う大気環境へ
の影響はほとんどなく、ミ
ティゲーションの実施によ
り大気環境が改善される。

工事による大気環境への影
響がみられるが、ミティ
ゲーションの実施により、
大気質の濃度をほとんど悪
化させない程度となる。

0 － +1 0 0.3 0.3

工事の実施に伴って公共用
水域の水質に影響を及ぼす
ことはないことから、ミ
ティゲーションは想定して
いない。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用に伴うし尿等の
汚水による影響はないこと
から、ミティゲーションは
想定していない。

工事の実施に伴って公共用
水域の水質に影響を及ぼす
ことはないことから、ミ
ティゲーションは想定して
いない。

0 － 0 0 0.0 0.0

工事の内容から土壌汚染物
質の拡散の可能性は非常に
小さく、ミティゲーション
は想定していない。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

工事の内容から土壌汚染物
質の拡散の可能性はないこ
とから、ミティゲーション
は想定していない。 0 － － 0 0.0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

重要な生物・生態系の賦存
地の改変はない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

重要な生物・生態系の賦存
地の改変はない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

海面埋立地であるため対象
外とする。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

海面埋立地であるため対象
外とする。

－ － － － - -

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

生物の生育・生息場所は改
変されない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

周辺の生物の生育・生息場
所の連続性は現況と変わら
ない。

－ 0 － 0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

重要な生物・生態系の指定
地域の改変はない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

重要な生物・生態系の指定
地域の改変はない。

－ 0 － 0 0.0

工事に伴う作業員の立ち入
り等により、生息が困難と
なる可能性のある種が存在
する。

生息が困難となる可能性の
ある種は存在しないことか
ら、現況と変わらない。

生息が困難となる可能性の
ある種は存在しないことか
ら、現況と変わらない。

工事に伴う作業員の立ち入
り等により、生息が困難と
なる可能性のある種が存在
する。

生息が困難となる可能性の
ある種は存在しないことか
ら、現況と変わらない。

-1 0 0 -1 0 -0.4

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

一次評価の結果、緑被率が
11.4ポイント減少する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

緑被率は現況とほぼかわら
ない。

－ -1 － 0 -0.5

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

仮設施設のため対象外とす
る。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

仮設施設のため対象外とす
る。

－ － － － -

工事の実施に伴う騒音によ
る影響がみられるが、ミ
ティゲーションにより周辺
の生活環境に影響を及ぼさ
ない程度となる。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用、声援や応援等
が周辺の生活環境に影響を
及ぼすことはないことか
ら、ミティゲーションは想
定していない。

工事の実施に伴う騒音によ
る影響がみられるが、ミ
ティゲーションにより周辺
の生活環境に影響を及ぼさ
ない程度となる。

0 － 0 0 0.0 0.0

施設の存在による影響はな
いことから、ミティゲー
ションは想定していない。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

0 － 0.0 0.0

0.1

-0.2-0.1

-0.5

0.0

小項目
平均点

指標別
平均点

開催後

評価点

二次評価

開催中 開催後開催前
中項目
平均点

段階別影響

開催前 開催中
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会場別予測評価結果表(14_潮風公園)

評価の指標 評価の基準

大項目 中項目 小項目

評価

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 緑視率 現況の緑視率

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 優れた眺望又は景観の阻害

①周辺の視点場から眺望で
きる優れた眺望景観の阻害
の有無
②景観形成特別地区の景観
を阻害しないこと

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の場
の変化

自然との触れ合い活動の場
の消失又は改善・創出

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の変
化

自然との触れ合い活動の阻
害又は促進（場へのアクセ
ス性含む）の有無

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

歩行者空間の快
適性

街路樹等緑陰の状況（緑陰
面積）

現況の街路樹及び接道緑
化、壁面緑化の状況

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

史跡・文化財
史跡・文化財の保護・保全
の状況

文化財等の保存及び管理の
支障の有無

環境項目
資源・廃
棄物

水利用 上水利用量の削減 現在の上水利用量の水準

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物発生量の減量化
廃棄物発生量の減量化に
よって削減される 終処分
量の水準

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物の有効利用
廃棄物の有効利用によって
削減される 終処分量の水
準

環境項目
資源・廃
棄物

エコマテリアル エコマテリアルの使用
再生可能資材・再生資材の
活用の水準

環境項目
温室効果
ガス

温室効果ガス 温室効果ガスの削減量

①エネルギー消費量による
CO2排出の概算
②既存施設における追加的
排出の有無

環境項目
温室効果
ガス

エネルギー エネルギー使用量の増減

①現在の使用量の水準（東
京都温暖化対策計画書制度
/東京都建築物環境計画書
制度による評価水準）
②省エネ再エネ対策・設備
の導入状況/可能性

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

小項目
平均点

指標別
平均点

開催後

評価点

二次評価

開催中 開催後開催前
中項目
平均点

段階別影響

開催前 開催中

仮設の観客席の設置によ
り、芝生地が改変される
が、緑視率の減少は約1.4
ポイントであり、現況と変
わらない。

仮設撤去後、芝生地の原状
復帰を行うことを想定して
おり、緑視率は現況と変わ
らない。 0 0 0.0

水辺景観形成特別地区の景
観形成基準（色彩、意匠な
ど）に準拠した施設とす
る。

眺望景観及び景観形成特別
地区の景観を阻害すること
はない。

0 0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

現段階ではミティゲーショ
ンは想定していない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

ミティゲーションの実施に
より、自然との触れ合い活
動の場が現況レベルまで改
善する。 － -1 － 0 -0.5

ミティゲーションの実施に
より、現況レベルまで自然
との触れ合い活動が改善す
る。

ミティゲーションの実施に
より、自然との触れ合い活
動が現況レベルまで改善す
る。

現段階ではミティゲーショ
ンは想定していない。

ミティゲーションの実施に
より、現況レベルまで自然
との触れ合い活動が改善す
る。

ミティゲーションの実施に
より、自然との触れ合い活
動が向上する。

0 0 -1 0 +1 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

改変される樹木について
は、会場エリア内に移植す
ることにより、緑陰面積及
び歩行者が感じる快適性と
もに現況と変わらない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

仮設撤去後に、樹木の原状
復帰を行うことにより、緑
陰面積及び歩行者の感じる
快適性ともに現況と変わら
ない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

周辺に史跡・文化財は存在
しない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

周辺に史跡・文化財は存在
しない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量の削
減が図られる。

競技の実施時における会場
の利用者による水利用につ
いては、「施設の存在によ
る影響」に含めるものとし
て、ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

後利用はないことから対象
外とする。

－ 0 － － － 0.0 0.0

建設廃棄物の対策はリサイ
クルによるものが大部分で
あり、減量による 終処分
量の大幅な削減は見込めな
い。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

既に容器包装廃棄物のリサ
イクル分別などが実施され
ており、廃棄物の発生抑制
策による 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

建設廃棄物の対策はリサイ
クルによるものが大部分で
あり、減量による 終処分
量の大幅な削減は見込めな
い。

後利用はないことから対象
外とする。

0 － 0 0 － 0.0

「東京都建設リサイクル推
進計画」等に基づく有効利
用策の促進により、建設廃
棄物の 終処分量は現在の
水準から20％以上削減され
る。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

資源ごみ回収やごみ処理過
程資源化、熱回収等の促進
により、一般廃棄物の 終
処分量は現在の水準から
30％程度削減される。

「東京都建設リサイクル推
進計画」等に基づく有効利
用策の促進により、建設廃
棄物の 終処分量は現在の
水準から20％以上削減され
る。

後利用はないことから対象
外とする。

+1 － +1 +1 － 1.0

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

施設の存在時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

競技の実施時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

後利用時におけるエコマテ
リアルの利用は想定されな
いため対象外とする。

+1 － － +1 － 1.0 1.0

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の削減
が図られる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

高効率設備の採用等によ
り、20％程度の削減が図ら
れる。

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の削減
が図られる。

後利用はないことから対象
外とする。

+2 － +2 +2 － 2.0 2.0

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の低減
が図られる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

高効率設備の採用等によ
り、20％程度の低減が図ら
れる。

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の低減
が図られる。

後利用はないことから対象
外とする。

+2 － +2 +2 － 2.0 2.0

0.50.5

2.0

0.0

-0.1-0.3
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会場別予測評価結果表(14_潮風公園)

評価の指標 評価の基準

大項目 中項目 小項目

評価

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の転用
土地利用の改変、転用の有
無

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の有効利用 未利用地の解消の有無

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の移動動
線の分断をしないこと

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の動線の
ネットワーク化の進展の有
無

社会・経
済項目

土地利用 移転 民家等の移転
民家等の移転を伴わないこ
と

社会・経
済項目

交通
公共交通へのア
クセシビリティ

アクセス性
現在の会場までのアクセス
性

社会・経
済項目

交通 交通安全 交通安全
現在の歩車動線の分離（交
通安全性の向上）の状況

社会・経
済項目

経済 事業採算性 施設整備費
施設整備費を適正に保つた
めの措置

社会・経
済項目

経済 事業採算性 運営経費
運営・維持コストの削減の
ための措置

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

小項目
平均点

指標別
平均点

開催後

評価点

二次評価

開催中 開催後開催前
中項目
平均点

段階別影響

開催前 開催中

改変エリアは現在屋外利用
地、公園、運動場等となっ
ており、自然地や農地は存
在しない。

0 0.0

未利用地の有効利用はな
い。

未利用地の有効利用はな
い。

0 0 0.0

既に公共的な利用がなされ
ている施設の場所であり、
改変エリアは生活移動動線
に影響しない。

移動動線は確保されてお
り、競技中も現況と変わら
ない。

移動動線は確保されてお
り、後利用時も生活移動動
線への影響はない。 0 0 0 0.0

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

開催前から開催後を通じて
現況と変わらない。

0 0 0 0.0

改変エリアに民家等は存在
しない。

0 0.0 0.0

アクセス性向上の対策が無
く現況と同様のアクセス性
である。

アクセス性向上の対策が無
く現況と同様のアクセス性
である。 0 0 0.0 0.0

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

競技の実施による影響に含
め、評価の対象外とする。

現状において歩車動線は分
離されており、開催中も維
持される。

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

現状において歩車動線は分
離されており、後利用時に
も維持される。 0 － 0 0 0 0.0 0.0

再生可能材により整備費や
廃棄物処理費用を抑制する
等の費用削減措置が取られ
る。

再生可能材により整備費や
廃棄物処理費用を抑制する
等の費用削減措置が取られ
る。

+1 +1 1.0

ボランティアの活用等によ
り運営経費、維持管理コス
トの削減が図られる。 +1 1.0

項目 一次評価 二次評価
主要環境 -0.2 0.1
生態系 -0.4 -0.2
生活環境 -0.3 0.0
ｱﾒﾆﾃｨ・文化 -0.6 -0.1
資源・廃棄物 0.3 0.5
温室効果ガス 0.0 2.0
土地利用 0.0 0.0
交通 0.0 0.0
経済 0.0 1.0

1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

-2
-1
0
1
2
主要環境

生態系

生活環境

ｱﾒﾆﾃｨ・文化

資源・廃棄物温室効果ガス

土地利用

交通

経済 一次評価

二次評価
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会場別予測評価結果表(15～16_東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂ)

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

環境項目 主要環境 大気
汚染物質（NO2、SPM）の排
出量

排出の有無、現状より排出
増大の可能性

工事の実施による濃度の変
化（付加率）が5％未満で
ある。

影響要因は想定されないた
め対象外。

施設等の利用、各施設間の
人の移動に伴う汚染物質の
排出が周辺の大気環境に与
える影響はほとんどない。

工事の実施による濃度の変
化（付加率）が5％未満で
ある。

影響要因は想定されないた
め対象外。

-1 － 0 -1 － -0.7 -0.7

環境項目 主要環境 水質
汚濁負荷（COD、T-N、T-
P、BOD､SS等）の排出量

汚濁負荷物質排出の有無、
汚染増大の可能性

工事の実施に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

工事の実施に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

オリンピックによる新たな
恒久施設はなく、開催後の
状況に開催前との変化はな
いことから対象外とする。 0 － 0 0 － 0.0 0.0

環境項目 主要環境 土壌
土壌汚染物質の拡散の可能
性

土地履歴調査等による土壌
汚染物質の存在可能性

土地の改変等を伴う工事は
実施しないことから対象外
とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

土地の改変等を伴う工事は
実施しないことから対象外
とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

－ － － － － - -

環境項目 生態系
生物の生育・生
息基盤

生物の生育・生息基盤の状
況

①重要な生物・生態系の賦
存地の改変の有無
②生物の生育・生息基盤の
創出の有無

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － - -

環境項目 生態系 水循環
雨水の地下浸透能力（地表
面被覆率）

現状の地表面被覆率

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

海面埋立地であるため対象
外とする。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

海面埋立地であるため対象
外とする。

－ － － － - -

環境項目 生態系 生物・生態系
周辺の生物の生育・生息環
境の連続性

現況の生物の生育・生息環
境の連続性

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － -

環境項目 生態系 生物・生態系 重要な生物・生態系 重要な生物・生態系の状況

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － -

環境項目 生態系 生物・生態系
生物相の豊かさ（鳥類相で
代表）

現況の生息種数（現状生息
する種のうち、生息が困難
となる可能性のある種の有
無、種数）

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

－ － － － － -

環境項目 生態系 緑 緑被面積（屋上含む） 現況の緑被率の状況

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

現況4.0％の緑被率が3.3％
となり、0.7ポイント減少
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

現況4.0％の緑被率が3.3％
となり、0.7ポイント減少
する。

－ 0 － 0 0.0

環境項目 生態系 緑 緑化の状況
東京都の自然保護条例、建
築物環境計画書制度におけ
る緑化の評価基準

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

樹林地の改変により、緑化
率は2.6％となり、緑化基
準を満たさない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

樹林地の改変により、緑化
率は2.6％となり、緑化基
準を満たさない。

－ -1 － -1 -1.0

環境項目 生活環境 騒音 環境・交通騒音レベル
①環境基準及び法令等によ
る基準
②現況の騒音レベル

工事の実施に伴う騒音によ
る周辺の生活環境への影響
がみられる。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用、声援や応援等
による騒音の発生がみられ
るが、周辺の生活環境に影
響を及ぼすことはない。

工事の実施に伴う騒音によ
る周辺の生活環境への影響
がみられる。

オリンピックによる新たな
恒久施設はなく、開催後の
状況に開催前との変化はな
いことから対象外とする。 -1 － 0 -1 － -0.7 -0.7

環境項目 生活環境 日影
日照の阻害の有無（阻害を
受ける住戸等の有無）

現状の日照阻害の状況

施設の高さ、周辺の状況、
仮設のみであることなどか
ら、施設の存在に伴う日影
の影響はない。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

開催後に、新たな施設によ
る日影は生じないことから
対象外とする。

0 － － 0.0 0.0

-

-0.5

-0.3

評価点

-0.3

-0.5

一次評価

評価の指標 評価の基準

開催前
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

開催中 開催後 開催中 開催後大項目 中項目 小項目

評価
段階別影響

開催前
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工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

評価点

一次評価

評価の指標 評価の基準

開催前
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

開催中 開催後 開催中 開催後大項目 中項目 小項目

評価
段階別影響

開催前

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 緑視率 現況の緑視率

仮設の歩行者デッキの設置
により緑視が阻害される
が、緑視率の減少は約0.3
ポイントであり、現況と変
わらない。

仮設の歩行者デッキが撤去
されるが、樹木が改変され
た状態が続くため、現況か
ら約0.2ポイントの減少と
なる。

0 0 0.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 優れた眺望又は景観の阻害

①周辺の視点場から眺望で
きる優れた眺望景観の阻害
の有無
②景観形成特別地区の景観
を阻害しないこと

眺望景観及び景観形成特別
地区の景観を阻害すること
はない。

眺望景観及び景観形成特別
地区の景観を阻害すること
はない。

0 0 0.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の場
の変化

自然との触れ合い活動の場
の消失又は改善・創出

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － -

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の変
化

自然との触れ合い活動の阻
害又は促進（場へのアクセ
ス性含む）の有無

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

0 0 0 0 0 0.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

歩行者空間の快
適性

街路樹等緑陰の状況（緑陰
面積）

現況の街路樹及び接道緑
化、壁面緑化の状況

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

樹木に影響する改変はな
く、緑陰面積及び歩行者が
感じる快適性ともに現況と
変わらない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

樹木に影響する改変はな
く、緑陰面積及び歩行者が
感じる快適性ともに現況と
変わらない。 － 0 － 0 0.0 0.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

史跡・文化財
史跡・文化財の保護・保全
の状況

文化財等の保存及び管理の
支障の有無

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

周辺に史跡・文化財は存在
しない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

周辺に史跡・文化財は存在
しない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

水利用 上水利用量の削減 現在の上水利用量の水準

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水のほか、雨水及び再生
水（中水含む）の利用によ
り上水利用量の削減が図ら
れる。

競技の実施時における会場
の利用者による水利用につ
いては、「施設の存在によ
る影響」に含めるものとし
て、ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水のほか、雨水及び再生
水（中水含む）の利用によ
り上水利用量の削減が図ら
れる。 － +2 － － +2 2.0 2.0

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物発生量の減量化
廃棄物発生量の減量化に
よって削減される 終処分
量の水準

標準的な工事と同程度の廃
棄物の削減対策がなされ、
現在の廃棄物の発生水準と
同等の減量化が行われる。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

競技の実施に伴い排出され
る一般廃棄物は、現在と同
程度の減量化が行われ、
終処分量は現状の水準と変
わらない。

標準的な工事と同程度の廃
棄物の削減対策がなされ、
現在の廃棄物の発生水準と
同等の減量化が行われる。

後利用で排出される一般廃
棄物は、現在と同程度の減
量化が行われ、 終処分量
は現状の水準と変わらな
い。

0 － 0 0 0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物の有効利用
廃棄物の有効利用によって
削減される 終処分量の水
準

建設廃棄物の有効利用の取
り組みについて、現在の標
準的な工事と同程度の廃棄
物の有効利用がなされる。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

競技の実施に伴い排出され
る一般廃棄物は、現在と同
程度の有効利用がなされ、

終処分量は現状の水準と
変わらない。

建設廃棄物の有効利用の取
り組みについて、現在の標
準的な工事と同程度の廃棄
物の有効利用がなされる。

後利用で排出される一般廃
棄物は、現在と同程度の有
効利用がなされ、 終処分
量は現状の水準と変わらな
い。

0 － 0 0 0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

エコマテリアル エコマテリアルの使用
再生可能資材・再生資材の
活用の水準

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

施設の存在時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

競技の実施時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

後利用時におけるエコマテ
リアルの利用は想定されな
いため対象外とする。

+1 － － +1 － 1.0 1.0

環境項目
温室効果
ガス

温室効果ガス 温室効果ガスの削減量

①エネルギー消費量による
CO2排出の概算
②既存施設における追加的
排出の有無

一般的な施設の建設工事と
同程度の排出量になる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」に含めて
扱う。

東京都環境確保条例に基づ
く排出総量削減義務が課さ
れており、16％程度の削減
が見込まれる。

一般的な施設の建設工事と
同程度の排出量になる。

東京都環境確保条例に基づ
く排出総量削減義務が課さ
れており、17％程度の削減
が見込まれる。 0 － +1 0 +1 0.5 0.5

環境項目
温室効果
ガス

エネルギー エネルギー使用量の増減

①現在の使用量の水準（東
京都温暖化対策計画書制度
/東京都建築物環境計画書
制度による評価水準）
②省エネ再エネ対策・設備
の導入状況/可能性

一般的な施設の建設工事と
同程度の消費量になる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」に含めて
扱う。

東京都環境確保条例に基づ
く排出総量低減義務が課さ
れており、16％程度の低減
が見込まれる。

一般的な施設の建設工事と
同程度の消費量になる。

東京都環境確保条例に基づ
く排出総量低減義務が課さ
れており、17％程度の低減
が見込まれる。 0 － +1 0 +1 0.5 0.5

1.00.0

0.5

0.0

0.0

0.0
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工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

評価点

一次評価

評価の指標 評価の基準

開催前
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

開催中 開催後 開催中 開催後大項目 中項目 小項目

評価
段階別影響

開催前

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の転用
土地利用の改変、転用の有
無

改変エリアは現在商業用
地、屋外利用地等となって
おり、自然地や農地は存在
しない。

0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の有効利用 未利用地の解消の有無

未利用地の有効利用はな
い。

未利用地の有効利用はな
い。

0 0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の移動動
線の分断をしないこと

既に公共的な利用がなされ
ている施設の場所であり、
改変エリアは生活移動動線
に影響しない。

移動動線は確保されてお
り、競技中も現況と変わら
ない。

移動動線は確保されてお
り、後利用時も生活移動動
線への影響はない。 0 0 0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の動線の
ネットワーク化の進展の有
無

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

開催前から開催後を通じて
現況と変わらない。

0 0 0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 移転 民家等の移転
民家等の移転を伴わないこ
と

改変エリアに民家等は存在
しない。

0 0.0 0.0

社会・経
済項目

交通
公共交通へのア
クセシビリティ

アクセス性
現在の会場までのアクセス
性

アクセス性向上の対策が無
く現況と同様のアクセス性
である。

アクセス性向上の対策が無
く現況と同様のアクセス性
である。 0 0 0.0 0.0

社会・経
済項目

交通 交通安全 交通安全
現在の歩車動線の分離（交
通安全性の向上）の状況

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

競技の実施による影響に含
め、評価の対象外とする。

現状において歩車動線は分
離されており、開催中も維
持される。

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

現状において歩車動線は分
離されており、後利用時に
も維持される。 0 － 0 0 0 0.0 0.0

社会・経
済項目

経済 事業採算性 施設整備費
施設整備費を適正に保つた
めの措置

対策が無い場合には標準的
な施設整備費となる。

対策が無い場合には標準的
な撤去・改修整備費とな
る。 0 0 0.0

社会・経
済項目

経済 事業採算性 運営経費
運営・維持コストの削減の
ための措置

対策を講じない場合には標
準的な運営経費となる。

対策を講じない場合には標
準的な運営経費となる。

0 0 0.0

0.0

0.0 0.0

0.0

0.0

0.0
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会場別予測評価結果表(15～16_東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂ)

環境項目 主要環境 大気
汚染物質（NO2、SPM）の排
出量

排出の有無、現状より排出
増大の可能性

環境項目 主要環境 水質
汚濁負荷（COD、T-N、T-
P、BOD､SS等）の排出量

汚濁負荷物質排出の有無、
汚染増大の可能性

環境項目 主要環境 土壌
土壌汚染物質の拡散の可能
性

土地履歴調査等による土壌
汚染物質の存在可能性

環境項目 生態系
生物の生育・生
息基盤

生物の生育・生息基盤の状
況

①重要な生物・生態系の賦
存地の改変の有無
②生物の生育・生息基盤の
創出の有無

環境項目 生態系 水循環
雨水の地下浸透能力（地表
面被覆率）

現状の地表面被覆率

環境項目 生態系 生物・生態系
周辺の生物の生育・生息環
境の連続性

現況の生物の生育・生息環
境の連続性

環境項目 生態系 生物・生態系 重要な生物・生態系 重要な生物・生態系の状況

環境項目 生態系 生物・生態系
生物相の豊かさ（鳥類相で
代表）

現況の生息種数（現状生息
する種のうち、生息が困難
となる可能性のある種の有
無、種数）

環境項目 生態系 緑 緑被面積（屋上含む） 現況の緑被率の状況

環境項目 生態系 緑 緑化の状況
東京都の自然保護条例、建
築物環境計画書制度におけ
る緑化の評価基準

環境項目 生活環境 騒音 環境・交通騒音レベル
①環境基準及び法令等によ
る基準
②現況の騒音レベル

環境項目 生活環境 日影
日照の阻害の有無（阻害を
受ける住戸等の有無）

現状の日照阻害の状況

評価の指標 評価の基準

大項目 中項目 小項目

評価

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による大気環境への影
響がみられるが、ミティ
ゲーションの実施により、
大気質の濃度をほとんど悪
化させない程度となる。

影響要因は想定されないた
め対象外。

施設等の利用、各施設間の
人の移動に伴う大気環境へ
の影響はほとんどなく、ミ
ティゲーションの実施によ
り大気環境が改善される。

工事による大気環境への影
響がみられるが、ミティ
ゲーションの実施により、
大気質の濃度をほとんど悪
化させない程度となる。

影響要因は想定されないた
め対象外。

0 － +1 0 － 0.3 0.3

工事の実施に伴って公共用
水域の水質に影響を及ぼす
ことはないことから、ミ
ティゲーションは想定して
いない。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用に伴うし尿等の
汚水による影響はないこと
から、ミティゲーションは
想定していない。

工事の実施に伴って公共用
水域の水質に影響を及ぼす
ことはないことから、ミ
ティゲーションは想定して
いない。

オリンピックによる新たな
恒久施設はなく、開催後の
状況に開催前との変化はな
いことから対象外とする。 0 － 0 0 － 0.0 0.0

土地の改変等を伴う工事は
実施しないことから対象外
とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

土地の改変等を伴う工事は
実施しないことから対象外
とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

－ － － － － - -

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － - -

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

海面埋立地であるため対象
外とする。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

海面埋立地であるため対象
外とする。

－ － － － - -

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － -

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － -

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

－ － － － － -

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

現況4.0％の緑被率が9.3％
となり、緑被率が5.3ポイ
ント増加する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

現況4.0％の緑被率が9.3％
となり、5.3ポイント増加
する。

－ +1 － +1 1.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

緑化率は8.6％であり、緑
化基準を満たさなかった。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

緑化率は8.6％であり、緑
化基準を満たさなかった。

－ -1 － -1 -1.0

工事の実施に伴う騒音によ
る影響がみられるが、ミ
ティゲーションにより周辺
の生活環境に影響を及ぼさ
ない程度となる。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用、声援や応援等
が周辺の生活環境に影響を
及ぼすことはないことか
ら、ミティゲーションは想
定していない。

工事の実施に伴う騒音によ
る影響がみられるが、ミ
ティゲーションにより周辺
の生活環境に影響を及ぼさ
ない程度となる。

オリンピックによる新たな
恒久施設はなく、開催後の
状況に開催前との変化はな
いことから対象外とする。 0 － 0 0 － 0.0 0.0

施設の存在による影響はな
いことから、ミティゲー
ションは想定していない。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

新たな施設による日影は生
じないことから対象外とす
る。

0 － － 0.0 0.0

0.2

0.0-

0.0

0.0

小項目
平均点

指標別
平均点

開催後

評価点

二次評価

開催中 開催後開催前
中項目
平均点

段階別影響

開催前 開催中
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会場別予測評価結果表(15～16_東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂ)

評価の指標 評価の基準

大項目 中項目 小項目

評価

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 緑視率 現況の緑視率

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 優れた眺望又は景観の阻害

①周辺の視点場から眺望で
きる優れた眺望景観の阻害
の有無
②景観形成特別地区の景観
を阻害しないこと

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の場
の変化

自然との触れ合い活動の場
の消失又は改善・創出

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の変
化

自然との触れ合い活動の阻
害又は促進（場へのアクセ
ス性含む）の有無

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

歩行者空間の快
適性

街路樹等緑陰の状況（緑陰
面積）

現況の街路樹及び接道緑
化、壁面緑化の状況

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

史跡・文化財
史跡・文化財の保護・保全
の状況

文化財等の保存及び管理の
支障の有無

環境項目
資源・廃
棄物

水利用 上水利用量の削減 現在の上水利用量の水準

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物発生量の減量化
廃棄物発生量の減量化に
よって削減される 終処分
量の水準

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物の有効利用
廃棄物の有効利用によって
削減される 終処分量の水
準

環境項目
資源・廃
棄物

エコマテリアル エコマテリアルの使用
再生可能資材・再生資材の
活用の水準

環境項目
温室効果
ガス

温室効果ガス 温室効果ガスの削減量

①エネルギー消費量による
CO2排出の概算
②既存施設における追加的
排出の有無

環境項目
温室効果
ガス

エネルギー エネルギー使用量の増減

①現在の使用量の水準（東
京都温暖化対策計画書制度
/東京都建築物環境計画書
制度による評価水準）
②省エネ再エネ対策・設備
の導入状況/可能性

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

小項目
平均点

指標別
平均点

開催後

評価点

二次評価

開催中 開催後開催前
中項目
平均点

段階別影響

開催前 開催中

評価地点の緑視率の減少は
約0.3ポイントであり、現
況と変わらない。

仮設撤去後、樹木の原状復
帰を行うため、緑視率は現
況と変わらない。

0 0 0.0

眺望景観及び景観形成特別
地区の景観を阻害すること
はない。

眺望景観及び景観形成特別
地区の景観を阻害すること
はない。

0 0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － -

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

0 0 0 0 0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

樹木に影響する改変はな
く、緑陰面積及び歩行者が
感じる快適性ともに現況と
変わらない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

樹木に影響する改変はな
く、緑陰面積及び歩行者が
感じる快適性ともに現況と
変わらない。 － 0 － 0 0.0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

周辺に史跡・文化財は存在
しない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

周辺に史跡・文化財は存在
しない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水のほか、雨水及び再生
水（中水含む）の利用によ
り上水利用量の削減が図ら
れる。

競技の実施時における会場
の利用者による水利用につ
いては、「施設の存在によ
る影響」に含めるものとし
て、ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水のほか、雨水及び再生
水（中水含む）の利用によ
り上水利用量の削減が図ら
れる。 － +2 － － +2 2.0 2.0

建設廃棄物の対策はリサイ
クルによるものが大部分で
あり、減量による 終処分
量の大幅な削減は見込めな
い。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

既に容器包装廃棄物のリサ
イクル分別などが実施され
ており、廃棄物の発生抑制
策による 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

建設廃棄物の対策はリサイ
クルによるものが大部分で
あり、減量による 終処分
量の大幅な削減は見込めな
い。

既に容器包装廃棄物のリサ
イクル分別などが実施され
ており、廃棄物の発生抑制
策による 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

0 － 0 0 0 0.0

「東京都建設リサイクル推
進計画」等に基づく有効利
用策の促進により、建設廃
棄物の 終処分量は現在の
水準から20％以上削減され
る。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

資源ごみ回収やごみ処理過
程資源化、熱回収等の促進
により、一般廃棄物の 終
処分量は現在の水準から
30％程度削減される。

「東京都建設リサイクル推
進計画」等に基づく有効利
用策の促進により、建設廃
棄物の 終処分量は現在の
水準から20％以上削減され
る。

資源ごみ回収やごみ処理過
程資源化、熱回収等の促進
により、一般廃棄物の 終
処分量は現在の水準から
30％程度削減される。

+1 － +1 +1 +1 1.0

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

施設の存在時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

競技の実施時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

後利用時におけるエコマテ
リアルの利用は想定されな
いため対象外とする。

+1 － － +1 － 1.0 1.0

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の削減
が図られる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

高効率設備の採用等によ
り、17.2％程度の削減が見
込まれる。

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の削減
が図られる。

東京都環境確保条例に基づ
く排出総量削減義務が課さ
れており、17％程度の削減
が見込まれる。 +2 － +1 +2 +1 1.5 1.5

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の低減
が図られる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

高効率設備の採用等によ
り、17.2％程度の低減が見
込まれる。

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の低減
が図られる。

東京都環境確保条例に基づ
く排出総量低減義務が課さ
れており、17％程度の低減
が見込まれる。 +2 － +1 +2 +1 1.5 1.5

1.20.5

1.5

0.0

0.00.0

1－89



会場別予測評価結果表(15～16_東京ビッグサイト・ホールＡ、Ｂ)

評価の指標 評価の基準

大項目 中項目 小項目

評価

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の転用
土地利用の改変、転用の有
無

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の有効利用 未利用地の解消の有無

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の移動動
線の分断をしないこと

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の動線の
ネットワーク化の進展の有
無

社会・経
済項目

土地利用 移転 民家等の移転
民家等の移転を伴わないこ
と

社会・経
済項目

交通
公共交通へのア
クセシビリティ

アクセス性
現在の会場までのアクセス
性

社会・経
済項目

交通 交通安全 交通安全
現在の歩車動線の分離（交
通安全性の向上）の状況

社会・経
済項目

経済 事業採算性 施設整備費
施設整備費を適正に保つた
めの措置

社会・経
済項目

経済 事業採算性 運営経費
運営・維持コストの削減の
ための措置

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

小項目
平均点

指標別
平均点

開催後

評価点

二次評価

開催中 開催後開催前
中項目
平均点

段階別影響

開催前 開催中

改変エリアは現在商業用
地、屋外利用地等となって
おり、自然地や農地は存在
しない。

0 0.0

未利用地の有効利用はな
い。

未利用地の有効利用はな
い。

0 0 0.0

既に公共的な利用がなされ
ている施設の場所であり、
改変エリアは生活移動動線
に影響しない。

移動動線は確保されてお
り、競技中も現況と変わら
ない。

移動動線は確保されてお
り、後利用時も生活移動動
線への影響はない。 0 0 0 0.0

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

開催前から開催後を通じて
現況と変わらない。

0 0 0 0.0

改変エリアに民家等は存在
しない。

0 0.0 0.0

アクセス性向上の対策が無
く現況と同様のアクセス性
である。

アクセス性向上の対策が無
く現況と同様のアクセス性
である。 0 0 0.0 0.0

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

競技の実施による影響に含
め、評価の対象外とする。

現状において歩車動線は分
離されており、開催中も維
持される。

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

現状において歩車動線は分
離されており、後利用時に
も維持される。 0 － 0 0 0 0.0 0.0

再生可能材により整備費や
廃棄物処理費用を抑制する
等の費用削減措置が取られ
る。

再生可能材により整備費や
廃棄物処理費用を抑制する
等の費用削減措置が取られ
る。

+1 +1 1.0

ボランティアの活用により
運営経費、維持管理コスト
の削減が図られる。

既存施設での光熱費等の大
幅な削減は見込めず、運営
経費は標準的なものとな
る。

+1 0 0.5

項目 一次評価 二次評価
主要環境 -0.3 0.2
生態系 -0.5 0.0
生活環境 -0.3 0.0
ｱﾒﾆﾃｨ・文化 0.0 0.0
資源・廃棄物 1.0 1.2
温室効果ガス 0.5 1.5
土地利用 0.0 0.0
交通 0.0 0.0
経済 0.0 0.8

0.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.8

-2
-1
0
1
2
主要環境

生態系

生活環境

ｱﾒﾆﾃｨ・文化

資源・廃棄物温室効果ガス

土地利用

交通

経済 一次評価

二次評価

1－90



会場別予測評価結果表(17_大井ホッケー競技場)

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

環境項目 主要環境 大気
汚染物質（NO2、SPM）の排
出量

排出の有無、現状より排出
増大の可能性

工事の実施による濃度の変
化（付加率）が5％未満で
ある。

影響要因は想定されないた
め対象外。

施設等の利用、各施設間の
人の移動に伴う汚染物質の
排出が周辺の大気環境に与
える影響はほとんどない。

工事の実施による濃度の変
化（付加率）が5％未満で
ある。

施設等の利用、各施設間の
人の移動に伴う汚染物質の
排出が周辺の大気環境に与
える影響はほとんどない。 -1 － 0 -1 0 -0.5 -0.5

環境項目 主要環境 水質
汚濁負荷（COD、T-N、T-
P、BOD､SS等）の排出量

汚濁負荷物質排出の有無、
汚染増大の可能性

工事の実施に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

工事の実施に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

施設の供用に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

0 － 0 0 0 0.0 0.0

環境項目 主要環境 土壌
土壌汚染物質の拡散の可能
性

土地履歴調査等による土壌
汚染物質の存在可能性

履歴調査の結果、土壌汚染
物質の存在の可能性はな
い。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

工事の内容から土壌汚染物
質の拡散の可能性はない。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

0 － － 0 － 0.0 0.0

環境項目 生態系
生物の生育・生
息基盤

生物の生育・生息基盤の状
況

①重要な生物・生態系の賦
存地の改変の有無
②生物の生育・生息基盤の
創出の有無

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

重要な生物・生態系の賦存
地の改変はない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

重要な生物・生態系の賦存
地の改変はない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

環境項目 生態系 水循環
雨水の地下浸透能力（地表
面被覆率）

現状の地表面被覆率

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

海面埋立地であるため対象
外とする。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

海面埋立地であるため対象
外とする。

－ － － － - -

環境項目 生態系 生物・生態系
周辺の生物の生育・生息環
境の連続性

現況の生物の生育・生息環
境の連続性

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

生物の生育・生息場所は改
変されない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

仮設の撤去や施設の後利用
の対象は、駐車場、砂利・
舗装面、運動場、芝生であ
り、評価対象とする環境で
はないため、現況と変わら
ない。

－ 0 － 0 0.0

環境項目 生態系 生物・生態系 重要な生物・生態系 重要な生物・生態系の状況

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

重要な生物・生態系の指定
地域の改変はない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

重要な生物・生態系の指定
地域の改変はない。

－ 0 － 0 0.0

環境項目 生態系 生物・生態系
生物相の豊かさ（鳥類相で
代表）

現況の生息種数（現状生息
する種のうち、生息が困難
となる可能性のある種の有
無、種数）

工事に伴う騒音や作業員の
立ち入り等により、生息が
困難となる可能性のある種
が存在する。

生息が困難となる可能性の
ある種は存在しないことか
ら、現況と変わらない。

生息が困難となる可能性の
ある種は存在しないことか
ら、現況と変わらない。

工事に伴う騒音や作業員の
立ち入りにより、生息が困
難となる可能性のある種が
存在する。

生息が困難となる可能性の
ある種は存在しないことか
ら、現況と変わらない。

-1 0 0 -1 0 -0.4

環境項目 生態系 緑 緑被面積（屋上含む） 現況の緑被率の状況

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

現況72.1％の緑被率が
30.1％となり、42.0ポイン
トと大きく減少する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

現況72.1％の緑被率が
30.1％となり、42.0ポイン
トと大きく減少する。

－ -2 － -2 -2.0

環境項目 生態系 緑 緑化の状況
東京都の自然保護条例、建
築物環境計画書制度におけ
る緑化の評価基準

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

樹林地の改変を受けるが緑
化率は23.2％であり段階2
の水準を達成。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

樹林地の改変を受けるが緑
化率は23.2％であり段階2
の水準を達成。

－ +1 － +1 1.0

環境項目 生活環境 騒音 環境・交通騒音レベル
①環境基準及び法令等によ
る基準
②現況の騒音レベル

工事の実施に伴う騒音によ
る周辺の生活環境への影響
がみられる。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用、声援や応援等
による騒音の発生がみられ
るが、周辺の生活環境に影
響を及ぼすことはない。

工事の実施に伴う騒音によ
る周辺の生活環境への影響
がみられる。

既存の公園内の施設であり
周辺に住宅等が存在してい
ないことから、騒音による
周辺の生活環境への影響は
ない。

-1 － 0 -1 0 -0.5 -0.5

環境項目 生活環境 日影
日照の阻害の有無（阻害を
受ける住戸等の有無）

現状の日照阻害の状況

日影は概ね会場エリア内に
留まることから周辺への影
響はない。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

開催後に、新たな施設によ
る日影は生じないことから
影響はない。

0 － 0 0.0 0.0

-0.1

-0.5

-0.3

評価点

-0.2

-0.2

一次評価

評価の指標 評価の基準

開催前
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

開催中 開催後 開催中 開催後大項目 中項目 小項目

評価
段階別影響

開催前
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会場別予測評価結果表(17_大井ホッケー競技場)

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

評価点

一次評価

評価の指標 評価の基準

開催前
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

開催中 開催後 開催中 開催後大項目 中項目 小項目

評価
段階別影響

開催前

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 緑視率 現況の緑視率

恒久施設及び仮設の設置に
伴う整地により、樹木が影
響を受けるため、緑視率は
現況よりも約10.6ポイント
減少する。

仮設が撤去後も、樹木が改
変された状態が続くため、
緑視率の減少は、約10.2ポ
イントである。 -1 -1 -1.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 優れた眺望又は景観の阻害

①周辺の視点場から眺望で
きる優れた眺望景観の阻害
の有無
②景観形成特別地区の景観
を阻害しないこと

眺望景観及び景観形成特別
地区の景観を阻害すること
はない。

眺望景観及び景観形成特別
地区の景観を阻害すること
はない。

0 0 0.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の場
の変化

自然との触れ合い活動の場
の消失又は改善・創出

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

自然との触れ合い活動の場
の周縁部が改変される。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

施設の後利用により、自然
との触れ合い活動の場の周
縁部が改変されたままとな
る。 － -1 － -1 -1.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の変
化

自然との触れ合い活動の阻
害又は促進（場へのアクセ
ス性含む）の有無

騒音、アクセス規制によ
り、自然との触れ合い活動
自体及びアクセスが阻害さ
れる。

主要なアクセスルートが物
理的に改変・遮断されない
ことから、現況と変わらな
い。

会場エリア内の入場が規制
されることから、自然との
触れ合い活動のアクセスが
阻害される。

騒音、アクセス規制によ
り、自然との触れ合い活動
自体及びアクセスが阻害さ
れる。

主要なアクセスルートが物
理的に改変・遮断されな
い、又は現況で自然との触
れ合い活動が行われてな
い。

-2 0 -1 -2 0 -1.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

歩行者空間の快
適性

街路樹等緑陰の状況（緑陰
面積）

現況の街路樹及び接道緑
化、壁面緑化の状況

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

仮設、恒設の建設により、
樹木が改変されるため、会
場エリア内の緑陰面積が減
少する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

樹木が改変された状態が継
続するため、会場エリア内
の緑陰面積は減少する。

－ -1 － -1 -1.0 -1.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

史跡・文化財
史跡・文化財の保護・保全
の状況

文化財等の保存及び管理の
支障の有無

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

周辺に史跡・文化財は存在
しない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

周辺に史跡・文化財は存在
しない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

水利用 上水利用量の削減 現在の上水利用量の水準

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量の削
減が図られる。

競技の実施時における会場
の利用者による水利用につ
いては、「施設の存在によ
る影響」に含めるものとし
て、ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量の削
減が図られる。

－ 0 － － 0 0.0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物発生量の減量化
廃棄物発生量の減量化に
よって削減される 終処分
量の水準

標準的な工事と同程度の廃
棄物の削減対策がなされ、
現在の廃棄物の発生水準と
同等の減量化が行われる。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

競技の実施に伴い排出され
る一般廃棄物は、現在と同
程度の減量化が行われ、
終処分量は現状の水準と変
わらない。

標準的な工事と同程度の廃
棄物の削減対策がなされ、
現在の廃棄物の発生水準と
同等の減量化が行われる。

後利用で排出される一般廃
棄物は、現在と同程度の減
量化が行われ、 終処分量
は現状の水準と変わらな
い。

0 － 0 0 0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物の有効利用
廃棄物の有効利用によって
削減される 終処分量の水
準

建設廃棄物の有効利用の取
り組みについて、現在の標
準的な工事と同程度の廃棄
物の有効利用がなされる。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

競技の実施に伴い排出され
る一般廃棄物は、現在と同
程度の有効利用がなされ、

終処分量は現状の水準と
変わらない。

建設廃棄物の有効利用の取
り組みについて、現在の標
準的な工事と同程度の廃棄
物の有効利用がなされる。

後利用で排出される一般廃
棄物は、現在と同程度の有
効利用がなされ、 終処分
量は現状の水準と変わらな
い。

0 － 0 0 0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

エコマテリアル エコマテリアルの使用
再生可能資材・再生資材の
活用の水準

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

施設の存在時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

競技の実施時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

後利用時におけるエコマテ
リアルの利用は想定されな
いため対象外とする。

+1 － － +1 － 1.0 1.0

環境項目
温室効果
ガス

温室効果ガス 温室効果ガスの削減量

①エネルギー消費量による
CO2排出の概算
②既存施設における追加的
排出の有無

一般的な施設の建設工事と
同程度の排出量になる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」に含めて
扱う。

同等施設の標準的な排出量
となる。

一般的な施設の建設工事と
同程度の排出量になる。

同等施設の標準的な排出量
となる。

0 － 0 0 0 0.0 0.0

環境項目
温室効果
ガス

エネルギー エネルギー使用量の増減

①現在の使用量の水準（東
京都温暖化対策計画書制度
/東京都建築物環境計画書
制度による評価水準）
②省エネ再エネ対策・設備
の導入状況/可能性

一般的な施設の建設工事と
同程度の消費量になる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」に含めて
扱う。

同等施設の標準的な消費量
となる。

一般的な施設の建設工事と
同程度の消費量になる。

同等施設の標準的な消費量
となる。

0 － 0 0 0 0.0 0.0

0.30.0

0.0

-1.0

-0.5

-0.6
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工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

評価点

一次評価

評価の指標 評価の基準

開催前
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

開催中 開催後 開催中 開催後大項目 中項目 小項目

評価
段階別影響

開催前

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の転用
土地利用の改変、転用の有
無

改変エリアは現在公園、運
動場及び商業用地となって
おり、自然地や農地は存在
しない運動場となってお
り、自然地や農地は存在し
な

0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の有効利用 未利用地の解消の有無

未利用地の有効利用はな
い。

未利用地の有効利用はな
い。

0 0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の移動動
線の分断をしないこと

既に公共的な利用がなされ
ている施設の場所であり、
改変エリアは生活移動動線
に影響しない。

移動動線は確保されてお
り、競技中も現況と変わら
ない。

移動動線は確保されてお
り、後利用時も生活移動動
線への影響はない。 0 0 0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の動線の
ネットワーク化の進展の有
無

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

開催前から開催後を通じて
現況と変わらない。

0 0 0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 移転 民家等の移転
民家等の移転を伴わないこ
と

改変エリアに民家等は存在
しない。

0 0.0 0.0

社会・経
済項目

交通
公共交通へのア
クセシビリティ

アクセス性
現在の会場までのアクセス
性

アクセス性向上の対策が無
く現況と同様のアクセス性
である。

アクセス性向上の対策が無
く現況と同様のアクセス性
である。 0 0 0.0 0.0

社会・経
済項目

交通 交通安全 交通安全
現在の歩車動線の分離（交
通安全性の向上）の状況

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

競技の実施による影響に含
め、評価の対象外とする。

現状において歩車動線は分
離されており、開催中も維
持される。

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

現状において歩車動線は分
離されており、後利用時に
も維持される。 0 － 0 0 0 0.0 0.0

社会・経
済項目

経済 事業採算性 施設整備費
施設整備費を適正に保つた
めの措置

対策が無い場合には標準的
な施設整備費となる。

対策が無い場合には標準的
な撤去・改修整備費とな
る。 0 0 0.0

社会・経
済項目

経済 事業採算性 運営経費
運営・維持コストの削減の
ための措置

対策を講じない場合には標
準的な運営経費となる。

対策を講じない場合には標
準的な運営経費となる。

0 0 0.0

0.0

0.0 0.0

0.0

0.0

0.0
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会場別予測評価結果表(17_大井ホッケー競技場)

環境項目 主要環境 大気
汚染物質（NO2、SPM）の排
出量

排出の有無、現状より排出
増大の可能性

環境項目 主要環境 水質
汚濁負荷（COD、T-N、T-
P、BOD､SS等）の排出量

汚濁負荷物質排出の有無、
汚染増大の可能性

環境項目 主要環境 土壌
土壌汚染物質の拡散の可能
性

土地履歴調査等による土壌
汚染物質の存在可能性

環境項目 生態系
生物の生育・生
息基盤

生物の生育・生息基盤の状
況

①重要な生物・生態系の賦
存地の改変の有無
②生物の生育・生息基盤の
創出の有無

環境項目 生態系 水循環
雨水の地下浸透能力（地表
面被覆率）

現状の地表面被覆率

環境項目 生態系 生物・生態系
周辺の生物の生育・生息環
境の連続性

現況の生物の生育・生息環
境の連続性

環境項目 生態系 生物・生態系 重要な生物・生態系 重要な生物・生態系の状況

環境項目 生態系 生物・生態系
生物相の豊かさ（鳥類相で
代表）

現況の生息種数（現状生息
する種のうち、生息が困難
となる可能性のある種の有
無、種数）

環境項目 生態系 緑 緑被面積（屋上含む） 現況の緑被率の状況

環境項目 生態系 緑 緑化の状況
東京都の自然保護条例、建
築物環境計画書制度におけ
る緑化の評価基準

環境項目 生活環境 騒音 環境・交通騒音レベル
①環境基準及び法令等によ
る基準
②現況の騒音レベル

環境項目 生活環境 日影
日照の阻害の有無（阻害を
受ける住戸等の有無）

現状の日照阻害の状況

評価の指標 評価の基準

大項目 中項目 小項目

評価

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による大気環境への影
響がみられるが、ミティ
ゲーションの実施により、
大気質の濃度をほとんど悪
化させない程度となる。

影響要因は想定されないた
め対象外。

施設等の利用、各施設間の
人の移動に伴う大気環境へ
の影響はほとんどなく、ミ
ティゲーションの実施によ
り大気環境が改善される。

工事による大気環境への影
響がみられるが、ミティ
ゲーションの実施により、
大気質の濃度をほとんど悪
化させない程度となる。

施設等の利用、各施設間の
人の移動に伴う大気環境へ
の影響はほとんどなく、ミ
ティゲーションの実施によ
り大気環境が改善される。

0 － +1 0 +1 0.5 0.5

工事の実施に伴って公共用
水域の水質に影響を及ぼす
ことはないことから、ミ
ティゲーションは想定して
いない。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用に伴うし尿等の
汚水による影響はないこと
から、ミティゲーションは
想定していない。

工事の実施に伴って公共用
水域の水質に影響を及ぼす
ことはないことから、ミ
ティゲーションは想定して
いない。

施設の供用に伴うし尿等の
汚水による影響はないこと
から、ミティゲーションは
想定していない。 0 － 0 0 0 0.0 0.0

履歴調査の結果、土壌汚染
物質の存在の可能性はない
ことから、ミティゲーショ
ンは想定していない。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

工事の内容から土壌汚染物
質の拡散の可能性はないこ
とから、ミティゲーション
は想定していない。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

0 － － 0 － 0.0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

重要な生物・生態系の賦存
地の改変はない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

重要な生物・生態系の賦存
地の改変はない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

海面埋立地であるため対象
外とする。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

海面埋立地であるため対象
外とする。

－ － － － - -

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

生物の生育・生息場所は改
変されない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

周辺の生物の生育・生息場
所の連続性は現況と変わら
ない。

－ 0 － 0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

重要な生物・生態系の指定
地域の改変はない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

重要な生物・生態系の指定
地域の改変はない。

－ 0 － 0 0.0

工事に伴う作業員の立ち入
り等により、生息が困難と
なる可能性のある種が存在
する。

生息が困難となる可能性の
ある種は存在しないことか
ら、現況と変わらない。

生息が困難となる可能性の
ある種は存在しないことか
ら、現況と変わらない。

工事に伴う作業員の立ち入
り等により、生息が困難と
なる可能性のある種が存在
する。

生息が困難となる可能性の
ある種は存在しないことか
ら、現況と変わらない。

-1 0 0 -1 0 -0.4

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

現況72.1％の緑被率は
41.3％となり、緑比率が
30.8ポイント減少する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

緑被率は現況とほぼかわら
ない。

－ -2 － 0 -1.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

段階2の水準を達成してい
る。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

緑化率が38.0％となり、段
階3を達成。

－ +1 － +2 1.5

工事の実施に伴う騒音によ
る影響がみられるが、ミ
ティゲーションにより周辺
の生活環境に影響を及ぼさ
ない程度となる。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用、声援や応援等
が周辺の生活環境に影響を
及ぼすことはないことか
ら、ミティゲーションは想
定していない。

工事の実施に伴う騒音によ
る影響がみられるが、ミ
ティゲーションにより周辺
の生活環境に影響を及ぼさ
ない程度となる。

既存の公園内の施設であり
周辺の生活環境への影響は
ないことから、ミティゲー
ションは想定していない。 0 － 0 0 0 0.0 0.0

施設の存在による影響はな
いことから、ミティゲー
ションは想定していない。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

施設の存在による影響はな
いことから、ミティゲー
ションは想定していない。

0 － 0 0.0 0.0

0.2

0.0-0.1

0.3

0.0

小項目
平均点

指標別
平均点

開催後

評価点

二次評価

開催中 開催後開催前
中項目
平均点

段階別影響

開催前 開催中
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評価の指標 評価の基準

大項目 中項目 小項目

評価

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 緑視率 現況の緑視率

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 優れた眺望又は景観の阻害

①周辺の視点場から眺望で
きる優れた眺望景観の阻害
の有無
②景観形成特別地区の景観
を阻害しないこと

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の場
の変化

自然との触れ合い活動の場
の消失又は改善・創出

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の変
化

自然との触れ合い活動の阻
害又は促進（場へのアクセ
ス性含む）の有無

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

歩行者空間の快
適性

街路樹等緑陰の状況（緑陰
面積）

現況の街路樹及び接道緑
化、壁面緑化の状況

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

史跡・文化財
史跡・文化財の保護・保全
の状況

文化財等の保存及び管理の
支障の有無

環境項目
資源・廃
棄物

水利用 上水利用量の削減 現在の上水利用量の水準

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物発生量の減量化
廃棄物発生量の減量化に
よって削減される 終処分
量の水準

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物の有効利用
廃棄物の有効利用によって
削減される 終処分量の水
準

環境項目
資源・廃
棄物

エコマテリアル エコマテリアルの使用
再生可能資材・再生資材の
活用の水準

環境項目
温室効果
ガス

温室効果ガス 温室効果ガスの削減量

①エネルギー消費量による
CO2排出の概算
②既存施設における追加的
排出の有無

環境項目
温室効果
ガス

エネルギー エネルギー使用量の増減

①現在の使用量の水準（東
京都温暖化対策計画書制度
/東京都建築物環境計画書
制度による評価水準）
②省エネ再エネ対策・設備
の導入状況/可能性

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

小項目
平均点

指標別
平均点

開催後

評価点

二次評価

開催中 開催後開催前
中項目
平均点

段階別影響

開催前 開催中

影響を受ける樹木について
は、会場エリア内への移植
を行うが、評価地点の緑視
率には影響しない。緑視率
は、一次評価と同様に現況
よりも約10.6ポイント減少
する。

仮設撤去後、樹木の原状復
帰を行うため、緑視率は現
況と変わらない。

-1 0 -0.5

眺望景観及び景観形成特別
地区の景観を阻害すること
はない。

眺望景観及び景観形成特別
地区の景観を阻害すること
はない。

0 0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

現段階ではミティゲーショ
ンは想定していない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

ミティゲーションの実施に
より、自然との触れ合い活
動の場が現況レベルまで改
善する。 － -1 － 0 -0.5

ミティゲーションの実施に
より、現況レベルまで自然
との触れ合い活動が改善す
る。

主要なアクセスルートが物
理的に改変・遮断されない
ことから、現況と変わらな
い。

現段階ではミティゲーショ
ンは想定していない。

ミティゲーションの実施に
より、現況レベルまで自然
との触れ合い活動が改善す
る。

ミティゲーションの実施に
より、自然との触れ合い活
動が向上する。

0 0 -1 0 +1 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

改変される樹木について
は、会場エリア内へ移植を
行うことにより、緑陰面積
及び歩行者が感じる快適性
ともに現況と変わらない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

移植した樹木の維持、仮設
撤去後の原状復帰により、
緑陰面積及び歩行者が感じ
る快適性ともに現況と変わ
らない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

周辺に史跡・文化財は存在
しない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

周辺に史跡・文化財は存在
しない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水のほか、雨水または再
生水（中水含む）の利用施
設が設置され、水の有効利
用が図られる。

競技の実施時における会場
の利用者による水利用につ
いては、「施設の存在によ
る影響」に含めるものとし
て、ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水のほか、雨水または再
生水（中水含む）の利用施
設が設置され、水の有効利
用が図られる。 － +1 － － +1 1.0 1.0

建設廃棄物の対策はリサイ
クルによるものが大部分で
あり、減量による 終処分
量の大幅な削減は見込めな
い。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

既に容器包装廃棄物のリサ
イクル分別などが実施され
ており、廃棄物の発生抑制
策による 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

建設廃棄物の対策はリサイ
クルによるものが大部分で
あり、減量による 終処分
量の大幅な削減は見込めな
い。

既に容器包装廃棄物のリサ
イクル分別などが実施され
ており、廃棄物の発生抑制
策による 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

0 － 0 0 0 0.0

「東京都建設リサイクル推
進計画」等に基づく有効利
用策の促進により、建設廃
棄物の 終処分量は現在の
水準から20％以上削減され
る。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

資源ごみ回収やごみ処理過
程資源化、熱回収等の促進
により、一般廃棄物の 終
処分量は現在の水準から
30％程度削減される。

「東京都建設リサイクル推
進計画」等に基づく有効利
用策の促進により、建設廃
棄物の 終処分量は現在の
水準から20％以上削減され
る。

資源ごみ回収やごみ処理過
程資源化、熱回収等の促進
により、一般廃棄物の 終
処分量は現在の水準から
30％程度削減される。

+1 － +1 +1 +1 1.0

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

施設の存在時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

競技の実施時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

後利用時におけるエコマテ
リアルの利用は想定されな
いため対象外とする。

+1 － － +1 － 1.0 1.0

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の削減
が図られる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

高水準の省エネルギー技
術の活用等により、37.2％
程度の削減が図られる。

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の削減
が図られる。

高水準の省エネルギー技
術の活用等により、50％程
度の削減が図られる。

+2 － +2 +2 +2 2.0 2.0

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の低減
が図られる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

高水準の省エネルギー技
術の活用等により、37.2％
程度の低減が図られる。

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の低減
が図られる。

高水準の省エネルギー技
術の活用等により、50％程
度の低減が図られる。

+2 － +2 +2 +2 2.0 2.0

0.80.5

2.0

-0.3

-0.1
-0.3

1－95



会場別予測評価結果表(17_大井ホッケー競技場)

評価の指標 評価の基準

大項目 中項目 小項目

評価

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の転用
土地利用の改変、転用の有
無

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の有効利用 未利用地の解消の有無

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の移動動
線の分断をしないこと

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の動線の
ネットワーク化の進展の有
無

社会・経
済項目

土地利用 移転 民家等の移転
民家等の移転を伴わないこ
と

社会・経
済項目

交通
公共交通へのア
クセシビリティ

アクセス性
現在の会場までのアクセス
性

社会・経
済項目

交通 交通安全 交通安全
現在の歩車動線の分離（交
通安全性の向上）の状況

社会・経
済項目

経済 事業採算性 施設整備費
施設整備費を適正に保つた
めの措置

社会・経
済項目

経済 事業採算性 運営経費
運営・維持コストの削減の
ための措置

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

小項目
平均点

指標別
平均点

開催後

評価点

二次評価

開催中 開催後開催前
中項目
平均点

段階別影響

開催前 開催中

改変エリアは現在公園、運
動場及び商業用地となって
おり、自然地や農地は存在
しない運動場となってお
り、自然地や農地は存在し
な

0 0.0

未利用地の有効利用はな
い。

未利用地の有効利用はな
い。

0 0 0.0

既に公共的な利用がなされ
ている施設の場所であり、
改変エリアは生活移動動線
に影響しない。

移動動線は確保されてお
り、競技中も現況と変わら
ない。

移動動線は確保されてお
り、後利用時も生活移動動
線への影響はない。 0 0 0 0.0

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

開催前から開催後を通じて
現況と変わらない。

0 0 0 0.0

改変エリアに民家等は存在
しない。

0 0.0 0.0

アクセス性向上の対策が無
く現況と同様のアクセス性
である。

アクセス性向上の対策が無
く現況と同様のアクセス性
である。 0 0 0.0 0.0

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

競技の実施による影響に含
め、評価の対象外とする。

現状において歩車動線は分
離されており、開催中も維
持される。

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

現状において歩車動線は分
離されており、後利用時に
も維持される。 0 － 0 0 0 0.0 0.0

再生可能材の活用等によ
り、 先端技術導入による
コスト増を相殺して標準的
な整備費となる。

再生可能材により整備費や
廃棄物処理費用を抑制する
等の費用削減措置が取られ
る。

0 +1 0.5

エネルギー利用の 適化や
ボランティアの活用により
運営経費、維持管理コスト
の削減が図られる。

エネルギー利用の 適化等
により後利用時も光熱費等
の維持管理コストの削減が
図られる。

+1 +1 1.0

項目 一次評価 二次評価
主要環境 -0.2 0.2
生態系 -0.2 0.0
生活環境 -0.3 0.0
ｱﾒﾆﾃｨ・文化 -0.6 -0.1
資源・廃棄物 0.3 0.8
温室効果ガス 0.0 2.0
土地利用 0.0 0.0
交通 0.0 0.0
経済 0.0 0.8

0.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.8

-2
-1
0
1
2
主要環境

生態系

生活環境

ｱﾒﾆﾃｨ・文化

資源・廃棄物温室効果ガス

土地利用

交通

経済 一次評価

二次評価
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会場別予測評価結果表(18_海の森クロスカントリーコース)

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

環境項目 主要環境 大気
汚染物質（NO2、SPM）の排
出量

排出の有無、現状より排出
増大の可能性

工事の実施による濃度の変
化（付加率）が5％未満で
ある。

影響要因は想定されないた
め対象外。

施設等の利用、各施設間の
人の移動に伴う汚染物質の
排出が周辺の大気環境に与
える影響はほとんどない。

工事の実施による濃度の変
化（付加率）が5％未満で
ある。

-1 － 0 -1 -0.7 -0.7

環境項目 主要環境 水質
汚濁負荷（COD、T-N、T-
P、BOD､SS等）の排出量

汚濁負荷物質排出の有無、
汚染増大の可能性

工事の実施に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

工事の実施に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

0 － 0 0 0.0 0.0

環境項目 主要環境 土壌
土壌汚染物質の拡散の可能
性

土地履歴調査等による土壌
汚染物質の存在可能性

工事の内容から土壌汚染物
質の拡散の可能性は非常に
小さい。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

工事の内容から土壌汚染物
質の拡散の可能性はない。

0 － － 0 0.0 0.0

環境項目 生態系
生物の生育・生
息基盤

生物の生育・生息基盤の状
況

①重要な生物・生態系の賦
存地の改変の有無
②生物の生育・生息基盤の
創出の有無

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

重要な生物・生態系の賦存
地の改変はない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

重要な生物・生態系の賦存
地の改変はない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

環境項目 生態系 水循環
雨水の地下浸透能力（地表
面被覆率）

現状の地表面被覆率

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

海面埋立地であるため対象
外とする。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

海面埋立地であるため対象
外とする。

－ － － － - -

環境項目 生態系 生物・生態系
周辺の生物の生育・生息環
境の連続性

現況の生物の生育・生息環
境の連続性

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

生物の生育・生息場所は改
変されない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

仮設の撤去や施設の後利用
の対象は、駐車場、砂利・
舗装面、運動場、芝生であ
り、評価対象とする環境で
はないため、現況と変わら
ない。

－ 0 － 0 0.0

環境項目 生態系 生物・生態系 重要な生物・生態系 重要な生物・生態系の状況

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

重要な生物・生態系の指定
地域の改変はない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

重要な生物・生態系の指定
地域の改変はない。

－ 0 － 0 0.0

環境項目 生態系 生物・生態系
生物相の豊かさ（鳥類相で
代表）

現況の生息種数（現状生息
する種のうち、生息が困難
となる可能性のある種の有
無、種数）

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

－ － － － － -

環境項目 生態系 緑 緑被面積（屋上含む） 現況の緑被率の状況

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

現況は未利用地であり、改
変の影響はない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

現況は未利用地であり、改
変の影響はない。

－ 0 － 0 0.0

環境項目 生態系 緑 緑化の状況
東京都の自然保護条例、建
築物環境計画書制度におけ
る緑化の評価基準

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

仮設施設のため対象外とす
る。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

仮設施設のため対象外とす
る。

－ － － － -

環境項目 生活環境 騒音 環境・交通騒音レベル
①環境基準及び法令等によ
る基準
②現況の騒音レベル

工事の実施に伴う騒音によ
る周辺の生活環境への影響
がみられる。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用、声援や応援等
による騒音の発生がみられ
るが、周辺の生活環境に影
響を及ぼすことはない。

工事の実施に伴う騒音によ
る周辺の生活環境への影響
がみられる。

-1 － 0 -1 -0.7 -0.7

環境項目 生活環境 日影
日照の阻害の有無（阻害を
受ける住戸等の有無）

現状の日照阻害の状況

施設の高さ、周辺の状況、
仮設のみであることなどか
ら、施設の存在に伴う日影
の影響はない。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

0 － 0.0 0.0

0.0

0.0

-0.3

評価点

-0.2

0.0

一次評価

評価の指標 評価の基準

開催前
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

開催中 開催後 開催中 開催後大項目 中項目 小項目

評価
段階別影響

開催前
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工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

評価点

一次評価

評価の指標 評価の基準

開催前
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

開催中 開催後 開催中 開催後大項目 中項目 小項目

評価
段階別影響

開催前

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 緑視率 現況の緑視率

緑視率は現況と変わらない
と想定する。

一部が未利用地に戻る。緑
視率は現況と変わらないと
想定する。

0 0 0.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 優れた眺望又は景観の阻害

①周辺の視点場から眺望で
きる優れた眺望景観の阻害
の有無
②景観形成特別地区の景観
を阻害しないこと

眺望景観及び景観形成特別
地区の景観を阻害すること
はない。

眺望景観及び景観形成特別
地区の景観を阻害すること
はない。

0 0 0.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の場
の変化

自然との触れ合い活動の場
の消失又は改善・創出

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

現況で自然との触れ合い活
動の場となっていないこと
から、現況と変わらない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

現況で自然との触れ合い活
動の場となっていないこと
から、現況と変わらない。

－ 0 － 0 0.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の変
化

自然との触れ合い活動の阻
害又は促進（場へのアクセ
ス性含む）の有無

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

0 0 0 0 0 0.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

歩行者空間の快
適性

街路樹等緑陰の状況（緑陰
面積）

現況の街路樹及び接道緑
化、壁面緑化の状況

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

現況は未利用地であり、緑
陰面積及び歩行者が感じる
快適性ともに現況と変わら
ない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

現況は未利用地であり、緑
陰面積及び歩行者が感じる
快適性ともに現況と変わら
ない。 － 0 － 0 0.0 0.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

史跡・文化財
史跡・文化財の保護・保全
の状況

文化財等の保存及び管理の
支障の有無

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

周辺に史跡・文化財は存在
しない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

周辺に史跡・文化財は存在
しない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

水利用 上水利用量の削減 現在の上水利用量の水準

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量の削
減が図られる。

競技の実施時における会場
の利用者による水利用につ
いては、「施設の存在によ
る影響」に含めるものとし
て、ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

後利用はないことから対象
外とする。

－ 0 － － － 0.0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物発生量の減量化
廃棄物発生量の減量化に
よって削減される 終処分
量の水準

標準的な工事と同程度の廃
棄物の削減対策がなされ、
現在の廃棄物の発生水準と
同等の減量化が行われる。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

競技の実施に伴い排出され
る一般廃棄物は、現在と同
程度の減量化が行われ、
終処分量は現状の水準と変
わらない。

標準的な工事と同程度の廃
棄物の削減対策がなされ、
現在の廃棄物の発生水準と
同等の減量化が行われる。

後利用はないことから対象
外とする。

0 － 0 0 － 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物の有効利用
廃棄物の有効利用によって
削減される 終処分量の水
準

建設廃棄物の有効利用の取
り組みについて、現在の標
準的な工事と同程度の廃棄
物の有効利用がなされる。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

競技の実施に伴い排出され
る一般廃棄物は、現在と同
程度の有効利用がなされ、

終処分量は現状の水準と
変わらない。

建設廃棄物の有効利用の取
り組みについて、現在の標
準的な工事と同程度の廃棄
物の有効利用がなされる。

後利用はないことから対象
外とする。

0 － 0 0 － 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

エコマテリアル エコマテリアルの使用
再生可能資材・再生資材の
活用の水準

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

施設の存在時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

競技の実施時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

後利用時におけるエコマテ
リアルの利用は想定されな
いため対象外とする。

+1 － － +1 － 1.0 1.0

環境項目
温室効果
ガス

温室効果ガス 温室効果ガスの削減量

①エネルギー消費量による
CO2排出の概算
②既存施設における追加的
排出の有無

一般的な施設の建設工事と
同程度の排出量になる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」に含めて
扱う。

同等施設の標準的な排出量
となる。

一般的な施設の建設工事と
同程度の排出量になる。

後利用はないことから対象
外とする。

0 － 0 0 － 0.0 0.0

環境項目
温室効果
ガス

エネルギー エネルギー使用量の増減

①現在の使用量の水準（東
京都温暖化対策計画書制度
/東京都建築物環境計画書
制度による評価水準）
②省エネ再エネ対策・設備
の導入状況/可能性

一般的な施設の建設工事と
同程度の消費量になる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」に含めて
扱う。

同等施設の標準的な消費量
となる。

一般的な施設の建設工事と
同程度の消費量になる。

後利用はないことから対象
外とする。

0 － 0 0 － 0.0 0.0

0.30.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1－98



会場別予測評価結果表(18_海の森クロスカントリーコース)

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

評価点

一次評価

評価の指標 評価の基準

開催前
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

開催中 開催後 開催中 開催後大項目 中項目 小項目

評価
段階別影響

開催前

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の転用
土地利用の改変、転用の有
無

改変エリアは現在未利用地
となっており、自然地や農
地は存在しない。 0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の有効利用 未利用地の解消の有無

会場の大部分が未利用地で
あり、開催中に競技会場と
して有効活用される。

公共公園として都民の憩い
の場として有効利用が継続
される。 +2 +2 2.0

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の移動動
線の分断をしないこと

海の森地域での地域住民等
の生活移動動線の分断等の
影響は生じない。

移動動線は確保されてお
り、競技中も現況と変わら
ない。

移動動線は確保されてお
り、後利用時も生活移動動
線への影響はない。 0 0 0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の動線の
ネットワーク化の進展の有
無

未利用地から競技会場が整
備されることにより海の森
地区のネットワーク化が進
展する。

未利用地から競技会場が整
備されることにより海の森
地区のネットワーク化が進
展する。

開催後も公用的利用がなさ
れ、ネットワーク化の進展
が維持される。 +1 +1 +1 1.0

社会・経
済項目

土地利用 移転 民家等の移転
民家等の移転を伴わないこ
と

改変エリアに民家等は存在
しない。

0 0.0 0.0

社会・経
済項目

交通
公共交通へのア
クセシビリティ

アクセス性
現在の会場までのアクセス
性

バス等により公共交通機関
からのアクセス性は確保さ
れると想定。

バス等により公共交通機関
からのアクセス性は確保さ
れると想定。 0 0 0.0 0.0

社会・経
済項目

交通 交通安全 交通安全
現在の歩車動線の分離（交
通安全性の向上）の状況

工事区域周辺の歩行者等が
想定されないため評価の対
象外とする。

競技の実施による影響に含
め、評価の対象外とする。

歩車動線は分離され、交通
安全上問題ないように計画
される。

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

開催後においても開催中と
同様に歩車道分離が維持さ
れる。 － － 0 0 0 0.0 0.0

社会・経
済項目

経済 事業採算性 施設整備費
施設整備費を適正に保つた
めの措置

対策が無い場合には標準的
な施設整備費となる。

対策が無い場合には標準的
な撤去・改修整備費とな
る。 0 0 0.0

社会・経
済項目

経済 事業採算性 運営経費
運営・維持コストの削減の
ための措置

対策を講じない場合には標
準的な運営経費となる。

0 0.0

0.0

0.0 0.0

1.0

0.5

0.5
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環境項目 主要環境 大気
汚染物質（NO2、SPM）の排
出量

排出の有無、現状より排出
増大の可能性

環境項目 主要環境 水質
汚濁負荷（COD、T-N、T-
P、BOD､SS等）の排出量

汚濁負荷物質排出の有無、
汚染増大の可能性

環境項目 主要環境 土壌
土壌汚染物質の拡散の可能
性

土地履歴調査等による土壌
汚染物質の存在可能性

環境項目 生態系
生物の生育・生
息基盤

生物の生育・生息基盤の状
況

①重要な生物・生態系の賦
存地の改変の有無
②生物の生育・生息基盤の
創出の有無

環境項目 生態系 水循環
雨水の地下浸透能力（地表
面被覆率）

現状の地表面被覆率

環境項目 生態系 生物・生態系
周辺の生物の生育・生息環
境の連続性

現況の生物の生育・生息環
境の連続性

環境項目 生態系 生物・生態系 重要な生物・生態系 重要な生物・生態系の状況

環境項目 生態系 生物・生態系
生物相の豊かさ（鳥類相で
代表）

現況の生息種数（現状生息
する種のうち、生息が困難
となる可能性のある種の有
無、種数）

環境項目 生態系 緑 緑被面積（屋上含む） 現況の緑被率の状況

環境項目 生態系 緑 緑化の状況
東京都の自然保護条例、建
築物環境計画書制度におけ
る緑化の評価基準

環境項目 生活環境 騒音 環境・交通騒音レベル
①環境基準及び法令等によ
る基準
②現況の騒音レベル

環境項目 生活環境 日影
日照の阻害の有無（阻害を
受ける住戸等の有無）

現状の日照阻害の状況

評価の指標 評価の基準

大項目 中項目 小項目

評価

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による大気環境への影
響がみられるが、ミティ
ゲーションの実施により、
大気質の濃度をほとんど悪
化させない程度となる。

影響要因は想定されないた
め対象外。

施設等の利用、各施設間の
人の移動に伴う大気環境へ
の影響はほとんどなく、ミ
ティゲーションの実施によ
り大気環境が改善される。

工事による大気環境への影
響がみられるが、ミティ
ゲーションの実施により、
大気質の濃度をほとんど悪
化させない程度となる。

0 － +1 0 0.3 0.3

工事の実施に伴って公共用
水域の水質に影響を及ぼす
ことはないことから、ミ
ティゲーションは想定して
いない。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用に伴うし尿等の
汚水による影響はないこと
から、ミティゲーションは
想定していない。

工事の実施に伴って公共用
水域の水質に影響を及ぼす
ことはないことから、ミ
ティゲーションは想定して
いない。

0 － 0 0 0.0 0.0

工事の内容から土壌汚染物
質の拡散の可能性は非常に
小さく、ミティゲーション
は想定していない。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

工事の内容から土壌汚染物
質の拡散の可能性はないこ
とから、ミティゲーション
は想定していない。 0 － － 0 0.0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

重要な生物・生態系の賦存
地の改変はない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

重要な生物・生態系の賦存
地の改変はない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

海面埋立地であるため対象
外とする。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

海面埋立地であるため対象
外とする。

－ － － － - -

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

ミティゲーションの実施に
より、広域に亘って生物の
生育・生息場所が増大し、
連続性が向上する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

ミティゲーションの実施に
より、広域に亘って生物の
生育・生息場所が増大し、
連続性が向上する。 － +2 － +2 2.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

重要な生物・生態系の指定
地域の改変はない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

重要な生物・生態系の指定
地域の改変はない。

－ 0 － 0 0.0

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

－ － － － － -

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

ミティゲーションを行うこ
とにより、＋20ポイント以
上緑被率が増加する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

＋20ポイント以上緑被率が
増加する。

－ +2 － +2 2.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

仮設施設のため対象外とす
る。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

仮設施設のため対象外とす
る。

－ － － － -

工事の実施に伴う騒音によ
る影響がみられるが、ミ
ティゲーションにより周辺
の生活環境に影響を及ぼさ
ない程度となる。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用、声援や応援等
が周辺の生活環境に影響を
及ぼすことはないことか
ら、ミティゲーションは想
定していない。

工事の実施に伴う騒音によ
る影響がみられるが、ミ
ティゲーションにより周辺
の生活環境に影響を及ぼさ
ない程度となる。

0 － 0 0 0.0 0.0

施設の存在による影響はな
いことから、ミティゲー
ションは想定していない。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

0 － 0.0 0.0

0.1

1.01.0

2.0

0.0

小項目
平均点

指標別
平均点

開催後

評価点

二次評価

開催中 開催後開催前
中項目
平均点

段階別影響

開催前 開催中

1－100



会場別予測評価結果表(18_海の森クロスカントリーコース)

評価の指標 評価の基準

大項目 中項目 小項目

評価

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 緑視率 現況の緑視率

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 優れた眺望又は景観の阻害

①周辺の視点場から眺望で
きる優れた眺望景観の阻害
の有無
②景観形成特別地区の景観
を阻害しないこと

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の場
の変化

自然との触れ合い活動の場
の消失又は改善・創出

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の変
化

自然との触れ合い活動の阻
害又は促進（場へのアクセ
ス性含む）の有無

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

歩行者空間の快
適性

街路樹等緑陰の状況（緑陰
面積）

現況の街路樹及び接道緑
化、壁面緑化の状況

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

史跡・文化財
史跡・文化財の保護・保全
の状況

文化財等の保存及び管理の
支障の有無

環境項目
資源・廃
棄物

水利用 上水利用量の削減 現在の上水利用量の水準

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物発生量の減量化
廃棄物発生量の減量化に
よって削減される 終処分
量の水準

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物の有効利用
廃棄物の有効利用によって
削減される 終処分量の水
準

環境項目
資源・廃
棄物

エコマテリアル エコマテリアルの使用
再生可能資材・再生資材の
活用の水準

環境項目
温室効果
ガス

温室効果ガス 温室効果ガスの削減量

①エネルギー消費量による
CO2排出の概算
②既存施設における追加的
排出の有無

環境項目
温室効果
ガス

エネルギー エネルギー使用量の増減

①現在の使用量の水準（東
京都温暖化対策計画書制度
/東京都建築物環境計画書
制度による評価水準）
②省エネ再エネ対策・設備
の導入状況/可能性

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

小項目
平均点

指標別
平均点

開催後

評価点

二次評価

開催中 開催後開催前
中項目
平均点

段階別影響

開催前 開催中

海の森の整備を行い、現況
よりも緑視率が5ポイント
以上増加すると想定する。

造成された海の森を維持す
るため、緑視率は、現況よ
りも5ポイント以上増加す
る。 +1 +1 1.0

眺望景観及び景観形成特別
地区の景観を阻害すること
はない。

眺望景観及び景観形成特別
地区の景観を阻害すること
はない。

0 0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

ミティゲーションの実施に
より、自然との触れ合い活
動の場が新たに創出され、
質が全般的に向上する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

ミティゲーションの実施に
より、自然との触れ合い活
動の場が新たに創出され、
質が全般的に向上する。 － +2 － +2 2.0

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

0 0 0 0 0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

88haの植樹などを行う。こ
れにより、緑陰面積及び歩
行者が感じる快適性ともに
向上する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

海の森として整備された樹
林を維持することにより、
緑陰面積及び歩行者が感じ
る快適性ともに向上する。 － +2 － +2 2.0 2.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

周辺に史跡・文化財は存在
しない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

周辺に史跡・文化財は存在
しない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量の削
減が図られる。

競技の実施時における会場
の利用者による水利用につ
いては、「施設の存在によ
る影響」に含めるものとし
て、ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

後利用はないことから対象
外とする。

－ 0 － － － 0.0 0.0

建設廃棄物の対策はリサイ
クルによるものが大部分で
あり、減量による 終処分
量の大幅な削減は見込めな
い。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

既に容器包装廃棄物のリサ
イクル分別などが実施され
ており、廃棄物の発生抑制
策による 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

建設廃棄物の対策はリサイ
クルによるものが大部分で
あり、減量による 終処分
量の大幅な削減は見込めな
い。

後利用はないことから対象
外とする。

0 － 0 0 － 0.0

「東京都建設リサイクル推
進計画」等に基づく有効利
用策の促進により、建設廃
棄物の 終処分量は現在の
水準から20％以上削減され
る。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

資源ごみ回収やごみ処理過
程資源化、熱回収等の促進
により、一般廃棄物の 終
処分量は現在の水準から
30％程度削減される。

「東京都建設リサイクル推
進計画」等に基づく有効利
用策の促進により、建設廃
棄物の 終処分量は現在の
水準から20％以上削減され
る。

後利用はないことから対象
外とする。

+1 － +1 +1 － 1.0

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

施設の存在時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

競技の実施時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

後利用時におけるエコマテ
リアルの利用は想定されな
いため対象外とする。

+1 － － +1 － 1.0 1.0

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の削減
が図られる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

高効率設備の採用等によ
り、20％程度の削減が図ら
れる。

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の削減
が図られる。

後利用はないことから対象
外とする。

+2 － +2 +2 － 2.0 2.0

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の低減
が図られる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

高効率設備の採用等によ
り、20％程度の低減が図ら
れる。

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の低減
が図られる。

後利用はないことから対象
外とする。

+2 － +2 +2 － 2.0 2.0

0.50.5

2.0

0.5

0.91.0

1－101



会場別予測評価結果表(18_海の森クロスカントリーコース)

評価の指標 評価の基準

大項目 中項目 小項目

評価

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の転用
土地利用の改変、転用の有
無

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の有効利用 未利用地の解消の有無

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の移動動
線の分断をしないこと

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の動線の
ネットワーク化の進展の有
無

社会・経
済項目

土地利用 移転 民家等の移転
民家等の移転を伴わないこ
と

社会・経
済項目

交通
公共交通へのア
クセシビリティ

アクセス性
現在の会場までのアクセス
性

社会・経
済項目

交通 交通安全 交通安全
現在の歩車動線の分離（交
通安全性の向上）の状況

社会・経
済項目

経済 事業採算性 施設整備費
施設整備費を適正に保つた
めの措置

社会・経
済項目

経済 事業採算性 運営経費
運営・維持コストの削減の
ための措置

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

小項目
平均点

指標別
平均点

開催後

評価点

二次評価

開催中 開催後開催前
中項目
平均点

段階別影響

開催前 開催中

改変エリアは現在未利用地
となっており、自然地や農
地は存在しない。 0 0.0

会場の大部分が未利用地で
あり、開催中に競技会場と
して有効活用される。

公共公園として都民の憩い
の場として有効利用が継続
される。 +2 +2 2.0

海の森地域での地域住民等
の生活移動動線の分断等の
影響は生じない。

移動動線は確保されてお
り、競技中も現況と変わら
ない。

移動動線は確保されてお
り、後利用時も生活移動動
線への影響はない。 0 0 0 0.0

未利用地から競技会場が整
備されることにより海の森
地区のネットワーク化が進
展する。

未利用地から競技会場が整
備されることにより海の森
地区のネットワーク化が進
展する。

開催後も公用的利用がなさ
れ、ネットワーク化の進展
が維持される。 +1 +1 +1 1.0

改変エリアに民家等は存在
しない。

0 0.0 0.0

バス等により公共交通機関
からのアクセス性は確保さ
れると想定。

バス等により公共交通機関
からのアクセス性は確保さ
れると想定。 0 0 0.0 0.0

工事区域周辺の歩行者等が
想定されないため評価の対
象外とする。

競技の実施による影響に含
め、評価の対象外とする。

歩車動線は分離され、交通
安全上問題ないように計画
される。

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

開催後においても開催中と
同様に歩車道分離が維持さ
れる。 － － 0 0 0 0.0 0.0

再生可能材により整備費や
廃棄物処理費用を抑制する
等の費用削減措置が取られ
る。

再生可能材により整備費や
廃棄物処理費用を抑制する
等の費用削減措置が取られ
る。

+1 +1 1.0

ボランティアの活用等によ
り運営経費、維持管理コス
トの削減が図られる。 +1 1.0

項目 一次評価 二次評価
主要環境 -0.2 0.1
生態系 0.0 1.0
生活環境 -0.3 0.0
ｱﾒﾆﾃｨ・文化 0.0 0.9
資源・廃棄物 0.3 0.5
温室効果ガス 0.0 2.0
土地利用 0.5 0.5
交通 0.0 0.0
経済 0.0 1.0

1.0

1.0

0.5

0.5

0.0

1.0

-2
-1
0
1
2
主要環境

生態系

生活環境

ｱﾒﾆﾃｨ・文化

資源・廃棄物温室効果ガス

土地利用

交通

経済 一次評価

二次評価
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会場別予測評価結果表(19_海の森水上競技場)

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

環境項目 主要環境 大気
汚染物質（NO2、SPM）の排
出量

排出の有無、現状より排出
増大の可能性

工事の実施による濃度の変
化（付加率）が5％未満で
ある。

影響要因は想定されないた
め対象外。

施設等の利用、各施設間の
人の移動に伴う汚染物質の
排出が周辺の大気環境に与
える影響はほとんどない。

工事の実施による濃度の変
化（付加率）が5％未満で
ある。

施設等の利用、各施設間の
人の移動に伴う汚染物質の
排出が周辺の大気環境に与
える影響はほとんどない。 -1 － 0 -1 0 -0.5 -0.5

環境項目 主要環境 水質
汚濁負荷（COD、T-N、T-
P、BOD､SS等）の排出量

汚濁負荷物質排出の有無、
汚染増大の可能性

陸域工事に伴う汚濁負荷物
質による影響はないもの
の、海域工事の実施に伴
うって発生する濁りによる
影響がみられる。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

工事の実施に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

施設の供用に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

-1 － 0 0 0 -0.3 -0.3

環境項目 主要環境 土壌
土壌汚染物質の拡散の可能
性

土地履歴調査等による土壌
汚染物質の存在可能性

履歴調査の結果、建設予定
地の土壌汚染の可能性が想
定される。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

工事の内容から土壌汚染物
質の拡散の可能性はない。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

-1 － － 0 － -0.5 -0.5

環境項目 生態系
生物の生育・生
息基盤

生物の生育・生息基盤の状
況

①重要な生物・生態系の賦
存地の改変の有無
②生物の生育・生息基盤の
創出の有無

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

重要な生物・生態系の賦存
地の改変はない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

重要な生物・生態系の賦存
地の改変はない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

環境項目 生態系 水循環
雨水の地下浸透能力（地表
面被覆率）

現状の地表面被覆率

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

海面埋立地であるため対象
外とする。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

海面埋立地であるため対象
外とする。

－ － － － - -

環境項目 生態系 生物・生態系
周辺の生物の生育・生息環
境の連続性

現況の生物の生育・生息環
境の連続性

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

生物の生育・生息場所は改
変されない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

仮設の撤去や施設の後利用
の対象は、駐車場、砂利・
舗装面、運動場、芝生であ
り、評価対象とする環境で
はないため、現況と変わら
ない。

－ 0 － 0 0.0

環境項目 生態系 生物・生態系 重要な生物・生態系 重要な生物・生態系の状況

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

重要な生物・生態系の指定
地域の改変はない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

重要な生物・生態系の指定
地域の改変はない。

－ 0 － 0 0.0

環境項目 生態系 生物・生態系
生物相の豊かさ（鳥類相で
代表）

現況の生息種数（現状生息
する種のうち、生息が困難
となる可能性のある種の有
無、種数）

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

－ － － － － -

環境項目 生態系 緑 緑被面積（屋上含む） 現況の緑被率の状況

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

現況は未利用地であり、改
変の影響はない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

現況は未利用地であり、改
変の影響はない。

－ 0 － 0 0.0

環境項目 生態系 緑 緑化の状況
東京都の自然保護条例、建
築物環境計画書制度におけ
る緑化の評価基準

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

現況は未利用地であり、緑
化率は0％である。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

現況は未利用地であり、緑
化率は0％である。

－ -1 － -1 -1.0

環境項目 生活環境 騒音 環境・交通騒音レベル
①環境基準及び法令等によ
る基準
②現況の騒音レベル

工事の実施に伴う騒音によ
る周辺の生活環境への影響
がみられる。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用、声援や応援等
による騒音の発生がみられ
るが、周辺の生活環境に影
響を及ぼすことはない。

工事の実施に伴う騒音によ
る周辺の生活環境への影響
がみられる。

会場の周辺に住宅等が存在
していないことから、騒音
による周辺の生活環境への
影響はない。 -1 － 0 -1 0 -0.5 -0.5

環境項目 生活環境 日影
日照の阻害の有無（阻害を
受ける住戸等の有無）

現状の日照阻害の状況

施設の高さ、周辺の状況、
仮設のみであることなどか
ら、施設の存在に伴う日影
の影響はない。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

開催後に、新たな施設によ
る日影は生じないことから
影響はない。

0 － 0 0.0 0.0

0.0

-0.5

-0.3

評価点

-0.4

-0.2

一次評価

評価の指標 評価の基準

開催前
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

開催中 開催後 開催中 開催後大項目 中項目 小項目

評価
段階別影響

開催前
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会場別予測評価結果表(19_海の森水上競技場)

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

評価点

一次評価

評価の指標 評価の基準

開催前
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

開催中 開催後 開催中 開催後大項目 中項目 小項目

評価
段階別影響

開催前

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 緑視率 現況の緑視率

緑視率は現況と変わらない
と想定する。

一部が未利用地に戻る。緑
視率は現況と変わらないと
想定する。

0 0 0.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 優れた眺望又は景観の阻害

①周辺の視点場から眺望で
きる優れた眺望景観の阻害
の有無
②景観形成特別地区の景観
を阻害しないこと

眺望景観及び景観形成特別
地区の景観を阻害すること
はない。

眺望景観及び景観形成特別
地区の景観を阻害すること
はない。

0 0 0.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の場
の変化

自然との触れ合い活動の場
の消失又は改善・創出

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

現況で自然との触れ合い活
動の場となっていないこと
から、現況と変わらない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

現況で自然との触れ合い活
動の場となっていないこと
から、現況と変わらない。

－ 0 － 0 0.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の変
化

自然との触れ合い活動の阻
害又は促進（場へのアクセ
ス性含む）の有無

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

0 0 0 0 0 0.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

歩行者空間の快
適性

街路樹等緑陰の状況（緑陰
面積）

現況の街路樹及び接道緑
化、壁面緑化の状況

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

現況は未利用地であり、緑
陰面積及び歩行者が感じる
快適性ともに現況と変わら
ない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

現況は未利用地であること
から、緑陰面積及び歩行者
の感じる快適性ともに現況
と変わらない。 － 0 － 0 0.0 0.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

史跡・文化財
史跡・文化財の保護・保全
の状況

文化財等の保存及び管理の
支障の有無

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

周辺に史跡・文化財は存在
しない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

周辺に史跡・文化財は存在
しない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

水利用 上水利用量の削減 現在の上水利用量の水準

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量の削
減が図られる。

競技の実施時における会場
の利用者による水利用につ
いては、「施設の存在によ
る影響」に含めるものとし
て、ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量の削
減が図られる。

－ 0 － － 0 0.0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物発生量の減量化
廃棄物発生量の減量化に
よって削減される 終処分
量の水準

標準的な工事と同程度の廃
棄物の削減対策がなされ、
現在の廃棄物の発生水準と
同等の減量化が行われる。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

競技の実施に伴い排出され
る一般廃棄物は、現在と同
程度の減量化が行われ、
終処分量は現状の水準と変
わらない。

標準的な工事と同程度の廃
棄物の削減対策がなされ、
現在の廃棄物の発生水準と
同等の減量化が行われる。

後利用で排出される一般廃
棄物は、現在と同程度の減
量化が行われ、 終処分量
は現状の水準と変わらな
い。

0 － 0 0 0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物の有効利用
廃棄物の有効利用によって
削減される 終処分量の水
準

建設廃棄物の有効利用の取
り組みについて、現在の標
準的な工事と同程度の廃棄
物の有効利用がなされる。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

競技の実施に伴い排出され
る一般廃棄物は、現在と同
程度の有効利用がなされ、

終処分量は現状の水準と
変わらない。

建設廃棄物の有効利用の取
り組みについて、現在の標
準的な工事と同程度の廃棄
物の有効利用がなされる。

後利用で排出される一般廃
棄物は、現在と同程度の有
効利用がなされ、 終処分
量は現状の水準と変わらな
い。

0 － 0 0 0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

エコマテリアル エコマテリアルの使用
再生可能資材・再生資材の
活用の水準

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

施設の存在時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

競技の実施時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

後利用時におけるエコマテ
リアルの利用は想定されな
いため対象外とする。

+1 － － +1 － 1.0 1.0

環境項目
温室効果
ガス

温室効果ガス 温室効果ガスの削減量

①エネルギー消費量による
CO2排出の概算
②既存施設における追加的
排出の有無

一般的な施設の建設工事と
同程度の排出量になる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」に含めて
扱う。

同等施設の標準的な排出量
となる。

一般的な施設の建設工事と
同程度の排出量になる。

同等施設の標準的な排出量
となる。

0 － 0 0 0 0.0 0.0

環境項目
温室効果
ガス

エネルギー エネルギー使用量の増減

①現在の使用量の水準（東
京都温暖化対策計画書制度
/東京都建築物環境計画書
制度による評価水準）
②省エネ再エネ対策・設備
の導入状況/可能性

一般的な施設の建設工事と
同程度の消費量になる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」に含めて
扱う。

同等施設の標準的な消費量
となる。

一般的な施設の建設工事と
同程度の消費量になる。

同等施設の標準的な消費量
となる。

0 － 0 0 0 0.0 0.0

0.30.0

0.0

0.0

0.0

0.0
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工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

評価点

一次評価

評価の指標 評価の基準

開催前
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

開催中 開催後 開催中 開催後大項目 中項目 小項目

評価
段階別影響

開催前

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の転用
土地利用の改変、転用の有
無

改変エリアは現在未利用地
となっており、自然地や農
地は存在しない。 0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の有効利用 未利用地の解消の有無

会場の大部分が未利用地で
あり、開催中に競技会場と
して有効活用される。

都民の水辺のレクリエー
ションとして有効利用が継
続される。 +2 +2 2.0

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の移動動
線の分断をしないこと

海の森地域での地域住民等
の生活移動動線の分断等の
影響は生じない。

移動動線は確保されてお
り、競技中も現況と変わら
ない。

移動動線は確保されてお
り、後利用時も生活移動動
線への影響はない。 0 0 0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の動線の
ネットワーク化の進展の有
無

未利用地から競技会場が整
備されることにより海の森
地区のネットワーク化が進
展する。

未利用地から競技会場が整
備されることにより海の森
地区のネットワーク化が進
展する。

開催後も公用的利用がなさ
れ、ネットワーク化の進展
が維持される。 +1 +1 +1 1.0

社会・経
済項目

土地利用 移転 民家等の移転
民家等の移転を伴わないこ
と

改変エリアに民家等は存在
しない。

0 0.0 0.0

社会・経
済項目

交通
公共交通へのア
クセシビリティ

アクセス性
現在の会場までのアクセス
性

バス等により公共交通機関
からのアクセス性は確保さ
れると想定。

バス等により公共交通機関
からのアクセス性は確保さ
れると想定。 0 0 0.0 0.0

社会・経
済項目

交通 交通安全 交通安全
現在の歩車動線の分離（交
通安全性の向上）の状況

工事区域周辺の歩行者等が
想定されないため評価の対
象外とする。

競技の実施による影響に含
め、評価の対象外とする。

歩車動線は分離され、交通
安全上問題ないように計画
される。

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

開催後においても開催中と
同様に歩車道分離が維持さ
れる。 － － 0 0 0 0.0 0.0

社会・経
済項目

経済 事業採算性 施設整備費
施設整備費を適正に保つた
めの措置

対策が無い場合には標準的
な施設整備費となる。

対策が無い場合には標準的
な撤去・改修整備費とな
る。 0 0 0.0

社会・経
済項目

経済 事業採算性 運営経費
運営・維持コストの削減の
ための措置

対策を講じない場合には標
準的な運営経費となる。

対策を講じない場合には標
準的な運営経費となる。

0 0 0.0

0.0

0.0 0.0

1.0

0.5

0.5

1－105



会場別予測評価結果表(19_海の森水上競技場)

環境項目 主要環境 大気
汚染物質（NO2、SPM）の排
出量

排出の有無、現状より排出
増大の可能性

環境項目 主要環境 水質
汚濁負荷（COD、T-N、T-
P、BOD､SS等）の排出量

汚濁負荷物質排出の有無、
汚染増大の可能性

環境項目 主要環境 土壌
土壌汚染物質の拡散の可能
性

土地履歴調査等による土壌
汚染物質の存在可能性

環境項目 生態系
生物の生育・生
息基盤

生物の生育・生息基盤の状
況

①重要な生物・生態系の賦
存地の改変の有無
②生物の生育・生息基盤の
創出の有無

環境項目 生態系 水循環
雨水の地下浸透能力（地表
面被覆率）

現状の地表面被覆率

環境項目 生態系 生物・生態系
周辺の生物の生育・生息環
境の連続性

現況の生物の生育・生息環
境の連続性

環境項目 生態系 生物・生態系 重要な生物・生態系 重要な生物・生態系の状況

環境項目 生態系 生物・生態系
生物相の豊かさ（鳥類相で
代表）

現況の生息種数（現状生息
する種のうち、生息が困難
となる可能性のある種の有
無、種数）

環境項目 生態系 緑 緑被面積（屋上含む） 現況の緑被率の状況

環境項目 生態系 緑 緑化の状況
東京都の自然保護条例、建
築物環境計画書制度におけ
る緑化の評価基準

環境項目 生活環境 騒音 環境・交通騒音レベル
①環境基準及び法令等によ
る基準
②現況の騒音レベル

環境項目 生活環境 日影
日照の阻害の有無（阻害を
受ける住戸等の有無）

現状の日照阻害の状況

評価の指標 評価の基準

大項目 中項目 小項目

評価

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による大気環境への影
響がみられるが、ミティ
ゲーションの実施により、
大気質の濃度をほとんど悪
化させない程度となる。

影響要因は想定されないた
め対象外。

施設等の利用、各施設間の
人の移動に伴う大気環境へ
の影響はほとんどなく、ミ
ティゲーションの実施によ
り大気環境が改善される。

工事による大気環境への影
響がみられるが、ミティ
ゲーションの実施により、
大気質の濃度をほとんど悪
化させない程度となる。

施設等の利用、各施設間の
人の移動に伴う大気環境へ
の影響はほとんどなく、ミ
ティゲーションの実施によ
り大気環境が改善される。

0 － +1 0 +1 0.5 0.5

海域工事における影響がみ
られるが、濁りの発生を抑
制するためのミティゲー
ションにより影響が低減さ
れる。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用に伴うし尿等の
汚水による影響はないこと
から、ミティゲーションは
想定していない。

工事の実施に伴って公共用
水域の水質に影響を及ぼす
ことはないことから、ミ
ティゲーションは想定して
いない。

施設の供用に伴うし尿等の
汚水による影響はないこと
から、ミティゲーションは
想定していない。 0 － 0 0 0 0.0 0.0

土壌汚染の可能性が想定さ
れるが、工事の際に汚染が
確認された場合はミティ
ゲーションの実施により土
壌汚染物質が除去される。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

工事の内容から土壌汚染物
質の拡散の可能性はないこ
とから、ミティゲーション
は想定していない。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

+1 － － 0 － 0.5 0.5

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

重要な生物・生態系の賦存
地の改変はない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

重要な生物・生態系の賦存
地の改変はない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

海面埋立地であるため対象
外とする。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

海面埋立地であるため対象
外とする。

－ － － － - -

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

生物の生育・生息場所は改
変されない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

周辺の生物の生育・生息場
所の連続性は現況と変わら
ない。

－ 0 － 0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

重要な生物・生態系の指定
地域の改変はない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

重要な生物・生態系の指定
地域の改変はない。

－ 0 － 0 0.0

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

－ － － － － -

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

ミティゲーションを行うこ
とにより、＋20ポイント以
上緑被率が増加する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

＋20ポイント以上緑被率が
増加する。

－ +2 － +2 2.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

緑化率20％以上となり、段
階2を達成する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

緑化率20％以上となり、段
階2を達成。

－ +1 － +1 1.0

工事の実施に伴う騒音によ
る影響がみられるが、ミ
ティゲーションにより周辺
の生活環境に影響を及ぼさ
ない程度となる。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用、声援や応援等
が周辺の生活環境に影響を
及ぼすことはないことか
ら、ミティゲーションは想
定していない。

工事の実施に伴う騒音によ
る影響がみられるが、ミ
ティゲーションにより周辺
の生活環境に影響を及ぼさ
ない程度となる。

会場周辺には住宅等が存在
しておらず生活環境への影
響はないことから、ミティ
ゲーションは想定していな
い。

0 － 0 0 0 0.0 0.0

施設の存在による影響はな
いことから、ミティゲー
ションは想定していない。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

施設の存在による影響はな
いことから、ミティゲー
ションは想定していない。

0 － 0 0.0 0.0

0.3

0.50.0

1.5

0.0

小項目
平均点

指標別
平均点

開催後

評価点

二次評価

開催中 開催後開催前
中項目
平均点

段階別影響

開催前 開催中
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会場別予測評価結果表(19_海の森水上競技場)

評価の指標 評価の基準

大項目 中項目 小項目

評価

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 緑視率 現況の緑視率

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 優れた眺望又は景観の阻害

①周辺の視点場から眺望で
きる優れた眺望景観の阻害
の有無
②景観形成特別地区の景観
を阻害しないこと

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の場
の変化

自然との触れ合い活動の場
の消失又は改善・創出

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の変
化

自然との触れ合い活動の阻
害又は促進（場へのアクセ
ス性含む）の有無

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

歩行者空間の快
適性

街路樹等緑陰の状況（緑陰
面積）

現況の街路樹及び接道緑
化、壁面緑化の状況

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

史跡・文化財
史跡・文化財の保護・保全
の状況

文化財等の保存及び管理の
支障の有無

環境項目
資源・廃
棄物

水利用 上水利用量の削減 現在の上水利用量の水準

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物発生量の減量化
廃棄物発生量の減量化に
よって削減される 終処分
量の水準

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物の有効利用
廃棄物の有効利用によって
削減される 終処分量の水
準

環境項目
資源・廃
棄物

エコマテリアル エコマテリアルの使用
再生可能資材・再生資材の
活用の水準

環境項目
温室効果
ガス

温室効果ガス 温室効果ガスの削減量

①エネルギー消費量による
CO2排出の概算
②既存施設における追加的
排出の有無

環境項目
温室効果
ガス

エネルギー エネルギー使用量の増減

①現在の使用量の水準（東
京都温暖化対策計画書制度
/東京都建築物環境計画書
制度による評価水準）
②省エネ再エネ対策・設備
の導入状況/可能性

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

小項目
平均点

指標別
平均点

開催後

評価点

二次評価

開催中 開催後開催前
中項目
平均点

段階別影響

開催前 開催中

施設の整備に伴い、緑地を
造成するため、緑視率は増
加すると想定する。

開催後は一部が未利用地に
戻る。緑視率は現況と変わ
らないと想定する。

+1 0 0.5

眺望景観及び景観形成特別
地区の景観を阻害すること
はない。

眺望景観及び景観形成特別
地区の景観を阻害すること
はない。

0 0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

改変部が自然との触れ合い
活動の場でない、又は現況
で自然との触れ合い活動の
場となっていない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

ミティゲーションの実施に
より、自然との触れ合い活
動の場が新たに創出され、
質が全般的に向上する。 － 0 － +2 1.0

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

0 0 0 0 0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

樹木に影響する改変はな
く、緑陰面積及び歩行者が
感じる快適性ともに現況と
変わらない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

樹木に影響する改変はな
く、緑陰面積及び歩行者が
感じる快適性ともに現況と
変わらない。 － 0 － 0 0.0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

周辺に史跡・文化財は存在
しない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

周辺に史跡・文化財は存在
しない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水のほか、雨水または再
生水（中水含む）の利用施
設が設置され、水の有効利
用が図られる。

競技の実施時における会場
の利用者による水利用につ
いては、「施設の存在によ
る影響」に含めるものとし
て、ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水のほか、雨水または再
生水（中水含む）の利用施
設が設置され、水の有効利
用が図られる。 － +1 － － +1 1.0 1.0

建設廃棄物の対策はリサイ
クルによるものが大部分で
あり、減量による 終処分
量の大幅な削減は見込めな
い。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

既に容器包装廃棄物のリサ
イクル分別などが実施され
ており、廃棄物の発生抑制
策による 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

建設廃棄物の対策はリサイ
クルによるものが大部分で
あり、減量による 終処分
量の大幅な削減は見込めな
い。

既に容器包装廃棄物のリサ
イクル分別などが実施され
ており、廃棄物の発生抑制
策による 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

0 － 0 0 0 0.0

「東京都建設リサイクル推
進計画」等に基づく有効利
用策の促進により、建設廃
棄物の 終処分量は現在の
水準から20％以上削減され
る。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

資源ごみ回収やごみ処理過
程資源化、熱回収等の促進
により、一般廃棄物の 終
処分量は現在の水準から
30％程度削減される。

「東京都建設リサイクル推
進計画」等に基づく有効利
用策の促進により、建設廃
棄物の 終処分量は現在の
水準から20％以上削減され
る。

資源ごみ回収やごみ処理過
程資源化、熱回収等の促進
により、一般廃棄物の 終
処分量は現在の水準から
30％程度削減される。

+1 － +1 +1 +1 1.0

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

施設の存在時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

競技の実施時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

後利用時におけるエコマテ
リアルの利用は想定されな
いため対象外とする。

+1 － － +1 － 1.0 1.0

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の削減
が図られる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

高水準の省エネルギー技
術の活用等により、33.2％
程度の削減が図られる。

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の削減
が図られる。

高水準の省エネルギー技
術の活用等により、50％程
度の削減が図られる。

+2 － +2 +2 +2 2.0 2.0

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の低減
が図られる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

高水準の省エネルギー技
術の活用等により、33.2％
程度の低減が図られる。

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の低減
が図られる。

高水準の省エネルギー技
術の活用等により、50％程
度の低減が図られる。

+2 － +2 +2 +2 2.0 2.0

0.80.5

2.0

0.3

0.20.5
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会場別予測評価結果表(19_海の森水上競技場)

評価の指標 評価の基準

大項目 中項目 小項目

評価

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の転用
土地利用の改変、転用の有
無

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の有効利用 未利用地の解消の有無

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の移動動
線の分断をしないこと

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の動線の
ネットワーク化の進展の有
無

社会・経
済項目

土地利用 移転 民家等の移転
民家等の移転を伴わないこ
と

社会・経
済項目

交通
公共交通へのア
クセシビリティ

アクセス性
現在の会場までのアクセス
性

社会・経
済項目

交通 交通安全 交通安全
現在の歩車動線の分離（交
通安全性の向上）の状況

社会・経
済項目

経済 事業採算性 施設整備費
施設整備費を適正に保つた
めの措置

社会・経
済項目

経済 事業採算性 運営経費
運営・維持コストの削減の
ための措置

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

小項目
平均点

指標別
平均点

開催後

評価点

二次評価

開催中 開催後開催前
中項目
平均点

段階別影響

開催前 開催中

改変エリアは現在未利用地
となっており、自然地や農
地は存在しない。 0 0.0

会場の大部分が未利用地で
あり、開催中に競技会場と
して有効活用される。

都民の水辺のレクリエー
ションとして有効利用が継
続される。 +2 +2 2.0

海の森地域での地域住民等
の生活移動動線の分断等の
影響は生じない。

移動動線は確保されてお
り、競技中も現況と変わら
ない。

移動動線は確保されてお
り、後利用時も生活移動動
線への影響はない。 0 0 0 0.0

未利用地から競技会場が整
備されることにより海の森
地区のネットワーク化が進
展する。

未利用地から競技会場が整
備されることにより海の森
地区のネットワーク化が進
展する。

開催後も公用的利用がなさ
れ、ネットワーク化の進展
が維持される。 +1 +1 +1 1.0

改変エリアに民家等は存在
しない。

0 0.0 0.0

バス等により公共交通機関
からのアクセス性は確保さ
れると想定。

バス等により公共交通機関
からのアクセス性は確保さ
れると想定。 0 0 0.0 0.0

工事区域周辺の歩行者等が
想定されないため評価の対
象外とする。

競技の実施による影響に含
め、評価の対象外とする。

歩車動線は分離され、交通
安全上問題ないように計画
される。

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

開催後においても開催中と
同様に歩車道分離が維持さ
れる。 － － 0 0 0 0.0 0.0

再生可能材の活用等によ
り、 先端技術導入による
コスト増を相殺して標準的
な整備費となる。

再生可能材により整備費や
廃棄物処理費用を抑制する
等の費用削減措置が取られ
る。

0 +1 0.5

エネルギー利用の 適化や
ボランティアの活用により
運営経費、維持管理コスト
の削減が図られる。

エネルギー利用の 適化等
により後利用時も光熱費等
の維持管理コストの削減が
図られる。

+1 +1 1.0

項目 一次評価 二次評価
主要環境 -0.4 0.3
生態系 -0.2 0.5
生活環境 -0.3 0.0
ｱﾒﾆﾃｨ・文化 0.0 0.2
資源・廃棄物 0.3 0.8
温室効果ガス 0.0 2.0
土地利用 0.5 0.5
交通 0.0 0.0
経済 0.0 0.8

0.8

1.0

0.5

0.5

0.0

0.8

-2
-1
0
1
2
主要環境

生態系

生活環境

ｱﾒﾆﾃｨ・文化

資源・廃棄物温室効果ガス

土地利用

交通

経済 一次評価

二次評価
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会場別予測評価結果表(20_海の森マウンテンバイクコース)

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

環境項目 主要環境 大気
汚染物質（NO2、SPM）の排
出量

排出の有無、現状より排出
増大の可能性

工事の実施による濃度の変
化（付加率）が5％未満で
ある。

影響要因は想定されないた
め対象外。

施設等の利用、各施設間の
人の移動に伴う汚染物質の
排出が周辺の大気環境に与
える影響はほとんどない。

工事の実施による濃度の変
化（付加率）が5％未満で
ある。

-1 － 0 -1 -0.7 -0.7

環境項目 主要環境 水質
汚濁負荷（COD、T-N、T-
P、BOD､SS等）の排出量

汚濁負荷物質排出の有無、
汚染増大の可能性

工事の実施に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

工事の実施に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

0 － 0 0 0.0 0.0

環境項目 主要環境 土壌
土壌汚染物質の拡散の可能
性

土地履歴調査等による土壌
汚染物質の存在可能性

工事の内容から土壌汚染物
質の拡散の可能性は非常に
小さい。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

工事の内容から土壌汚染物
質の拡散の可能性はない。

0 － － 0 0.0 0.0

環境項目 生態系
生物の生育・生
息基盤

生物の生育・生息基盤の状
況

①重要な生物・生態系の賦
存地の改変の有無
②生物の生育・生息基盤の
創出の有無

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

重要な生物・生態系の賦存
地の改変はない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

重要な生物・生態系の賦存
地の改変はない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

環境項目 生態系 水循環
雨水の地下浸透能力（地表
面被覆率）

現状の地表面被覆率

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

海面埋立地であるため対象
外とする。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

海面埋立地であるため対象
外とする。

－ － － － - -

環境項目 生態系 生物・生態系
周辺の生物の生育・生息環
境の連続性

現況の生物の生育・生息環
境の連続性

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

生物の生育・生息場所は改
変されない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

仮設の撤去や施設の後利用
の対象は、駐車場、砂利・
舗装面、運動場、芝生であ
り、評価対象とする環境で
はないため、現況と変わら
ない。

－ 0 － 0 0.0

環境項目 生態系 生物・生態系 重要な生物・生態系 重要な生物・生態系の状況

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

重要な生物・生態系の指定
地域の改変はない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

重要な生物・生態系の指定
地域の改変はない。

－ 0 － 0 0.0

環境項目 生態系 生物・生態系
生物相の豊かさ（鳥類相で
代表）

現況の生息種数（現状生息
する種のうち、生息が困難
となる可能性のある種の有
無、種数）

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

－ － － － － -

環境項目 生態系 緑 緑被面積（屋上含む） 現況の緑被率の状況

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

現況は未利用地であり、改
変の影響はない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

現況は未利用地であり、改
変の影響はない。

－ 0 － 0 0.0

環境項目 生態系 緑 緑化の状況
東京都の自然保護条例、建
築物環境計画書制度におけ
る緑化の評価基準

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

仮設施設のため対象外とす
る。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

仮設施設のため対象外とす
る。

－ － － － -

環境項目 生活環境 騒音 環境・交通騒音レベル
①環境基準及び法令等によ
る基準
②現況の騒音レベル

工事の実施に伴う騒音によ
る周辺の生活環境への影響
がみられる。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用、声援や応援等
による騒音の発生がみられ
るが、周辺の生活環境に影
響を及ぼすことはない。

工事の実施に伴う騒音によ
る周辺の生活環境への影響
がみられる。

-1 － 0 -1 -0.7 -0.7

環境項目 生活環境 日影
日照の阻害の有無（阻害を
受ける住戸等の有無）

現状の日照阻害の状況

施設の高さ、周辺の状況、
仮設のみであることなどか
ら、施設の存在に伴う日影
の影響はない。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

0 － 0.0 0.0

0.0

0.0

-0.3

評価点

-0.2

0.0

一次評価

評価の指標 評価の基準

開催前
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

開催中 開催後 開催中 開催後大項目 中項目 小項目

評価
段階別影響

開催前
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工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

評価点

一次評価

評価の指標 評価の基準

開催前
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

開催中 開催後 開催中 開催後大項目 中項目 小項目

評価
段階別影響

開催前

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 緑視率 現況の緑視率

緑視率は現況と変わらない
と想定する。

未利用地に戻るため、緑視
率は現況と変わらないと想
定する。

0 0 0.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 優れた眺望又は景観の阻害

①周辺の視点場から眺望で
きる優れた眺望景観の阻害
の有無
②景観形成特別地区の景観
を阻害しないこと

眺望景観及び景観形成特別
地区の景観を阻害すること
はない。

眺望景観及び景観形成特別
地区の景観を阻害すること
はない。

0 0 0.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の場
の変化

自然との触れ合い活動の場
の消失又は改善・創出

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

現況で自然との触れ合い活
動の場となっていないこと
から、現況と変わらない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

現況で自然との触れ合い活
動の場となっていないこと
から、現況と変わらない。

－ 0 － 0 0.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の変
化

自然との触れ合い活動の阻
害又は促進（場へのアクセ
ス性含む）の有無

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

0 0 0 0 0 0.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

歩行者空間の快
適性

街路樹等緑陰の状況（緑陰
面積）

現況の街路樹及び接道緑
化、壁面緑化の状況

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

現況は未利用地であり、緑
陰面積及び歩行者が感じる
快適性ともに現況と変わら
ない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

現況は未利用地であり、緑
陰面積及び歩行者が感じる
快適性ともに現況と変わら
ない。 － 0 － 0 0.0 0.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

史跡・文化財
史跡・文化財の保護・保全
の状況

文化財等の保存及び管理の
支障の有無

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

周辺に史跡・文化財は存在
しない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

周辺に史跡・文化財は存在
しない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

水利用 上水利用量の削減 現在の上水利用量の水準

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量の削
減が図られる。

競技の実施時における会場
の利用者による水利用につ
いては、「施設の存在によ
る影響」に含めるものとし
て、ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

後利用はないことから対象
外とする。

－ 0 － － － 0.0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物発生量の減量化
廃棄物発生量の減量化に
よって削減される 終処分
量の水準

標準的な工事と同程度の廃
棄物の削減対策がなされ、
現在の廃棄物の発生水準と
同等の減量化が行われる。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

競技の実施に伴い排出され
る一般廃棄物は、現在と同
程度の減量化が行われ、
終処分量は現状の水準と変
わらない。

標準的な工事と同程度の廃
棄物の削減対策がなされ、
現在の廃棄物の発生水準と
同等の減量化が行われる。

後利用はないことから対象
外とする。

0 － 0 0 － 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物の有効利用
廃棄物の有効利用によって
削減される 終処分量の水
準

建設廃棄物の有効利用の取
り組みについて、現在の標
準的な工事と同程度の廃棄
物の有効利用がなされる。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

競技の実施に伴い排出され
る一般廃棄物は、現在と同
程度の有効利用がなされ、

終処分量は現状の水準と
変わらない。

建設廃棄物の有効利用の取
り組みについて、現在の標
準的な工事と同程度の廃棄
物の有効利用がなされる。

後利用はないことから対象
外とする。

0 － 0 0 － 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

エコマテリアル エコマテリアルの使用
再生可能資材・再生資材の
活用の水準

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

施設の存在時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

競技の実施時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

後利用時におけるエコマテ
リアルの利用は想定されな
いため対象外とする。

+1 － － +1 － 1.0 1.0

環境項目
温室効果
ガス

温室効果ガス 温室効果ガスの削減量

①エネルギー消費量による
CO2排出の概算
②既存施設における追加的
排出の有無

一般的な施設の建設工事と
同程度の排出量になる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」に含めて
扱う。

同等施設の標準的な排出量
となる。

一般的な施設の建設工事と
同程度の排出量になる。

後利用はないことから対象
外とする。

0 － 0 0 － 0.0 0.0

環境項目
温室効果
ガス

エネルギー エネルギー使用量の増減

①現在の使用量の水準（東
京都温暖化対策計画書制度
/東京都建築物環境計画書
制度による評価水準）
②省エネ再エネ対策・設備
の導入状況/可能性

一般的な施設の建設工事と
同程度の消費量になる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」に含めて
扱う。

同等施設の標準的な消費量
となる。

一般的な施設の建設工事と
同程度の消費量になる。

後利用はないことから対象
外とする。

0 － 0 0 － 0.0 0.0

0.30.0

0.0

0.0

0.0

0.0
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工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

評価点

一次評価

評価の指標 評価の基準

開催前
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

開催中 開催後 開催中 開催後大項目 中項目 小項目

評価
段階別影響

開催前

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の転用
土地利用の改変、転用の有
無

改変エリアは現在未利用地
となっており、自然地や農
地は存在しない。 0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の有効利用 未利用地の解消の有無

会場の大部分が未利用地で
あり、開催中に競技会場と
して有効活用される。

会場の後利用が想定されず
未利用地に戻る。

+2 0 1.0

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の移動動
線の分断をしないこと

海の森地域での地域住民等
の生活移動動線の分断等の
影響は生じない。

移動動線は確保されてお
り、競技中も現況と変わら
ない。

施設撤去後の後利用が想定
されない。

0 0 － 0.0

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の動線の
ネットワーク化の進展の有
無

未利用地から競技会場が整
備されることにより海の森
地区のネットワーク化が進
展する。

未利用地から競技会場が整
備されることにより海の森
地区のネットワーク化が進
展する。

開催後の公共的利用は想定
されないため、評価の対象
外とする。 +1 +1 － 1.0

社会・経
済項目

土地利用 移転 民家等の移転
民家等の移転を伴わないこ
と

改変エリアに民家等は存在
しない。

0 0.0 0.0

社会・経
済項目

交通
公共交通へのア
クセシビリティ

アクセス性
現在の会場までのアクセス
性

バス等により公共交通機関
からのアクセス性は確保さ
れると想定。

後利用時には未利用地とな
る。

0 － 0.0 0.0

社会・経
済項目

交通 交通安全 交通安全
現在の歩車動線の分離（交
通安全性の向上）の状況

工事区域周辺の歩行者等が
想定されないため評価の対
象外とする。

競技の実施による影響に含
め、評価の対象外とする。

歩車動線は分離され、交通
安全上問題ないように計画
される。

工事区域周辺の歩行者等が
想定されないため評価の対
象外とする。

後利用時の周辺の公共利用
が想定されないため評価の
対象外とする。 － － 0 － － 0.0 0.0

社会・経
済項目

経済 事業採算性 施設整備費
施設整備費を適正に保つた
めの措置

対策が無い場合には標準的
な施設整備費となる。

対策が無い場合には標準的
な撤去・改修整備費とな
る。 0 0 0.0

社会・経
済項目

経済 事業採算性 運営経費
運営・維持コストの削減の
ための措置

対策を講じない場合には標
準的な運営経費となる。

0 0.0

0.0

0.0 0.0

0.5

0.3

0.5
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環境項目 主要環境 大気
汚染物質（NO2、SPM）の排
出量

排出の有無、現状より排出
増大の可能性

環境項目 主要環境 水質
汚濁負荷（COD、T-N、T-
P、BOD､SS等）の排出量

汚濁負荷物質排出の有無、
汚染増大の可能性

環境項目 主要環境 土壌
土壌汚染物質の拡散の可能
性

土地履歴調査等による土壌
汚染物質の存在可能性

環境項目 生態系
生物の生育・生
息基盤

生物の生育・生息基盤の状
況

①重要な生物・生態系の賦
存地の改変の有無
②生物の生育・生息基盤の
創出の有無

環境項目 生態系 水循環
雨水の地下浸透能力（地表
面被覆率）

現状の地表面被覆率

環境項目 生態系 生物・生態系
周辺の生物の生育・生息環
境の連続性

現況の生物の生育・生息環
境の連続性

環境項目 生態系 生物・生態系 重要な生物・生態系 重要な生物・生態系の状況

環境項目 生態系 生物・生態系
生物相の豊かさ（鳥類相で
代表）

現況の生息種数（現状生息
する種のうち、生息が困難
となる可能性のある種の有
無、種数）

環境項目 生態系 緑 緑被面積（屋上含む） 現況の緑被率の状況

環境項目 生態系 緑 緑化の状況
東京都の自然保護条例、建
築物環境計画書制度におけ
る緑化の評価基準

環境項目 生活環境 騒音 環境・交通騒音レベル
①環境基準及び法令等によ
る基準
②現況の騒音レベル

環境項目 生活環境 日影
日照の阻害の有無（阻害を
受ける住戸等の有無）

現状の日照阻害の状況

評価の指標 評価の基準

大項目 中項目 小項目

評価

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による大気環境への影
響がみられるが、ミティ
ゲーションの実施により、
大気質の濃度をほとんど悪
化させない程度となる。

影響要因は想定されないた
め対象外。

施設等の利用、各施設間の
人の移動に伴う大気環境へ
の影響はほとんどなく、ミ
ティゲーションの実施によ
り大気環境が改善される。

工事による大気環境への影
響がみられるが、ミティ
ゲーションの実施により、
大気質の濃度をほとんど悪
化させない程度となる。

0 － +1 0 0.3 0.3

工事の実施に伴って公共用
水域の水質に影響を及ぼす
ことはないことから、ミ
ティゲーションは想定して
いない。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用に伴うし尿等の
汚水による影響はないこと
から、ミティゲーションは
想定していない。

工事の実施に伴って公共用
水域の水質に影響を及ぼす
ことはないことから、ミ
ティゲーションは想定して
いない。

0 － 0 0 0.0 0.0

工事の内容から土壌汚染物
質の拡散の可能性は非常に
小さく、ミティゲーション
は想定していない。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

工事の内容から土壌汚染物
質の拡散の可能性はないこ
とから、ミティゲーション
は想定していない。 0 － － 0 0.0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

重要な生物・生態系の賦存
地の改変はない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

重要な生物・生態系の賦存
地の改変はない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

海面埋立地であるため対象
外とする。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

海面埋立地であるため対象
外とする。

－ － － － - -

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

生物の生育・生息場所は改
変されない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

周辺の生物の生育・生息場
所の連続性は現況と変わら
ない。

－ 0 － 0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

重要な生物・生態系の指定
地域の改変はない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

重要な生物・生態系の指定
地域の改変はない。

－ 0 － 0 0.0

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

－ － － － － -

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

ほぼ現況と変わらない。 改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

開催後は未利用地に戻るこ
とから、緑被率は現況とほ
ぼ変わらない。

－ 0 － 0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

仮設施設のため対象外とす
る。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

仮設施設のため対象外とす
る。

－ － － － -

工事の実施に伴う騒音によ
る影響がみられるが、ミ
ティゲーションにより周辺
の生活環境に影響を及ぼさ
ない程度となる。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用、声援や応援等
が周辺の生活環境に影響を
及ぼすことはないことか
ら、ミティゲーションは想
定していない。

工事の実施に伴う騒音によ
る影響がみられるが、ミ
ティゲーションにより周辺
の生活環境に影響を及ぼさ
ない程度となる。

0 － 0 0 0.0 0.0

施設の存在による影響はな
いことから、ミティゲー
ションは想定していない。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

0 － 0.0 0.0

0.1

0.00.0

0.0

0.0

小項目
平均点

指標別
平均点

開催後

評価点

二次評価

開催中 開催後開催前
中項目
平均点

段階別影響

開催前 開催中
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評価の指標 評価の基準

大項目 中項目 小項目

評価

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 緑視率 現況の緑視率

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 優れた眺望又は景観の阻害

①周辺の視点場から眺望で
きる優れた眺望景観の阻害
の有無
②景観形成特別地区の景観
を阻害しないこと

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の場
の変化

自然との触れ合い活動の場
の消失又は改善・創出

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の変
化

自然との触れ合い活動の阻
害又は促進（場へのアクセ
ス性含む）の有無

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

歩行者空間の快
適性

街路樹等緑陰の状況（緑陰
面積）

現況の街路樹及び接道緑
化、壁面緑化の状況

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

史跡・文化財
史跡・文化財の保護・保全
の状況

文化財等の保存及び管理の
支障の有無

環境項目
資源・廃
棄物

水利用 上水利用量の削減 現在の上水利用量の水準

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物発生量の減量化
廃棄物発生量の減量化に
よって削減される 終処分
量の水準

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物の有効利用
廃棄物の有効利用によって
削減される 終処分量の水
準

環境項目
資源・廃
棄物

エコマテリアル エコマテリアルの使用
再生可能資材・再生資材の
活用の水準

環境項目
温室効果
ガス

温室効果ガス 温室効果ガスの削減量

①エネルギー消費量による
CO2排出の概算
②既存施設における追加的
排出の有無

環境項目
温室効果
ガス

エネルギー エネルギー使用量の増減

①現在の使用量の水準（東
京都温暖化対策計画書制度
/東京都建築物環境計画書
制度による評価水準）
②省エネ再エネ対策・設備
の導入状況/可能性

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

小項目
平均点

指標別
平均点

開催後

評価点

二次評価

開催中 開催後開催前
中項目
平均点

段階別影響

開催前 開催中

施設の整備に伴い、緑地を
造成するため、緑視率は増
加すると想定する。

未利用地に戻るため、緑視
率は現況と変わらないと想
定する。

+1 0 0.5

眺望景観及び景観形成特別
地区の景観を阻害すること
はない。

眺望景観及び景観形成特別
地区の景観を阻害すること
はない。

0 0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

改変部が自然との触れ合い
活動の場でない、又は現況
で自然との触れ合い活動の
場となっていない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

自然との触れ合い活動の場
は現況と変わらない。

－ 0 － 0 0.0

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

0 0 0 0 0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

樹木に影響する改変はな
く、緑陰面積及び歩行者が
感じる快適性ともに現況と
変わらない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

樹木に影響する改変はな
く、緑陰面積及び歩行者が
感じる快適性ともに現況と
変わらない。 － 0 － 0 0.0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

周辺に史跡・文化財は存在
しない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

周辺に史跡・文化財は存在
しない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量の削
減が図られる。

競技の実施時における会場
の利用者による水利用につ
いては、「施設の存在によ
る影響」に含めるものとし
て、ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

後利用はないことから対象
外とする。

－ 0 － － － 0.0 0.0

建設廃棄物の対策はリサイ
クルによるものが大部分で
あり、減量による 終処分
量の大幅な削減は見込めな
い。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

既に容器包装廃棄物のリサ
イクル分別などが実施され
ており、廃棄物の発生抑制
策による 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

建設廃棄物の対策はリサイ
クルによるものが大部分で
あり、減量による 終処分
量の大幅な削減は見込めな
い。

後利用はないことから対象
外とする。

0 － 0 0 － 0.0

「東京都建設リサイクル推
進計画」等に基づく有効利
用策の促進により、建設廃
棄物の 終処分量は現在の
水準から20％以上削減され
る。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

資源ごみ回収やごみ処理過
程資源化、熱回収等の促進
により、一般廃棄物の 終
処分量は現在の水準から
30％程度削減される。

「東京都建設リサイクル推
進計画」等に基づく有効利
用策の促進により、建設廃
棄物の 終処分量は現在の
水準から20％以上削減され
る。

後利用はないことから対象
外とする。

+1 － +1 +1 － 1.0

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

施設の存在時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

競技の実施時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

後利用時におけるエコマテ
リアルの利用は想定されな
いため対象外とする。

+1 － － +1 － 1.0 1.0

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の削減
が図られる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

高効率設備の採用等によ
り、20％程度の削減が図ら
れる。

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の削減
が図られる。

後利用はないことから対象
外とする。

+2 － +2 +2 － 2.0 2.0

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の低減
が図られる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

高効率設備の採用等によ
り、20％程度の低減が図ら
れる。

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の低減
が図られる。

後利用はないことから対象
外とする。

+2 － +2 +2 － 2.0 2.0

0.50.5

2.0

0.3

0.10.0
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会場別予測評価結果表(20_海の森マウンテンバイクコース)

評価の指標 評価の基準

大項目 中項目 小項目

評価

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の転用
土地利用の改変、転用の有
無

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の有効利用 未利用地の解消の有無

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の移動動
線の分断をしないこと

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の動線の
ネットワーク化の進展の有
無

社会・経
済項目

土地利用 移転 民家等の移転
民家等の移転を伴わないこ
と

社会・経
済項目

交通
公共交通へのア
クセシビリティ

アクセス性
現在の会場までのアクセス
性

社会・経
済項目

交通 交通安全 交通安全
現在の歩車動線の分離（交
通安全性の向上）の状況

社会・経
済項目

経済 事業採算性 施設整備費
施設整備費を適正に保つた
めの措置

社会・経
済項目

経済 事業採算性 運営経費
運営・維持コストの削減の
ための措置

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

小項目
平均点

指標別
平均点

開催後

評価点

二次評価

開催中 開催後開催前
中項目
平均点

段階別影響

開催前 開催中

改変エリアは現在未利用地
となっており、自然地や農
地は存在しない。 0 0.0

会場の大部分が未利用地で
あり、開催中に競技会場と
して有効活用される。

会場の後利用が想定されず
未利用地に戻る。

+2 0 1.0

海の森地域での地域住民等
の生活移動動線の分断等の
影響は生じない。

移動動線は確保されてお
り、競技中も現況と変わら
ない。

施設撤去後の後利用が想定
されない。

0 0 － 0.0

未利用地から競技会場が整
備されることにより海の森
地区のネットワーク化が進
展する。

未利用地から競技会場が整
備されることにより海の森
地区のネットワーク化が進
展する。

開催後の公共的利用は想定
されないため、評価の対象
外とする。 +1 +1 － 1.0

改変エリアに民家等は存在
しない。

0 0.0 0.0

バス等により公共交通機関
からのアクセス性は確保さ
れると想定。

後利用時には未利用地とな
る。

0 － 0.0 0.0

工事区域周辺の歩行者等が
想定されないため評価の対
象外とする。

競技の実施による影響に含
め、評価の対象外とする。

歩車動線は分離され、交通
安全上問題ないように計画
される。

工事区域周辺の歩行者等が
想定されないため評価の対
象外とする。

後利用時の周辺の公共利用
が想定されないため評価の
対象外とする。 － － 0 － － 0.0 0.0

再生可能材により整備費や
廃棄物処理費用を抑制する
等の費用削減措置が取られ
る。

再生可能材により整備費や
廃棄物処理費用を抑制する
等の費用削減措置が取られ
る。

+1 +1 1.0

ボランティアの活用等によ
り運営経費、維持管理コス
トの削減が図られる。 +1 1.0

項目 一次評価 二次評価
主要環境 -0.2 0.1
生態系 0.0 0.0
生活環境 -0.3 0.0
ｱﾒﾆﾃｨ・文化 0.0 0.1
資源・廃棄物 0.3 0.5
温室効果ガス 0.0 2.0
土地利用 0.3 0.3
交通 0.0 0.0
経済 0.0 1.0

1.0

0.5

0.3

0.5

0.0

1.0

-2
-1
0
1
2
主要環境

生態系

生活環境

ｱﾒﾆﾃｨ・文化

資源・廃棄物温室効果ガス

土地利用

交通

経済 一次評価

二次評価
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会場別予測評価結果表(21_若洲オリンピックマリーナ)

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

環境項目 主要環境 大気
汚染物質（NO2、SPM）の排
出量

排出の有無、現状より排出
増大の可能性

工事の実施による濃度の変
化（付加率）が5％未満で
ある。

影響要因は想定されないた
め対象外。

施設等の利用、各施設間の
人の移動に伴う汚染物質の
排出が周辺の大気環境に与
える影響はほとんどない。

工事の実施による濃度の変
化（付加率）が5％未満で
ある。

施設等の利用、各施設間の
人の移動に伴う汚染物質の
排出が周辺の大気環境に与
える影響はほとんどない。 -1 － 0 -1 0 -0.5 -0.5

環境項目 主要環境 水質
汚濁負荷（COD、T-N、T-
P、BOD､SS等）の排出量

汚濁負荷物質排出の有無、
汚染増大の可能性

陸域工事に伴う汚濁負荷物
質による影響はないもの
の、海域工事の実施に伴
うって発生する濁りによる
影響がみられる。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

工事の実施に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

施設の供用に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

-1 － 0 0 0 -0.3 -0.3

環境項目 主要環境 土壌
土壌汚染物質の拡散の可能
性

土地履歴調査等による土壌
汚染物質の存在可能性

工事の内容から土壌汚染物
質の拡散の可能性は非常に
小さい。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

工事の内容から土壌汚染物
質の拡散の可能性はない。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

0 － － 0 － 0.0 0.0

環境項目 生態系
生物の生育・生
息基盤

生物の生育・生息基盤の状
況

①重要な生物・生態系の賦
存地の改変の有無
②生物の生育・生息基盤の
創出の有無

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

重要な生物・生態系の賦存
地の改変はない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

重要な生物・生態系の賦存
地の改変はない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

環境項目 生態系 水循環
雨水の地下浸透能力（地表
面被覆率）

現状の地表面被覆率

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

海面埋立地であるため対象
外とする。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

海面埋立地であるため対象
外とする。

－ － － － - -

環境項目 生態系 生物・生態系
周辺の生物の生育・生息環
境の連続性

現況の生物の生育・生息環
境の連続性

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

生物の生育・生息場所は改
変されない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

仮設の撤去や施設の後利用
の対象は、駐車場、砂利・
舗装面、運動場、芝生であ
り、評価対象とする環境で
はないため、現況と変わら
ない。

－ 0 － 0 0.0

環境項目 生態系 生物・生態系 重要な生物・生態系 重要な生物・生態系の状況

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

重要な生物・生態系の指定
地域の改変はない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

重要な生物・生態系の指定
地域の改変はない。

－ 0 － 0 0.0

環境項目 生態系 生物・生態系
生物相の豊かさ（鳥類相で
代表）

現況の生息種数（現状生息
する種のうち、生息が困難
となる可能性のある種の有
無、種数）

工事に伴う騒音や作業員の
立ち入り等により、生息が
困難となる可能性のある種
が存在する。

人工磯が改変されることか
ら、生息が困難と成る可能
性のある種が存在する。

水辺がセーリングの競技エ
リアとなるため、生息が困
難となる可能性のある種が
存在する。

工事に伴う騒音や作業員の
立ち入りにより、生息が困
難となる可能性のある種が
存在する。

人工磯が消失した状態が継
続することから、生息が困
難となる可能性のある種が
存在する。 -1 -1 -1 -1 -1 -1.0

環境項目 生態系 緑 緑被面積（屋上含む） 現況の緑被率の状況

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

現況55.1％の緑被率が
15.8％となり、39.3ポイン
トと大きく減少する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

現況55.1％の緑被率が
15.8％となり、39.3ポイン
トと大きく減少する。

－ -2 － -2 -2.0

環境項目 生態系 緑 緑化の状況
東京都の自然保護条例、建
築物環境計画書制度におけ
る緑化の評価基準

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

樹林地の改変により、緑化
率は8.3％となり、緑化基
準を満たさない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

樹林地の改変により、緑化
率は8.3％となり、緑化基
準を満たさない。

－ -1 － -1 -1.0

環境項目 生活環境 騒音 環境・交通騒音レベル
①環境基準及び法令等によ
る基準
②現況の騒音レベル

工事の実施に伴う騒音によ
る周辺の生活環境への影響
がみられる。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用、声援や応援等
による騒音の発生がみられ
るが、周辺の生活環境に影
響を及ぼすことはない。

工事の実施に伴う騒音によ
る周辺の生活環境への影響
がみられる。

既存の公園内の施設であり
周辺に住宅等が存在してい
ないことから、騒音による
周辺の生活環境への影響は
ない。

-1 － 0 -1 0 -0.5 -0.5

環境項目 生活環境 日影
日照の阻害の有無（阻害を
受ける住戸等の有無）

現状の日照阻害の状況

施設の高さ、周辺の状況、
仮設のみであることなどか
ら、施設の存在に伴う日影
の影響はない。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

開催後に、新たな施設によ
る日影は生じないことから
影響はない。

0 － 0 0.0 0.0

-0.3

-1.5

-0.3

評価点

-0.3

-0.6

一次評価

評価の指標 評価の基準

開催前
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

開催中 開催後 開催中 開催後大項目 中項目 小項目

評価
段階別影響

開催前
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工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

評価点

一次評価

評価の指標 評価の基準

開催前
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

開催中 開催後 開催中 開催後大項目 中項目 小項目

評価
段階別影響

開催前

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 緑視率 現況の緑視率

仮設のフェンス及び会場内
の整地により、緑視が阻害
されるが、緑視率の減少は
約1.2ポイントであり、現
況と変わらない。

仮設撤去後も会場エリア内
は整地されているため、緑
視率は現況よりも約22.1ポ
イント減少する。 0 -2 -1.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 優れた眺望又は景観の阻害

①周辺の視点場から眺望で
きる優れた眺望景観の阻害
の有無
②景観形成特別地区の景観
を阻害しないこと

眺望景観及び景観形成特別
地区の景観を阻害すること
はない。

眺望景観及び景観形成特別
地区の景観を阻害すること
はない。

0 0 0.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の場
の変化

自然との触れ合い活動の場
の消失又は改善・創出

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

自然との触れ合い活動の場
の主要部が改変される。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

施設の後利用においても、
自然との触れ合い活動の場
の主要部が改変されたまま
となる。 － -2 － -2 -2.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の変
化

自然との触れ合い活動の阻
害又は促進（場へのアクセ
ス性含む）の有無

騒音、アクセス規制によ
り、自然との触れ合い活動
自体及びアクセスが阻害さ
れる。

主要なアクセスルートが物
理的に改変・遮断又はアク
セスが規制されることか
ら、自然との触れ合い活動
が阻害される。

会場エリア内の入場が規制
されることから、自然との
触れ合い活動のアクセスが
阻害される。

騒音、アクセス規制によ
り、自然との触れ合い活動
自体及びアクセスが阻害さ
れる。

主要なアクセスルートが物
理的に改変・遮断されるこ
とから、自然との触れ合い
活動が阻害される。 -2 -1 -1 -2 -1 -1.4

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

歩行者空間の快
適性

街路樹等緑陰の状況（緑陰
面積）

現況の街路樹及び接道緑
化、壁面緑化の状況

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

ほぼ全面において舗装によ
る改変を受けるため、緑陰
面積が減少する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

仮設の建物、観客席が撤去
されるが、舗装面は開催後
も残り、樹木が改変された
状態であるため、緑陰面積
が減少した状態が続く。

－ -1 － -1 -1.0 -1.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

史跡・文化財
史跡・文化財の保護・保全
の状況

文化財等の保存及び管理の
支障の有無

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

周辺に史跡・文化財は存在
しない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

周辺に史跡・文化財は存在
しない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

水利用 上水利用量の削減 現在の上水利用量の水準

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量の削
減が図られる。

競技の実施時における会場
の利用者による水利用につ
いては、「施設の存在によ
る影響」に含めるものとし
て、ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量の削
減が図られる。

－ 0 － － 0 0.0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物発生量の減量化
廃棄物発生量の減量化に
よって削減される 終処分
量の水準

標準的な工事と同程度の廃
棄物の削減対策がなされ、
現在の廃棄物の発生水準と
同等の減量化が行われる。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

競技の実施に伴い排出され
る一般廃棄物は、現在と同
程度の減量化が行われ、
終処分量は現状の水準と変
わらない。

標準的な工事と同程度の廃
棄物の削減対策がなされ、
現在の廃棄物の発生水準と
同等の減量化が行われる。

後利用で排出される一般廃
棄物は、現在と同程度の減
量化が行われ、 終処分量
は現状の水準と変わらな
い。

0 － 0 0 0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物の有効利用
廃棄物の有効利用によって
削減される 終処分量の水
準

建設廃棄物の有効利用の取
り組みについて、現在の標
準的な工事と同程度の廃棄
物の有効利用がなされる。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

競技の実施に伴い排出され
る一般廃棄物は、現在と同
程度の有効利用がなされ、

終処分量は現状の水準と
変わらない。

建設廃棄物の有効利用の取
り組みについて、現在の標
準的な工事と同程度の廃棄
物の有効利用がなされる。

後利用で排出される一般廃
棄物は、現在と同程度の有
効利用がなされ、 終処分
量は現状の水準と変わらな
い。

0 － 0 0 0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

エコマテリアル エコマテリアルの使用
再生可能資材・再生資材の
活用の水準

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

施設の存在時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

競技の実施時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

後利用時におけるエコマテ
リアルの利用は想定されな
いため対象外とする。

+1 － － +1 － 1.0 1.0

環境項目
温室効果
ガス

温室効果ガス 温室効果ガスの削減量

①エネルギー消費量による
CO2排出の概算
②既存施設における追加的
排出の有無

一般的な施設の建設工事と
同程度の排出量になる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」に含めて
扱う。

同等施設の標準的な排出量
となる。

一般的な施設の建設工事と
同程度の排出量になる。

同等施設の標準的な排出量
となる。

0 － 0 0 0 0.0 0.0

環境項目
温室効果
ガス

エネルギー エネルギー使用量の増減

①現在の使用量の水準（東
京都温暖化対策計画書制度
/東京都建築物環境計画書
制度による評価水準）
②省エネ再エネ対策・設備
の導入状況/可能性

一般的な施設の建設工事と
同程度の消費量になる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」に含めて
扱う。

同等施設の標準的な消費量
となる。

一般的な施設の建設工事と
同程度の消費量になる。

同等施設の標準的な消費量
となる。

0 － 0 0 0 0.0 0.0

0.30.0

0.0

-1.7

-0.5

-0.8
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工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

評価点

一次評価

評価の指標 評価の基準

開催前
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

開催中 開催後 開催中 開催後大項目 中項目 小項目

評価
段階別影響

開催前

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の転用
土地利用の改変、転用の有
無

改変エリアは現在敷地内の
屋外利用地や公園、運動場
となっており自然地や農地
は存在しない。

0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の有効利用 未利用地の解消の有無

未利用地の有効利用はな
い。

未利用地の有効利用はな
い。

0 0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の移動動
線の分断をしないこと

既に公共的な利用がなされ
ている施設の場所であり、
改変エリアは生活移動動線
に影響しない。

移動動線は確保されてお
り、競技中も現況と変わら
ない。

移動動線は確保されてお
り、後利用時も生活移動動
線への影響はない。 0 0 0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の動線の
ネットワーク化の進展の有
無

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

開催前から開催後を通じて
現況と変わらない。

0 0 0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 移転 民家等の移転
民家等の移転を伴わないこ
と

改変エリアに民家等は存在
しない。

0 0.0 0.0

社会・経
済項目

交通
公共交通へのア
クセシビリティ

アクセス性
現在の会場までのアクセス
性

アクセス性向上の対策が無
く現況と同様のアクセス性
である。

アクセス性向上の対策が無
く現況と同様のアクセス性
である。 0 0 0.0 0.0

社会・経
済項目

交通 交通安全 交通安全
現在の歩車動線の分離（交
通安全性の向上）の状況

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

競技の実施による影響に含
め、評価の対象外とする。

歩車動線は分離され、交通
安全上問題ないように計画
される。

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

現状において歩車動線は分
離されており、後利用時に
も維持される。 0 － 0 0 0 0.0 0.0

社会・経
済項目

経済 事業採算性 施設整備費
施設整備費を適正に保つた
めの措置

対策が無い場合には標準的
な施設整備費となる。

対策が無い場合には標準的
な撤去・改修整備費とな
る。 0 0 0.0

社会・経
済項目

経済 事業採算性 運営経費
運営・維持コストの削減の
ための措置

対策を講じない場合には標
準的な運営経費となる。

対策を講じない場合には標
準的な運営経費となる。

0 0 0.0

0.0

0.0 0.0

0.0

0.0

0.0

1－117



会場別予測評価結果表(21_若洲オリンピックマリーナ)

環境項目 主要環境 大気
汚染物質（NO2、SPM）の排
出量

排出の有無、現状より排出
増大の可能性

環境項目 主要環境 水質
汚濁負荷（COD、T-N、T-
P、BOD､SS等）の排出量

汚濁負荷物質排出の有無、
汚染増大の可能性

環境項目 主要環境 土壌
土壌汚染物質の拡散の可能
性

土地履歴調査等による土壌
汚染物質の存在可能性

環境項目 生態系
生物の生育・生
息基盤

生物の生育・生息基盤の状
況

①重要な生物・生態系の賦
存地の改変の有無
②生物の生育・生息基盤の
創出の有無

環境項目 生態系 水循環
雨水の地下浸透能力（地表
面被覆率）

現状の地表面被覆率

環境項目 生態系 生物・生態系
周辺の生物の生育・生息環
境の連続性

現況の生物の生育・生息環
境の連続性

環境項目 生態系 生物・生態系 重要な生物・生態系 重要な生物・生態系の状況

環境項目 生態系 生物・生態系
生物相の豊かさ（鳥類相で
代表）

現況の生息種数（現状生息
する種のうち、生息が困難
となる可能性のある種の有
無、種数）

環境項目 生態系 緑 緑被面積（屋上含む） 現況の緑被率の状況

環境項目 生態系 緑 緑化の状況
東京都の自然保護条例、建
築物環境計画書制度におけ
る緑化の評価基準

環境項目 生活環境 騒音 環境・交通騒音レベル
①環境基準及び法令等によ
る基準
②現況の騒音レベル

環境項目 生活環境 日影
日照の阻害の有無（阻害を
受ける住戸等の有無）

現状の日照阻害の状況

評価の指標 評価の基準

大項目 中項目 小項目

評価

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による大気環境への影
響がみられるが、ミティ
ゲーションの実施により、
大気質の濃度をほとんど悪
化させない程度となる。

影響要因は想定されないた
め対象外。

施設等の利用、各施設間の
人の移動に伴う大気環境へ
の影響はほとんどなく、ミ
ティゲーションの実施によ
り大気環境が改善される。

工事による大気環境への影
響がみられるが、ミティ
ゲーションの実施により、
大気質の濃度をほとんど悪
化させない程度となる。

施設等の利用、各施設間の
人の移動に伴う大気環境へ
の影響はほとんどなく、ミ
ティゲーションの実施によ
り大気環境が改善される。

0 － +1 0 +1 0.5 0.5

海域工事における影響がみ
られるが、濁りの発生を抑
制するためのミティゲー
ションにより影響が低減さ
れる。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用に伴うし尿等の
汚水による影響はないこと
から、ミティゲーションは
想定していない。

工事の実施に伴って公共用
水域の水質に影響を及ぼす
ことはないことから、ミ
ティゲーションは想定して
いない。

施設の供用に伴うし尿等の
汚水による影響はないこと
から、ミティゲーションは
想定していない。 0 － 0 0 0 0.0 0.0

工事の内容から土壌汚染物
質の拡散の可能性は非常に
小さく、ミティゲーション
は想定していない。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

工事の内容から土壌汚染物
質の拡散の可能性はないこ
とから、ミティゲーション
は想定していない。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

0 － － 0 － 0.0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

重要な生物・生態系の賦存
地の改変はない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

重要な生物・生態系の賦存
地の改変はない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

海面埋立地であるため対象
外とする。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

海面埋立地であるため対象
外とする。

－ － － － - -

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

生物の生育・生息場所は改
変されない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

周辺の生物の生育・生息場
所の連続性は現況と変わら
ない。

－ 0 － 0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

重要な生物・生態系の指定
地域の改変はない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

重要な生物・生態系の指定
地域の改変はない。

－ 0 － 0 0.0

工事に伴う作業員の立ち入
り等により、生息が困難と
なる可能性のある種が存在
する。

施設の存在に伴う生息地の
改変により、生息が困難と
なる可能性のある種が存在
する。

開催中の競技の実施によ
り、生息が困難となる可能
性のある種が存在する。

工事に伴う作業員の立ち入
り等により、生息が困難と
なる可能性のある種が存在
する。

開催後の仮設の撤去や施設
の後利用に伴う生息地の改
変により、生息が困難とな
る可能性のある種が存在す
る。

-1 -1 -1 -1 -1 -1.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

現況55.1％の緑被率が
24.4％となり、緑被率が
30.7ポイント減少する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

緑被率は現況とほぼかわら
ない。

－ -2 － 0 -1.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

緑化基準を満たさなかっ
た。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

緑化率が35.0％となり、段
階3を達成。

－ -1 － +2 0.5

工事の実施に伴う騒音によ
る影響がみられるが、ミ
ティゲーションにより周辺
の生活環境に影響を及ぼさ
ない程度となる。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用、声援や応援等
が周辺の生活環境に影響を
及ぼすことはないことか
ら、ミティゲーションは想
定していない。

工事の実施に伴う騒音によ
る影響がみられるが、ミ
ティゲーションにより周辺
の生活環境に影響を及ぼさ
ない程度となる。

既存の公園内の施設であり
周辺の生活環境への影響は
ないことから、ミティゲー
ションは想定していない。 0 － 0 0 0 0.0 0.0

施設の存在による影響はな
いことから、ミティゲー
ションは想定していない。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

施設の存在による影響はな
いことから、ミティゲー
ションは想定していない。

0 － 0 0.0 0.0

0.2

-0.2-0.3

-0.3

0.0

小項目
平均点

指標別
平均点

開催後

評価点

二次評価

開催中 開催後開催前
中項目
平均点

段階別影響

開催前 開催中
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評価の指標 評価の基準

大項目 中項目 小項目

評価

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 緑視率 現況の緑視率

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 優れた眺望又は景観の阻害

①周辺の視点場から眺望で
きる優れた眺望景観の阻害
の有無
②景観形成特別地区の景観
を阻害しないこと

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の場
の変化

自然との触れ合い活動の場
の消失又は改善・創出

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の変
化

自然との触れ合い活動の阻
害又は促進（場へのアクセ
ス性含む）の有無

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

歩行者空間の快
適性

街路樹等緑陰の状況（緑陰
面積）

現況の街路樹及び接道緑
化、壁面緑化の状況

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

史跡・文化財
史跡・文化財の保護・保全
の状況

文化財等の保存及び管理の
支障の有無

環境項目
資源・廃
棄物

水利用 上水利用量の削減 現在の上水利用量の水準

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物発生量の減量化
廃棄物発生量の減量化に
よって削減される 終処分
量の水準

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物の有効利用
廃棄物の有効利用によって
削減される 終処分量の水
準

環境項目
資源・廃
棄物

エコマテリアル エコマテリアルの使用
再生可能資材・再生資材の
活用の水準

環境項目
温室効果
ガス

温室効果ガス 温室効果ガスの削減量

①エネルギー消費量による
CO2排出の概算
②既存施設における追加的
排出の有無

環境項目
温室効果
ガス

エネルギー エネルギー使用量の増減

①現在の使用量の水準（東
京都温暖化対策計画書制度
/東京都建築物環境計画書
制度による評価水準）
②省エネ再エネ対策・設備
の導入状況/可能性

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

小項目
平均点

指標別
平均点

開催後

評価点

二次評価

開催中 開催後開催前
中項目
平均点

段階別影響

開催前 開催中

影響を受ける樹木は会場エ
リア内に移植を行うが、評
価地点の緑視には影響しな
い。緑視率は、一次評価と
同様に約1.2ポイント減少
する。

仮設撤去後、芝生地の原状
復帰を行うため、緑視率は
現況と変わらない。

0 0 0.0

眺望景観及び景観形成特別
地区の景観を阻害すること
はない。

眺望景観及び景観形成特別
地区の景観を阻害すること
はない。

0 0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

現段階ではミティゲーショ
ンは想定していない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

ミティゲーションの実施に
より、自然との触れ合い活
動の場の改善及び創出を図
るが、現況レベルまでは達
しない。

－ -2 － -1 -1.5

ミティゲーションの実施に
より、現況レベルまで自然
との触れ合い活動が改善す
る。

ミティゲーションの実施に
より、自然との触れ合い活
動が現況レベルまで改善す
る。

現段階ではミティゲーショ
ンは想定していない。

ミティゲーションの実施に
より、現況レベルまで自然
との触れ合い活動が改善す
る。

ミティゲーションの実施に
より、自然との触れ合い活
動が向上する。

0 0 -1 0 +1 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

歩道沿いに適度な植栽を行
うが、若洲キャンプ場が改
変された状態であるため、
緑陰面積は減少する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

若洲キャンプ場の原状復
帰、植樹を開催後も維持す
ることにより、緑陰面積及
び歩行者が感じる快適性と
もに現況と変わらないレベ
ルとなる。

－ -1 － 0 -0.5 -0.5

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

周辺に史跡・文化財は存在
しない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

周辺に史跡・文化財は存在
しない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水のほか、雨水または再
生水（中水含む）の利用施
設が設置され、水の有効利
用が図られる。

競技の実施時における会場
の利用者による水利用につ
いては、「施設の存在によ
る影響」に含めるものとし
て、ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水のほか、雨水または再
生水（中水含む）の利用施
設が設置され、水の有効利
用が図られる。 － +1 － － +1 1.0 1.0

建設廃棄物の対策はリサイ
クルによるものが大部分で
あり、減量による 終処分
量の大幅な削減は見込めな
い。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

既に容器包装廃棄物のリサ
イクル分別などが実施され
ており、廃棄物の発生抑制
策による 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

建設廃棄物の対策はリサイ
クルによるものが大部分で
あり、減量による 終処分
量の大幅な削減は見込めな
い。

既に容器包装廃棄物のリサ
イクル分別などが実施され
ており、廃棄物の発生抑制
策による 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

0 － 0 0 0 0.0

「東京都建設リサイクル推
進計画」等に基づく有効利
用策の促進により、建設廃
棄物の 終処分量は現在の
水準から20％以上削減され
る。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

資源ごみ回収やごみ処理過
程資源化、熱回収等の促進
により、一般廃棄物の 終
処分量は現在の水準から
30％程度削減される。

「東京都建設リサイクル推
進計画」等に基づく有効利
用策の促進により、建設廃
棄物の 終処分量は現在の
水準から20％以上削減され
る。

資源ごみ回収やごみ処理過
程資源化、熱回収等の促進
により、一般廃棄物の 終
処分量は現在の水準から
30％程度削減される。

+1 － +1 +1 +1 1.0

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

施設の存在時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

競技の実施時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

後利用時におけるエコマテ
リアルの利用は想定されな
いため対象外とする。

+1 － － +1 － 1.0 1.0

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の削減
が図られる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

高水準の省エネルギー技
術の活用等により、26.4％
程度の削減が図られる。

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の削減
が図られる。

高水準の省エネルギー技
術の活用等により、50％程
度の削減が図られる。

+2 － +2 +2 +2 2.0 2.0

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の低減
が図られる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

高水準の省エネルギー技
術の活用等により、26.4％
程度の低減が図られる。

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の低減
が図られる。

高水準の省エネルギー技
術の活用等により、50％程
度の低減が図られる。

+2 － +2 +2 +2 2.0 2.0

0.80.5

2.0

0.0

-0.3-0.8
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評価の指標 評価の基準

大項目 中項目 小項目

評価

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の転用
土地利用の改変、転用の有
無

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の有効利用 未利用地の解消の有無

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の移動動
線の分断をしないこと

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の動線の
ネットワーク化の進展の有
無

社会・経
済項目

土地利用 移転 民家等の移転
民家等の移転を伴わないこ
と

社会・経
済項目

交通
公共交通へのア
クセシビリティ

アクセス性
現在の会場までのアクセス
性

社会・経
済項目

交通 交通安全 交通安全
現在の歩車動線の分離（交
通安全性の向上）の状況

社会・経
済項目

経済 事業採算性 施設整備費
施設整備費を適正に保つた
めの措置

社会・経
済項目

経済 事業採算性 運営経費
運営・維持コストの削減の
ための措置

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

小項目
平均点

指標別
平均点

開催後

評価点

二次評価

開催中 開催後開催前
中項目
平均点

段階別影響

開催前 開催中

改変エリアは現在敷地内の
屋外利用地や公園、運動場
となっており自然地や農地
は存在しない。

0 0.0

未利用地の有効利用はな
い。

未利用地の有効利用はな
い。

0 0 0.0

既に公共的な利用がなされ
ている施設の場所であり、
改変エリアは生活移動動線
に影響しない。

移動動線は確保されてお
り、競技中も現況と変わら
ない。

移動動線は確保されてお
り、後利用時も生活移動動
線への影響はない。 0 0 0 0.0

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

開催前から開催後を通じて
現況と変わらない。

0 0 0 0.0

改変エリアに民家等は存在
しない。

0 0.0 0.0

アクセス性向上の対策が無
く現況と同様のアクセス性
である。

アクセス性向上の対策が無
く現況と同様のアクセス性
である。 0 0 0.0 0.0

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

競技の実施による影響に含
め、評価の対象外とする。

歩車動線は分離され、交通
安全上問題ないように計画
される。

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

現状において歩車動線は分
離されており、後利用時に
も維持される。 0 － 0 0 0 0.0 0.0

再生可能材の活用等によ
り、 先端技術導入による
コスト増を相殺して標準的
な整備費となる。

再生可能材により整備費や
廃棄物処理費用を抑制する
等の費用削減措置が取られ
る。

0 +1 0.5

エネルギー利用の 適化や
ボランティアの活用により
運営経費、維持管理コスト
の削減が図られる。

エネルギー利用の 適化等
により後利用時も光熱費等
の維持管理コストの削減が
図られる。

+1 +1 1.0

項目 一次評価 二次評価
主要環境 -0.3 0.2
生態系 -0.6 -0.2
生活環境 -0.3 0.0
ｱﾒﾆﾃｨ・文化 -0.8 -0.3
資源・廃棄物 0.3 0.8
温室効果ガス 0.0 2.0
土地利用 0.0 0.0
交通 0.0 0.0
経済 0.0 0.8

0.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.8

-2
-1
0
1
2
主要環境

生態系

生活環境

ｱﾒﾆﾃｨ・文化

資源・廃棄物温室効果ガス

土地利用

交通

経済 一次評価

二次評価
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会場別予測評価結果表(22_葛西臨海公園)

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

環境項目 主要環境 大気
汚染物質（NO2、SPM）の排
出量

排出の有無、現状より排出
増大の可能性

工事の実施による濃度の変
化（付加率）が5％未満で
ある。

影響要因は想定されないた
め対象外。

施設等の利用、各施設間の
人の移動に伴う汚染物質の
排出が周辺の大気環境に与
える影響はほとんどない。

工事の実施による濃度の変
化（付加率）が5％未満で
ある。

施設等の利用、各施設間の
人の移動に伴う汚染物質の
排出が周辺の大気環境に与
える影響はほとんどない。 -1 － 0 -1 0 -0.5 -0.5

環境項目 主要環境 水質
汚濁負荷（COD、T-N、T-
P、BOD､SS等）の排出量

汚濁負荷物質排出の有無、
汚染増大の可能性

工事の実施に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

工事の実施に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

施設の供用に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

0 － 0 0 0 0.0 0.0

環境項目 主要環境 土壌
土壌汚染物質の拡散の可能
性

土地履歴調査等による土壌
汚染物質の存在可能性

履歴調査の結果、土壌汚染
物質の存在の可能性はな
い。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

工事の内容から土壌汚染物
質の拡散の可能性はない。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

0 － － 0 － 0.0 0.0

環境項目 生態系
生物の生育・生
息基盤

生物の生育・生息基盤の状
況

①重要な生物・生態系の賦
存地の改変の有無
②生物の生育・生息基盤の
創出の有無

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

重要な生物・生態系の賦存
地の改変はない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

重要な生物・生態系の賦存
地の改変はない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

環境項目 生態系 水循環
雨水の地下浸透能力（地表
面被覆率）

現状の地表面被覆率

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

海面埋立地であるため対象
外とする。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

海面埋立地であるため対象
外とする。

－ － － － - -

環境項目 生態系 生物・生態系
周辺の生物の生育・生息環
境の連続性

現況の生物の生育・生息環
境の連続性

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

まとまりのある又は連続し
た樹林が改変されることか
ら、生物の生育・生息場所
に消失・分断が生じる。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

まとまりのある又は連続し
た樹林が改変されることか
ら、生物の生育・生息場所
に消失・分断が生じる。 － -1 － -1 -1.0

環境項目 生態系 生物・生態系 重要な生物・生態系 重要な生物・生態系の状況

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

重要な生物・生態系の指定
地域の改変はない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

重要な生物・生態系の指定
地域の改変はない。

－ 0 － 0 0.0

環境項目 生態系 生物・生態系
生物相の豊かさ（鳥類相で
代表）

現況の生息種数（現状生息
する種のうち、生息が困難
となる可能性のある種の有
無、種数）

工事に伴う騒音や作業員の
立ち入り等により、生息が
困難となる可能性のある種
が存在する。

生息が困難となる可能性の
ある種は存在しないことか
ら、現況と変わらない。

生息が困難となる可能性の
ある種は存在しないことか
ら、現況と変わらない。

工事に伴う騒音や作業員の
立ち入りにより、生息が困
難となる可能性のある種が
存在する。

生息が困難となる可能性の
ある種は存在しないことか
ら、現況と変わらない。

-1 0 0 -1 0 -0.4

環境項目 生態系 緑 緑被面積（屋上含む） 現況の緑被率の状況

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

現況63.2％の緑被率が
32.0％となり、31.2ポイン
ト減少する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

現況63.2％の緑被率が
32.0％となり、31.2ポイン
ト減少する。

－ -2 － -2 -2.0

環境項目 生態系 緑 緑化の状況
東京都の自然保護条例、建
築物環境計画書制度におけ
る緑化の評価基準

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

樹林地の改変により、緑化
率は19.0％となり、緑化基
準を満たさない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

樹林地の改変により、緑化
率は19.0％となり、緑化基
準を満たさない。

－ -1 － -1 -1.0

環境項目 生活環境 騒音 環境・交通騒音レベル
①環境基準及び法令等によ
る基準
②現況の騒音レベル

工事の実施に伴う騒音によ
る周辺の生活環境への影響
がみられる。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用、声援や応援等
による騒音の発生がみられ
るが、周辺の生活環境に影
響を及ぼすことはない。

工事の実施に伴う騒音によ
る周辺の生活環境への影響
がみられる。

既存の公園内の施設であり
周辺に住宅等が存在してい
ないことから、騒音による
周辺の生活環境への影響は
ない。

-1 － 0 -1 0 -0.5 -0.5

環境項目 生活環境 日影
日照の阻害の有無（阻害を
受ける住戸等の有無）

現状の日照阻害の状況

施設の高さ、周辺の状況、
仮設のみであることなどか
ら、施設の存在に伴う日影
の影響はない。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

開催後に、新たな施設によ
る日影は生じないことから
影響はない。

0 － 0 0.0 0.0

-0.5

-1.5

-0.3

評価点

-0.2

-0.7

一次評価

評価の指標 評価の基準

開催前
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

開催中 開催後 開催中 開催後大項目 中項目 小項目

評価
段階別影響

開催前
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会場別予測評価結果表(22_葛西臨海公園)

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

開催中 開催後 開催中 開催後大項目 中項目 小項目

評価
段階別影響

開催前

一次評価

評価の指標 評価の基準

開催前
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

評価点

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 緑視率 現況の緑視率

視認できる緑はすべて施設
手前であり、現況と変わら
ない。

仮設の観客席が撤去される
が、恒久施設の存在により
緑視が阻害された状態であ
るため、緑視率は約19.8ポ
イント減少した状態が続
く。

0 -1 -0.5

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 優れた眺望又は景観の阻害

①周辺の視点場から眺望で
きる優れた眺望景観の阻害
の有無
②景観形成特別地区の景観
を阻害しないこと

眺望景観及び景観形成特別
地区の景観を阻害すること
はない。

眺望景観及び景観形成特別
地区の景観を阻害すること
はない。

0 0 0.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の場
の変化

自然との触れ合い活動の場
の消失又は改善・創出

改変による影響が最大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

自然との触れ合い活動の場
の周縁部が改変される。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

施設の後利用により、自然
との触れ合い活動の場の周
縁部が改変されたままとな
る。 － -1 － -1 -1.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の変
化

自然との触れ合い活動の阻
害又は促進（場へのアクセ
ス性含む）の有無

騒音、アクセス規制によ
り、自然との触れ合い活動
自体及びアクセスが阻害さ
れる。

主要なアクセスルートが物
理的に改変・遮断されない
ことから、現況と変わらな
い。

会場エリア内の入場が規制
されることから、自然との
触れ合い活動のアクセスが
阻害される。

騒音、アクセス規制によ
り、自然との触れ合い活動
自体及びアクセスが阻害さ
れる。

主要なアクセスルートが物
理的に改変・遮断されな
い、又は現況で自然との触
れ合い活動が行われてな
い。

-2 0 -1 -2 0 -1.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

歩行者空間の快
適性

街路樹等緑陰の状況（緑陰
面積）

現況の街路樹及び接道緑
化、壁面緑化の状況

改変による影響が最大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

まとまった樹木が影響を受
けるため、会場エリア内に
おいて緑陰面積が減少す
る。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

恒設の競技エリアの整備にと
もない、会場エリア内におい
て緑陰面積が減少した状態が
続く。アクセスルートに面し
た樹木に変化はなく、歩行者
が感じる快適性は変わらな
い。

－ -1 － -1 -1.0 -1.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

史跡・文化財
史跡・文化財の保護・保全
の状況

文化財等の保存及び管理の
支障の有無

改変による影響が最大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

周辺に史跡・文化財は存在
しない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

周辺に史跡・文化財は存在
しない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

水利用 上水利用量の削減 現在の上水利用量の水準

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量の削
減が図られる。

競技の実施時における会場
の利用者による水利用につ
いては、「施設の存在によ
る影響」に含めるものとし
て、ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量の削
減が図られる。

－ 0 － － 0 0.0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物発生量の減量化
廃棄物発生量の減量化に
よって削減される最終処分
量の水準

標準的な工事と同程度の廃
棄物の削減対策がなされ、
現在の廃棄物の発生水準と
同等の減量化が行われる。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

競技の実施に伴い排出され
る一般廃棄物は、現在と同
程度の減量化が行われ、最
終処分量は現状の水準と変
わらない。

標準的な工事と同程度の廃
棄物の削減対策がなされ、
現在の廃棄物の発生水準と
同等の減量化が行われる。

後利用で排出される一般廃
棄物は、現在と同程度の減
量化が行われ、最終処分量
は現状の水準と変わらな
い。

0 － 0 0 0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物の有効利用
廃棄物の有効利用によって
削減される最終処分量の水
準

建設廃棄物の有効利用の取
り組みについて、現在の標
準的な工事と同程度の廃棄
物の有効利用がなされる。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

競技の実施に伴い排出され
る一般廃棄物は、現在と同
程度の有効利用がなされ、
最終処分量は現状の水準と
変わらない。

建設廃棄物の有効利用の取
り組みについて、現在の標
準的な工事と同程度の廃棄
物の有効利用がなされる。

後利用で排出される一般廃
棄物は、現在と同程度の有
効利用がなされ、最終処分
量は現状の水準と変わらな
い。

0 － 0 0 0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

エコマテリアル エコマテリアルの使用
再生可能資材・再生資材の
活用の水準

再生可能資材や再生資材が
最大限に利用され、現在の
水準を上回る。

施設の存在時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

競技の実施時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

再生可能資材や再生資材が
最大限に利用され、現在の
水準を上回る。

後利用時におけるエコマテ
リアルの利用は想定されな
いため対象外とする。

+1 － － +1 － 1.0 1.0

環境項目
温室効果
ガス

温室効果ガス 温室効果ガスの削減量

①エネルギー消費量による
CO2排出の概算
②既存施設における追加的
排出の有無

一般的な施設の建設工事と
同程度の排出量になる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」に含めて
扱う。

同等施設の標準的な排出量
となる。

一般的な施設の建設工事と
同程度の排出量になる。

同等施設の標準的な排出量
となる。

0 － 0 0 0 0.0 0.0

環境項目
温室効果
ガス

エネルギー エネルギー使用量の増減

①現在の使用量の水準（東
京都温暖化対策計画書制度
/東京都建築物環境計画書
制度による評価水準）
②省エネ再エネ対策・設備
の導入状況/可能性

一般的な施設の建設工事と
同程度の消費量になる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」に含めて
扱う。

同等施設の標準的な消費量
となる。

一般的な施設の建設工事と
同程度の消費量になる。

同等施設の標準的な消費量
となる。

0 － 0 0 0 0.0 0.0

-0.3

-0.6-1.0

0.30.0

0.0
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工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

評価点

一次評価

評価の指標 評価の基準

開催前
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

開催中 開催後 開催中 開催後大項目 中項目 小項目

評価
段階別影響

開催前

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の転用
土地利用の改変、転用の有
無

改変エリアは屋外利用地や
公園、運動場等であり自然
地や農地は存在しない。 0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の有効利用 未利用地の解消の有無

未利用地の有効利用はな
い。

未利用地の有効利用はな
い。

0 0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の移動動
線の分断をしないこと

既に公共的な利用がなされ
ている施設の場所であり、
改変エリアは生活移動動線
に影響しない。

移動動線は確保されてお
り、競技中も現況と変わら
ない。

移動動線は確保されてお
り、後利用時も生活移動動
線への影響はない。 0 0 0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の動線の
ネットワーク化の進展の有
無

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

開催前から開催後を通じて
現況と変わらない。

0 0 0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 移転 民家等の移転
民家等の移転を伴わないこ
と

改変エリアに民家等は存在
しない。

0 0.0 0.0

社会・経
済項目

交通
公共交通へのア
クセシビリティ

アクセス性
現在の会場までのアクセス
性

アクセス性向上の対策が無
く現況と同様のアクセス性
である。

アクセス性向上の対策が無
く現況と同様のアクセス性
である。 0 0 0.0 0.0

社会・経
済項目

交通 交通安全 交通安全
現在の歩車動線の分離（交
通安全性の向上）の状況

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

競技の実施による影響に含
め、評価の対象外とする。

歩車動線は分離され、交通
安全上問題ないように計画
される。

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

現状において歩車動線は分
離されており、後利用時に
も維持される。 0 － 0 0 0 0.0 0.0

社会・経
済項目

経済 事業採算性 施設整備費
施設整備費を適正に保つた
めの措置

対策が無い場合には標準的
な施設整備費となる。

対策が無い場合には標準的
な撤去・改修整備費とな
る。 0 0 0.0

社会・経
済項目

経済 事業採算性 運営経費
運営・維持コストの削減の
ための措置

対策を講じない場合には標
準的な運営経費となる。

対策を講じない場合には標
準的な運営経費となる。

0 0 0.0

0.0

0.0 0.0

0.0

0.0

0.0
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環境項目 主要環境 大気
汚染物質（NO2、SPM）の排
出量

排出の有無、現状より排出
増大の可能性

環境項目 主要環境 水質
汚濁負荷（COD、T-N、T-
P、BOD､SS等）の排出量

汚濁負荷物質排出の有無、
汚染増大の可能性

環境項目 主要環境 土壌
土壌汚染物質の拡散の可能
性

土地履歴調査等による土壌
汚染物質の存在可能性

環境項目 生態系
生物の生育・生
息基盤

生物の生育・生息基盤の状
況

①重要な生物・生態系の賦
存地の改変の有無
②生物の生育・生息基盤の
創出の有無

環境項目 生態系 水循環
雨水の地下浸透能力（地表
面被覆率）

現状の地表面被覆率

環境項目 生態系 生物・生態系
周辺の生物の生育・生息環
境の連続性

現況の生物の生育・生息環
境の連続性

環境項目 生態系 生物・生態系 重要な生物・生態系 重要な生物・生態系の状況

環境項目 生態系 生物・生態系
生物相の豊かさ（鳥類相で
代表）

現況の生息種数（現状生息
する種のうち、生息が困難
となる可能性のある種の有
無、種数）

環境項目 生態系 緑 緑被面積（屋上含む） 現況の緑被率の状況

環境項目 生態系 緑 緑化の状況
東京都の自然保護条例、建
築物環境計画書制度におけ
る緑化の評価基準

環境項目 生活環境 騒音 環境・交通騒音レベル
①環境基準及び法令等によ
る基準
②現況の騒音レベル

環境項目 生活環境 日影
日照の阻害の有無（阻害を
受ける住戸等の有無）

現状の日照阻害の状況

評価の指標 評価の基準

大項目 中項目 小項目

評価

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による大気環境への影
響がみられるが、ミティ
ゲーションの実施により、
大気質の濃度をほとんど悪
化させない程度となる。

影響要因は想定されないた
め対象外。

施設等の利用、各施設間の
人の移動に伴う大気環境へ
の影響はほとんどなく、ミ
ティゲーションの実施によ
り大気環境が改善される。

工事による大気環境への影
響がみられるが、ミティ
ゲーションの実施により、
大気質の濃度をほとんど悪
化させない程度となる。

施設等の利用、各施設間の
人の移動に伴う大気環境へ
の影響はほとんどなく、ミ
ティゲーションの実施によ
り大気環境が改善される。

0 － +1 0 +1 0.5 0.5

工事の実施に伴って公共用
水域の水質に影響を及ぼす
ことはないことから、ミ
ティゲーションは想定して
いない。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用に伴うし尿等の
汚水による影響はないこと
から、ミティゲーションは
想定していない。

工事の実施に伴って公共用
水域の水質に影響を及ぼす
ことはないことから、ミ
ティゲーションは想定して
いない。

施設の供用に伴うし尿等の
汚水による影響はないこと
から、ミティゲーションは
想定していない。 0 － 0 0 0 0.0 0.0

履歴調査の結果、土壌汚染
物質の存在の可能性はない
ことから、ミティゲーショ
ンは想定していない。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

工事の内容から土壌汚染物
質の拡散の可能性はないこ
とから、ミティゲーション
は想定していない。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

0 － － 0 － 0.0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

重要な生物・生態系の賦存
地の改変はない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

重要な生物・生態系の賦存
地の改変はない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

海面埋立地であるため対象
外とする。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

海面埋立地であるため対象
外とする。

－ － － － - -

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

ミティゲーションの実施に
より、周辺の生物の生育・
生息環境の連続性が部分的
に改善するものの、現況レ
ベルまで改善しない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

ミティゲーションの実施に
より、周辺の生物の生育・
生息環境の連続性が部分的
に改善するものの、現況レ
ベルまで改善しない。

－ -1 － -1 -1.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

重要な生物・生態系の指定
地域の改変はない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

重要な生物・生態系の指定
地域の改変はない。

－ 0 － 0 0.0

工事に伴う作業員の立ち入
り等により、生息が困難と
なる可能性のある種が存在
する。

生息が困難となる可能性の
ある種は存在しないことか
ら、現況と変わらない。

生息が困難となる可能性の
ある種は存在しないことか
ら、現況と変わらない。

工事に伴う作業員の立ち入
り等により、生息が困難と
なる可能性のある種が存在
する。

生息が困難となる可能性の
ある種は存在しないことか
ら、現況と変わらない。

-1 0 0 -1 0 -0.4

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

現況63.2％の緑被率が
33.4％となり、緑被率が
29.8ポイント減少する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

現況63.2％の緑被率が
48.7％となり、緑被率が
14.5ポイント減少する。

－ -2 － -1 -1.5

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

緑化基準を満たしていな
い。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

緑化率が28.4％となり段階
2の水準を達成。

－ -1 － +1 0.0

工事の実施に伴う騒音によ
る影響がみられるが、ミ
ティゲーションにより周辺
の生活環境に影響を及ぼさ
ない程度となる。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用、声援や応援等
が周辺の生活環境に影響を
及ぼすことはないことか
ら、ミティゲーションは想
定していない。

工事の実施に伴う騒音によ
る影響がみられるが、ミ
ティゲーションにより周辺
の生活環境に影響を及ぼさ
ない程度となる。

既存の公園内の施設であり
周辺の生活環境への影響は
ないことから、ミティゲー
ションは想定していない。 0 － 0 0 0 0.0 0.0

施設の存在による影響はな
いことから、ミティゲー
ションは想定していない。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

施設の存在による影響はな
いことから、ミティゲー
ションは想定していない。

0 － 0 0.0 0.0

0.2

-0.4-0.5

-0.8

0.0

小項目
平均点

指標別
平均点

開催後

評価点

二次評価

開催中 開催後開催前
中項目
平均点

段階別影響

開催前 開催中
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評価の指標 評価の基準

大項目 中項目 小項目

評価

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 緑視率 現況の緑視率

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 優れた眺望又は景観の阻害

①周辺の視点場から眺望で
きる優れた眺望景観の阻害
の有無
②景観形成特別地区の景観
を阻害しないこと

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の場
の変化

自然との触れ合い活動の場
の消失又は改善・創出

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の変
化

自然との触れ合い活動の阻
害又は促進（場へのアクセ
ス性含む）の有無

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

歩行者空間の快
適性

街路樹等緑陰の状況（緑陰
面積）

現況の街路樹及び接道緑
化、壁面緑化の状況

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

史跡・文化財
史跡・文化財の保護・保全
の状況

文化財等の保存及び管理の
支障の有無

環境項目
資源・廃
棄物

水利用 上水利用量の削減 現在の上水利用量の水準

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物発生量の減量化
廃棄物発生量の減量化に
よって削減される 終処分
量の水準

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物の有効利用
廃棄物の有効利用によって
削減される 終処分量の水
準

環境項目
資源・廃
棄物

エコマテリアル エコマテリアルの使用
再生可能資材・再生資材の
活用の水準

環境項目
温室効果
ガス

温室効果ガス 温室効果ガスの削減量

①エネルギー消費量による
CO2排出の概算
②既存施設における追加的
排出の有無

環境項目
温室効果
ガス

エネルギー エネルギー使用量の増減

①現在の使用量の水準（東
京都温暖化対策計画書制度
/東京都建築物環境計画書
制度による評価水準）
②省エネ再エネ対策・設備
の導入状況/可能性

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

小項目
平均点

指標別
平均点

開催後

評価点

二次評価

開催中 開催後開催前
中項目
平均点

段階別影響

開催前 開催中

カヌーコース水路間の芝生
化、低木植栽を想定する
が、視認できる緑はすべて
施設手前であり、現況と変
わらない。

恒久のカヌーコースが残る
が、開催中に整備した芝生
や樹木を維持する。整備さ
れた緑地は現況と同等の緑
視率となるように配置され
ていることを想定する。

0 0 0.0

眺望景観及び景観形成特別
地区の景観を阻害すること
はない。

眺望景観及び景観形成特別
地区の景観を阻害すること
はない。

0 0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

現段階ではミティゲーショ
ンは想定していない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

ミティゲーションの実施に
より、自然との触れ合い活
動の場の創出を図るが、現
況レベルまでは達しない。 － -1 － -1 -1.0

ミティゲーションの実施に
より、現況レベルまで自然
との触れ合い活動が改善す
る。

ミティゲーションの実施に
より、自然との触れ合い活
動が向上するとともに、ア
クセス性も向上する。

現段階ではミティゲーショ
ンは想定していない。

ミティゲーションの実施に
より、現況レベルまで自然
との触れ合い活動が改善す
る。

ミティゲーションの実施に
より、自然との触れ合い活
動が向上する。

0 +1 -1 0 +1 0.2

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

改変される樹木について
は、会場エリア内へ移植を
行うことにより、緑陰面積
及び歩行者が感じる快適性
ともに現況と変わらない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

仮設撤去後の原状復帰、移
植を維持することにより、
緑陰面積及び歩行者が感じ
る快適性ともに現況と変わ
らない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

周辺に史跡・文化財は存在
しない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

周辺に史跡・文化財は存在
しない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水のほか、雨水または再
生水（中水含む）の利用施
設が設置され、水の有効利
用が図られる。

競技の実施時における会場
の利用者による水利用につ
いては、「施設の存在によ
る影響」に含めるものとし
て、ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水のほか、雨水または再
生水（中水含む）の利用施
設が設置され、水の有効利
用が図られる。 － +1 － － +1 1.0 1.0

建設廃棄物の対策はリサイ
クルによるものが大部分で
あり、減量による 終処分
量の大幅な削減は見込めな
い。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

既に容器包装廃棄物のリサ
イクル分別などが実施され
ており、廃棄物の発生抑制
策による 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

建設廃棄物の対策はリサイ
クルによるものが大部分で
あり、減量による 終処分
量の大幅な削減は見込めな
い。

既に容器包装廃棄物のリサ
イクル分別などが実施され
ており、廃棄物の発生抑制
策による 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

0 － 0 0 0 0.0

「東京都建設リサイクル推
進計画」等に基づく有効利
用策の促進により、建設廃
棄物の 終処分量は現在の
水準から20％以上削減され
る。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

資源ごみ回収やごみ処理過
程資源化、熱回収等の促進
により、一般廃棄物の 終
処分量は現在の水準から
30％程度削減される。

「東京都建設リサイクル推
進計画」等に基づく有効利
用策の促進により、建設廃
棄物の 終処分量は現在の
水準から20％以上削減され
る。

資源ごみ回収やごみ処理過
程資源化、熱回収等の促進
により、一般廃棄物の 終
処分量は現在の水準から
30％程度削減される。

+1 － +1 +1 +1 1.0

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

施設の存在時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

競技の実施時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

後利用時におけるエコマテ
リアルの利用は想定されな
いため対象外とする。

+1 － － +1 － 1.0 1.0

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の削減
が図られる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

高水準の省エネルギー技
術の活用等により、23.1％
程度の削減が図られる。

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の削減
が図られる。

高水準の省エネルギー技
術の活用等により、50％程
度の削減が図られる。

+2 － +2 +2 +2 2.0 2.0

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の低減
が図られる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

高水準の省エネルギー技
術の活用等により、23.1％
程度の低減が図られる。

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の低減
が図られる。

高水準の省エネルギー技
術の活用等により、50％程
度の低減が図られる。

+2 － +2 +2 +2 2.0 2.0

0.80.5

2.0

0.0

-0.1-0.4
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会場別予測評価結果表(22_葛西臨海公園)

評価の指標 評価の基準

大項目 中項目 小項目

評価

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の転用
土地利用の改変、転用の有
無

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の有効利用 未利用地の解消の有無

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の移動動
線の分断をしないこと

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の動線の
ネットワーク化の進展の有
無

社会・経
済項目

土地利用 移転 民家等の移転
民家等の移転を伴わないこ
と

社会・経
済項目

交通
公共交通へのア
クセシビリティ

アクセス性
現在の会場までのアクセス
性

社会・経
済項目

交通 交通安全 交通安全
現在の歩車動線の分離（交
通安全性の向上）の状況

社会・経
済項目

経済 事業採算性 施設整備費
施設整備費を適正に保つた
めの措置

社会・経
済項目

経済 事業採算性 運営経費
運営・維持コストの削減の
ための措置

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

小項目
平均点

指標別
平均点

開催後

評価点

二次評価

開催中 開催後開催前
中項目
平均点

段階別影響

開催前 開催中

改変エリアは屋外利用地や
公園、運動場等であり自然
地や農地は存在しない。 0 0.0

未利用地の有効利用はな
い。

未利用地の有効利用はな
い。

0 0 0.0

既に公共的な利用がなされ
ている施設の場所であり、
改変エリアは生活移動動線
に影響しない。

移動動線は確保されてお
り、競技中も現況と変わら
ない。

移動動線は確保されてお
り、後利用時も生活移動動
線への影響はない。 0 0 0 0.0

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

開催前から開催後を通じて
現況と変わらない。

0 0 0 0.0

改変エリアに民家等は存在
しない。

0 0.0 0.0

アクセス性向上の対策が無
く現況と同様のアクセス性
である。

アクセス性向上の対策が無
く現況と同様のアクセス性
である。 0 0 0.0 0.0

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

競技の実施による影響に含
め、評価の対象外とする。

歩車動線は分離され、交通
安全上問題ないように計画
される。

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

現状において歩車動線は分
離されており、後利用時に
も維持される。 0 － 0 0 0 0.0 0.0

再生可能材の活用等によ
り、 先端技術導入による
コスト増を相殺して標準的
な整備費となる。

再生可能材により整備費や
廃棄物処理費用を抑制する
等の費用削減措置が取られ
る。

0 +1 0.5

エネルギー利用の 適化や
ボランティアの活用により
運営経費、維持管理コスト
の削減が図られる。

エネルギー利用の 適化等
により後利用時も光熱費等
の維持管理コストの削減が
図られる。

+1 +1 1.0

項目 一次評価 二次評価
主要環境 -0.2 0.2
生態系 -0.7 -0.4
生活環境 -0.3 0.0
ｱﾒﾆﾃｨ・文化 -0.6 -0.1
資源・廃棄物 0.3 0.8
温室効果ガス 0.0 2.0
土地利用 0.0 0.0
交通 0.0 0.0
経済 0.0 0.8

0.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.8

-2
-1
0
1
2
主要環境

生態系

生活環境

ｱﾒﾆﾃｨ・文化

資源・廃棄物温室効果ガス

土地利用

交通

経済 一次評価

二次評価
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会場別予測評価結果表(23～24_夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ)

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

環境項目 主要環境 大気
汚染物質（NO2、SPM）の排
出量

排出の有無、現状より排出
増大の可能性

工事の実施による濃度の変
化（付加率）が5％未満で
ある。

影響要因は想定されないた
め対象外。

施設等の利用、各施設間の
人の移動に伴う汚染物質の
排出が周辺の大気環境に与
える影響はほとんどない。

工事の実施による濃度の変
化（付加率）が5％未満で
ある。

施設等の利用、各施設間の
人の移動に伴う汚染物質の
排出が周辺の大気環境に与
える影響はほとんどない。 -1 － 0 -1 0 -0.5 -0.5

環境項目 主要環境 水質
汚濁負荷（COD、T-N、T-
P、BOD､SS等）の排出量

汚濁負荷物質排出の有無、
汚染増大の可能性

工事の実施に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

工事の実施に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

施設の供用に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

0 － 0 0 0 0.0 0.0

環境項目 主要環境 土壌
土壌汚染物質の拡散の可能
性

土地履歴調査等による土壌
汚染物質の存在可能性

履歴調査の結果、建設予定
地の土壌汚染の可能性が想
定される。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

仮設撤去において土地の改
変等を伴う工事は実施しな
いことから対象外とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

-1 － － － － -1.0 -1.0

環境項目 生態系
生物の生育・生
息基盤

生物の生育・生息基盤の状
況

①重要な生物・生態系の賦
存地の改変の有無
②生物の生育・生息基盤の
創出の有無

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

重要な生物・生態系の賦存
地の改変はない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

重要な生物・生態系の賦存
地の改変はない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

環境項目 生態系 水循環
雨水の地下浸透能力（地表
面被覆率）

現状の地表面被覆率

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

海面埋立地であるため対象
外とする。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

海面埋立地であるため対象
外とする。

－ － － － - -

環境項目 生態系 生物・生態系
周辺の生物の生育・生息環
境の連続性

現況の生物の生育・生息環
境の連続性

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

生物の生育・生息場所は改
変されない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

仮設の撤去や施設の後利用
の対象は、駐車場、砂利・
舗装面、運動場、芝生であ
り、評価対象とする環境で
はないため、現況と変わら
ない。

－ 0 － 0 0.0

環境項目 生態系 生物・生態系 重要な生物・生態系 重要な生物・生態系の状況

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

重要な生物・生態系の指定
地域の改変はない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

重要な生物・生態系の指定
地域の改変はない。

－ 0 － 0 0.0

環境項目 生態系 生物・生態系
生物相の豊かさ（鳥類相で
代表）

現況の生息種数（現状生息
する種のうち、生息が困難
となる可能性のある種の有
無、種数）

工事に伴う騒音や作業員の
立ち入り等により、生息が
困難となる可能性のある種
が存在する。

生息が困難となる可能性の
ある種は存在しないことか
ら、現況と変わらない。

生息が困難となる可能性の
ある種は存在しないことか
ら、現況と変わらない。

工事に伴う騒音や作業員の
立ち入りにより、生息が困
難となる可能性のある種が
存在する。

生息が困難となる可能性の
ある種は存在しないことか
ら、現況と変わらない。

-1 0 0 -1 0 -0.4

環境項目 生態系 緑 緑被面積（屋上含む） 現況の緑被率の状況

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

現況55.5％の緑被率が
31.1％となり、24.4ポイン
トと大きく減少する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

現況55.5％の緑被率が
31.1％となり、24.4ポイン
トと大きく減少する。

－ -2 － -2 -2.0

環境項目 生態系 緑 緑化の状況
東京都の自然保護条例、建
築物環境計画書制度におけ
る緑化の評価基準

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

樹林地の改変を受けるが緑
化率は21.7％となり、段階
2の水準を達成。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

樹林地の改変を受けるが緑
化率は21.7％となり、段階
2の水準を達成。

－ +1 － +1 1.0

環境項目 生活環境 騒音 環境・交通騒音レベル
①環境基準及び法令等によ
る基準
②現況の騒音レベル

工事の実施に伴う騒音によ
る周辺の生活環境への影響
がみられる。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用、声援や応援等
による騒音の発生がみられ
るが、周辺の生活環境に影
響を及ぼすことはない。

工事の実施に伴う騒音によ
る周辺の生活環境への影響
がみられる。

開催後の後利用は開催中と
同様に屋内でのイベント開
催であることから、周辺の
生活環境に影響を及ぼすこ
とはない。

-1 － 0 -1 0 -0.5 -0.5

環境項目 生活環境 日影
日照の阻害の有無（阻害を
受ける住戸等の有無）

現状の日照阻害の状況

日影は概ね会場エリア内に
留まることから周辺への影
響はない。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

開催後に、新たな施設によ
る日影は生じないことから
影響はない。

0 － 0 0.0 0.0

-0.1

-0.5

-0.3

評価点

-0.5

-0.2

一次評価

評価の指標 評価の基準

開催前
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

開催中 開催後 開催中 開催後大項目 中項目 小項目

評価
段階別影響

開催前
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工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

評価点

一次評価

評価の指標 評価の基準

開催前
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

開催中 開催後 開催中 開催後大項目 中項目 小項目

評価
段階別影響

開催前

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 緑視率 現況の緑視率

恒久のアリーナの設置によ
る緑視率の低下は約0.4ポ
イントであり、現況と変わ
らない。

恒久のアリーナの整備によ
る緑視率の減少は約0.4ポ
イントであり、現況と変わ
らない。 0 0 0.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 優れた眺望又は景観の阻害

①周辺の視点場から眺望で
きる優れた眺望景観の阻害
の有無
②景観形成特別地区の景観
を阻害しないこと

眺望景観及び景観形成特別
地区の景観を阻害すること
はない。

眺望景観及び景観形成特別
地区の景観を阻害すること
はない。

0 0 0.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の場
の変化

自然との触れ合い活動の場
の消失又は改善・創出

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

改変部が自然との触れ合い
活動の場の主要部や周縁部
ではない、又は半分弱にみ
たないことから、現況と変
わらない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

改変部が自然との触れ合い
活動の場の主要部や周縁部
ではない、又は半分弱にみ
たないことから、現況と変
わらない。

－ 0 － 0 0.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の変
化

自然との触れ合い活動の阻
害又は促進（場へのアクセ
ス性含む）の有無

騒音、アクセス規制によ
り、自然との触れ合い活動
自体及びアクセスが阻害さ
れる。

主要なアクセスルートが物
理的に改変・遮断されない
ことから、現況と変わらな
い。

会場エリア内の入場が規制
されることから、自然との
触れ合い活動のアクセスが
阻害される。

騒音、アクセス規制によ
り、自然との触れ合い活動
自体及びアクセスが阻害さ
れる。

主要なアクセスルートが物
理的に改変・遮断されな
い、又は現況で自然との触
れ合い活動が行われてな
い。

-2 0 -1 -2 0 -1.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

歩行者空間の快
適性

街路樹等緑陰の状況（緑陰
面積）

現況の街路樹及び接道緑
化、壁面緑化の状況

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

恒設のアリーナの整備によ
り樹木が影響を受けるた
め、会場エリア内の緑陰面
積が減少する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

恒設のアリーナの存在によ
り、緑陰面積が減少した状
態が続く。
アクセスルートに面した樹
木に変化はなく、歩行者が
感じる快適性は変わらな
い

－ -1 － -1 -1.0 -1.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

史跡・文化財
史跡・文化財の保護・保全
の状況

文化財等の保存及び管理の
支障の有無

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

周辺に史跡・文化財は存在
しない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

周辺に史跡・文化財は存在
しない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

水利用 上水利用量の削減 現在の上水利用量の水準

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量の削
減が図られる。

競技の実施時における会場
の利用者による水利用につ
いては、「施設の存在によ
る影響」に含めるものとし
て、ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量の削
減が図られる。

－ 0 － － 0 0.0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物発生量の減量化
廃棄物発生量の減量化に
よって削減される 終処分
量の水準

標準的な工事と同程度の廃
棄物の削減対策がなされ、
現在の廃棄物の発生水準と
同等の減量化が行われる。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

競技の実施に伴い排出され
る一般廃棄物は、現在と同
程度の減量化が行われ、
終処分量は現状の水準と変
わらない。

標準的な工事と同程度の廃
棄物の削減対策がなされ、
現在の廃棄物の発生水準と
同等の減量化が行われる。

後利用で排出される一般廃
棄物は、現在と同程度の減
量化が行われ、 終処分量
は現状の水準と変わらな
い。

0 － 0 0 0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物の有効利用
廃棄物の有効利用によって
削減される 終処分量の水
準

建設廃棄物の有効利用の取
り組みについて、現在の標
準的な工事と同程度の廃棄
物の有効利用がなされる。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

競技の実施に伴い排出され
る一般廃棄物は、現在と同
程度の有効利用がなされ、

終処分量は現状の水準と
変わらない。

建設廃棄物の有効利用の取
り組みについて、現在の標
準的な工事と同程度の廃棄
物の有効利用がなされる。

後利用で排出される一般廃
棄物は、現在と同程度の有
効利用がなされ、 終処分
量は現状の水準と変わらな
い。

0 － 0 0 0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

エコマテリアル エコマテリアルの使用
再生可能資材・再生資材の
活用の水準

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

施設の存在時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

競技の実施時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

後利用時におけるエコマテ
リアルの利用は想定されな
いため対象外とする。

+1 － － +1 － 1.0 1.0

環境項目
温室効果
ガス

温室効果ガス 温室効果ガスの削減量

①エネルギー消費量による
CO2排出の概算
②既存施設における追加的
排出の有無

一般的な施設の建設工事と
同程度の排出量になる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」に含めて
扱う。

同等施設の標準的な排出量
となる。

一般的な施設の建設工事と
同程度の排出量になる。

同等施設の標準的な排出量
となる。

0 － 0 0 0 0.0 0.0

環境項目
温室効果
ガス

エネルギー エネルギー使用量の増減

①現在の使用量の水準（東
京都温暖化対策計画書制度
/東京都建築物環境計画書
制度による評価水準）
②省エネ再エネ対策・設備
の導入状況/可能性

一般的な施設の建設工事と
同程度の消費量になる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」に含めて
扱う。

同等施設の標準的な消費量
となる。

一般的な施設の建設工事と
同程度の消費量になる。

同等施設の標準的な消費量
となる。

0 － 0 0 0 0.0 0.0

0.30.0

0.0

-0.5

0.0

-0.4
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工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

評価点

一次評価

評価の指標 評価の基準

開催前
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

開催中 開催後 開催中 開催後大項目 中項目 小項目

評価
段階別影響

開催前

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の転用
土地利用の改変、転用の有
無

改変エリアは未利用地、公
園、運動場となっており自
然地や農地は存在しない。 0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の有効利用 未利用地の解消の有無

会場の一部が未利用地であ
り開催中に競技会場として
有効活用される。

大規模体育館としての有効
利用が継続される。

+1 +1 1.0

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の移動動
線の分断をしないこと

既に公共的な利用がなされ
ている施設の場所であり、
改変エリアは生活移動動線
に影響しない。

移動動線は確保されてお
り、競技中も現況と変わら
ない。

移動動線は確保されてお
り、後利用時も生活移動動
線への影響はない。 0 0 0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の動線の
ネットワーク化の進展の有
無

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

開催前から開催後を通じて
現況と変わらない。

0 0 0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 移転 民家等の移転
民家等の移転を伴わないこ
と

改変エリアに存在する福祉
施設は老朽化等により大会
開催によらず統廃合を検討
している。

0 0.0 0.0

社会・経
済項目

交通
公共交通へのア
クセシビリティ

アクセス性
現在の会場までのアクセス
性

新木場駅への観戦客の集中
によるアクセス性低下

アクセス性向上の対策が無
く現況と同様のアクセス性
である。 -1 0 -0.5 -0.5

社会・経
済項目

交通 交通安全 交通安全
現在の歩車動線の分離（交
通安全性の向上）の状況

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

競技の実施による影響に含
め、評価の対象外とする。

現状において歩車動線は分
離されており、開催中も維
持される。

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

現状において歩車動線は分
離されており、後利用時に
も維持される。 0 － 0 0 0 0.0 0.0

社会・経
済項目

経済 事業採算性 施設整備費
施設整備費を適正に保つた
めの措置

対策が無い場合には標準的
な施設整備費となる。

対策が無い場合には標準的
な撤去・改修整備費とな
る。 0 0 0.0

社会・経
済項目

経済 事業採算性 運営経費
運営・維持コストの削減の
ための措置

対策を講じない場合には標
準的な運営経費となる。

対策を講じない場合には標
準的な運営経費となる。

0 0 0.0

-0.3

0.0 0.0

0.5

0.2

0.0
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環境項目 主要環境 大気
汚染物質（NO2、SPM）の排
出量

排出の有無、現状より排出
増大の可能性

環境項目 主要環境 水質
汚濁負荷（COD、T-N、T-
P、BOD､SS等）の排出量

汚濁負荷物質排出の有無、
汚染増大の可能性

環境項目 主要環境 土壌
土壌汚染物質の拡散の可能
性

土地履歴調査等による土壌
汚染物質の存在可能性

環境項目 生態系
生物の生育・生
息基盤

生物の生育・生息基盤の状
況

①重要な生物・生態系の賦
存地の改変の有無
②生物の生育・生息基盤の
創出の有無

環境項目 生態系 水循環
雨水の地下浸透能力（地表
面被覆率）

現状の地表面被覆率

環境項目 生態系 生物・生態系
周辺の生物の生育・生息環
境の連続性

現況の生物の生育・生息環
境の連続性

環境項目 生態系 生物・生態系 重要な生物・生態系 重要な生物・生態系の状況

環境項目 生態系 生物・生態系
生物相の豊かさ（鳥類相で
代表）

現況の生息種数（現状生息
する種のうち、生息が困難
となる可能性のある種の有
無、種数）

環境項目 生態系 緑 緑被面積（屋上含む） 現況の緑被率の状況

環境項目 生態系 緑 緑化の状況
東京都の自然保護条例、建
築物環境計画書制度におけ
る緑化の評価基準

環境項目 生活環境 騒音 環境・交通騒音レベル
①環境基準及び法令等によ
る基準
②現況の騒音レベル

環境項目 生活環境 日影
日照の阻害の有無（阻害を
受ける住戸等の有無）

現状の日照阻害の状況

評価の指標 評価の基準

大項目 中項目 小項目

評価

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による大気環境への影
響がみられるが、ミティ
ゲーションの実施により、
大気質の濃度をほとんど悪
化させない程度となる。

影響要因は想定されないた
め対象外。

施設等の利用、各施設間の
人の移動に伴う大気環境へ
の影響はほとんどなく、ミ
ティゲーションの実施によ
り大気環境が改善される。

工事による大気環境への影
響がみられるが、ミティ
ゲーションの実施により、
大気質の濃度をほとんど悪
化させない程度となる。

施設等の利用、各施設間の
人の移動に伴う大気環境へ
の影響はほとんどなく、ミ
ティゲーションの実施によ
り大気環境が改善される。

0 － +1 0 +1 0.5 0.5

工事の実施に伴って公共用
水域の水質に影響を及ぼす
ことはないことから、ミ
ティゲーションは想定して
いない。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用に伴うし尿等の
汚水による影響はないこと
から、ミティゲーションは
想定していない。

工事の実施に伴って公共用
水域の水質に影響を及ぼす
ことはないことから、ミ
ティゲーションは想定して
いない。

施設の供用に伴うし尿等の
汚水による影響はないこと
から、ミティゲーションは
想定していない。 0 － 0 0 0 0.0 0.0

土壌汚染の可能性が想定さ
れるが、工事の際に汚染が
確認された場合はミティ
ゲーションの実施により土
壌汚染物質が除去される。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

仮設撤去において土地の改
変等を伴う工事は実施しな
いことから対象外とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

+1 － － － － 1.0 1.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

重要な生物・生態系の賦存
地の改変はない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

重要な生物・生態系の賦存
地の改変はない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

海面埋立地であるため対象
外とする。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

海面埋立地であるため対象
外とする。

－ － － － - -

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

生物の生育・生息場所は改
変されない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

周辺の生物の生育・生息場
所の連続性は現況と変わら
ない。

－ 0 － 0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

重要な生物・生態系の指定
地域の改変はない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

重要な生物・生態系の指定
地域の改変はない。

－ 0 － 0 0.0

工事に伴う作業員の立ち入
り等により、生息が困難と
なる可能性のある種が存在
する。

生息が困難となる可能性の
ある種は存在しないことか
ら、現況と変わらない。

生息が困難となる可能性の
ある種は存在しないことか
ら、現況と変わらない。

工事に伴う作業員の立ち入
り等により、生息が困難と
なる可能性のある種が存在
する。

生息が困難となる可能性の
ある種は存在しないことか
ら、現況と変わらない。

-1 0 0 -1 0 -0.4

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

現況55.5％の緑被率は
54.7％となり現況とほぼか
わらない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

現況55.5％の緑被率は
61.5％となり、緑被率が
6.0ポイント増加する。

－ 0 － +1 0.5

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

緑化率が36.2％となり、段
階3を達成。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

緑化率が41.7％となり、段
階3を達成。

－ +2 － +2 2.0

工事の実施に伴う騒音によ
る影響がみられるが、ミ
ティゲーションにより周辺
の生活環境に影響を及ぼさ
ない程度となる。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用、声援や応援等
が周辺の生活環境に影響を
及ぼすことはないことか
ら、ミティゲーションは想
定していない。

工事の実施に伴う騒音によ
る影響がみられるが、ミ
ティゲーションにより周辺
の生活環境に影響を及ぼさ
ない程度となる。

屋内でのイベント開催であ
り、周辺の生活環境への影
響はないことから、ミティ
ゲーションは想定していな
い。

0 － 0 0 0 0.0 0.0

施設の存在による影響はな
いことから、ミティゲー
ションは想定していない。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

施設の存在による影響はな
いことから、ミティゲー
ションは想定していない。

0 － 0 0.0 0.0

0.5

0.4-0.1

1.3

0.0

小項目
平均点

指標別
平均点

開催後

評価点

二次評価

開催中 開催後開催前
中項目
平均点

段階別影響

開催前 開催中
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会場別予測評価結果表(23～24_夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ)

評価の指標 評価の基準

大項目 中項目 小項目

評価

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 緑視率 現況の緑視率

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 優れた眺望又は景観の阻害

①周辺の視点場から眺望で
きる優れた眺望景観の阻害
の有無
②景観形成特別地区の景観
を阻害しないこと

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の場
の変化

自然との触れ合い活動の場
の消失又は改善・創出

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の変
化

自然との触れ合い活動の阻
害又は促進（場へのアクセ
ス性含む）の有無

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

歩行者空間の快
適性

街路樹等緑陰の状況（緑陰
面積）

現況の街路樹及び接道緑
化、壁面緑化の状況

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

史跡・文化財
史跡・文化財の保護・保全
の状況

文化財等の保存及び管理の
支障の有無

環境項目
資源・廃
棄物

水利用 上水利用量の削減 現在の上水利用量の水準

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物発生量の減量化
廃棄物発生量の減量化に
よって削減される 終処分
量の水準

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物の有効利用
廃棄物の有効利用によって
削減される 終処分量の水
準

環境項目
資源・廃
棄物

エコマテリアル エコマテリアルの使用
再生可能資材・再生資材の
活用の水準

環境項目
温室効果
ガス

温室効果ガス 温室効果ガスの削減量

①エネルギー消費量による
CO2排出の概算
②既存施設における追加的
排出の有無

環境項目
温室効果
ガス

エネルギー エネルギー使用量の増減

①現在の使用量の水準（東
京都温暖化対策計画書制度
/東京都建築物環境計画書
制度による評価水準）
②省エネ再エネ対策・設備
の導入状況/可能性

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

小項目
平均点

指標別
平均点

開催後

評価点

二次評価

開催中 開催後開催前
中項目
平均点

段階別影響

開催前 開催中

屋上緑化及び建物周囲の緑
化の維持を想定するが、緑
視率の減少は約0.4ポイン
トであり、現況と変わらな
い。

屋上緑化及び建物周囲の緑
化の維持を想定するが、緑
視率の減少は約0.4ポイン
トであり、現況と変わらな
い。

0 0 0.0

眺望景観及び景観形成特別
地区の景観を阻害すること
はない。

眺望景観及び景観形成特別
地区の景観を阻害すること
はない。

0 0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

改変部が自然との触れ合い
活動の場でない、又は現況
で自然との触れ合い活動の
場となっていない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

自然との触れ合い活動の場
は現況と変わらない。

－ 0 － 0 0.0

ミティゲーションの実施に
より、現況レベルまで自然
との触れ合い活動が改善す
る。

ミティゲーションの実施に
より、自然との触れ合い活
動が向上するとともに、ア
クセス性も向上する。

現段階ではミティゲーショ
ンは想定していない。

ミティゲーションの実施に
より、現況レベルまで自然
との触れ合い活動が改善す
る。

ミティゲーションの実施に
より、自然との触れ合い活
動が向上するとともに、ア
クセス性も向上する。 0 +1 -1 0 +2 0.4

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

影響を受ける樹木について
は、会場エリア内に移植を
行う。また、アリーナの建
物周囲の樹木の充実を図る
ことにより、緑陰面積が増
大する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

移植した樹木の維持及び建
物周囲の樹木を開催後も維
持することにより、緑陰面
積が増大する。 － +1 － +1 1.0 1.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

周辺に史跡・文化財は存在
しない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

周辺に史跡・文化財は存在
しない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水のほか、雨水及び再生
水（中水含む）の利用施設
が設置され、水の有効利用
が図られる。

競技の実施時における会場
の利用者による水利用につ
いては、「施設の存在によ
る影響」に含めるものとし
て、ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水のほか、雨水及び再生
水（中水含む）の利用施設
が設置され、水の有効利用
が図られる。 － +2 － － +2 2.0 2.0

建設廃棄物の対策はリサイ
クルによるものが大部分で
あり、減量による 終処分
量の大幅な削減は見込めな
い。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

既に容器包装廃棄物のリサ
イクル分別などが実施され
ており、廃棄物の発生抑制
策による 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

建設廃棄物の対策はリサイ
クルによるものが大部分で
あり、減量による 終処分
量の大幅な削減は見込めな
い。

既に容器包装廃棄物のリサ
イクル分別などが実施され
ており、廃棄物の発生抑制
策による 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

0 － 0 0 0 0.0

「東京都建設リサイクル推
進計画」等に基づく有効利
用策の促進により、建設廃
棄物の 終処分量は現在の
水準から20％以上削減され
る。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

資源ごみ回収やごみ処理過
程資源化、熱回収等の促進
により、一般廃棄物の 終
処分量は現在の水準から
30％程度削減される。

「東京都建設リサイクル推
進計画」等に基づく有効利
用策の促進により、建設廃
棄物の 終処分量は現在の
水準から20％以上削減され
る。

資源ごみ回収やごみ処理過
程資源化、熱回収等の促進
により、一般廃棄物の 終
処分量は現在の水準から
30％程度削減される。

+1 － +1 +1 +1 1.0

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

施設の存在時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

競技の実施時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

後利用時におけるエコマテ
リアルの利用は想定されな
いため対象外とする。

+1 － － +1 － 1.0 1.0

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の削減
が図られる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

高水準の省エネルギー技
術の活用等により、49.5％
程度の削減が図られる。

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の削減
が図られる。

高水準の省エネルギー技
術の活用等により、50％程
度の削減が図られる。

+2 － +2 +2 +2 2.0 2.0

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の低減
が図られる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

高水準の省エネルギー技
術の活用等により、49.5％
程度の低減が図られる。

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の低減
が図られる。

高水準の省エネルギー技
術の活用等により、50％程
度の低減が図られる。

+2 － +2 +2 +2 2.0 2.0

1.20.5

2.0

0.0

0.30.2

1－131



会場別予測評価結果表(23～24_夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、Ｂ)

評価の指標 評価の基準

大項目 中項目 小項目

評価

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の転用
土地利用の改変、転用の有
無

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の有効利用 未利用地の解消の有無

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の移動動
線の分断をしないこと

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の動線の
ネットワーク化の進展の有
無

社会・経
済項目

土地利用 移転 民家等の移転
民家等の移転を伴わないこ
と

社会・経
済項目

交通
公共交通へのア
クセシビリティ

アクセス性
現在の会場までのアクセス
性

社会・経
済項目

交通 交通安全 交通安全
現在の歩車動線の分離（交
通安全性の向上）の状況

社会・経
済項目

経済 事業採算性 施設整備費
施設整備費を適正に保つた
めの措置

社会・経
済項目

経済 事業採算性 運営経費
運営・維持コストの削減の
ための措置

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

小項目
平均点

指標別
平均点

開催後

評価点

二次評価

開催中 開催後開催前
中項目
平均点

段階別影響

開催前 開催中

改変エリアは未利用地、公
園、運動場となっており自
然地や農地は存在しない。 0 0.0

会場の一部が未利用地であ
り開催中に競技会場として
有効活用される。

大規模体育館としての有効
利用が継続される。

+1 +1 1.0

既に公共的な利用がなされ
ている施設の場所であり、
改変エリアは生活移動動線
に影響しない。

移動動線は確保されてお
り、競技中も現況と変わら
ない。

移動動線は確保されてお
り、後利用時も生活移動動
線への影響はない。 0 0 0 0.0

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

開催前から開催後を通じて
現況と変わらない。

0 0 0 0.0

改変エリアに存在する福祉
施設は老朽化等により大会
開催によらず統廃合を検討
している。

0 0.0 0.0

歩行者デッキによるアクセ
ス性の向上。

歩行者デッキによるアクセ
ス性の向上が継続される。

+1 +1 1.0 1.0

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

競技の実施による影響に含
め、評価の対象外とする。

歩行者デッキにより新木場
駅方面からの歩行者の安全
性がさらに向上される。

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

歩行者デッキにより新木場
駅方面からの歩行者の安全
性がさらに向上される。 0 － +1 0 +1 0.5 0.5

再生可能材の活用等によ
り、 先端技術導入による
コスト増を相殺して標準的
な整備費となる。

再生可能材により整備費や
廃棄物処理費用を抑制する
等の費用削減措置が取られ
る。

0 +1 0.5

エネルギー利用の 適化や
ボランティアの活用により
運営経費、維持管理コスト
の削減が図られる。

エネルギー利用の 適化等
により後利用時も光熱費等
の維持管理コストの削減が
図られる。

+1 +1 1.0

項目 一次評価 二次評価
主要環境 -0.5 0.5
生態系 -0.2 0.4
生活環境 -0.3 0.0
ｱﾒﾆﾃｨ・文化 -0.4 0.3
資源・廃棄物 0.3 1.2
温室効果ガス 0.0 2.0
土地利用 0.2 0.2
交通 -0.3 0.8
経済 0.0 0.8

0.8

0.5

0.2

0.0

0.8

0.8

-2
-1
0
1
2
主要環境

生態系

生活環境

ｱﾒﾆﾃｨ・文化

資源・廃棄物温室効果ガス

土地利用

交通

経済 一次評価

二次評価
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会場別予測評価結果表(25_夢の島公園)

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

環境項目 主要環境 大気
汚染物質（NO2、SPM）の排
出量

排出の有無、現状より排出
増大の可能性

工事の実施による濃度の変
化（付加率）が5％未満で
ある。

影響要因は想定されないた
め対象外。

施設等の利用、各施設間の
人の移動に伴う汚染物質の
排出が周辺の大気環境に与
える影響はほとんどない。

工事の実施による濃度の変
化（付加率）が5％未満で
ある。

施設等の利用、各施設間の
人の移動に伴う汚染物質の
排出が周辺の大気環境に与
える影響はほとんどない。 -1 － 0 -1 0 -0.5 -0.5

環境項目 主要環境 水質
汚濁負荷（COD、T-N、T-
P、BOD､SS等）の排出量

汚濁負荷物質排出の有無、
汚染増大の可能性

工事の実施に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

工事の実施に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

施設の供用に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

0 － 0 0 0 0.0 0.0

環境項目 主要環境 土壌
土壌汚染物質の拡散の可能
性

土地履歴調査等による土壌
汚染物質の存在可能性

履歴調査の結果、建設予定
地の土壌汚染の可能性が想
定される。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

工事の内容から土壌汚染物
質の拡散の可能性はない。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

-1 － － 0 － -0.5 -0.5

環境項目 生態系
生物の生育・生
息基盤

生物の生育・生息基盤の状
況

①重要な生物・生態系の賦
存地の改変の有無
②生物の生育・生息基盤の
創出の有無

改変による影響が最大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

重要な生物・生態系の賦存
地の改変はない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

重要な生物・生態系の賦存
地の改変はない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

環境項目 生態系 水循環
雨水の地下浸透能力（地表
面被覆率）

現状の地表面被覆率

改変による影響が最大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

海面埋立地であるため対象
外とする。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

海面埋立地であるため対象
外とする。

－ － － － - -

環境項目 生態系 生物・生態系
周辺の生物の生育・生息環
境の連続性

現況の生物の生育・生息環
境の連続性

改変による影響が最大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

まとまりのある又は連続し
た樹林が改変されることか
ら、生物の生育・生息場所
に消失・分断が生じる。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

まとまりのある又は連続し
た樹林が改変されることか
ら、生物の生育・生息場所
に消失・分断が生じる。 － -1 － -1 -1.0

環境項目 生態系 生物・生態系 重要な生物・生態系 重要な生物・生態系の状況

改変による影響が最大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

重要な生物・生態系の指定
地域の改変はない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

重要な生物・生態系の指定
地域の改変はない。

－ 0 － 0 0.0

環境項目 生態系 生物・生態系
生物相の豊かさ（鳥類相で
代表）

現況の生息種数（現状生息
する種のうち、生息が困難
となる可能性のある種の有
無、種数）

工事に伴う騒音や作業員の
立ち入り等により、生息が
困難となる可能性のある種
が存在する。

生息が困難となる可能性の
ある種は存在しないことか
ら、現況と変わらない。

生息が困難となる可能性の
ある種は存在しないことか
ら、現況と変わらない。

工事に伴う騒音や作業員の
立ち入りにより、生息が困
難となる可能性のある種が
存在する。

生息が困難となる可能性の
ある種は存在しないことか
ら、現況と変わらない。

-1 0 0 -1 0 -0.4

環境項目 生態系 緑 緑被面積（屋上含む） 現況の緑被率の状況

改変による影響が最大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

現況55.5％の緑被率が
31.1％となり、24.4ポイン
トと大きく減少する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

現況55.5％の緑被率が
31.1％となり、24.4ポイン
トと大きく減少する。

－ -2 － -2 -2.0

環境項目 生態系 緑 緑化の状況
東京都の自然保護条例、建
築物環境計画書制度におけ
る緑化の評価基準

改変による影響が最大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

樹林地の改変を受けるが緑
化率は21.7％となり、段階
2の水準を達成。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

樹林地の改変を受けるが緑
化率は21.7％となり、段階
2の水準を達成。

－ +1 － +1 1.0

環境項目 生活環境 騒音 環境・交通騒音レベル
①環境基準及び法令等によ
る基準
②現況の騒音レベル

工事の実施に伴う騒音によ
る周辺の生活環境への影響
がみられる。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用、声援や応援等
による騒音の発生がみられ
るが、周辺の生活環境に影
響を及ぼすことはない。

工事の実施に伴う騒音によ
る周辺の生活環境への影響
がみられる。

既存の公園内の施設であり
周辺に住宅等が存在してい
ないことから、騒音による
周辺の生活環境への影響は
ない。

-1 － 0 -1 0 -0.5 -0.5

環境項目 生活環境 日影
日照の阻害の有無（阻害を
受ける住戸等の有無）

現状の日照阻害の状況

施設の高さ、周辺の状況、
仮設のみであることなどか
ら、施設の存在に伴う日影
の影響はない。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

開催後に、新たな施設によ
る日影は生じないことから
影響はない。

0 － 0 0.0 0.0

-0.5

-0.5

-0.3

評価点

-0.3

-0.3

一次評価

評価の指標 評価の基準

開催前
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

開催中 開催後 開催中 開催後大項目 中項目 小項目

評価
段階別影響

開催前
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工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

評価点

一次評価

評価の指標 評価の基準

開催前
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

開催中 開催後 開催中 開催後大項目 中項目 小項目

評価
段階別影響

開催前

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 緑視率 現況の緑視率

仮設のアーチェリーフィー
ルド、広場の整備により、
現況で視認できる緑のほと
んどが改変され、緑視率は
約32.0ポイント減少する。

仮設の施設及び広場は撤去
されるが、現況で視認でき
る緑のほとんどが改変さ
れ、緑視率は約32.0ポイン
ト減少する。 -2 -2 -2.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 優れた眺望又は景観の阻害

①周辺の視点場から眺望で
きる優れた眺望景観の阻害
の有無
②景観形成特別地区の景観
を阻害しないこと

眺望景観及び景観形成特別
地区の景観を阻害すること
はない。

眺望景観及び景観形成特別
地区の景観を阻害すること
はない。

0 0 0.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の場
の変化

自然との触れ合い活動の場
の消失又は改善・創出

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

自然との触れ合い活動の場
の半分以上が改変される。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

施設の後利用により、自然
との触れ合い活動の場の半
分以上が改変される。

－ -2 － -2 -2.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の変
化

自然との触れ合い活動の阻
害又は促進（場へのアクセ
ス性含む）の有無

騒音、アクセス規制によ
り、自然との触れ合い活動
自体及びアクセスが阻害さ
れる。

主要なアクセスルートが物
理的に改変・遮断又はアク
セスが規制されることか
ら、自然との触れ合い活動
が阻害される。

会場エリア内の入場が規制
されることから、自然との
触れ合い活動のアクセスが
阻害される。

騒音、アクセス規制によ
り、自然との触れ合い活動
自体及びアクセスが阻害さ
れる。

主要なアクセスルートが物
理的に改変・遮断されるこ
とから、自然との触れ合い
活動が阻害される。 -2 -1 -1 -2 -1 -1.4

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

歩行者空間の快
適性

街路樹等緑陰の状況（緑陰
面積）

現況の街路樹及び接道緑
化、壁面緑化の状況

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

まとまった樹木が影響を受
けるため、緑陰面積が減少
し、歩行者が感じる快適性
が低下する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

会場エリア内及びアクセス
ルート上のまとまった樹木
が改変された状態が継続し
ているため、緑陰面積が減
少し、歩行者が感じる快適
性は低下した状態が続く。

－ -2 － -2 -2.0 -2.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

史跡・文化財
史跡・文化財の保護・保全
の状況

文化財等の保存及び管理の
支障の有無

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

周辺に史跡・文化財は存在
しない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

周辺に史跡・文化財は存在
しない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

水利用 上水利用量の削減 現在の上水利用量の水準

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量の削
減が図られる。

競技の実施時における会場
の利用者による水利用につ
いては、「施設の存在によ
る影響」に含めるものとし
て、ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

後利用はないことから対象
外とする。

－ 0 － － － 0.0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物発生量の減量化
廃棄物発生量の減量化に
よって削減される 終処分
量の水準

標準的な工事と同程度の廃
棄物の削減対策がなされ、
現在の廃棄物の発生水準と
同等の減量化が行われる。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

競技の実施に伴い排出され
る一般廃棄物は、現在と同
程度の減量化が行われ、
終処分量は現状の水準と変
わらない。

標準的な工事と同程度の廃
棄物の削減対策がなされ、
現在の廃棄物の発生水準と
同等の減量化が行われる。

後利用はないことから対象
外とする。

0 － 0 0 － 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物の有効利用
廃棄物の有効利用によって
削減される 終処分量の水
準

建設廃棄物の有効利用の取
り組みについて、現在の標
準的な工事と同程度の廃棄
物の有効利用がなされる。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

競技の実施に伴い排出され
る一般廃棄物は、現在と同
程度の有効利用がなされ、

終処分量は現状の水準と
変わらない。

建設廃棄物の有効利用の取
り組みについて、現在の標
準的な工事と同程度の廃棄
物の有効利用がなされる。

後利用はないことから対象
外とする。

0 － 0 0 － 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

エコマテリアル エコマテリアルの使用
再生可能資材・再生資材の
活用の水準

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

施設の存在時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

競技の実施時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

後利用時におけるエコマテ
リアルの利用は想定されな
いため対象外とする。

+1 － － +1 － 1.0 1.0

環境項目
温室効果
ガス

温室効果ガス 温室効果ガスの削減量

①エネルギー消費量による
CO2排出の概算
②既存施設における追加的
排出の有無

一般的な施設の建設工事と
同程度の排出量になる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」に含めて
扱う。

同等施設の標準的な排出量
となる。

一般的な施設の建設工事と
同程度の排出量になる。

後利用はないことから対象
外とする。

0 － 0 0 － 0.0 0.0

環境項目
温室効果
ガス

エネルギー エネルギー使用量の増減

①現在の使用量の水準（東
京都温暖化対策計画書制度
/東京都建築物環境計画書
制度による評価水準）
②省エネ再エネ対策・設備
の導入状況/可能性

一般的な施設の建設工事と
同程度の消費量になる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」に含めて
扱う。

同等施設の標準的な消費量
となる。

一般的な施設の建設工事と
同程度の消費量になる。

後利用はないことから対象
外とする。

0 － 0 0 － 0.0 0.0

0.30.0

0.0

-1.7

-1.0

-1.2
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会場別予測評価結果表(25_夢の島公園)

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

評価点

一次評価

評価の指標 評価の基準

開催前
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

開催中 開催後 開催中 開催後大項目 中項目 小項目

評価
段階別影響

開催前

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の転用
土地利用の改変、転用の有
無

改変エリアは公園、運動場
となっており自然地や農地
は存在しない。 0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の有効利用 未利用地の解消の有無

未利用地の有効利用はな
い。

未利用地の有効利用はな
い。

0 0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の移動動
線の分断をしないこと

既に公共的な利用がなされ
ている施設の場所であり、
改変エリアは生活移動動線
に影響しない。

移動動線は確保されてお
り、競技中も現況と変わら
ない。

移動動線は確保されてお
り、後利用時も生活移動動
線への影響はない。 0 0 0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の動線の
ネットワーク化の進展の有
無

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

開催前から開催後を通じて
現況と変わらない。

0 0 0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 移転 民家等の移転
民家等の移転を伴わないこ
と

改変エリアに民家等は存在
しない。

0 0.0 0.0

社会・経
済項目

交通
公共交通へのア
クセシビリティ

アクセス性
現在の会場までのアクセス
性

新木場駅への観戦客の集中
によるアクセス性低下

アクセス性向上の対策が無
く現況と同様のアクセス性
である。 -1 0 -0.5 -0.5

社会・経
済項目

交通 交通安全 交通安全
現在の歩車動線の分離（交
通安全性の向上）の状況

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

競技の実施による影響に含
め、評価の対象外とする。

現状において歩車動線は分
離されており、開催中も維
持される。

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

現状において歩車動線は分
離されており、後利用時に
も維持される。 0 － 0 0 0 0.0 0.0

社会・経
済項目

経済 事業採算性 施設整備費
施設整備費を適正に保つた
めの措置

対策が無い場合には標準的
な施設整備費となる。

対策が無い場合には標準的
な撤去・改修整備費とな
る。 0 0 0.0

社会・経
済項目

経済 事業採算性 運営経費
運営・維持コストの削減の
ための措置

対策を講じない場合には標
準的な運営経費となる。

対策を講じない場合には標
準的な運営経費となる。

0 0 0.0

-0.3

0.0 0.0

0.0

0.0

0.0
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会場別予測評価結果表(25_夢の島公園)

環境項目 主要環境 大気
汚染物質（NO2、SPM）の排
出量

排出の有無、現状より排出
増大の可能性

環境項目 主要環境 水質
汚濁負荷（COD、T-N、T-
P、BOD､SS等）の排出量

汚濁負荷物質排出の有無、
汚染増大の可能性

環境項目 主要環境 土壌
土壌汚染物質の拡散の可能
性

土地履歴調査等による土壌
汚染物質の存在可能性

環境項目 生態系
生物の生育・生
息基盤

生物の生育・生息基盤の状
況

①重要な生物・生態系の賦
存地の改変の有無
②生物の生育・生息基盤の
創出の有無

環境項目 生態系 水循環
雨水の地下浸透能力（地表
面被覆率）

現状の地表面被覆率

環境項目 生態系 生物・生態系
周辺の生物の生育・生息環
境の連続性

現況の生物の生育・生息環
境の連続性

環境項目 生態系 生物・生態系 重要な生物・生態系 重要な生物・生態系の状況

環境項目 生態系 生物・生態系
生物相の豊かさ（鳥類相で
代表）

現況の生息種数（現状生息
する種のうち、生息が困難
となる可能性のある種の有
無、種数）

環境項目 生態系 緑 緑被面積（屋上含む） 現況の緑被率の状況

環境項目 生態系 緑 緑化の状況
東京都の自然保護条例、建
築物環境計画書制度におけ
る緑化の評価基準

環境項目 生活環境 騒音 環境・交通騒音レベル
①環境基準及び法令等によ
る基準
②現況の騒音レベル

環境項目 生活環境 日影
日照の阻害の有無（阻害を
受ける住戸等の有無）

現状の日照阻害の状況

評価の指標 評価の基準

大項目 中項目 小項目

評価

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による大気環境への影
響がみられるが、ミティ
ゲーションの実施により、
大気質の濃度をほとんど悪
化させない程度となる。

影響要因は想定されないた
め対象外。

施設等の利用、各施設間の
人の移動に伴う大気環境へ
の影響はほとんどなく、ミ
ティゲーションの実施によ
り大気環境が改善される。

工事による大気環境への影
響がみられるが、ミティ
ゲーションの実施により、
大気質の濃度をほとんど悪
化させない程度となる。

施設等の利用、各施設間の
人の移動に伴う大気環境へ
の影響はほとんどなく、ミ
ティゲーションの実施によ
り大気環境が改善される。

0 － +1 0 +1 0.5 0.5

工事の実施に伴って公共用
水域の水質に影響を及ぼす
ことはないことから、ミ
ティゲーションは想定して
いない。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用に伴うし尿等の
汚水による影響はないこと
から、ミティゲーションは
想定していない。

工事の実施に伴って公共用
水域の水質に影響を及ぼす
ことはないことから、ミ
ティゲーションは想定して
いない。

施設の供用に伴うし尿等の
汚水による影響はないこと
から、ミティゲーションは
想定していない。 0 － 0 0 0 0.0 0.0

土壌汚染の可能性が想定さ
れるが、工事の際に汚染が
確認された場合はミティ
ゲーションの実施により土
壌汚染物質が除去される。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

工事の内容から土壌汚染物
質の拡散の可能性はないこ
とから、ミティゲーション
は想定していない。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

+1 － － 0 － 0.5 0.5

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

重要な生物・生態系の賦存
地の改変はない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

重要な生物・生態系の賦存
地の改変はない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

海面埋立地であるため対象
外とする。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

海面埋立地であるため対象
外とする。

－ － － － - -

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

ミティゲーションの実施に
より、周辺の生物の生育・
生息環境の連続性が現況レ
ベルまで改善する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

ミティゲーションの実施に
より、周辺の生物の生育・
生息環境の連続性が現況レ
ベルまで改善する。 － 0 － 0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

重要な生物・生態系の指定
地域の改変はない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

重要な生物・生態系の指定
地域の改変はない。

－ 0 － 0 0.0

工事に伴う作業員の立ち入
り等により、生息が困難と
なる可能性のある種が存在
する。

生息が困難となる可能性の
ある種は存在しないことか
ら、現況と変わらない。

生息が困難となる可能性の
ある種は存在しないことか
ら、現況と変わらない。

工事に伴う作業員の立ち入
り等により、生息が困難と
なる可能性のある種が存在
する。

生息が困難となる可能性の
ある種は存在しないことか
ら、現況と変わらない。

-1 0 0 -1 0 -0.4

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

現況55.5％の緑被率は
54.7％となり現況とほぼか
わらない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

現況55.5％の緑被率は
61.5％となり、緑被率が
6.0ポイント増加する。

－ 0 － +1 0.5

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

緑化率が36.2％となり、段
階3を達成。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

緑化率が41.7％となり、段
階3を達成。

－ +2 － +2 2.0

工事の実施に伴う騒音によ
る影響がみられるが、ミ
ティゲーションにより周辺
の生活環境に影響を及ぼさ
ない程度となる。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用、声援や応援等
が周辺の生活環境に影響を
及ぼすことはないことか
ら、ミティゲーションは想
定していない。

工事の実施に伴う騒音によ
る影響がみられるが、ミ
ティゲーションにより周辺
の生活環境に影響を及ぼさ
ない程度となる。

既存の公園内の施設であり
周辺の生活環境への影響は
ないことから、ミティゲー
ションは想定していない。 0 － 0 0 0 0.0 0.0

施設の存在による影響はな
いことから、ミティゲー
ションは想定していない。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

施設の存在による影響はな
いことから、ミティゲー
ションは想定していない。

0 － 0 0.0 0.0

0.3

0.4-0.1

1.3

0.0

小項目
平均点

指標別
平均点

開催後

評価点

二次評価

開催中 開催後開催前
中項目
平均点

段階別影響

開催前 開催中
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会場別予測評価結果表(25_夢の島公園)

評価の指標 評価の基準

大項目 中項目 小項目

評価

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 緑視率 現況の緑視率

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 優れた眺望又は景観の阻害

①周辺の視点場から眺望で
きる優れた眺望景観の阻害
の有無
②景観形成特別地区の景観
を阻害しないこと

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の場
の変化

自然との触れ合い活動の場
の消失又は改善・創出

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の変
化

自然との触れ合い活動の阻
害又は促進（場へのアクセ
ス性含む）の有無

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

歩行者空間の快
適性

街路樹等緑陰の状況（緑陰
面積）

現況の街路樹及び接道緑
化、壁面緑化の状況

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

史跡・文化財
史跡・文化財の保護・保全
の状況

文化財等の保存及び管理の
支障の有無

環境項目
資源・廃
棄物

水利用 上水利用量の削減 現在の上水利用量の水準

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物発生量の減量化
廃棄物発生量の減量化に
よって削減される 終処分
量の水準

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物の有効利用
廃棄物の有効利用によって
削減される 終処分量の水
準

環境項目
資源・廃
棄物

エコマテリアル エコマテリアルの使用
再生可能資材・再生資材の
活用の水準

環境項目
温室効果
ガス

温室効果ガス 温室効果ガスの削減量

①エネルギー消費量による
CO2排出の概算
②既存施設における追加的
排出の有無

環境項目
温室効果
ガス

エネルギー エネルギー使用量の増減

①現在の使用量の水準（東
京都温暖化対策計画書制度
/東京都建築物環境計画書
制度による評価水準）
②省エネ再エネ対策・設備
の導入状況/可能性

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

小項目
平均点

指標別
平均点

開催後

評価点

二次評価

開催中 開催後開催前
中項目
平均点

段階別影響

開催前 開催中

施設の設置により影響を受
ける樹木は、施設建設に伴
い造成される広場への移植
を行う。現況と同等の緑視
率となると想定する。

仮設撤去後に樹木の原状復
帰を行い、恒久施設の影響
により広場へ移植された樹
木は維持することを想定す
る。開催後は植栽に加えて
芝生も現状復帰することを
想定し、評価地点の緑視率
は、5.0ポイント以上増加
すると想定する。

0 +1 0.5

眺望景観及び景観形成特別
地区の景観を阻害すること
はない。

眺望景観及び景観形成特別
地区の景観を阻害すること
はない。

0 0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

ミティゲーションの実施に
より、自然との触れ合い活
動の場が現況レベルまで改
善する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

ミティゲーションの実施に
より、自然との触れ合い活
動の場が現況レベルまで改
善する。 － 0 － 0 0.0

ミティゲーションの実施に
より、現況レベルまで自然
との触れ合い活動が改善す
る。

ミティゲーションの実施に
より、自然との触れ合い活
動が向上するとともに、ア
クセス性も向上する。

現段階ではミティゲーショ
ンは想定していない。

ミティゲーションの実施に
より、現況レベルまで自然
との触れ合い活動が改善す
る。

ミティゲーションの実施に
より、自然との触れ合い活
動が向上するとともに、ア
クセス性も向上する。 0 +1 -1 0 +2 0.4

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

恒設による影響を受ける樹木
は移植を行い、仮設により影
響を受ける樹木は会場エリア
内に移植を行うため、緑陰面
積及び歩行者が感じる快適
性ともに現況と変わらない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

仮設の撤去後の原状復帰、
移植した樹木を開催後も維
持することにより、緑陰面
積及び歩行者が感じる快適
性ともに現況と変わらな
い。

－ 0 － 0 0.0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

周辺に史跡・文化財は存在
しない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

周辺に史跡・文化財は存在
しない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量の削
減が図られる。

競技の実施時における会場
の利用者による水利用につ
いては、「施設の存在によ
る影響」に含めるものとし
て、ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

後利用はないことから対象
外とする。

－ 0 － － － 0.0 0.0

建設廃棄物の対策はリサイ
クルによるものが大部分で
あり、減量による 終処分
量の大幅な削減は見込めな
い。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

既に容器包装廃棄物のリサ
イクル分別などが実施され
ており、廃棄物の発生抑制
策による 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

建設廃棄物の対策はリサイ
クルによるものが大部分で
あり、減量による 終処分
量の大幅な削減は見込めな
い。

後利用はないことから対象
外とする。

0 － 0 0 － 0.0

「東京都建設リサイクル推
進計画」等に基づく有効利
用策の促進により、建設廃
棄物の 終処分量は現在の
水準から20％以上削減され
る。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

資源ごみ回収やごみ処理過
程資源化、熱回収等の促進
により、一般廃棄物の 終
処分量は現在の水準から
30％程度削減される。

「東京都建設リサイクル推
進計画」等に基づく有効利
用策の促進により、建設廃
棄物の 終処分量は現在の
水準から20％以上削減され
る。

後利用はないことから対象
外とする。

+1 － +1 +1 － 1.0

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

施設の存在時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

競技の実施時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

後利用時におけるエコマテ
リアルの利用は想定されな
いため対象外とする。

+1 － － +1 － 1.0 1.0

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の削減
が図られる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

高効率設備の採用等によ
り、20％程度の削減が図ら
れる。

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の削減
が図られる。

後利用はないことから対象
外とする。

+2 － +2 +2 － 2.0 2.0

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の低減
が図られる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

高効率設備の採用等によ
り、20％程度の低減が図ら
れる。

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の低減
が図られる。

後利用はないことから対象
外とする。

+2 － +2 +2 － 2.0 2.0

0.50.5

2.0

0.3

0.1

0.2
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会場別予測評価結果表(25_夢の島公園)

評価の指標 評価の基準

大項目 中項目 小項目

評価

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の転用
土地利用の改変、転用の有
無

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の有効利用 未利用地の解消の有無

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の移動動
線の分断をしないこと

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の動線の
ネットワーク化の進展の有
無

社会・経
済項目

土地利用 移転 民家等の移転
民家等の移転を伴わないこ
と

社会・経
済項目

交通
公共交通へのア
クセシビリティ

アクセス性
現在の会場までのアクセス
性

社会・経
済項目

交通 交通安全 交通安全
現在の歩車動線の分離（交
通安全性の向上）の状況

社会・経
済項目

経済 事業採算性 施設整備費
施設整備費を適正に保つた
めの措置

社会・経
済項目

経済 事業採算性 運営経費
運営・維持コストの削減の
ための措置

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

小項目
平均点

指標別
平均点

開催後

評価点

二次評価

開催中 開催後開催前
中項目
平均点

段階別影響

開催前 開催中

改変エリアは公園、運動場
となっており自然地や農地
は存在しない。 0 0.0

未利用地の有効利用はな
い。

未利用地の有効利用はな
い。

0 0 0.0

既に公共的な利用がなされ
ている施設の場所であり、
改変エリアは生活移動動線
に影響しない。

移動動線は確保されてお
り、競技中も現況と変わら
ない。

移動動線は確保されてお
り、後利用時も生活移動動
線への影響はない。 0 0 0 0.0

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

開催前から開催後を通じて
現況と変わらない。

0 0 0 0.0

改変エリアに民家等は存在
しない。

0 0.0 0.0

歩行者デッキによるアクセ
ス性の向上。

歩行者デッキによるアクセ
ス性の向上が継続される。

+1 +1 1.0 1.0

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

競技の実施による影響に含
め、評価の対象外とする。

歩行者デッキにより新木場
駅方面からの歩行者の安全
性がさらに向上される。

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

歩行者デッキにより新木場
駅方面からの歩行者の安全
性がさらに向上される。 0 － +1 0 +1 0.5 0.5

再生可能材の活用等によ
り、 先端技術導入による
コスト増を相殺して標準的
な整備費となる。

再生可能材により整備費や
廃棄物処理費用を抑制する
等の費用削減措置が取られ
る。

0 +1 0.5

エネルギー利用の 適化や
ボランティアの活用により
運営経費、維持管理コスト
の削減が図られる。

エネルギー利用の 適化等
により後利用時も光熱費等
の維持管理コストの削減が
図られる。

+1 +1 1.0

項目 一次評価 二次評価
主要環境 -0.3 0.3
生態系 -0.3 0.4
生活環境 -0.3 0.0
ｱﾒﾆﾃｨ・文化 -1.2 0.1
資源・廃棄物 0.3 0.5
温室効果ガス 0.0 2.0
土地利用 0.0 0.0
交通 -0.3 0.8
経済 0.0 0.8

0.8

0.0

0.0

0.0

0.8

0.8

-2
-1
0
1
2
主要環境

生態系

生活環境

ｱﾒﾆﾃｨ・文化

資源・廃棄物温室効果ガス

土地利用

交通

経済 一次評価

二次評価
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会場別予測評価結果表(26_夢の島競技場)

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

環境項目 主要環境 大気
汚染物質（NO2、SPM）の排
出量

排出の有無、現状より排出
増大の可能性

工事の実施による濃度の変
化（付加率）が5％未満で
ある。

影響要因は想定されないた
め対象外。

施設等の利用、各施設間の
人の移動に伴う汚染物質の
排出が周辺の大気環境に与
える影響はほとんどない。

工事の実施による濃度の変
化（付加率）が5％未満で
ある。

影響要因は想定されないた
め対象外。

-1 － 0 -1 － -0.7 -0.7

環境項目 主要環境 水質
汚濁負荷（COD、T-N、T-
P、BOD､SS等）の排出量

汚濁負荷物質排出の有無、
汚染増大の可能性

工事の実施に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

工事の実施に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

オリンピックによる新たな
恒久施設はなく、開催後の
状況に開催前との変化はな
いことから対象外とする。 0 － 0 0 － 0.0 0.0

環境項目 主要環境 土壌
土壌汚染物質の拡散の可能
性

土地履歴調査等による土壌
汚染物質の存在可能性

土地の改変等を伴う工事は
実施しないことから対象外
とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

土地の改変等を伴う工事は
実施しないことから対象外
とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

－ － － － － - -

環境項目 生態系
生物の生育・生
息基盤

生物の生育・生息基盤の状
況

①重要な生物・生態系の賦
存地の改変の有無
②生物の生育・生息基盤の
創出の有無

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

重要な生物・生態系の賦存
地の改変はない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

重要な生物・生態系の賦存
地の改変はない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

環境項目 生態系 水循環
雨水の地下浸透能力（地表
面被覆率）

現状の地表面被覆率

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

海面埋立地であるため対象
外とする。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

海面埋立地であるため対象
外とする。

－ － － － - -

環境項目 生態系 生物・生態系
周辺の生物の生育・生息環
境の連続性

現況の生物の生育・生息環
境の連続性

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

まとまりのある又は連続し
た樹林が改変されることか
ら、生物の生育・生息場所
に消失・分断が生じる。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

まとまりのある又は連続し
た樹林が改変されることか
ら、生物の生育・生息場所
に消失・分断が生じる。 － -1 － -1 -1.0

環境項目 生態系 生物・生態系 重要な生物・生態系 重要な生物・生態系の状況

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

重要な生物・生態系の指定
地域の改変はない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

重要な生物・生態系の指定
地域の改変はない。

－ 0 － 0 0.0

環境項目 生態系 生物・生態系
生物相の豊かさ（鳥類相で
代表）

現況の生息種数（現状生息
する種のうち、生息が困難
となる可能性のある種の有
無、種数）

工事に伴う騒音や作業員の
立ち入り等により、生息が
困難となる可能性のある種
が存在する。

生息が困難となる可能性の
ある種は存在しないことか
ら、現況と変わらない。

生息が困難となる可能性の
ある種は存在しないことか
ら、現況と変わらない。

工事に伴う騒音や作業員の
立ち入りにより、生息が困
難となる可能性のある種が
存在する。

生息が困難となる可能性の
ある種は存在しないことか
ら、現況と変わらない。

-1 0 0 -1 0 -0.4

環境項目 生態系 緑 緑被面積（屋上含む） 現況の緑被率の状況

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

現況56.6％の緑被率が
5.9％となり、50.7ポイン
トと大きく減少する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

現況56.6％の緑被率が
5.9％となり、50.7ポイン
トと大きく減少する。

－ -2 － -2 -2.0

環境項目 生態系 緑 緑化の状況
東京都の自然保護条例、建
築物環境計画書制度におけ
る緑化の評価基準

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

仮設施設のため対象外とす
る。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

仮設施設のため対象外とす
る。

－ － － － -

環境項目 生活環境 騒音 環境・交通騒音レベル
①環境基準及び法令等によ
る基準
②現況の騒音レベル

工事の実施に伴う騒音によ
る周辺の生活環境への影響
がみられる。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用、声援や応援等
による騒音の発生がみられ
るが、周辺の生活環境に影
響を及ぼすことはない。

工事の実施に伴う騒音によ
る周辺の生活環境への影響
がみられる。

オリンピックによる新たな
恒久施設はなく、開催後の
状況に開催前との変化はな
いことから対象外とする。 -1 － 0 -1 － -0.7 -0.7

環境項目 生活環境 日影
日照の阻害の有無（阻害を
受ける住戸等の有無）

現状の日照阻害の状況

施設の高さ、周辺の状況、
仮設のみであることなどか
ら、施設の存在に伴う日影
の影響はない。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

開催後に、新たな施設によ
る日影は生じないことから
対象外とする。

0 － － 0.0 0.0

-0.5

-2.0

-0.3

評価点

-0.3

-0.8

一次評価

評価の指標 評価の基準

開催前
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

開催中 開催後 開催中 開催後大項目 中項目 小項目

評価
段階別影響

開催前
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工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

評価点

一次評価

評価の指標 評価の基準

開催前
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

開催中 開催後 開催中 開催後大項目 中項目 小項目

評価
段階別影響

開催前

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 緑視率 現況の緑視率

恒久の歩行者デッキの設置
により、現況で広場となっ
ている部分の植栽が改変さ
れ、緑視率は約7.8ポイン
ト減少する。

恒久の歩行者デッキによ
り、植栽が改変された状態
が続く。緑視率は、開催中
と同じく約7.8ポイント減
少する。

-1 -1 -1.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 優れた眺望又は景観の阻害

①周辺の視点場から眺望で
きる優れた眺望景観の阻害
の有無
②景観形成特別地区の景観
を阻害しないこと

眺望景観及び景観形成特別
地区の景観を阻害すること
はない。

眺望景観及び景観形成特別
地区の景観を阻害すること
はない。

0 0 0.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の場
の変化

自然との触れ合い活動の場
の消失又は改善・創出

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

自然との触れ合い活動の場
の半分以上が改変される。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

施設の後利用により、自然
との触れ合い活動の場の半
分以上が改変される。

－ -2 － -2 -2.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の変
化

自然との触れ合い活動の阻
害又は促進（場へのアクセ
ス性含む）の有無

騒音、アクセス規制によ
り、自然との触れ合い活動
自体及びアクセスが阻害さ
れる。

主要なアクセスルートが物
理的に改変・遮断又はアク
セスが規制されることか
ら、自然との触れ合い活動
が阻害される。

会場エリア内の入場が規制
されることから、自然との
触れ合い活動のアクセスが
阻害される。

騒音、アクセス規制によ
り、自然との触れ合い活動
自体及びアクセスが阻害さ
れる。

主要なアクセスルートが物
理的に改変・遮断されるこ
とから、自然との触れ合い
活動が阻害される。 -2 -1 -1 -2 -1 -1.4

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

歩行者空間の快
適性

街路樹等緑陰の状況（緑陰
面積）

現況の街路樹及び接道緑
化、壁面緑化の状況

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

一部の街路樹が改変される
が、緑陰面積の減少はわず
かであるため、歩行者が感
じる快適性は変わらない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

会場エリア内の緑陰面積の
減少はわずかであるため、
歩行者が感じる快適性は変
わらない。 － -1 － -1 -1.0 -1.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

史跡・文化財
史跡・文化財の保護・保全
の状況

文化財等の保存及び管理の
支障の有無

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

周辺に史跡・文化財は存在
しない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

周辺に史跡・文化財は存在
しない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

水利用 上水利用量の削減 現在の上水利用量の水準

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量の削
減が図られる。

競技の実施時における会場
の利用者による水利用につ
いては、「施設の存在によ
る影響」に含めるものとし
て、ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量の削
減が図られる。

－ 0 － － 0 0.0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物発生量の減量化
廃棄物発生量の減量化に
よって削減される 終処分
量の水準

標準的な工事と同程度の廃
棄物の削減対策がなされ、
現在の廃棄物の発生水準と
同等の減量化が行われる。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

競技の実施に伴い排出され
る一般廃棄物は、現在と同
程度の減量化が行われ、
終処分量は現状の水準と変
わらない。

標準的な工事と同程度の廃
棄物の削減対策がなされ、
現在の廃棄物の発生水準と
同等の減量化が行われる。

後利用で排出される一般廃
棄物は、現在と同程度の減
量化が行われ、 終処分量
は現状の水準と変わらな
い。

0 － 0 0 0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物の有効利用
廃棄物の有効利用によって
削減される 終処分量の水
準

建設廃棄物の有効利用の取
り組みについて、現在の標
準的な工事と同程度の廃棄
物の有効利用がなされる。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

競技の実施に伴い排出され
る一般廃棄物は、現在と同
程度の有効利用がなされ、

終処分量は現状の水準と
変わらない。

建設廃棄物の有効利用の取
り組みについて、現在の標
準的な工事と同程度の廃棄
物の有効利用がなされる。

後利用で排出される一般廃
棄物は、現在と同程度の有
効利用がなされ、 終処分
量は現状の水準と変わらな
い。

0 － 0 0 0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

エコマテリアル エコマテリアルの使用
再生可能資材・再生資材の
活用の水準

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

施設の存在時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

競技の実施時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

後利用時におけるエコマテ
リアルの利用は想定されな
いため対象外とする。

+1 － － +1 － 1.0 1.0

環境項目
温室効果
ガス

温室効果ガス 温室効果ガスの削減量

①エネルギー消費量による
CO2排出の概算
②既存施設における追加的
排出の有無

一般的な施設の建設工事と
同程度の排出量になる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」に含めて
扱う。

同等施設の標準的な排出量
となる。

一般的な施設の建設工事と
同程度の排出量になる。

同等施設の標準的な排出量
となる。

0 － 0 0 0 0.0 0.0

環境項目
温室効果
ガス

エネルギー エネルギー使用量の増減

①現在の使用量の水準（東
京都温暖化対策計画書制度
/東京都建築物環境計画書
制度による評価水準）
②省エネ再エネ対策・設備
の導入状況/可能性

一般的な施設の建設工事と
同程度の消費量になる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」に含めて
扱う。

同等施設の標準的な消費量
となる。

一般的な施設の建設工事と
同程度の消費量になる。

同等施設の標準的な消費量
となる。

0 － 0 0 0 0.0 0.0

0.30.0

0.0

-1.7

-0.5

-0.8
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工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

評価点

一次評価

評価の指標 評価の基準

開催前
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

開催中 開催後 開催中 開催後大項目 中項目 小項目

評価
段階別影響

開催前

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の転用
土地利用の改変、転用の有
無

改変エリアは公園、運動場
となっており自然地や農地
は存在しない。 0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の有効利用 未利用地の解消の有無

未利用地の有効利用はな
い。

未利用地の有効利用はな
い。

0 0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の移動動
線の分断をしないこと

既に公共的な利用がなされ
ている施設の場所であり、
改変エリアは生活移動動線
に影響しない。

移動動線は確保されてお
り、競技中も現況と変わら
ない。

移動動線は確保されてお
り、後利用時も生活移動動
線への影響はない。 0 0 0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の動線の
ネットワーク化の進展の有
無

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

開催前から開催後を通じて
現況と変わらない。

0 0 0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 移転 民家等の移転
民家等の移転を伴わないこ
と

改変エリアに民家等は存在
しない。

0 0.0 0.0

社会・経
済項目

交通
公共交通へのア
クセシビリティ

アクセス性
現在の会場までのアクセス
性

新木場駅への観戦客の集中
によるアクセス性低下

アクセス性向上の対策が無
く現況と同様のアクセス性
である。 -1 0 -0.5 -0.5

社会・経
済項目

交通 交通安全 交通安全
現在の歩車動線の分離（交
通安全性の向上）の状況

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

競技の実施による影響に含
め、評価の対象外とする。

現状において歩車動線は分
離されており、開催中も維
持される。

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

現状において歩車動線は分
離されており、後利用時に
も維持される。 0 － 0 0 0 0.0 0.0

社会・経
済項目

経済 事業採算性 施設整備費
施設整備費を適正に保つた
めの措置

対策が無い場合には標準的
な施設整備費となる。

対策が無い場合には標準的
な撤去・改修整備費とな
る。 0 0 0.0

社会・経
済項目

経済 事業採算性 運営経費
運営・維持コストの削減の
ための措置

対策を講じない場合には標
準的な運営経費となる。

対策を講じない場合には標
準的な運営経費となる。

0 0 0.0

-0.3

0.0 0.0

0.0

0.0

0.0
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環境項目 主要環境 大気
汚染物質（NO2、SPM）の排
出量

排出の有無、現状より排出
増大の可能性

環境項目 主要環境 水質
汚濁負荷（COD、T-N、T-
P、BOD､SS等）の排出量

汚濁負荷物質排出の有無、
汚染増大の可能性

環境項目 主要環境 土壌
土壌汚染物質の拡散の可能
性

土地履歴調査等による土壌
汚染物質の存在可能性

環境項目 生態系
生物の生育・生
息基盤

生物の生育・生息基盤の状
況

①重要な生物・生態系の賦
存地の改変の有無
②生物の生育・生息基盤の
創出の有無

環境項目 生態系 水循環
雨水の地下浸透能力（地表
面被覆率）

現状の地表面被覆率

環境項目 生態系 生物・生態系
周辺の生物の生育・生息環
境の連続性

現況の生物の生育・生息環
境の連続性

環境項目 生態系 生物・生態系 重要な生物・生態系 重要な生物・生態系の状況

環境項目 生態系 生物・生態系
生物相の豊かさ（鳥類相で
代表）

現況の生息種数（現状生息
する種のうち、生息が困難
となる可能性のある種の有
無、種数）

環境項目 生態系 緑 緑被面積（屋上含む） 現況の緑被率の状況

環境項目 生態系 緑 緑化の状況
東京都の自然保護条例、建
築物環境計画書制度におけ
る緑化の評価基準

環境項目 生活環境 騒音 環境・交通騒音レベル
①環境基準及び法令等によ
る基準
②現況の騒音レベル

環境項目 生活環境 日影
日照の阻害の有無（阻害を
受ける住戸等の有無）

現状の日照阻害の状況

評価の指標 評価の基準

大項目 中項目 小項目

評価

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による大気環境への影
響がみられるが、ミティ
ゲーションの実施により、
大気質の濃度をほとんど悪
化させない程度となる。

影響要因は想定されないた
め対象外。

施設等の利用、各施設間の
人の移動に伴う大気環境へ
の影響はほとんどなく、ミ
ティゲーションの実施によ
り大気環境が改善される。

工事による大気環境への影
響がみられるが、ミティ
ゲーションの実施により、
大気質の濃度をほとんど悪
化させない程度となる。

影響要因は想定されないた
め対象外。

0 － +1 0 － 0.3 0.3

工事の実施に伴って公共用
水域の水質に影響を及ぼす
ことはないことから、ミ
ティゲーションは想定して
いない。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用に伴うし尿等の
汚水による影響はないこと
から、ミティゲーションは
想定していない。

工事の実施に伴って公共用
水域の水質に影響を及ぼす
ことはないことから、ミ
ティゲーションは想定して
いない。

オリンピックによる新たな
恒久施設はなく、開催後の
状況に開催前との変化はな
いことから対象外とする。 0 － 0 0 － 0.0 0.0

土地の改変等を伴う工事は
実施しないことから対象外
とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

土地の改変等を伴う工事は
実施しないことから対象外
とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

－ － － － － - -

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

重要な生物・生態系の賦存
地の改変はない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

重要な生物・生態系の賦存
地の改変はない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

海面埋立地であるため対象
外とする。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

海面埋立地であるため対象
外とする。

－ － － － - -

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

ミティゲーションの実施に
より、周辺の生物の生育・
生息環境の連続性が現況レ
ベルまで改善する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

ミティゲーションの実施に
より、周辺の生物の生育・
生息環境の連続性が現況レ
ベルまで改善する。 － 0 － 0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

重要な生物・生態系の指定
地域の改変はない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

重要な生物・生態系の指定
地域の改変はない。

－ 0 － 0 0.0

工事に伴う作業員の立ち入
り等により、生息が困難と
なる可能性のある種が存在
する。

生息が困難となる可能性の
ある種は存在しないことか
ら、現況と変わらない。

生息が困難となる可能性の
ある種は存在しないことか
ら、現況と変わらない。

工事に伴う作業員の立ち入
り等により、生息が困難と
なる可能性のある種が存在
する。

生息が困難となる可能性の
ある種は存在しないことか
ら、現況と変わらない。

-1 0 0 -1 0 -0.4

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

現況56.6％の緑被率が
17.3％となり、緑被率が
39.3ポイント減少する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

緑被率は現況とほぼかわら
ない。

－ -2 － 0 -1.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

仮設施設のため対象外とす
る。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

仮設施設のため対象外とす
る。

－ － － － -

工事の実施に伴う騒音によ
る影響がみられるが、ミ
ティゲーションにより周辺
の生活環境に影響を及ぼさ
ない程度となる。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用、声援や応援等
が周辺の生活環境に影響を
及ぼすことはないことか
ら、ミティゲーションは想
定していない。

工事の実施に伴う騒音によ
る影響がみられるが、ミ
ティゲーションにより周辺
の生活環境に影響を及ぼさ
ない程度となる。

オリンピックによる新たな
恒久施設はなく、開催後の
状況に開催前との変化はな
いことから対象外とする。 0 － 0 0 － 0.0 0.0

施設の存在による影響はな
いことから、ミティゲー
ションは想定していない。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

新たな施設による日影は生
じないことから対象外とす
る。

0 － － 0.0 0.0

0.2

-0.4-0.1

-1.0

0.0

小項目
平均点

指標別
平均点

開催後

評価点

二次評価

開催中 開催後開催前
中項目
平均点

段階別影響

開催前 開催中
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会場別予測評価結果表(26_夢の島競技場)

評価の指標 評価の基準

大項目 中項目 小項目

評価

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 緑視率 現況の緑視率

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 優れた眺望又は景観の阻害

①周辺の視点場から眺望で
きる優れた眺望景観の阻害
の有無
②景観形成特別地区の景観
を阻害しないこと

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の場
の変化

自然との触れ合い活動の場
の消失又は改善・創出

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の変
化

自然との触れ合い活動の阻
害又は促進（場へのアクセ
ス性含む）の有無

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

歩行者空間の快
適性

街路樹等緑陰の状況（緑陰
面積）

現況の街路樹及び接道緑
化、壁面緑化の状況

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

史跡・文化財
史跡・文化財の保護・保全
の状況

文化財等の保存及び管理の
支障の有無

環境項目
資源・廃
棄物

水利用 上水利用量の削減 現在の上水利用量の水準

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物発生量の減量化
廃棄物発生量の減量化に
よって削減される 終処分
量の水準

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物の有効利用
廃棄物の有効利用によって
削減される 終処分量の水
準

環境項目
資源・廃
棄物

エコマテリアル エコマテリアルの使用
再生可能資材・再生資材の
活用の水準

環境項目
温室効果
ガス

温室効果ガス 温室効果ガスの削減量

①エネルギー消費量による
CO2排出の概算
②既存施設における追加的
排出の有無

環境項目
温室効果
ガス

エネルギー エネルギー使用量の増減

①現在の使用量の水準（東
京都温暖化対策計画書制度
/東京都建築物環境計画書
制度による評価水準）
②省エネ再エネ対策・設備
の導入状況/可能性

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

小項目
平均点

指標別
平均点

開催後

評価点

二次評価

開催中 開催後開催前
中項目
平均点

段階別影響

開催前 開催中

影響を受ける樹木について
は会場エリア内移植を行
う。現況と同等の緑視率と
なると想定する。

会場エリア内に移植した樹
木を維持する。移植は、現
況と同等の緑視率となると
想定する。 0 0 0.0

眺望景観及び景観形成特別
地区の景観を阻害すること
はない。

眺望景観及び景観形成特別
地区の景観を阻害すること
はない。

0 0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

ミティゲーションの実施に
より、自然との触れ合い活
動の場が部分的に改善す
る。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

ミティゲーションの実施に
より、自然との触れ合い活
動の場が現況レベルまで改
善する。 － -1 － 0 -0.5

ミティゲーションの実施に
より、現況レベルまで自然
との触れ合い活動が改善す
る。

ミティゲーションの実施に
より、自然との触れ合い活
動が向上するとともに、ア
クセス性も向上する。

現段階ではミティゲーショ
ンは想定していない。

ミティゲーションの実施に
より、現況レベルまで自然
との触れ合い活動が改善す
る。

ミティゲーションの実施に
より、自然との触れ合い活
動が向上するとともに、ア
クセス性も向上する。 0 +1 -1 0 +2 0.4

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

影響を受ける樹木について
は、会場エリア内に移植を
行うことにより、緑陰面積
及び歩行者が感じる快適性
ともに現況と変わらない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

仮設撤去後に原状復帰、移
植を行った樹木を開催後も
維持することにより、緑陰
面積及び歩行者の感じる快
適性ともに現況と変わらな
い。

－ 0 － 0 0.0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

周辺に史跡・文化財は存在
しない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

周辺に史跡・文化財は存在
しない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量の削
減が図られる。

競技の実施時における会場
の利用者による水利用につ
いては、「施設の存在によ
る影響」に含めるものとし
て、ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量の削
減が図られる。

－ 0 － － 0 0.0 0.0

建設廃棄物の対策はリサイ
クルによるものが大部分で
あり、減量による 終処分
量の大幅な削減は見込めな
い。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

既に容器包装廃棄物のリサ
イクル分別などが実施され
ており、廃棄物の発生抑制
策による 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

建設廃棄物の対策はリサイ
クルによるものが大部分で
あり、減量による 終処分
量の大幅な削減は見込めな
い。

既に容器包装廃棄物のリサ
イクル分別などが実施され
ており、廃棄物の発生抑制
策による 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

0 － 0 0 0 0.0

「東京都建設リサイクル推
進計画」等に基づく有効利
用策の促進により、建設廃
棄物の 終処分量は現在の
水準から20％以上削減され
る。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

資源ごみ回収やごみ処理過
程資源化、熱回収等の促進
により、一般廃棄物の 終
処分量は現在の水準から
30％程度削減される。

「東京都建設リサイクル推
進計画」等に基づく有効利
用策の促進により、建設廃
棄物の 終処分量は現在の
水準から20％以上削減され
る。

資源ごみ回収やごみ処理過
程資源化、熱回収等の促進
により、一般廃棄物の 終
処分量は現在の水準から
30％程度削減される。

+1 － +1 +1 +1 1.0

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

施設の存在時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

競技の実施時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

後利用時におけるエコマテ
リアルの利用は想定されな
いため対象外とする。

+1 － － +1 － 1.0 1.0

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の削減
が図られる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

高効率設備の採用等によ
り、18.9％程度の削減が図
られる。

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の削減
が図られる。

省エネルギー対策の実施等
により、10％程度の削減が
図られる。

+2 － +1 +2 +1 1.5 1.5

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の低減
が図られる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

高効率設備の採用等によ
り、18.9％程度の低減が図
られる。

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の低減
が図られる。

省エネルギー対策の実施等
により、10％程度の低減が
図られる。

+2 － +1 +2 +1 1.5 1.5

0.50.5

1.5

0.0

0.0-0.1
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会場別予測評価結果表(26_夢の島競技場)

評価の指標 評価の基準

大項目 中項目 小項目

評価

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の転用
土地利用の改変、転用の有
無

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の有効利用 未利用地の解消の有無

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の移動動
線の分断をしないこと

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の動線の
ネットワーク化の進展の有
無

社会・経
済項目

土地利用 移転 民家等の移転
民家等の移転を伴わないこ
と

社会・経
済項目

交通
公共交通へのア
クセシビリティ

アクセス性
現在の会場までのアクセス
性

社会・経
済項目

交通 交通安全 交通安全
現在の歩車動線の分離（交
通安全性の向上）の状況

社会・経
済項目

経済 事業採算性 施設整備費
施設整備費を適正に保つた
めの措置

社会・経
済項目

経済 事業採算性 運営経費
運営・維持コストの削減の
ための措置

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

小項目
平均点

指標別
平均点

開催後

評価点

二次評価

開催中 開催後開催前
中項目
平均点

段階別影響

開催前 開催中

改変エリアは公園、運動場
となっており自然地や農地
は存在しない。 0 0.0

未利用地の有効利用はな
い。

未利用地の有効利用はな
い。

0 0 0.0

既に公共的な利用がなされ
ている施設の場所であり、
改変エリアは生活移動動線
に影響しない。

移動動線は確保されてお
り、競技中も現況と変わら
ない。

移動動線は確保されてお
り、後利用時も生活移動動
線への影響はない。 0 0 0 0.0

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

開催前から開催後を通じて
現況と変わらない。

0 0 0 0.0

改変エリアに民家等は存在
しない。

0 0.0 0.0

歩行者デッキによるアクセ
ス性の向上。

歩行者デッキによるアクセ
ス性の向上が継続される。

+1 +1 1.0 1.0

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

競技の実施による影響に含
め、評価の対象外とする。

歩行者デッキにより新木場
駅方面からの歩行者の安全
性がさらに向上される。

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

歩行者デッキにより新木場
駅方面からの歩行者の安全
性がさらに向上される。 0 － +1 0 +1 0.5 0.5

再生可能材により整備費や
廃棄物処理費用を抑制する
等の費用削減措置が取られ
る。

再生可能材により整備費や
廃棄物処理費用を抑制する
等の費用削減措置が取られ
る。

+1 +1 1.0

ボランティアの活用により
運営経費、維持管理コスト
の削減が図られる。

既存施設での光熱費等の大
幅な削減は見込めず、運営
経費は標準的なものとな
る。

+1 0 0.5

項目 一次評価 二次評価
主要環境 -0.3 0.2
生態系 -0.8 -0.4
生活環境 -0.3 0.0
ｱﾒﾆﾃｨ・文化 -0.8 0.0
資源・廃棄物 0.3 0.5
温室効果ガス 0.0 1.5
土地利用 0.0 0.0
交通 -0.3 0.8
経済 0.0 0.8

0.8

0.0

0.0

0.0

0.8

0.8

-2
-1
0
1
2
主要環境

生態系

生活環境

ｱﾒﾆﾃｨ・文化

資源・廃棄物温室効果ガス

土地利用

交通

経済 一次評価

二次評価
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工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

環境項目 主要環境 大気
汚染物質（NO2、SPM）の排
出量

排出の有無、現状より排出
増大の可能性

工事の実施による濃度の変
化（付加率）が5％未満で
ある。

影響要因は想定されないた
め対象外。

施設等の利用、各施設間の
人の移動に伴う汚染物質の
排出が周辺の大気環境に与
える影響はほとんどない。

工事の実施による濃度の変
化（付加率）が5％未満で
ある。

施設等の利用、各施設間の
人の移動に伴う汚染物質の
排出が周辺の大気環境に与
える影響はほとんどない。 -1 － 0 -1 0 -0.5 -0.5

環境項目 主要環境 水質
汚濁負荷（COD、T-N、T-
P、BOD､SS等）の排出量

汚濁負荷物質排出の有無、
汚染増大の可能性

工事の実施に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

工事の実施に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

施設の供用に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

0 － 0 0 0 0.0 0.0

環境項目 主要環境 土壌
土壌汚染物質の拡散の可能
性

土地履歴調査等による土壌
汚染物質の存在可能性

履歴調査の結果、土壌汚染
物質の存在の可能性はな
い。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

比較的規模の大きい撤去工
事を行うが、履歴調査の結
果から、土壌汚染物質の拡
散の可能性はない。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

0 － － 0 － 0.0 0.0

環境項目 生態系
生物の生育・生
息基盤

生物の生育・生息基盤の状
況

①重要な生物・生態系の賦
存地の改変の有無
②生物の生育・生息基盤の
創出の有無

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

重要な生物・生態系の賦存
地の改変はない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

重要な生物・生態系の賦存
地の改変はない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

環境項目 生態系 水循環
雨水の地下浸透能力（地表
面被覆率）

現状の地表面被覆率

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

海面埋立地であるため対象
外とする。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

海面埋立地であるため対象
外とする。

－ － － － - -

環境項目 生態系 生物・生態系
周辺の生物の生育・生息環
境の連続性

現況の生物の生育・生息環
境の連続性

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

まとまりのある又は連続し
た樹林が改変されることか
ら、生物の生育・生息場所
に消失・分断が生じる。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

まとまりのある又は連続し
た樹林が改変されることか
ら、生物の生育・生息場所
に消失・分断が生じる。 － -1 － -1 -1.0

環境項目 生態系 生物・生態系 重要な生物・生態系 重要な生物・生態系の状況

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

重要な生物・生態系の指定
地域の改変はない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

重要な生物・生態系の指定
地域の改変はない。

－ 0 － 0 0.0

環境項目 生態系 生物・生態系
生物相の豊かさ（鳥類相で
代表）

現況の生息種数（現状生息
する種のうち、生息が困難
となる可能性のある種の有
無、種数）

工事に伴う騒音や作業員の
立ち入り等により、生息が
困難となる可能性のある種
が存在する。

生息が困難となる可能性の
ある種は存在しないことか
ら、現況と変わらない。

生息が困難となる可能性の
ある種は存在しないことか
ら、現況と変わらない。

工事に伴う騒音や作業員の
立ち入りにより、生息が困
難となる可能性のある種が
存在する。

生息が困難となる可能性の
ある種は存在しないことか
ら、現況と変わらない。

-1 0 0 -1 0 -0.4

環境項目 生態系 緑 緑被面積（屋上含む） 現況の緑被率の状況

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

現況76.5％の緑被率が
51.4％となり、25.1ポイン
ト減少する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

現況76.5％の緑被率が
51.4％となり、25.1ポイン
トと大きく減少する。

－ -2 － -2 -2.0

環境項目 生態系 緑 緑化の状況
東京都の自然保護条例、建
築物環境計画書制度におけ
る緑化の評価基準

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

緑化率23.7％であり、段階
2の水準を達成。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

緑化率23.7％であり、段階
2の水準を達成。

－ +1 － +1 1.0

環境項目 生活環境 騒音 環境・交通騒音レベル
①環境基準及び法令等によ
る基準
②現況の騒音レベル

工事の実施に伴う騒音によ
る周辺の生活環境への影響
がみられる。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用、声援や応援等
による騒音の発生がみられ
るが、周辺の生活環境に影
響を及ぼすことはない。

工事の実施に伴う騒音によ
る周辺の生活環境への影響
がみられる。

開催後の後利用は開催中と
同様に屋内でのイベント開
催であることから、周辺の
生活環境に影響を及ぼすこ
とはない。

-1 － 0 -1 0 -0.5 -0.5

環境項目 生活環境 日影
日照の阻害の有無（阻害を
受ける住戸等の有無）

現状の日照阻害の状況

日影が会場エリア北側の日
影の規制地域にまで及ぶ。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

日影が会場エリア北側の日
影の規制地域にまで及ぶ。

-1 － -1 -1.0 -1.0

-0.5

-0.5

-0.8

評価点

-0.2

-0.3

一次評価

評価の指標 評価の基準

開催前
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

開催中 開催後 開催中 開催後大項目 中項目 小項目

評価
段階別影響

開催前

1－145



会場別予測評価結果表(27～28_ｱｸｱﾃｨｸｽｾﾝﾀｰ、ｳｫｰﾀｰﾎﾟﾛｱﾘｰﾅ)

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

評価点

一次評価

評価の指標 評価の基準

開催前
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

開催中 開催後 開催中 開催後大項目 中項目 小項目

評価
段階別影響

開催前

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 緑視率 現況の緑視率

恒久施設の整備により樹木
が影響を受け、緑視率は約
15.0ポイント減少する。

仮設撤去後も、樹木が改変
された状態が続くため、緑
視率の減少は開催中と同様
に約15.0ポイントとなる。

-1 -1 -1.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 優れた眺望又は景観の阻害

①周辺の視点場から眺望で
きる優れた眺望景観の阻害
の有無
②景観形成特別地区の景観
を阻害しないこと

眺望景観及び景観形成特別
地区の景観を阻害すること
はない。

眺望景観及び景観形成特別
地区の景観を阻害すること
はない。

0 0 0.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の場
の変化

自然との触れ合い活動の場
の消失又は改善・創出

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

自然との触れ合い活動の場
の周縁部が改変される。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

施設の後利用により、自然
との触れ合い活動の場の周
縁部が改変されたままとな
る。 － -1 － -1 -1.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の変
化

自然との触れ合い活動の阻
害又は促進（場へのアクセ
ス性含む）の有無

騒音、アクセス規制によ
り、自然との触れ合い活動
自体及びアクセスが阻害さ
れる。

主要なアクセスルートが物
理的に改変・遮断されない
ことから、現況と変わらな
い。

会場エリア内の入場が規制
されることから、自然との
触れ合い活動のアクセスが
阻害される。

騒音、アクセス規制によ
り、自然との触れ合い活動
自体及びアクセスが阻害さ
れる。

主要なアクセスルートが物
理的に改変・遮断されな
い、又は現況で自然との触
れ合い活動が行われてな
い。

-2 0 -1 -2 0 -1.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

歩行者空間の快
適性

街路樹等緑陰の状況（緑陰
面積）

現況の街路樹及び接道緑
化、壁面緑化の状況

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

樹林地となっている部分が
改変されるため、会場エリ
ア内の緑陰面積が減少す
る。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

恒設の存在により、樹木が
改変された状態が続くた
め、緑陰面積が減少する。
アクセスルートに面した樹
木に変化はなく、歩行者が
感じる快適性は変わらな
い。

－ -1 － -1 -1.0 -1.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

史跡・文化財
史跡・文化財の保護・保全
の状況

文化財等の保存及び管理の
支障の有無

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

周辺に史跡・文化財は存在
しない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

周辺に史跡・文化財は存在
しない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

水利用 上水利用量の削減 現在の上水利用量の水準

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量の削
減が図られる。

競技の実施時における会場
の利用者による水利用につ
いては、「施設の存在によ
る影響」に含めるものとし
て、ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量の削
減が図られる。

－ 0 － － 0 0.0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物発生量の減量化
廃棄物発生量の減量化に
よって削減される 終処分
量の水準

標準的な工事と同程度の廃
棄物の削減対策がなされ、
現在の廃棄物の発生水準と
同等の減量化が行われる。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

競技の実施に伴い排出され
る一般廃棄物は、現在と同
程度の減量化が行われ、
終処分量は現状の水準と変
わらない。

標準的な工事と同程度の廃
棄物の削減対策がなされ、
現在の廃棄物の発生水準と
同等の減量化が行われる。

後利用で排出される一般廃
棄物は、現在と同程度の減
量化が行われ、 終処分量
は現状の水準と変わらな
い。

0 － 0 0 0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物の有効利用
廃棄物の有効利用によって
削減される 終処分量の水
準

建設廃棄物の有効利用の取
り組みについて、現在の標
準的な工事と同程度の廃棄
物の有効利用がなされる。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

競技の実施に伴い排出され
る一般廃棄物は、現在と同
程度の有効利用がなされ、

終処分量は現状の水準と
変わらない。

建設廃棄物の有効利用の取
り組みについて、現在の標
準的な工事と同程度の廃棄
物の有効利用がなされる。

後利用で排出される一般廃
棄物は、現在と同程度の有
効利用がなされ、 終処分
量は現状の水準と変わらな
い。

0 － 0 0 0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

エコマテリアル エコマテリアルの使用
再生可能資材・再生資材の
活用の水準

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

施設の存在時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

競技の実施時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

後利用時におけるエコマテ
リアルの利用は想定されな
いため対象外とする。

+1 － － +1 － 1.0 1.0

環境項目
温室効果
ガス

温室効果ガス 温室効果ガスの削減量

①エネルギー消費量による
CO2排出の概算
②既存施設における追加的
排出の有無

一般的な施設の建設工事と
同程度の排出量になる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」に含めて
扱う。

同等施設の標準的な排出量
となる。

一般的な施設の建設工事と
同程度の排出量になる。

同等施設の標準的な排出量
となる。

0 － 0 0 0 0.0 0.0

環境項目
温室効果
ガス

エネルギー エネルギー使用量の増減

①現在の使用量の水準（東
京都温暖化対策計画書制度
/東京都建築物環境計画書
制度による評価水準）
②省エネ再エネ対策・設備
の導入状況/可能性

一般的な施設の建設工事と
同程度の消費量になる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」に含めて
扱う。

同等施設の標準的な消費量
となる。

一般的な施設の建設工事と
同程度の消費量になる。

同等施設の標準的な消費量
となる。

0 － 0 0 0 0.0 0.0

0.30.0

0.0

-1.0

-0.5

-0.6
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工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

評価点

一次評価

評価の指標 評価の基準

開催前
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

開催中 開催後 開催中 開催後大項目 中項目 小項目

評価
段階別影響

開催前

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の転用
土地利用の改変、転用の有
無

改変エリアは公園、運動場
となっており自然地や農地
は存在しない。 0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の有効利用 未利用地の解消の有無

未利用地の有効利用はな
い。

未利用地の有効利用はな
い。

0 0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の移動動
線の分断をしないこと

既に公共的な利用がなされ
ている施設の場所であり、
改変エリアは生活移動動線
に影響しない。

移動動線は確保されてお
り、競技中も現況と変わら
ない。

移動動線は確保されてお
り、後利用時も生活移動動
線への影響はない。 0 0 0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の動線の
ネットワーク化の進展の有
無

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

開催前から開催後を通じて
現況と変わらない。

0 0 0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 移転 民家等の移転
民家等の移転を伴わないこ
と

改変エリアに民家等は存在
しない。

0 0.0 0.0

社会・経
済項目

交通
公共交通へのア
クセシビリティ

アクセス性
現在の会場までのアクセス
性

アクセス性向上の対策が無
く現況と同様のアクセス性
である。

アクセス性向上の対策が無
く現況と同様のアクセス性
である。 0 0 0.0 0.0

社会・経
済項目

交通 交通安全 交通安全
現在の歩車動線の分離（交
通安全性の向上）の状況

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

競技の実施による影響に含
め、評価の対象外とする。

現状において歩車動線は分
離されており、開催中も維
持される。

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

現状において歩車動線は分
離されており、後利用時に
も維持される。 0 － 0 0 0 0.0 0.0

社会・経
済項目

経済 事業採算性 施設整備費
施設整備費を適正に保つた
めの措置

対策が無い場合には標準的
な施設整備費となる。

対策が無い場合には標準的
な撤去・改修整備費とな
る。 0 0 0.0

社会・経
済項目

経済 事業採算性 運営経費
運営・維持コストの削減の
ための措置

対策を講じない場合には標
準的な運営経費となる。

対策を講じない場合には標
準的な運営経費となる。

0 0 0.0

0.0

0.0 0.0

0.0

0.0

0.0
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環境項目 主要環境 大気
汚染物質（NO2、SPM）の排
出量

排出の有無、現状より排出
増大の可能性

環境項目 主要環境 水質
汚濁負荷（COD、T-N、T-
P、BOD､SS等）の排出量

汚濁負荷物質排出の有無、
汚染増大の可能性

環境項目 主要環境 土壌
土壌汚染物質の拡散の可能
性

土地履歴調査等による土壌
汚染物質の存在可能性

環境項目 生態系
生物の生育・生
息基盤

生物の生育・生息基盤の状
況

①重要な生物・生態系の賦
存地の改変の有無
②生物の生育・生息基盤の
創出の有無

環境項目 生態系 水循環
雨水の地下浸透能力（地表
面被覆率）

現状の地表面被覆率

環境項目 生態系 生物・生態系
周辺の生物の生育・生息環
境の連続性

現況の生物の生育・生息環
境の連続性

環境項目 生態系 生物・生態系 重要な生物・生態系 重要な生物・生態系の状況

環境項目 生態系 生物・生態系
生物相の豊かさ（鳥類相で
代表）

現況の生息種数（現状生息
する種のうち、生息が困難
となる可能性のある種の有
無、種数）

環境項目 生態系 緑 緑被面積（屋上含む） 現況の緑被率の状況

環境項目 生態系 緑 緑化の状況
東京都の自然保護条例、建
築物環境計画書制度におけ
る緑化の評価基準

環境項目 生活環境 騒音 環境・交通騒音レベル
①環境基準及び法令等によ
る基準
②現況の騒音レベル

環境項目 生活環境 日影
日照の阻害の有無（阻害を
受ける住戸等の有無）

現状の日照阻害の状況

評価の指標 評価の基準

大項目 中項目 小項目

評価

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による大気環境への影
響がみられ、ミティゲー
ションの実施により影響の
程度が低減されるが、濃度
の変化（付加率）が5％未
満となる。

影響要因は想定されないた
め対象外。

施設等の利用、各施設間の
人の移動に伴う大気環境へ
の影響はほとんどなく、ミ
ティゲーションの実施によ
り大気環境が改善される。

工事による大気環境への影
響がみられ、ミティゲー
ションの実施により影響の
程度が低減されるが、濃度
の変化（付加率）が5％未
満となる。

施設等の利用、各施設間の
人の移動に伴う大気環境へ
の影響はほとんどなく、ミ
ティゲーションの実施によ
り大気環境が改善される。

-1 － +1 -1 +1 0.0 0.0

工事の実施に伴って公共用
水域の水質に影響を及ぼす
ことはないことから、ミ
ティゲーションは想定して
いない。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用に伴うし尿等の
汚水による影響はないこと
から、ミティゲーションは
想定していない。

工事の実施に伴って公共用
水域の水質に影響を及ぼす
ことはないことから、ミ
ティゲーションは想定して
いない。

施設の供用に伴うし尿等の
汚水による影響はないこと
から、ミティゲーションは
想定していない。 0 － 0 0 0 0.0 0.0

履歴調査の結果、土壌汚染
物質の存在の可能性はない
ことから、ミティゲーショ
ンは想定していない。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

履歴調査の結果から土壌汚
染物質の拡散の可能性はな
いことから、ミティゲー
ションは想定していない。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

0 － － 0 － 0.0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

重要な生物・生態系の賦存
地の改変はない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

重要な生物・生態系の賦存
地の改変はない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

海面埋立地であるため対象
外とする。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

海面埋立地であるため対象
外とする。

－ － － － - -

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

ミティゲーションの実施に
より、周辺の生物の生育・
生息環境の連続性が部分的
に改善するものの、現況レ
ベルまで改善しない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

ミティゲーションの実施に
より、周辺の生物の生育・
生息環境の連続性が部分的
に改善するものの、現況レ
ベルまで改善しない。

－ -1 － -1 -1.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

重要な生物・生態系の指定
地域の改変はない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

重要な生物・生態系の指定
地域の改変はない。

－ 0 － 0 0.0

工事に伴う作業員の立ち入
り等により、生息が困難と
なる可能性のある種が存在
する。

生息が困難となる可能性の
ある種は存在しないことか
ら、現況と変わらない。

生息が困難となる可能性の
ある種は存在しないことか
ら、現況と変わらない。

工事に伴う作業員の立ち入
り等により、生息が困難と
なる可能性のある種が存在
する。

生息が困難となる可能性の
ある種は存在しないことか
ら、現況と変わらない。

-1 0 0 -1 0 -0.4

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

一次評価の結果、緑被率が
25.1ポイント減少する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

現況76.5％の緑被率が
61.3％となり、緑被率が
15.2ポイント減少する。

－ -2 － -1 -1.5

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

緑化率が23.7％となり、段
階2を達成。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

緑化率が27.7％となり、段
階2を達成。

－ +1 － +1 1.0

工事の実施に伴う騒音によ
る影響がみられるが、ミ
ティゲーションにより周辺
の生活環境に影響を及ぼさ
ない程度となる。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用、声援や応援等
が周辺の生活環境に影響を
及ぼすことはないことか
ら、ミティゲーションは想
定していない。

工事の実施に伴う騒音によ
る影響がみられるが、ミ
ティゲーションにより周辺
の生活環境に影響を及ぼさ
ない程度となる。

屋内でのイベント開催であ
り、周辺の生活環境への影
響はないことから、ミティ
ゲーションは想定していな
い。

0 － 0 0 0 0.0 0.0

日影が会場の北側の日影の
規制地域にまで及ぶが、屋
根の形状に配慮する等のミ
ティゲーションにより影響
が回避できる。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

日影が会場の北側の日影の
規制地域にまで及ぶが、屋
根の形状に配慮する等のミ
ティゲーションにより影響
が回避できる。

0 － 0 0.0 0.0

0.0

-0.2-0.5

-0.3

0.0

小項目
平均点

指標別
平均点

開催後

評価点

二次評価

開催中 開催後開催前
中項目
平均点

段階別影響

開催前 開催中
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評価の指標 評価の基準

大項目 中項目 小項目

評価

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 緑視率 現況の緑視率

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 優れた眺望又は景観の阻害

①周辺の視点場から眺望で
きる優れた眺望景観の阻害
の有無
②景観形成特別地区の景観
を阻害しないこと

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の場
の変化

自然との触れ合い活動の場
の消失又は改善・創出

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の変
化

自然との触れ合い活動の阻
害又は促進（場へのアクセ
ス性含む）の有無

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

歩行者空間の快
適性

街路樹等緑陰の状況（緑陰
面積）

現況の街路樹及び接道緑
化、壁面緑化の状況

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

史跡・文化財
史跡・文化財の保護・保全
の状況

文化財等の保存及び管理の
支障の有無

環境項目
資源・廃
棄物

水利用 上水利用量の削減 現在の上水利用量の水準

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物発生量の減量化
廃棄物発生量の減量化に
よって削減される 終処分
量の水準

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物の有効利用
廃棄物の有効利用によって
削減される 終処分量の水
準

環境項目
資源・廃
棄物

エコマテリアル エコマテリアルの使用
再生可能資材・再生資材の
活用の水準

環境項目
温室効果
ガス

温室効果ガス 温室効果ガスの削減量

①エネルギー消費量による
CO2排出の概算
②既存施設における追加的
排出の有無

環境項目
温室効果
ガス

エネルギー エネルギー使用量の増減

①現在の使用量の水準（東
京都温暖化対策計画書制度
/東京都建築物環境計画書
制度による評価水準）
②省エネ再エネ対策・設備
の導入状況/可能性

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

小項目
平均点

指標別
平均点

開催後

評価点

二次評価

開催中 開催後開催前
中項目
平均点

段階別影響

開催前 開催中

影響を受ける樹木は会場エ
リア内移植を行い、会場周
辺の緑化を図るため、現況
と同等の緑視率となると想
定する。

仮設撤去後、樹木を原状復
帰し、恒久施設の周囲の緑
化や壁面緑化を図ることに
より、現況と同等の緑視率
となることを想定する。 0 0 0.0

眺望景観及び景観形成特別
地区の景観を阻害すること
はない。

眺望景観及び景観形成特別
地区の景観を阻害すること
はない。

0 0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

ミティゲーションの実施に
より、自然との触れ合い活
動の場が新たに創出され、
質が一部向上する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

ミティゲーションの実施に
より、自然との触れ合い活
動の場が新たに創出され、
質が一部向上する。 － +1 － +1 1.0

ミティゲーションの実施に
より、現況レベルまで自然
との触れ合い活動が改善す
る。

ミティゲーションの実施に
より、自然との触れ合い活
動が向上するとともに、ア
クセス性も向上する。

現段階ではミティゲーショ
ンは想定していない。

ミティゲーションの実施に
より、現況レベルまで自然
との触れ合い活動が改善す
る。

ミティゲーションの実施に
より、自然との触れ合い活
動が向上するとともに、ア
クセス性も向上する。 0 +1 -1 0 +2 0.4

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

仮設により影響を受ける樹
木については会場エリア内
に移植を行うが、恒設によ
り影響を受ける樹木は会場
エリア外へ移植を行うた
め、会場エリア内の緑陰面
積は減少する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

恒設の建設により影響を受
ける樹木については、会場
外への移植を行うため、会
場エリア内では現況よりも
緑陰面積が減少した状態が
続く。

－ -1 － -1 -1.0 -1.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

周辺に史跡・文化財は存在
しない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

周辺に史跡・文化財は存在
しない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水のほか、雨水及び再生
水（中水含む）の利用施設
が設置され、水の有効利用
が図られる。

競技の実施時における会場
の利用者による水利用につ
いては、「施設の存在によ
る影響」に含めるものとし
て、ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水のほか、雨水及び再生
水（中水含む）の利用施設
が設置され、水の有効利用
が図られる。 － +2 － － +2 2.0 2.0

建設廃棄物の対策はリサイ
クルによるものが大部分で
あり、減量による 終処分
量の大幅な削減は見込めな
い。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

既に容器包装廃棄物のリサ
イクル分別などが実施され
ており、廃棄物の発生抑制
策による 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

建設廃棄物の対策はリサイ
クルによるものが大部分で
あり、減量による 終処分
量の大幅な削減は見込めな
い。

既に容器包装廃棄物のリサ
イクル分別などが実施され
ており、廃棄物の発生抑制
策による 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

0 － 0 0 0 0.0

「東京都建設リサイクル推
進計画」等に基づく有効利
用策の促進により、建設廃
棄物の 終処分量は現在の
水準から20％以上削減され
る。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

資源ごみ回収やごみ処理過
程資源化、熱回収等の促進
により、一般廃棄物の 終
処分量は現在の水準から
30％程度削減される。

「東京都建設リサイクル推
進計画」等に基づく有効利
用策の促進により、建設廃
棄物の 終処分量は現在の
水準から20％以上削減され
る。

資源ごみ回収やごみ処理過
程資源化、熱回収等の促進
により、一般廃棄物の 終
処分量は現在の水準から
30％程度削減される。

+1 － +1 +1 +1 1.0

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

施設の存在時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

競技の実施時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

後利用時におけるエコマテ
リアルの利用は想定されな
いため対象外とする。

+1 － － +1 － 1.0 1.0

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の削減
が図られる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

高水準の省エネルギー技
術の活用等により、33.3％
程度の削減が図られる。

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の削減
が図られる。

高水準の省エネルギー技
術の活用等により、50％程
度の削減が図られる。

+2 － +2 +2 +2 2.0 2.0

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の低減
が図られる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

高水準の省エネルギー技
術の活用等により、33.3％
程度の低減が図られる。

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の低減
が図られる。

高水準の省エネルギー技
術の活用等により、50％程
度の低減が図られる。

+2 － +2 +2 +2 2.0 2.0

1.20.5

2.0

0.0

-0.10.7
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会場別予測評価結果表(27～28_ｱｸｱﾃｨｸｽｾﾝﾀｰ、ｳｫｰﾀｰﾎﾟﾛｱﾘｰﾅ)

評価の指標 評価の基準

大項目 中項目 小項目

評価

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の転用
土地利用の改変、転用の有
無

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の有効利用 未利用地の解消の有無

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の移動動
線の分断をしないこと

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の動線の
ネットワーク化の進展の有
無

社会・経
済項目

土地利用 移転 民家等の移転
民家等の移転を伴わないこ
と

社会・経
済項目

交通
公共交通へのア
クセシビリティ

アクセス性
現在の会場までのアクセス
性

社会・経
済項目

交通 交通安全 交通安全
現在の歩車動線の分離（交
通安全性の向上）の状況

社会・経
済項目

経済 事業採算性 施設整備費
施設整備費を適正に保つた
めの措置

社会・経
済項目

経済 事業採算性 運営経費
運営・維持コストの削減の
ための措置

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

小項目
平均点

指標別
平均点

開催後

評価点

二次評価

開催中 開催後開催前
中項目
平均点

段階別影響

開催前 開催中

改変エリアは公園、運動場
となっており自然地や農地
は存在しない。 0 0.0

未利用地の有効利用はな
い。

未利用地の有効利用はな
い。

0 0 0.0

既に公共的な利用がなされ
ている施設の場所であり、
改変エリアは生活移動動線
に影響しない。

移動動線は確保されてお
り、競技中も現況と変わら
ない。

移動動線は確保されてお
り、後利用時も生活移動動
線への影響はない。 0 0 0 0.0

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

開催前から開催後を通じて
現況と変わらない。

0 0 0 0.0

改変エリアに民家等は存在
しない。

0 0.0 0.0

歩行者デッキによるアクセ
ス性の向上。

歩行者デッキによるアクセ
ス性の向上が継続される。

+1 +1 1.0 1.0

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

競技の実施による影響に含
め、評価の対象外とする。

現状において歩車動線は分
離されており、開催中も維
持される。

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

現状において歩車動線は分
離されており、後利用時に
も維持される。 0 － 0 0 0 0.0 0.0

再生可能材の活用等によ
り、 先端技術導入による
コスト増を相殺して標準的
な整備費となる。

再生可能材により整備費や
廃棄物処理費用を抑制する
等の費用削減措置が取られ
る。

0 +1 0.5

エネルギー利用の 適化や
ボランティアの活用により
運営経費、維持管理コスト
の削減が図られる。

エネルギー利用の 適化等
により後利用時も光熱費等
の維持管理コストの削減が
図られる。

+1 +1 1.0

項目 一次評価 二次評価
主要環境 -0.2 0.0
生態系 -0.3 -0.2
生活環境 -0.8 0.0
ｱﾒﾆﾃｨ・文化 -0.6 -0.1
資源・廃棄物 0.3 1.2
温室効果ガス 0.0 2.0
土地利用 0.0 0.0
交通 0.0 0.5
経済 0.0 0.8

0.8

0.0

0.0

0.0

0.5

0.8

-2
-1
0
1
2
主要環境

生態系

生活環境

ｱﾒﾆﾃｨ・文化

資源・廃棄物温室効果ガス

土地利用

交通

経済 一次評価

二次評価
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会場別予測評価結果表(29_武蔵野の森総合スポーツ施設)

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

環境項目 主要環境 大気
汚染物質（NO2、SPM）の排
出量

排出の有無、現状より排出
増大の可能性

工事の実施による濃度の変
化（付加率）が5％未満で
ある。

影響要因は想定されないた
め対象外。

施設等の利用、各施設間の
人の移動に伴う汚染物質の
排出が周辺の大気環境に与
える影響はほとんどない。

影響要因は想定されないた
め対象外。

施設等の利用、各施設間の
人の移動に伴う汚染物質の
排出が周辺の大気環境に与
える影響はほとんどない。 -1 － 0 － 0 -0.3 -0.3

環境項目 主要環境 水質
汚濁負荷（COD、T-N、T-
P、BOD､SS等）の排出量

汚濁負荷物質排出の有無、
汚染増大の可能性

工事の実施に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

工事の実施に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

施設の供用に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

0 － 0 0 0 0.0 0.0

環境項目 主要環境 土壌
土壌汚染物質の拡散の可能
性

土地履歴調査等による土壌
汚染物質の存在可能性

履歴調査の結果、土壌汚染
物質の存在の可能性はな
い。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

工事の内容から土壌汚染物
質の拡散の可能性はない。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

0 － － 0 － 0.0 0.0

環境項目 生態系
生物の生育・生
息基盤

生物の生育・生息基盤の状
況

①重要な生物・生態系の賦
存地の改変の有無
②生物の生育・生息基盤の
創出の有無

改変による影響が最大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

重要な生物・生態系の賦存
地の改変はない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

重要な生物・生態系の賦存
地の改変はない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

環境項目 生態系 水循環
雨水の地下浸透能力（地表
面被覆率）

現状の地表面被覆率

改変による影響が最大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

浸透域(グランド)の一部に
仮設が設置されるが、被覆
率はほとんど現況と変わら
ない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

仮設は撤去されることによ
り、浸透域の改変は行われ
ることはない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

環境項目 生態系 生物・生態系
周辺の生物の生育・生息環
境の連続性

現況の生物の生育・生息環
境の連続性

改変による影響が最大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

生物の生育・生息場所は改
変されない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

仮設の撤去や施設の後利用
の対象は、駐車場、砂利・
舗装面、運動場、芝生であ
り、評価対象とする環境で
はないため、現況と変わら
ない。

－ 0 － 0 0.0

環境項目 生態系 生物・生態系 重要な生物・生態系 重要な生物・生態系の状況

改変による影響が最大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

重要な生物・生態系の指定
地域の改変はない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

重要な生物・生態系の指定
地域の改変はない。

－ 0 － 0 0.0

環境項目 生態系 生物・生態系
生物相の豊かさ（鳥類相で
代表）

現況の生息種数（現状生息
する種のうち、生息が困難
となる可能性のある種の有
無、種数）

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

－ － － － － -

環境項目 生態系 緑 緑被面積（屋上含む） 現況の緑被率の状況

改変による影響が最大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

現況36.3％の緑被率が
33.3％となり、3.0ポイン
ト減少する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

現況36.3％の緑被率が
33.3％となり、3.0ポイン
ト減少する。

－ 0 － 0 0.0

環境項目 生態系 緑 緑化の状況
東京都の自然保護条例、建
築物環境計画書制度におけ
る緑化の評価基準

改変による影響が最大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

緑化率20.8％であり、段階
2の水準を達成。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

緑化率20.8％であり、段階
2の水準を達成。

－ +1 － +1 1.0

環境項目 生活環境 騒音 環境・交通騒音レベル
①環境基準及び法令等によ
る基準
②現況の騒音レベル

工事の実施に伴う騒音によ
る周辺の生活環境への影響
がみられる。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用、声援や応援等
による騒音の発生がみられ
るが、周辺の生活環境に影
響を及ぼすことはない。

騒音の発生要因となるよう
な工事は行わないことから
対象外とする。

開催後の後利用は開催中と
同様に屋内でのイベント開
催であることから、周辺の
生活環境に影響を及ぼすこ
とはない。

-1 － 0 － 0 -0.3 -0.3

環境項目 生活環境 日影
日照の阻害の有無（阻害を
受ける住戸等の有無）

現状の日照阻害の状況

日影が会場エリア北側の日
影の規制地域にまで及ぶ。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

日影が会場エリア北側の日
影の規制地域にまで及ぶ。

-1 － -1 -1.0 -1.0

0.0

0.5

-0.7

評価点

-0.1

0.1

一次評価

評価の指標 評価の基準

開催前
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

開催中 開催後 開催中 開催後大項目 中項目 小項目

評価
段階別影響

開催前
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会場別予測評価結果表(29_武蔵野の森総合スポーツ施設)

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

評価点

一次評価

評価の指標 評価の基準

開催前
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

開催中 開催後 開催中 開催後大項目 中項目 小項目

評価
段階別影響

開催前

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 緑視率 現況の緑視率

恒久施設の設置により緑視
が阻害されるが、緑視率の
減少は約1.5ポイントであ
り、現況と変わらない。

恒久施設の設置により緑視
が阻害された状態が続くた
め、緑視率の減少は一次評
価と同様に約1.5ポイント
であり、現況と変わらな
い。

0 0 0.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 優れた眺望又は景観の阻害

①周辺の視点場から眺望で
きる優れた眺望景観の阻害
の有無
②景観形成特別地区の景観
を阻害しないこと

評価の基準②にあてはまら
ないため、検討対象外とす
る。

評価の基準②にあてはまら
ないため、検討対象外とす
る。

－ － -

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の場
の変化

自然との触れ合い活動の場
の消失又は改善・創出

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

現況で自然との触れ合い活
動の場となっていないこと
から、現況と変わらない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

現況で自然との触れ合い活
動の場となっていないこと
から、現況と変わらない。

－ 0 － 0 0.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の変
化

自然との触れ合い活動の阻
害又は促進（場へのアクセ
ス性含む）の有無

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

0 0 0 0 0 0.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

歩行者空間の快
適性

街路樹等緑陰の状況（緑陰
面積）

現況の街路樹及び接道緑
化、壁面緑化の状況

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

樹木に影響する改変はな
く、緑陰面積及び歩行者が
感じる快適性ともに現況と
変わらない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

樹木に影響する改変はな
く、緑陰面積及び歩行者が
感じる快適性ともに現況と
変わらない。 － 0 － 0 0.0 0.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

史跡・文化財
史跡・文化財の保護・保全
の状況

文化財等の保存及び管理の
支障の有無

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

土地の改変が行われるが、
既に発掘調査等が実施さ
れ、消滅遺跡となってい
る。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

土地の改変が行われるが、
既に発掘調査等が実施さ
れ、消滅遺跡となってい
る。 － 0 － 0 0.0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

水利用 上水利用量の削減 現在の上水利用量の水準

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量の削
減が図られる。

競技の実施時における会場
の利用者による水利用につ
いては、「施設の存在によ
る影響」に含めるものとし
て、ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量の削
減が図られる。

－ 0 － － 0 0.0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物発生量の減量化
廃棄物発生量の減量化に
よって削減される 終処分
量の水準

標準的な工事と同程度の廃
棄物の削減対策がなされ、
現在の廃棄物の発生水準と
同等の減量化が行われる。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

競技の実施に伴い排出され
る一般廃棄物は、現在と同
程度の減量化が行われ、
終処分量は現状の水準と変
わらない。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

後利用で排出される一般廃
棄物は、現在と同程度の減
量化が行われ、 終処分量
は現状の水準と変わらな
い。

0 － 0 － 0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物の有効利用
廃棄物の有効利用によって
削減される 終処分量の水
準

建設廃棄物の有効利用の取
り組みについて、現在の標
準的な工事と同程度の廃棄
物の有効利用がなされる。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

競技の実施に伴い排出され
る一般廃棄物は、現在と同
程度の有効利用がなされ、

終処分量は現状の水準と
変わらない。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

後利用で排出される一般廃
棄物は、現在と同程度の有
効利用がなされ、 終処分
量は現状の水準と変わらな
い。

0 － 0 － 0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

エコマテリアル エコマテリアルの使用
再生可能資材・再生資材の
活用の水準

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

施設の存在時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

競技の実施時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

後利用時におけるエコマテ
リアルの利用は想定されな
いため対象外とする。

+1 － － － － 1.0 1.0

環境項目
温室効果
ガス

温室効果ガス 温室効果ガスの削減量

①エネルギー消費量による
CO2排出の概算
②既存施設における追加的
排出の有無

一般的な施設の建設工事と
同程度の排出量になる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」に含めて
扱う。

同等施設の標準的な排出量
となる。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

同等施設の標準的な排出量
となる。

0 － 0 － 0 0.0 0.0

環境項目
温室効果
ガス

エネルギー エネルギー使用量の増減

①現在の使用量の水準（東
京都温暖化対策計画書制度
/東京都建築物環境計画書
制度による評価水準）
②省エネ再エネ対策・設備
の導入状況/可能性

一般的な施設の建設工事と
同程度の消費量になる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」に含めて
扱う。

同等施設の標準的な消費量
となる。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

同等施設の標準的な消費量
となる。

0 － 0 － 0 0.0 0.0

0.30.0

0.0

0.0

0.0

0.0
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工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

評価点

一次評価

評価の指標 評価の基準

開催前
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

開催中 開催後 開催中 開催後大項目 中項目 小項目

評価
段階別影響

開催前

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の転用
土地利用の改変、転用の有
無

改変エリアは未利用地と
なっており、自然地や農地
は存在しない。 0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の有効利用 未利用地の解消の有無

会場の大部分が未利用地で
あり、開催中に競技会場と
して有効活用される。

国内及び国際スポーツ大会
の開催施設として有効利用
が継続される。 +2 +2 2.0

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の移動動
線の分断をしないこと

既に公共的な利用がなされ
ている施設の場所であり、
改変エリアは生活移動動線
に影響しない。

移動動線は確保されてお
り、競技中も現況と変わら
ない。

移動動線は確保されてお
り、後利用時も生活移動動
線への影響はない。 0 0 0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の動線の
ネットワーク化の進展の有
無

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

開催前から開催後を通じて
現況と変わらない。

0 0 0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 移転 民家等の移転
民家等の移転を伴わないこ
と

改変エリアに民家等は存在
しない。

0 0.0 0.0

社会・経
済項目

交通
公共交通へのア
クセシビリティ

アクセス性
現在の会場までのアクセス
性

アクセス性向上の対策が無
く現況と同様のアクセス性
である。

アクセス性向上の対策が無
く現況と同様のアクセス性
である。 0 0 0.0 0.0

社会・経
済項目

交通 交通安全 交通安全
現在の歩車動線の分離（交
通安全性の向上）の状況

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

競技の実施による影響に含
め、評価の対象外とする。

現状において歩車動線は分
離されており、開催中も維
持される。

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

現状において歩車動線は分
離されており、後利用時に
も維持される。 0 － 0 0 0 0.0 0.0

社会・経
済項目

経済 事業採算性 施設整備費
施設整備費を適正に保つた
めの措置

対策が無い場合には標準的
な施設整備費となる。

対策が無い場合には標準的
な撤去・改修整備費とな
る。 0 0 0.0

社会・経
済項目

経済 事業採算性 運営経費
運営・維持コストの削減の
ための措置

対策を講じない場合には標
準的な運営経費となる。

対策を講じない場合には標
準的な運営経費となる。

0 0 0.0

0.0

0.0 0.0

1.0

0.3

0.0
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環境項目 主要環境 大気
汚染物質（NO2、SPM）の排
出量

排出の有無、現状より排出
増大の可能性

環境項目 主要環境 水質
汚濁負荷（COD、T-N、T-
P、BOD､SS等）の排出量

汚濁負荷物質排出の有無、
汚染増大の可能性

環境項目 主要環境 土壌
土壌汚染物質の拡散の可能
性

土地履歴調査等による土壌
汚染物質の存在可能性

環境項目 生態系
生物の生育・生
息基盤

生物の生育・生息基盤の状
況

①重要な生物・生態系の賦
存地の改変の有無
②生物の生育・生息基盤の
創出の有無

環境項目 生態系 水循環
雨水の地下浸透能力（地表
面被覆率）

現状の地表面被覆率

環境項目 生態系 生物・生態系
周辺の生物の生育・生息環
境の連続性

現況の生物の生育・生息環
境の連続性

環境項目 生態系 生物・生態系 重要な生物・生態系 重要な生物・生態系の状況

環境項目 生態系 生物・生態系
生物相の豊かさ（鳥類相で
代表）

現況の生息種数（現状生息
する種のうち、生息が困難
となる可能性のある種の有
無、種数）

環境項目 生態系 緑 緑被面積（屋上含む） 現況の緑被率の状況

環境項目 生態系 緑 緑化の状況
東京都の自然保護条例、建
築物環境計画書制度におけ
る緑化の評価基準

環境項目 生活環境 騒音 環境・交通騒音レベル
①環境基準及び法令等によ
る基準
②現況の騒音レベル

環境項目 生活環境 日影
日照の阻害の有無（阻害を
受ける住戸等の有無）

現状の日照阻害の状況

評価の指標 評価の基準

大項目 中項目 小項目

評価

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による大気環境への影
響がみられるが、ミティ
ゲーションの実施により、
大気質の濃度をほとんど悪
化させない程度となる。

影響要因は想定されないた
め対象外。

施設等の利用、各施設間の
人の移動に伴う大気環境へ
の影響はほとんどなく、ミ
ティゲーションの実施によ
り大気環境が改善される。

影響要因は想定されないた
め対象外。

施設等の利用、各施設間の
人の移動に伴う大気環境へ
の影響はほとんどなく、ミ
ティゲーションの実施によ
り大気環境が改善される。

0 － +1 － +1 0.7 0.7

工事の実施に伴って公共用
水域の水質に影響を及ぼす
ことはないことから、ミ
ティゲーションは想定して
いない。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用に伴うし尿等の
汚水による影響はないこと
から、ミティゲーションは
想定していない。

工事の実施に伴って公共用
水域の水質に影響を及ぼす
ことはないことから、ミ
ティゲーションは想定して
いない。

施設の供用に伴うし尿等の
汚水による影響はないこと
から、ミティゲーションは
想定していない。 0 － 0 0 0 0.0 0.0

履歴調査の結果、土壌汚染
物質の存在の可能性はない
ことから、ミティゲーショ
ンは想定していない。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

工事の内容から土壌汚染物
質の拡散の可能性はないこ
とから、ミティゲーション
は想定していない。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

0 － － 0 － 0.0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

重要な生物・生態系の賦存
地の改変はない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

重要な生物・生態系の賦存
地の改変はない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

浸透域(グランド)の一部に
仮設が設置されるが、被覆
率はほとんど現況と変わら
ない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

仮設は撤去されることによ
り、浸透域の改変は行われ
ることはない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

生物の生育・生息場所は改
変されない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

周辺の生物の生育・生息場
所の連続性は現況と変わら
ない。

－ 0 － 0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

重要な生物・生態系の指定
地域の改変はない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

重要な生物・生態系の指定
地域の改変はない。

－ 0 － 0 0.0

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

－ － － － － -

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

ほぼ現況と変わらない。 改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

ほぼ現況と変わらない。

－ 0 － 0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

段階2の水準を達成してい
る。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

一次評価の結果同様、段階
2の水準を達成している。

－ +1 － +1 1.0

工事の実施に伴う騒音によ
る影響がみられるが、ミ
ティゲーションにより周辺
の生活環境に影響を及ぼさ
ない程度となる。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用、声援や応援等
が周辺の生活環境に影響を
及ぼすことはないことか
ら、ミティゲーションは想
定していない。

騒音の発生要因となるよう
な工事は行わないことから
対象外とする。

屋内でのイベント開催であ
り、周辺の生活環境への影
響はないことから、ミティ
ゲーションは想定していな
い。

0 － 0 － 0 0.0 0.0

日影が会場の北側の日影の
規制地域にまで及ぶが、屋
根の形状に配慮する等のミ
ティゲーションにより影響
が回避できる。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

日影が会場の北側の日影の
規制地域にまで及ぶが、屋
根の形状に配慮する等のミ
ティゲーションにより影響
が回避できる。

0 － 0 0.0 0.0

0.2

0.10.0

0.5

0.0

小項目
平均点

指標別
平均点

開催後

評価点

二次評価

開催中 開催後開催前
中項目
平均点

段階別影響

開催前 開催中
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会場別予測評価結果表(29_武蔵野の森総合スポーツ施設)

評価の指標 評価の基準

大項目 中項目 小項目

評価

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 緑視率 現況の緑視率

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 優れた眺望又は景観の阻害

①周辺の視点場から眺望で
きる優れた眺望景観の阻害
の有無
②景観形成特別地区の景観
を阻害しないこと

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の場
の変化

自然との触れ合い活動の場
の消失又は改善・創出

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の変
化

自然との触れ合い活動の阻
害又は促進（場へのアクセ
ス性含む）の有無

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

歩行者空間の快
適性

街路樹等緑陰の状況（緑陰
面積）

現況の街路樹及び接道緑
化、壁面緑化の状況

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

史跡・文化財
史跡・文化財の保護・保全
の状況

文化財等の保存及び管理の
支障の有無

環境項目
資源・廃
棄物

水利用 上水利用量の削減 現在の上水利用量の水準

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物発生量の減量化
廃棄物発生量の減量化に
よって削減される 終処分
量の水準

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物の有効利用
廃棄物の有効利用によって
削減される 終処分量の水
準

環境項目
資源・廃
棄物

エコマテリアル エコマテリアルの使用
再生可能資材・再生資材の
活用の水準

環境項目
温室効果
ガス

温室効果ガス 温室効果ガスの削減量

①エネルギー消費量による
CO2排出の概算
②既存施設における追加的
排出の有無

環境項目
温室効果
ガス

エネルギー エネルギー使用量の増減

①現在の使用量の水準（東
京都温暖化対策計画書制度
/東京都建築物環境計画書
制度による評価水準）
②省エネ再エネ対策・設備
の導入状況/可能性

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

小項目
平均点

指標別
平均点

開催後

評価点

二次評価

開催中 開催後開催前
中項目
平均点

段階別影響

開催前 開催中

施設の整備に伴い、会場エ
リア内を緑化し、現況と同
等の緑視率となると想定す
る。

恒久施設の設置に伴い整備
した樹木を開催後も維持す
る。樹木は、現況と同等の
緑視率となるように配置さ
れていることを想定し、現
況と変わらない。

0 0 0.0

評価の基準②にあてはまら
ないため、検討対象外とす
る。

評価の基準②にあてはまら
ないため、検討対象外とす
る。

－ － -

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

改変部が自然との触れ合い
活動の場でない、又は現況
で自然との触れ合い活動の
場となっていない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

自然との触れ合い活動の場
は現況と変わらない。

－ 0 － 0 0.0

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

0 0 0 0 0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

樹木に影響する改変はな
く、緑陰面積及び歩行者が
感じる快適性ともに現況と
変わらない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

樹木に影響する改変はな
く、緑陰面積及び歩行者が
感じる快適性ともに現況と
変わらない。 － 0 － 0 0.0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

土地の改変が行われるが、
既に発掘調査等が実施さ
れ、消滅遺跡となってい
る。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

土地の改変が行われるが、
既に発掘調査等が実施さ
れ、消滅遺跡となってい
る。 － 0 － 0 0.0 0.0

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水のほか、雨水または再
生水（中水含む）の利用施
設が設置され、水の有効利
用が図られる。

競技の実施時における会場
の利用者による水利用につ
いては、「施設の存在によ
る影響」に含めるものとし
て、ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水のほか、雨水または再
生水（中水含む）の利用施
設が設置され、水の有効利
用が図られる。 － +1 － － +1 1.0 1.0

建設廃棄物の対策はリサイ
クルによるものが大部分で
あり、減量による 終処分
量の大幅な削減は見込めな
い。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

既に容器包装廃棄物のリサ
イクル分別などが実施され
ており、廃棄物の発生抑制
策による 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

既に容器包装廃棄物のリサ
イクル分別などが実施され
ており、廃棄物の発生抑制
策による 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

0 － 0 － 0 0.0

「東京都建設リサイクル推
進計画」等に基づく有効利
用策の促進により、建設廃
棄物の 終処分量は現在の
水準から20％以上削減され
る。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

資源ごみ回収やごみ処理過
程資源化、熱回収等の促進
により、一般廃棄物の 終
処分量は現在の水準から
30％程度削減される。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

資源ごみ回収やごみ処理過
程資源化、熱回収等の促進
により、一般廃棄物の 終
処分量は現在の水準から
30％程度削減される。

+1 － +1 － +1 1.0

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

施設の存在時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

競技の実施時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

後利用時におけるエコマテ
リアルの利用は想定されな
いため対象外とする。

+1 － － － － 1.0 1.0

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の削減
が図られる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

高水準の省エネルギー技
術の活用等により、50％程
度の削減が図られる。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

高水準の省エネルギー技
術の活用等により、50％程
度の削減が図られる。

+2 － +2 － +2 2.0 2.0

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の低減
が図られる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

高水準の省エネルギー技
術の活用等により、50％程
度の低減が図られる。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

高水準の省エネルギー技
術の活用等により、50％程
度の低減が図られる。

+2 － +2 － +2 2.0 2.0

0.80.5

2.0

0.0

0.00.0
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会場別予測評価結果表(29_武蔵野の森総合スポーツ施設)

評価の指標 評価の基準

大項目 中項目 小項目

評価

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の転用
土地利用の改変、転用の有
無

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の有効利用 未利用地の解消の有無

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の移動動
線の分断をしないこと

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の動線の
ネットワーク化の進展の有
無

社会・経
済項目

土地利用 移転 民家等の移転
民家等の移転を伴わないこ
と

社会・経
済項目

交通
公共交通へのア
クセシビリティ

アクセス性
現在の会場までのアクセス
性

社会・経
済項目

交通 交通安全 交通安全
現在の歩車動線の分離（交
通安全性の向上）の状況

社会・経
済項目

経済 事業採算性 施設整備費
施設整備費を適正に保つた
めの措置

社会・経
済項目

経済 事業採算性 運営経費
運営・維持コストの削減の
ための措置

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

小項目
平均点

指標別
平均点

開催後

評価点

二次評価

開催中 開催後開催前
中項目
平均点

段階別影響

開催前 開催中

改変エリアは未利用地と
なっており、自然地や農地
は存在しない。 0 0.0

会場の大部分が未利用地で
あり、開催中に競技会場と
して有効活用される。

国内及び国際スポーツ大会
の開催施設として有効利用
が継続される。 +2 +2 2.0

既に公共的な利用がなされ
ている施設の場所であり、
改変エリアは生活移動動線
に影響しない。

移動動線は確保されてお
り、競技中も現況と変わら
ない。

移動動線は確保されてお
り、後利用時も生活移動動
線への影響はない。 0 0 0 0.0

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

開催前から開催後を通じて
現況と変わらない。

0 0 0 0.0

改変エリアに民家等は存在
しない。

0 0.0 0.0

アクセス性向上の対策が無
く現況と同様のアクセス性
である。

アクセス性向上の対策が無
く現況と同様のアクセス性
である。 0 0 0.0 0.0

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

競技の実施による影響に含
め、評価の対象外とする。

現状において歩車動線は分
離されており、開催中も維
持される。

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

現状において歩車動線は分
離されており、後利用時に
も維持される。 0 － 0 0 0 0.0 0.0

再生可能材の活用等によ
り、 先端技術導入による
コスト増を相殺して標準的
な整備費となる。

再生可能材により整備費や
廃棄物処理費用を抑制する
等の費用削減措置が取られ
る。

0 +1 0.5

エネルギー利用の 適化や
ボランティアの活用により
運営経費、維持管理コスト
の削減が図られる。

エネルギー利用の 適化等
により後利用時も光熱費等
の維持管理コストの削減が
図られる。

+1 +1 1.0

項目 一次評価 二次評価
主要環境 -0.1 0.2
生態系 0.1 0.1
生活環境 -0.7 0.0
ｱﾒﾆﾃｨ・文化 0.0 0.0
資源・廃棄物 0.3 0.8
温室効果ガス 0.0 2.0
土地利用 0.3 0.3
交通 0.0 0.0
経済 0.0 0.8

0.8

1.0

0.3

0.0

0.0

0.8

-2
-1
0
1
2
主要環境

生態系

生活環境

ｱﾒﾆﾃｨ・文化

資源・廃棄物温室効果ガス

土地利用

交通

経済 一次評価

二次評価
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会場別予測評価結果表(30_東京スタジアム)

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

環境項目 主要環境 大気
汚染物質（NO2、SPM）の排
出量

排出の有無、現状より排出
増大の可能性

工事の実施による濃度の変
化（付加率）が5％未満で
ある。

影響要因は想定されないた
め対象外。

施設等の利用、各施設間の
人の移動に伴う汚染物質の
排出が周辺の大気環境に与
える影響はほとんどない。

工事の実施による濃度の変
化（付加率）が5％未満で
ある。

影響要因は想定されないた
め対象外。

-1 － 0 -1 － -0.7 -0.7

環境項目 主要環境 水質
汚濁負荷（COD、T-N、T-
P、BOD､SS等）の排出量

汚濁負荷物質排出の有無、
汚染増大の可能性

工事の実施に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

工事の実施に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

オリンピックによる新たな
恒久施設はなく、開催後の
状況に開催前との変化はな
いことから対象外とする。 0 － 0 0 － 0.0 0.0

環境項目 主要環境 土壌
土壌汚染物質の拡散の可能
性

土地履歴調査等による土壌
汚染物質の存在可能性

土地の改変等を伴う工事は
実施しないことから対象外
とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

土地の改変等を伴う工事は
実施しないことから対象外
とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

－ － － － － - -

環境項目 生態系
生物の生育・生
息基盤

生物の生育・生息基盤の状
況

①重要な生物・生態系の賦
存地の改変の有無
②生物の生育・生息基盤の
創出の有無

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － - -

環境項目 生態系 水循環
雨水の地下浸透能力（地表
面被覆率）

現状の地表面被覆率

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

浸透域(グランド)の一部に
仮設が設置されるが、被覆
率はほとんど現況と変わら
ない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

仮設は撤去されることによ
り、浸透域の改変は行われ
ることはない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

環境項目 生態系 生物・生態系
周辺の生物の生育・生息環
境の連続性

現況の生物の生育・生息環
境の連続性

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － -

環境項目 生態系 生物・生態系 重要な生物・生態系 重要な生物・生態系の状況

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － -

環境項目 生態系 生物・生態系
生物相の豊かさ（鳥類相で
代表）

現況の生息種数（現状生息
する種のうち、生息が困難
となる可能性のある種の有
無、種数）

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

－ － － － － -

環境項目 生態系 緑 緑被面積（屋上含む） 現況の緑被率の状況

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － -

環境項目 生態系 緑 緑化の状況
東京都の自然保護条例、建
築物環境計画書制度におけ
る緑化の評価基準

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － -

環境項目 生活環境 騒音 環境・交通騒音レベル
①環境基準及び法令等によ
る基準
②現況の騒音レベル

工事の実施に伴う騒音によ
る周辺の生活環境への影響
がみられる。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用、声援や応援等
による騒音の発生がみられ
るが、周辺の生活環境に影
響を及ぼすことはない。

工事の実施に伴う騒音によ
る周辺の生活環境への影響
がみられる。

オリンピックによる新たな
恒久施設はなく、開催後の
状況に開催前との変化はな
いことから対象外とする。 -1 － 0 -1 － -0.7 -0.7

環境項目 生活環境 日影
日照の阻害の有無（阻害を
受ける住戸等の有無）

現状の日照阻害の状況

施設の高さ、周辺の状況、
仮設のみであることなどか
ら、施設の存在に伴う日影
の影響はない。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

開催後に、新たな施設によ
る日影は生じないことから
対象外とする。

0 － － 0.0 0.0

-

-

-0.3

評価点

-0.3

0.0

一次評価

評価の指標 評価の基準

開催前
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

開催中 開催後 開催中 開催後大項目 中項目 小項目

評価
段階別影響

開催前
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工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

評価点

一次評価

評価の指標 評価の基準

開催前
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

開催中 開催後 開催中 開催後大項目 中項目 小項目

評価
段階別影響

開催前

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 緑視率 現況の緑視率

仮設はコンパウンドのみで
影響が想定されないことか
ら、評価対象外とする。

仮設はコンパウンドのみで
影響が想定されないことか
ら、評価対象外とする。

－ － -

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 優れた眺望又は景観の阻害

①周辺の視点場から眺望で
きる優れた眺望景観の阻害
の有無
②景観形成特別地区の景観
を阻害しないこと

評価の基準②にあてはまら
ないため、検討対象外とす
る。

評価の基準②にあてはまら
ないため、検討対象外とす
る。

－ － -

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の場
の変化

自然との触れ合い活動の場
の消失又は改善・創出

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － -

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の変
化

自然との触れ合い活動の阻
害又は促進（場へのアクセ
ス性含む）の有無

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

0 0 0 0 0 0.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

歩行者空間の快
適性

街路樹等緑陰の状況（緑陰
面積）

現況の街路樹及び接道緑
化、壁面緑化の状況

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

樹木に影響する改変はな
く、緑陰面積及び歩行者が
感じる快適性ともに現況と
変わらない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

樹木に影響する改変はな
く、緑陰面積及び歩行者が
感じる快適性ともに現況と
変わらない。 － 0 － 0 0.0 0.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

史跡・文化財
史跡・文化財の保護・保全
の状況

文化財等の保存及び管理の
支障の有無

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

土地の改変が行われるが、
既に発掘調査等が実施さ
れ、消滅遺跡となってい
る。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

土地の改変が行われるが、
既に発掘調査等が実施さ
れ、消滅遺跡となってい
る。 － 0 － 0 0.0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

水利用 上水利用量の削減 現在の上水利用量の水準

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水のほか、雨水の利用に
より上水利用量の削減が図
られる。

競技の実施時における会場
の利用者による水利用につ
いては、「施設の存在によ
る影響」に含めるものとし
て、ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水のほか、雨水の利用に
より上水利用量の削減が図
られる。

－ +1 － － +1 1.0 1.0

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物発生量の減量化
廃棄物発生量の減量化に
よって削減される 終処分
量の水準

標準的な工事と同程度の廃
棄物の削減対策がなされ、
現在の廃棄物の発生水準と
同等の減量化が行われる。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

競技の実施に伴い排出され
る一般廃棄物は、現在と同
程度の減量化が行われ、
終処分量は現状の水準と変
わらない。

標準的な工事と同程度の廃
棄物の削減対策がなされ、
現在の廃棄物の発生水準と
同等の減量化が行われる。

後利用で排出される一般廃
棄物は、現在と同程度の減
量化が行われ、 終処分量
は現状の水準と変わらな
い。

0 － 0 0 0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物の有効利用
廃棄物の有効利用によって
削減される 終処分量の水
準

建設廃棄物の有効利用の取
り組みについて、現在の標
準的な工事と同程度の廃棄
物の有効利用がなされる。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

競技の実施に伴い排出され
る一般廃棄物は、現在と同
程度の有効利用がなされ、

終処分量は現状の水準と
変わらない。

建設廃棄物の有効利用の取
り組みについて、現在の標
準的な工事と同程度の廃棄
物の有効利用がなされる。

後利用で排出される一般廃
棄物は、現在と同程度の有
効利用がなされ、 終処分
量は現状の水準と変わらな
い。

0 － 0 0 0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

エコマテリアル エコマテリアルの使用
再生可能資材・再生資材の
活用の水準

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

施設の存在時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

競技の実施時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

後利用時におけるエコマテ
リアルの利用は想定されな
いため対象外とする。

+1 － － +1 － 1.0 1.0

環境項目
温室効果
ガス

温室効果ガス 温室効果ガスの削減量

①エネルギー消費量による
CO2排出の概算
②既存施設における追加的
排出の有無

一般的な施設の建設工事と
同程度の排出量になる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」に含めて
扱う。

同等施設の標準的な排出量
となる。

一般的な施設の建設工事と
同程度の排出量になる。

同等施設の標準的な排出量
となる。

0 － 0 0 0 0.0 0.0

環境項目
温室効果
ガス

エネルギー エネルギー使用量の増減

①現在の使用量の水準（東
京都温暖化対策計画書制度
/東京都建築物環境計画書
制度による評価水準）
②省エネ再エネ対策・設備
の導入状況/可能性

一般的な施設の建設工事と
同程度の消費量になる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」に含めて
扱う。

同等施設の標準的な消費量
となる。

一般的な施設の建設工事と
同程度の消費量になる。

同等施設の標準的な消費量
となる。

0 － 0 0 0 0.0 0.0

0.70.0

0.0

0.0

-

0.0
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工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

評価点

一次評価

評価の指標 評価の基準

開催前
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

開催中 開催後 開催中 開催後大項目 中項目 小項目

評価
段階別影響

開催前

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の転用
土地利用の改変、転用の有
無

改変エリアは一時的なプレ
ハブ等の仮設に留まり土地
の改変はない。 0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の有効利用 未利用地の解消の有無

未利用地の有効利用はな
い。

未利用地の有効利用はな
い。

0 0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の移動動
線の分断をしないこと

既に公共的な利用がなされ
ている施設の場所であり、
改変エリアは生活移動動線
に影響しない。

移動動線は確保されてお
り、競技中も現況と変わら
ない。

移動動線は確保されてお
り、後利用時も生活移動動
線への影響はない。 0 0 0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の動線の
ネットワーク化の進展の有
無

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

開催前から開催後を通じて
現況と変わらない。

0 0 0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 移転 民家等の移転
民家等の移転を伴わないこ
と

改変エリアに民家等は存在
しない。

0 0.0 0.0

社会・経
済項目

交通
公共交通へのア
クセシビリティ

アクセス性
現在の会場までのアクセス
性

アクセス性向上の対策が無
く現況と同様のアクセス性
である。

アクセス性向上の対策が無
く現況と同様のアクセス性
である。 0 0 0.0 0.0

社会・経
済項目

交通 交通安全 交通安全
現在の歩車動線の分離（交
通安全性の向上）の状況

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

競技の実施による影響に含
め、評価の対象外とする。

現状において歩車動線は分
離されており、開催中も維
持される。

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

現状において歩車動線は分
離されており、後利用時に
も維持される。 0 － 0 0 0 0.0 0.0

社会・経
済項目

経済 事業採算性 施設整備費
施設整備費を適正に保つた
めの措置

対策が無い場合には標準的
な施設整備費となる。

対策が無い場合には標準的
な撤去・改修整備費とな
る。 0 0 0.0

社会・経
済項目

経済 事業採算性 運営経費
運営・維持コストの削減の
ための措置

対策を講じない場合には標
準的な運営経費となる。

対策を講じない場合には標
準的な運営経費となる。

0 0 0.0

0.0

0.0 0.0

0.0

0.0

0.0
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会場別予測評価結果表(30_東京スタジアム)

環境項目 主要環境 大気
汚染物質（NO2、SPM）の排
出量

排出の有無、現状より排出
増大の可能性

環境項目 主要環境 水質
汚濁負荷（COD、T-N、T-
P、BOD､SS等）の排出量

汚濁負荷物質排出の有無、
汚染増大の可能性

環境項目 主要環境 土壌
土壌汚染物質の拡散の可能
性

土地履歴調査等による土壌
汚染物質の存在可能性

環境項目 生態系
生物の生育・生
息基盤

生物の生育・生息基盤の状
況

①重要な生物・生態系の賦
存地の改変の有無
②生物の生育・生息基盤の
創出の有無

環境項目 生態系 水循環
雨水の地下浸透能力（地表
面被覆率）

現状の地表面被覆率

環境項目 生態系 生物・生態系
周辺の生物の生育・生息環
境の連続性

現況の生物の生育・生息環
境の連続性

環境項目 生態系 生物・生態系 重要な生物・生態系 重要な生物・生態系の状況

環境項目 生態系 生物・生態系
生物相の豊かさ（鳥類相で
代表）

現況の生息種数（現状生息
する種のうち、生息が困難
となる可能性のある種の有
無、種数）

環境項目 生態系 緑 緑被面積（屋上含む） 現況の緑被率の状況

環境項目 生態系 緑 緑化の状況
東京都の自然保護条例、建
築物環境計画書制度におけ
る緑化の評価基準

環境項目 生活環境 騒音 環境・交通騒音レベル
①環境基準及び法令等によ
る基準
②現況の騒音レベル

環境項目 生活環境 日影
日照の阻害の有無（阻害を
受ける住戸等の有無）

現状の日照阻害の状況

評価の指標 評価の基準

大項目 中項目 小項目

評価

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による大気環境への影
響がみられるが、ミティ
ゲーションの実施により、
大気質の濃度をほとんど悪
化させない程度となる。

影響要因は想定されないた
め対象外。

施設等の利用、各施設間の
人の移動に伴う大気環境へ
の影響はほとんどなく、ミ
ティゲーションの実施によ
り大気環境が改善される。

影響要因は想定されないた
め対象外。

影響要因は想定されないた
め対象外。

0 － +1 0 － 0.3 0.3

工事の実施に伴って公共用
水域の水質に影響を及ぼす
ことはないことから、ミ
ティゲーションは想定して
いない。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用に伴うし尿等の
汚水による影響はないこと
から、ミティゲーションは
想定していない。

工事の実施に伴って公共用
水域の水質に影響を及ぼす
ことはないことから、ミ
ティゲーションは想定して
いない。

オリンピックによる新たな
恒久施設はなく、開催後の
状況に開催前との変化はな
いことから対象外とする。 0 － 0 0 － 0.0 0.0

土地の改変等を伴う工事は
実施しないことから対象外
とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

土地の改変等を伴う工事は
実施しないことから対象外
とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

－ － － － － - -

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － - -

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

浸透域(グランド)の一部に
仮設が設置されるが、被覆
率はほとんど現況と変わら
ない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

仮設は撤去されることによ
り、浸透域の改変は行われ
ることはない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － -

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － -

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

－ － － － － -

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － -

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － -

工事の実施に伴う騒音によ
る影響がみられるが、ミ
ティゲーションにより周辺
の生活環境に影響を及ぼさ
ない程度となる。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用、声援や応援等
が周辺の生活環境に影響を
及ぼすことはないことか
ら、ミティゲーションは想
定していない。

工事の実施に伴う騒音によ
る影響がみられるが、ミ
ティゲーションにより周辺
の生活環境に影響を及ぼさ
ない程度となる。

オリンピックによる新たな
恒久施設はなく、開催後の
状況に開催前との変化はな
いことから対象外とする。 0 － 0 0 － 0.0 0.0

施設の存在による影響はな
いことから、ミティゲー
ションは想定していない。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

新たな施設による日影は生
じないことから対象外とす
る。

0 － － 0.0 0.0

0.2

0.0-

-

0.0

小項目
平均点

指標別
平均点

開催後

評価点

二次評価

開催中 開催後開催前
中項目
平均点

段階別影響

開催前 開催中
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会場別予測評価結果表(30_東京スタジアム)

評価の指標 評価の基準

大項目 中項目 小項目

評価

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 緑視率 現況の緑視率

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 優れた眺望又は景観の阻害

①周辺の視点場から眺望で
きる優れた眺望景観の阻害
の有無
②景観形成特別地区の景観
を阻害しないこと

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の場
の変化

自然との触れ合い活動の場
の消失又は改善・創出

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の変
化

自然との触れ合い活動の阻
害又は促進（場へのアクセ
ス性含む）の有無

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

歩行者空間の快
適性

街路樹等緑陰の状況（緑陰
面積）

現況の街路樹及び接道緑
化、壁面緑化の状況

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

史跡・文化財
史跡・文化財の保護・保全
の状況

文化財等の保存及び管理の
支障の有無

環境項目
資源・廃
棄物

水利用 上水利用量の削減 現在の上水利用量の水準

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物発生量の減量化
廃棄物発生量の減量化に
よって削減される 終処分
量の水準

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物の有効利用
廃棄物の有効利用によって
削減される 終処分量の水
準

環境項目
資源・廃
棄物

エコマテリアル エコマテリアルの使用
再生可能資材・再生資材の
活用の水準

環境項目
温室効果
ガス

温室効果ガス 温室効果ガスの削減量

①エネルギー消費量による
CO2排出の概算
②既存施設における追加的
排出の有無

環境項目
温室効果
ガス

エネルギー エネルギー使用量の増減

①現在の使用量の水準（東
京都温暖化対策計画書制度
/東京都建築物環境計画書
制度による評価水準）
②省エネ再エネ対策・設備
の導入状況/可能性

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

小項目
平均点

指標別
平均点

開催後

評価点

二次評価

開催中 開催後開催前
中項目
平均点

段階別影響

開催前 開催中

仮設はコンパウンドのみで
影響が想定されないことか
ら、評価対象外とする。

仮設はコンパウンドのみで
影響が想定されないことか
ら、評価対象外とする。

－ － -

評価の基準②にあてはまら
ないため、検討対象外とす
る。

評価の基準②にあてはまら
ないため、検討対象外とす
る。

－ － -

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － -

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

0 0 0 0 0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

樹木に影響する改変はな
く、緑陰面積及び歩行者が
感じる快適性ともに現況と
変わらない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

樹木に影響する改変はな
く、緑陰面積及び歩行者が
感じる快適性ともに現況と
変わらない。 － 0 － 0 0.0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

土地の改変が行われるが、
既に発掘調査等が実施さ
れ、消滅遺跡となってい
る。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

土地の改変が行われるが、
既に発掘調査等が実施さ
れ、消滅遺跡となってい
る。 － 0 － 0 0.0 0.0

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水のほか、雨水の利用に
より上水利用量の削減が図
られる。

競技の実施時における会場
の利用者による水利用につ
いては、「施設の存在によ
る影響」に含めるものとし
て、ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水のほか、雨水の利用に
より上水利用量の削減が図
られる。

－ +1 － － +1 1.0 1.0

建設廃棄物の対策はリサイ
クルによるものが大部分で
あり、減量による 終処分
量の大幅な削減は見込めな
い。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

既に容器包装廃棄物のリサ
イクル分別などが実施され
ており、廃棄物の発生抑制
策による 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

建設廃棄物の対策はリサイ
クルによるものが大部分で
あり、減量による 終処分
量の大幅な削減は見込めな
い。

既に容器包装廃棄物のリサ
イクル分別などが実施され
ており、廃棄物の発生抑制
策による 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

0 － 0 0 0 0.0

「東京都建設リサイクル推
進計画」等に基づく有効利
用策の促進により、建設廃
棄物の 終処分量は現在の
水準から20％以上削減され
る。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

資源ごみ回収やごみ処理過
程資源化、熱回収等の促進
により、一般廃棄物の 終
処分量は現在の水準から
30％程度削減される。

「東京都建設リサイクル推
進計画」等に基づく有効利
用策の促進により、建設廃
棄物の 終処分量は現在の
水準から20％以上削減され
る。

資源ごみ回収やごみ処理過
程資源化、熱回収等の促進
により、一般廃棄物の 終
処分量は現在の水準から
30％程度削減される。

+1 － +1 +1 +1 1.0

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

施設の存在時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

競技の実施時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

後利用時におけるエコマテ
リアルの利用は想定されな
いため対象外とする。

+1 － － +1 － 1.0 1.0

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の削減
が図られる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

省エネルギー対策の実施等
により、10.2％程度の削減
が図られる。

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の削減
が図られる。

省エネルギー対策の実施等
により、10％程度の削減が
図られる。

+2 － +1 +2 +1 1.5 1.5

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の低減
が図られる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

省エネルギー対策の実施等
により、10.2％程度の低減
が図られる。

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の低減
が図られる。

省エネルギー対策の実施等
により、10％程度の低減が
図られる。

+2 － +1 +2 +1 1.5 1.5

0.80.5

1.5

-

0.00.0
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会場別予測評価結果表(30_東京スタジアム)

評価の指標 評価の基準

大項目 中項目 小項目

評価

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の転用
土地利用の改変、転用の有
無

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の有効利用 未利用地の解消の有無

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の移動動
線の分断をしないこと

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の動線の
ネットワーク化の進展の有
無

社会・経
済項目

土地利用 移転 民家等の移転
民家等の移転を伴わないこ
と

社会・経
済項目

交通
公共交通へのア
クセシビリティ

アクセス性
現在の会場までのアクセス
性

社会・経
済項目

交通 交通安全 交通安全
現在の歩車動線の分離（交
通安全性の向上）の状況

社会・経
済項目

経済 事業採算性 施設整備費
施設整備費を適正に保つた
めの措置

社会・経
済項目

経済 事業採算性 運営経費
運営・維持コストの削減の
ための措置

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

小項目
平均点

指標別
平均点

開催後

評価点

二次評価

開催中 開催後開催前
中項目
平均点

段階別影響

開催前 開催中

改変エリアは一時的なプレ
ハブ等の仮設に留まり土地
の改変はない。 0 0.0

未利用地の有効利用はな
い。

未利用地の有効利用はな
い。

0 0 0.0

既に公共的な利用がなされ
ている施設の場所であり、
改変エリアは生活移動動線
に影響しない。

移動動線は確保されてお
り、競技中も現況と変わら
ない。

移動動線は確保されてお
り、後利用時も生活移動動
線への影響はない。 0 0 0 0.0

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

開催前から開催後を通じて
現況と変わらない。

0 0 0 0.0

改変エリアに民家等は存在
しない。

0 0.0 0.0

アクセス性向上の対策が無
く現況と同様のアクセス性
である。

アクセス性向上の対策が無
く現況と同様のアクセス性
である。 0 0 0.0 0.0

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

競技の実施による影響に含
め、評価の対象外とする。

現状において歩車動線は分
離されており、開催中も維
持される。

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

現状において歩車動線は分
離されており、後利用時に
も維持される。 0 － 0 0 0 0.0 0.0

再生可能材により整備費や
廃棄物処理費用を抑制する
等の費用削減措置が取られ
る。

再生可能材により整備費や
廃棄物処理費用を抑制する
等の費用削減措置が取られ
る。

+1 +1 1.0

ボランティアの活用により
運営経費、維持管理コスト
の削減が図られる。

既存施設での光熱費等の大
幅な削減は見込めず、運営
経費は標準的なものとな
る。

+1 0 0.5

項目 一次評価 二次評価
主要環境 -0.3 0.2
生態系 0.0 0.0
生活環境 -0.3 0.0
ｱﾒﾆﾃｨ・文化 0.0 0.0
資源・廃棄物 0.7 0.8
温室効果ガス 0.0 1.5
土地利用 0.0 0.0
交通 0.0 0.0
経済 0.0 0.8

0.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.8

-2
-1
0
1
2
主要環境

生態系

生活環境

ｱﾒﾆﾃｨ・文化

資源・廃棄物温室効果ガス

土地利用

交通

経済 一次評価

二次評価
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会場別予測評価結果表(31_武蔵野の森公園)

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

環境項目 主要環境 大気
汚染物質（NO2、SPM）の排
出量

排出の有無、現状より排出
増大の可能性

工事の実施による濃度の変
化（付加率）が5％未満で
ある。

影響要因は想定されないた
め対象外。

施設等の利用、各施設間の
人の移動に伴う汚染物質の
排出が周辺の大気環境に与
える影響はほとんどない。

工事の実施による濃度の変
化（付加率）が5％未満で
ある。

-1 － 0 -1 -0.7 -0.7

環境項目 主要環境 水質
汚濁負荷（COD、T-N、T-
P、BOD､SS等）の排出量

汚濁負荷物質排出の有無、
汚染増大の可能性

工事の実施に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

工事の実施に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

0 － 0 0 0.0 0.0

環境項目 主要環境 土壌
土壌汚染物質の拡散の可能
性

土地履歴調査等による土壌
汚染物質の存在可能性

工事の内容から土壌汚染物
質の拡散の可能性は非常に
小さい。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

工事の内容から土壌汚染物
質の拡散の可能性はない。

0 － － 0 0.0 0.0

環境項目 生態系
生物の生育・生
息基盤

生物の生育・生息基盤の状
況

①重要な生物・生態系の賦
存地の改変の有無
②生物の生育・生息基盤の
創出の有無

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

重要な生物・生態系の賦存
地の改変はない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

重要な生物・生態系の賦存
地の改変はない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

環境項目 生態系 水循環
雨水の地下浸透能力（地表
面被覆率）

現状の地表面被覆率

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

仮設により浸透域の一部が
改変されるが、被覆率はほ
とんど現況と変わらない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

仮設は撤去されることによ
り、浸透域の改変は行われ
ることはない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

環境項目 生態系 生物・生態系
周辺の生物の生育・生息環
境の連続性

現況の生物の生育・生息環
境の連続性

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

生物の生育・生息場所は改
変されない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

仮設の撤去や施設の後利用
の対象は、駐車場、砂利・
舗装面、運動場、芝生であ
り、評価対象とする環境で
はないため、現況と変わら
ない。

－ 0 － 0 0.0

環境項目 生態系 生物・生態系 重要な生物・生態系 重要な生物・生態系の状況

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

重要な生物・生態系の指定
地域の改変はない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

重要な生物・生態系の指定
地域の改変はない。

－ 0 － 0 0.0

環境項目 生態系 生物・生態系
生物相の豊かさ（鳥類相で
代表）

現況の生息種数（現状生息
する種のうち、生息が困難
となる可能性のある種の有
無、種数）

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

－ － － － － -

環境項目 生態系 緑 緑被面積（屋上含む） 現況の緑被率の状況

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

現況69.3％の緑被率が
68.3％となり、0.7ポイン
ト減少する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

現況69.3％の緑被率が
68.3％となり、0.7ポイン
ト減少する。

－ 0 － 0 0.0

環境項目 生態系 緑 緑化の状況
東京都の自然保護条例、建
築物環境計画書制度におけ
る緑化の評価基準

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

仮設施設のため対象外とす
る。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

仮設施設のため対象外とす
る。

－ － － － -

環境項目 生活環境 騒音 環境・交通騒音レベル
①環境基準及び法令等によ
る基準
②現況の騒音レベル

工事の実施に伴う騒音によ
る周辺の生活環境への影響
がみられる。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用、声援や応援等
による騒音の発生がみられ
るが、周辺の生活環境に影
響を及ぼすことはない。

工事の実施に伴う騒音によ
る周辺の生活環境への影響
がみられる。

-1 － 0 -1 -0.7 -0.7

環境項目 生活環境 日影
日照の阻害の有無（阻害を
受ける住戸等の有無）

現状の日照阻害の状況

施設の高さ、周辺の状況、
仮設のみであることなどか
ら、施設の存在に伴う日影
の影響はない。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

- -

0.0

0.0

-0.7

評価点

-0.2

0.0

一次評価

評価の指標 評価の基準

開催前
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

開催中 開催後 開催中 開催後大項目 中項目 小項目

評価
段階別影響

開催前
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会場別予測評価結果表(31_武蔵野の森公園)

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

評価点

一次評価

評価の指標 評価の基準

開催前
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

開催中 開催後 開催中 開催後大項目 中項目 小項目

評価
段階別影響

開催前

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 緑視率 現況の緑視率

仮設の設置により、緑視が
阻害されるが、緑視率の減
少は約0.2ポイントであ
り、現況と変わらない。

仮設が撤去されるが、緑視
率は現況と変わらない。

0 0 0.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 優れた眺望又は景観の阻害

①周辺の視点場から眺望で
きる優れた眺望景観の阻害
の有無
②景観形成特別地区の景観
を阻害しないこと

評価の基準②にあてはまら
ないため、検討対象外とす
る。

評価の基準②にあてはまら
ないため、検討対象外とす
る。

－ － -

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の場
の変化

自然との触れ合い活動の場
の消失又は改善・創出

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

改変部が自然との触れ合い
活動の場の主要部や周縁部
ではない、又は半分弱にみ
たないことから、現況と変
わらない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

改変部が自然との触れ合い
活動の場の主要部や周縁部
ではない、又は半分弱にみ
たないことから、現況と変
わらない。

－ 0 － 0 0.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の変
化

自然との触れ合い活動の阻
害又は促進（場へのアクセ
ス性含む）の有無

騒音、アクセス規制によ
り、自然との触れ合い活動
自体及びアクセスが阻害さ
れる。

主要なアクセスルートが物
理的に改変・遮断又はアク
セスが規制されることか
ら、自然との触れ合い活動
が阻害される。

会場エリア内の入場が規制
されることから、自然との
触れ合い活動のアクセスが
阻害される。

騒音、アクセス規制によ
り、自然との触れ合い活動
自体及びアクセスが阻害さ
れる。

主要なアクセスルートが物
理的に改変・遮断されるこ
とから、自然との触れ合い
活動が阻害される。 -2 -1 -1 -2 -1 -1.4

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

歩行者空間の快
適性

街路樹等緑陰の状況（緑陰
面積）

現況の街路樹及び接道緑
化、壁面緑化の状況

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

樹木に影響する改変はな
く、緑陰面積及び歩行者が
感じる快適性ともに現況と
変わらない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

樹木に影響する改変はな
く、緑陰面積及び歩行者が
感じる快適性ともに現況と
変わらない。 － 0 － 0 0.0 0.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

史跡・文化財
史跡・文化財の保護・保全
の状況

文化財等の保存及び管理の
支障の有無

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

改変域に史跡・文化財は存
在しない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

文化財等の保全及び管理に
支障はない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

水利用 上水利用量の削減 現在の上水利用量の水準

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量の削
減が図られる。

競技の実施時における会場
の利用者による水利用につ
いては、「施設の存在によ
る影響」に含めるものとし
て、ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

後利用はないことから対象
外とする。

－ 0 － － － 0.0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物発生量の減量化
廃棄物発生量の減量化に
よって削減される 終処分
量の水準

標準的な工事と同程度の廃
棄物の削減対策がなされ、
現在の廃棄物の発生水準と
同等の減量化が行われる。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

競技の実施に伴い排出され
る一般廃棄物は、現在と同
程度の減量化が行われ、
終処分量は現状の水準と変
わらない。

標準的な工事と同程度の廃
棄物の削減対策がなされ、
現在の廃棄物の発生水準と
同等の減量化が行われる。

後利用はないことから対象
外とする。

0 － 0 0 － 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物の有効利用
廃棄物の有効利用によって
削減される 終処分量の水
準

建設廃棄物の有効利用の取
り組みについて、現在の標
準的な工事と同程度の廃棄
物の有効利用がなされる。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

競技の実施に伴い排出され
る一般廃棄物は、現在と同
程度の有効利用がなされ、

終処分量は現状の水準と
変わらない。

建設廃棄物の有効利用の取
り組みについて、現在の標
準的な工事と同程度の廃棄
物の有効利用がなされる。

後利用はないことから対象
外とする。

0 － 0 0 － 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

エコマテリアル エコマテリアルの使用
再生可能資材・再生資材の
活用の水準

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

施設の存在時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

競技の実施時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

後利用時におけるエコマテ
リアルの利用は想定されな
いため対象外とする。

+1 － － +1 － 1.0 1.0

環境項目
温室効果
ガス

温室効果ガス 温室効果ガスの削減量

①エネルギー消費量による
CO2排出の概算
②既存施設における追加的
排出の有無

一般的な施設の建設工事と
同程度の排出量になる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」に含めて
扱う。

同等施設の標準的な排出量
となる。

一般的な施設の建設工事と
同程度の排出量になる。

後利用はないことから対象
外とする。

0 － 0 0 － 0.0 0.0

環境項目
温室効果
ガス

エネルギー エネルギー使用量の増減

①現在の使用量の水準（東
京都温暖化対策計画書制度
/東京都建築物環境計画書
制度による評価水準）
②省エネ再エネ対策・設備
の導入状況/可能性

一般的な施設の建設工事と
同程度の消費量になる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」に含めて
扱う。

同等施設の標準的な消費量
となる。

一般的な施設の建設工事と
同程度の消費量になる。

後利用はないことから対象
外とする。

0 － 0 0 － 0.0 0.0

0.30.0

0.0

-0.7

0.0

-0.2
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工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

評価点

一次評価

評価の指標 評価の基準

開催前
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

開催中 開催後 開催中 開催後大項目 中項目 小項目

評価
段階別影響

開催前

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の転用
土地利用の改変、転用の有
無

改変エリアは現在屋外利用
地、公園、運動場等となっ
ており、自然地や農地は存
在しない。

0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の有効利用 未利用地の解消の有無

未利用地の有効利用はな
い。

未利用地の有効利用はな
い。

0 0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の移動動
線の分断をしないこと

既に公共的な利用がなされ
ている施設の場所であり、
改変エリアは生活移動動線
に影響しない。

移動動線は確保されてお
り、競技中も現況と変わら
ない。

移動動線は確保されてお
り、後利用時も生活移動動
線への影響はない。 0 0 0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の動線の
ネットワーク化の進展の有
無

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

開催前から開催後を通じて
現況と変わらない。

0 0 0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 移転 民家等の移転
民家等の移転を伴わないこ
と

改変エリアに民家等は存在
しない。

0 0.0 0.0

社会・経
済項目

交通
公共交通へのア
クセシビリティ

アクセス性
現在の会場までのアクセス
性

アクセス性向上の対策が無
く現況と同様のアクセス性
である。

アクセス性向上の対策が無
く現況と同様のアクセス性
である。 0 0 0.0 0.0

社会・経
済項目

交通 交通安全 交通安全
現在の歩車動線の分離（交
通安全性の向上）の状況

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

競技の実施による影響に含
め、評価の対象外とする。

現状において歩車動線は分
離されており、開催中も維
持される。

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

現状において歩車動線は分
離されており、後利用時に
も維持される。 0 － 0 0 0 0.0 0.0

社会・経
済項目

経済 事業採算性 施設整備費
施設整備費を適正に保つた
めの措置

対策が無い場合には標準的
な施設整備費となる。

対策が無い場合には標準的
な撤去・改修整備費とな
る。 0 0 0.0

社会・経
済項目

経済 事業採算性 運営経費
運営・維持コストの削減の
ための措置

対策を講じない場合には標
準的な運営経費となる。

0 0.0

0.0

0.0 0.0

0.0

0.0

0.0
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会場別予測評価結果表(31_武蔵野の森公園)

環境項目 主要環境 大気
汚染物質（NO2、SPM）の排
出量

排出の有無、現状より排出
増大の可能性

環境項目 主要環境 水質
汚濁負荷（COD、T-N、T-
P、BOD､SS等）の排出量

汚濁負荷物質排出の有無、
汚染増大の可能性

環境項目 主要環境 土壌
土壌汚染物質の拡散の可能
性

土地履歴調査等による土壌
汚染物質の存在可能性

環境項目 生態系
生物の生育・生
息基盤

生物の生育・生息基盤の状
況

①重要な生物・生態系の賦
存地の改変の有無
②生物の生育・生息基盤の
創出の有無

環境項目 生態系 水循環
雨水の地下浸透能力（地表
面被覆率）

現状の地表面被覆率

環境項目 生態系 生物・生態系
周辺の生物の生育・生息環
境の連続性

現況の生物の生育・生息環
境の連続性

環境項目 生態系 生物・生態系 重要な生物・生態系 重要な生物・生態系の状況

環境項目 生態系 生物・生態系
生物相の豊かさ（鳥類相で
代表）

現況の生息種数（現状生息
する種のうち、生息が困難
となる可能性のある種の有
無、種数）

環境項目 生態系 緑 緑被面積（屋上含む） 現況の緑被率の状況

環境項目 生態系 緑 緑化の状況
東京都の自然保護条例、建
築物環境計画書制度におけ
る緑化の評価基準

環境項目 生活環境 騒音 環境・交通騒音レベル
①環境基準及び法令等によ
る基準
②現況の騒音レベル

環境項目 生活環境 日影
日照の阻害の有無（阻害を
受ける住戸等の有無）

現状の日照阻害の状況

評価の指標 評価の基準

大項目 中項目 小項目

評価

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による大気環境への影
響がみられるが、ミティ
ゲーションの実施により、
大気質の濃度をほとんど悪
化させない程度となる。

影響要因は想定されないた
め対象外。

施設等の利用、各施設間の
人の移動に伴う大気環境へ
の影響はほとんどなく、ミ
ティゲーションの実施によ
り大気環境が改善される。

工事による大気環境への影
響がみられるが、ミティ
ゲーションの実施により、
大気質の濃度をほとんど悪
化させない程度となる。

0 － +1 0 0.3 0.3

工事の実施に伴って公共用
水域の水質に影響を及ぼす
ことはないことから、ミ
ティゲーションは想定して
いない。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用に伴うし尿等の
汚水による影響はないこと
から、ミティゲーションは
想定していない。

工事の実施に伴って公共用
水域の水質に影響を及ぼす
ことはないことから、ミ
ティゲーションは想定して
いない。

0 － 0 0 0.0 0.0

工事の内容から土壌汚染物
質の拡散の可能性は非常に
小さく、ミティゲーション
は想定していない。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

工事の内容から土壌汚染物
質の拡散の可能性はないこ
とから、ミティゲーション
は想定していない。 0 － － 0 0.0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

重要な生物・生態系の賦存
地の改変はない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

重要な生物・生態系の賦存
地の改変はない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

仮設により浸透域の一部が
改変されるが、被覆率はほ
とんど現況と変わらない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

仮設は撤去されることによ
り、浸透域の改変は行われ
ることはない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

生物の生育・生息場所は改
変されない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

周辺の生物の生育・生息場
所の連続性は現況と変わら
ない。

－ 0 － 0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

重要な生物・生態系の指定
地域の改変はない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

重要な生物・生態系の指定
地域の改変はない。

－ 0 － 0 0.0

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

－ － － － － -

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

ほぼ現況と変わらない。 改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

ほぼ現況と変わらない。

－ 0 － 0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

仮設施設のため対象外とす
る。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

仮設施設のため対象外とす
る。

－ － － － -

工事の実施に伴う騒音によ
る影響がみられるが、ミ
ティゲーションにより周辺
の生活環境に影響を及ぼさ
ない程度となる。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用、声援や応援等
が周辺の生活環境に影響を
及ぼすことはないことか
ら、ミティゲーションは想
定していない。

工事の実施に伴う騒音によ
る影響がみられるが、ミ
ティゲーションにより周辺
の生活環境に影響を及ぼさ
ない程度となる。

0 － 0 0 0.0 0.0

施設の存在による影響はな
いことから、ミティゲー
ションは想定していない。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

- -

0.1

0.00.0

0.0

0.0

小項目
平均点

指標別
平均点

開催後

評価点

二次評価

開催中 開催後開催前
中項目
平均点

段階別影響

開催前 開催中
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評価の指標 評価の基準

大項目 中項目 小項目

評価

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 緑視率 現況の緑視率

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 優れた眺望又は景観の阻害

①周辺の視点場から眺望で
きる優れた眺望景観の阻害
の有無
②景観形成特別地区の景観
を阻害しないこと

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の場
の変化

自然との触れ合い活動の場
の消失又は改善・創出

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の変
化

自然との触れ合い活動の阻
害又は促進（場へのアクセ
ス性含む）の有無

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

歩行者空間の快
適性

街路樹等緑陰の状況（緑陰
面積）

現況の街路樹及び接道緑
化、壁面緑化の状況

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

史跡・文化財
史跡・文化財の保護・保全
の状況

文化財等の保存及び管理の
支障の有無

環境項目
資源・廃
棄物

水利用 上水利用量の削減 現在の上水利用量の水準

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物発生量の減量化
廃棄物発生量の減量化に
よって削減される 終処分
量の水準

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物の有効利用
廃棄物の有効利用によって
削減される 終処分量の水
準

環境項目
資源・廃
棄物

エコマテリアル エコマテリアルの使用
再生可能資材・再生資材の
活用の水準

環境項目
温室効果
ガス

温室効果ガス 温室効果ガスの削減量

①エネルギー消費量による
CO2排出の概算
②既存施設における追加的
排出の有無

環境項目
温室効果
ガス

エネルギー エネルギー使用量の増減

①現在の使用量の水準（東
京都温暖化対策計画書制度
/東京都建築物環境計画書
制度による評価水準）
②省エネ再エネ対策・設備
の導入状況/可能性

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

小項目
平均点

指標別
平均点

開催後

評価点

二次評価

開催中 開催後開催前
中項目
平均点

段階別影響

開催前 開催中

樹木の移植を行うが、緑視
率の減少は約0.2ポイント
であり、現況と変わらな
い。

仮設撤去後、改変地の原状
復帰を行う。緑視率は現況
と変わらない。

0 0 0.0

評価の基準②にあてはまら
ないため、検討対象外とす
る。

評価の基準②にあてはまら
ないため、検討対象外とす
る。

－ － -

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

改変部が自然との触れ合い
活動の場でない、又は現況
で自然との触れ合い活動の
場となっていない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

自然との触れ合い活動の場
は現況と変わらない。

－ 0 － 0 0.0

ミティゲーションの実施に
より、現況レベルまで自然
との触れ合い活動が改善す
る。

ミティゲーションの実施に
より、自然との触れ合い活
動が現況レベルまで改善す
る。

現段階ではミティゲーショ
ンは想定していない。

ミティゲーションの実施に
より、現況レベルまで自然
との触れ合い活動が改善す
る。

ミティゲーションの実施に
より、自然との触れ合い活
動が向上する。

0 0 -1 0 +1 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

樹木に影響する改変はな
く、緑陰面積及び歩行者が
感じる快適性ともに現況と
変わらない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

樹木に影響する改変はな
く、緑陰面積及び歩行者が
感じる快適性ともに現況と
変わらない。 － 0 － 0 0.0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

改変域に史跡・文化財は存
在しない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

文化財等の保全及び管理に
支障はない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量の削
減が図られる。

競技の実施時における会場
の利用者による水利用につ
いては、「施設の存在によ
る影響」に含めるものとし
て、ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

後利用はないことから対象
外とする。

－ 0 － － － 0.0 0.0

建設廃棄物の対策はリサイ
クルによるものが大部分で
あり、減量による 終処分
量の大幅な削減は見込めな
い。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

既に容器包装廃棄物のリサ
イクル分別などが実施され
ており、廃棄物の発生抑制
策による 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

建設廃棄物の対策はリサイ
クルによるものが大部分で
あり、減量による 終処分
量の大幅な削減は見込めな
い。

後利用はないことから対象
外とする。

0 － 0 0 － 0.0

「東京都建設リサイクル推
進計画」等に基づく有効利
用策の促進により、建設廃
棄物の 終処分量は現在の
水準から20％以上削減され
る。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

資源ごみ回収やごみ処理過
程資源化、熱回収等の促進
により、一般廃棄物の 終
処分量は現在の水準から
30％程度削減される。

「東京都建設リサイクル推
進計画」等に基づく有効利
用策の促進により、建設廃
棄物の 終処分量は現在の
水準から20％以上削減され
る。

後利用はないことから対象
外とする。

+1 － +1 +1 － 1.0

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

施設の存在時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

競技の実施時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

後利用時におけるエコマテ
リアルの利用は想定されな
いため対象外とする。

+1 － － +1 － 1.0 1.0

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の削減
が図られる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

高効率設備の採用等によ
り、20％程度の削減が図ら
れる。

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の削減
が図られる。

後利用はないことから対象
外とする。

+2 － +2 +2 － 2.0 2.0

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の低減
が図られる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

高効率設備の採用等によ
り、20％程度の低減が図ら
れる。

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の低減
が図られる。

後利用はないことから対象
外とする。

+2 － +2 +2 － 2.0 2.0

0.50.5

2.0

0.0

0.00.0
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会場別予測評価結果表(31_武蔵野の森公園)

評価の指標 評価の基準

大項目 中項目 小項目

評価

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の転用
土地利用の改変、転用の有
無

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の有効利用 未利用地の解消の有無

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の移動動
線の分断をしないこと

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の動線の
ネットワーク化の進展の有
無

社会・経
済項目

土地利用 移転 民家等の移転
民家等の移転を伴わないこ
と

社会・経
済項目

交通
公共交通へのア
クセシビリティ

アクセス性
現在の会場までのアクセス
性

社会・経
済項目

交通 交通安全 交通安全
現在の歩車動線の分離（交
通安全性の向上）の状況

社会・経
済項目

経済 事業採算性 施設整備費
施設整備費を適正に保つた
めの措置

社会・経
済項目

経済 事業採算性 運営経費
運営・維持コストの削減の
ための措置

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

小項目
平均点

指標別
平均点

開催後

評価点

二次評価

開催中 開催後開催前
中項目
平均点

段階別影響

開催前 開催中

改変エリアは現在屋外利用
地、公園、運動場等となっ
ており、自然地や農地は存
在しない。

0 0.0

未利用地の有効利用はな
い。

未利用地の有効利用はな
い。

0 0 0.0

既に公共的な利用がなされ
ている施設の場所であり、
改変エリアは生活移動動線
に影響しない。

移動動線は確保されてお
り、競技中も現況と変わら
ない。

移動動線は確保されてお
り、後利用時も生活移動動
線への影響はない。 0 0 0 0.0

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

開催前から開催後を通じて
現況と変わらない。

0 0 0 0.0

改変エリアに民家等は存在
しない。

0 0.0 0.0

アクセス性向上の対策が無
く現況と同様のアクセス性
である。

アクセス性向上の対策が無
く現況と同様のアクセス性
である。 0 0 0.0 0.0

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

競技の実施による影響に含
め、評価の対象外とする。

現状において歩車動線は分
離されており、開催中も維
持される。

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

現状において歩車動線は分
離されており、後利用時に
も維持される。 0 － 0 0 0 0.0 0.0

再生可能材により整備費や
廃棄物処理費用を抑制する
等の費用削減措置が取られ
る。

再生可能材により整備費や
廃棄物処理費用を抑制する
等の費用削減措置が取られ
る。

+1 +1 1.0

ボランティアの活用等によ
り運営経費、維持管理コス
トの削減が図られる。 +1 1.0

項目 一次評価 二次評価
主要環境 -0.2 0.1
生態系 0.0 0.0
生活環境 -0.7 0.0
ｱﾒﾆﾃｨ・文化 -0.2 0.0
資源・廃棄物 0.3 0.5
温室効果ガス 0.0 2.0
土地利用 0.0 0.0
交通 0.0 0.0
経済 0.0 1.0

1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

-2
-1
0
1
2
主要環境

生態系

生活環境

ｱﾒﾆﾃｨ・文化

資源・廃棄物温室効果ガス

土地利用

交通

経済 一次評価

二次評価
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会場別予測評価結果表(32_陸上自衛隊朝霞訓練場)

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

環境項目 主要環境 大気
汚染物質（NO2、SPM）の排
出量

排出の有無、現状より排出
増大の可能性

工事の実施による濃度の変
化（付加率）が5％未満で
ある。

影響要因は想定されないた
め対象外。

施設等の利用、各施設間の
人の移動に伴う汚染物質の
排出が周辺の大気環境に与
える影響はほとんどない。

工事の実施による濃度の変
化（付加率）が5％未満で
ある。

-1 － 0 -1 -0.7 -0.7

環境項目 主要環境 水質
汚濁負荷（COD、T-N、T-
P、BOD､SS等）の排出量

汚濁負荷物質排出の有無、
汚染増大の可能性

工事の実施に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

工事の実施に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

0 － 0 0 0.0 0.0

環境項目 主要環境 土壌
土壌汚染物質の拡散の可能
性

土地履歴調査等による土壌
汚染物質の存在可能性

工事の内容から土壌汚染物
質の拡散の可能性は非常に
小さい。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

工事の内容から土壌汚染物
質の拡散の可能性はない。

0 － － 0 0.0 0.0

環境項目 生態系
生物の生育・生
息基盤

生物の生育・生息基盤の状
況

①重要な生物・生態系の賦
存地の改変の有無
②生物の生育・生息基盤の
創出の有無

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

重要な生物・生態系の賦存
地の改変はない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

重要な生物・生態系の賦存
地の改変はない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

環境項目 生態系 水循環
雨水の地下浸透能力（地表
面被覆率）

現状の地表面被覆率

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

仮設により浸透域の一部が
改変されるが、被覆率はほ
とんど現況と変わらない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

仮設は撤去されることによ
り、浸透域の改変は行われ
ることはない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

環境項目 生態系 生物・生態系
周辺の生物の生育・生息環
境の連続性

現況の生物の生育・生息環
境の連続性

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － -

環境項目 生態系 生物・生態系 重要な生物・生態系 重要な生物・生態系の状況

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

重要な生物・生態系の指定
地域の改変はない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

重要な生物・生態系の指定
地域の改変はない。

－ 0 － 0 0.0

環境項目 生態系 生物・生態系
生物相の豊かさ（鳥類相で
代表）

現況の生息種数（現状生息
する種のうち、生息が困難
となる可能性のある種の有
無、種数）

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

－ － － － － -

環境項目 生態系 緑 緑被面積（屋上含む） 現況の緑被率の状況

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

防衛施設であり緑地として
の用途は想定されていない
ことから対象外とした。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

防衛施設であり緑地として
の用途は想定されていない
ことから対象外とした。

－ － － － -

環境項目 生態系 緑 緑化の状況
東京都の自然保護条例、建
築物環境計画書制度におけ
る緑化の評価基準

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

防衛施設であり緑地として
の用途は想定されていない
ことから対象外とした。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

防衛施設であり緑地として
の用途は想定されていない
ことから対象外とした。

－ － － － -

環境項目 生活環境 騒音 環境・交通騒音レベル
①環境基準及び法令等によ
る基準
②現況の騒音レベル

工事の実施に伴う騒音によ
る周辺の生活環境への影響
がみられる。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用、声援や応援等
による騒音の発生がみられ
るが、周辺の生活環境に影
響を及ぼすことはない。

工事の実施に伴う騒音によ
る周辺の生活環境への影響
がみられる。

-1 － 0 -1 -0.7 -0.7

環境項目 生活環境 日影
日照の阻害の有無（阻害を
受ける住戸等の有無）

現状の日照阻害の状況

施設の高さ、周辺の状況、
仮設のみであることなどか
ら、施設の存在に伴う日影
の影響はない。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

0 － 0.0 0.0

0.0

-

-0.3

評価点

-0.2

0.0

一次評価

評価の指標 評価の基準

開催前
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

開催中 開催後 開催中 開催後大項目 中項目 小項目

評価
段階別影響

開催前
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会場別予測評価結果表(32_陸上自衛隊朝霞訓練場)

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

評価点

一次評価

評価の指標 評価の基準

開催前
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

開催中 開催後 開催中 開催後大項目 中項目 小項目

評価
段階別影響

開催前

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 緑視率 現況の緑視率

仮設の射撃場が設置される
が、視認できる緑はすべて
施設手前であり、緑視率は
現況と変わらない。

開催後は評価しない。

0 － 0.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 優れた眺望又は景観の阻害

①周辺の視点場から眺望で
きる優れた眺望景観の阻害
の有無
②景観形成特別地区の景観
を阻害しないこと

評価の基準②にあてはまら
ないため、検討対象外とす
る。

評価の基準②にあてはまら
ないため、検討対象外とす
る。

－ － -

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の場
の変化

自然との触れ合い活動の場
の消失又は改善・創出

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

現況で自然との触れ合い活
動の場となっていないこと
から、現況と変わらない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

現況で自然との触れ合い活
動の場となっていないこと
から、現況と変わらない。

－ 0 － 0 0.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の変
化

自然との触れ合い活動の阻
害又は促進（場へのアクセ
ス性含む）の有無

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

0 0 0 0 0 0.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

歩行者空間の快
適性

街路樹等緑陰の状況（緑陰
面積）

現況の街路樹及び接道緑
化、壁面緑化の状況

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

樹木に影響する改変はな
く、緑陰面積及び歩行者が
感じる快適性ともに現況と
変わらない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

陸上自衛隊の専用施設であ
り、公共的な利用が想定さ
れないことから、後利用に
おける予測評価の対象外と
する。

－ 0 － － 0.0 0.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

史跡・文化財
史跡・文化財の保護・保全
の状況

文化財等の保存及び管理の
支障の有無

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

改変域に史跡・文化財は存
在しない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

文化財等の保全及び管理に
支障はない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

水利用 上水利用量の削減 現在の上水利用量の水準

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量の削
減が図られる。

競技の実施時における会場
の利用者による水利用につ
いては、「施設の存在によ
る影響」に含めるものとし
て、ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

陸上自衛隊朝霞訓練場は、
陸上自衛隊の専用施設であ
ることから、後利用時の評
価の対象外とする。 － 0 － － － 0.0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物発生量の減量化
廃棄物発生量の減量化に
よって削減される 終処分
量の水準

標準的な工事と同程度の廃
棄物の削減対策がなされ、
現在の廃棄物の発生水準と
同等の減量化が行われる。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

競技の実施に伴い排出され
る一般廃棄物は、現在と同
程度の減量化が行われ、
終処分量は現状の水準と変
わらない。

標準的な工事と同程度の廃
棄物の削減対策がなされ、
現在の廃棄物の発生水準と
同等の減量化が行われる。

後利用はないことから対象
外とする。

0 － 0 0 － 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物の有効利用
廃棄物の有効利用によって
削減される 終処分量の水
準

建設廃棄物の有効利用の取
り組みについて、現在の標
準的な工事と同程度の廃棄
物の有効利用がなされる。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

競技の実施に伴い排出され
る一般廃棄物は、現在と同
程度の有効利用がなされ、

終処分量は現状の水準と
変わらない。

建設廃棄物の有効利用の取
り組みについて、現在の標
準的な工事と同程度の廃棄
物の有効利用がなされる。

後利用はないことから対象
外とする。

0 － 0 0 － 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

エコマテリアル エコマテリアルの使用
再生可能資材・再生資材の
活用の水準

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

施設の存在時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

競技の実施時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

後利用時におけるエコマテ
リアルの利用は想定されな
いため対象外とする。

+1 － － +1 － 1.0 1.0

環境項目
温室効果
ガス

温室効果ガス 温室効果ガスの削減量

①エネルギー消費量による
CO2排出の概算
②既存施設における追加的
排出の有無

一般的な施設の建設工事と
同程度の排出量になる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」に含めて
扱う。

同等施設の標準的な排出量
となる。

一般的な施設の建設工事と
同程度の排出量になる。

後利用はないことから対象
外とする。

0 － 0 0 － 0.0 0.0

環境項目
温室効果
ガス

エネルギー エネルギー使用量の増減

①現在の使用量の水準（東
京都温暖化対策計画書制度
/東京都建築物環境計画書
制度による評価水準）
②省エネ再エネ対策・設備
の導入状況/可能性

一般的な施設の建設工事と
同程度の消費量になる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」に含めて
扱う。

同等施設の標準的な消費量
となる。

一般的な施設の建設工事と
同程度の消費量になる。

後利用はないことから対象
外とする。

0 － 0 0 － 0.0 0.0

0.30.0

0.0

0.0

0.0

0.0
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工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

評価点

一次評価

評価の指標 評価の基準

開催前
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

開催中 開催後 開催中 開催後大項目 中項目 小項目

評価
段階別影響

開催前

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の転用
土地利用の改変、転用の有
無

改変エリアは一時的なプレ
ハブ等の仮設に留まり土地
の改変はない。 0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の有効利用 未利用地の解消の有無

未利用地の有効利用はな
い。

未利用地の有効利用はな
い。

0 0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の移動動
線の分断をしないこと

既に公共的な利用がなされ
ている施設の場所であり、
改変エリアは生活移動動線
に影響しない。

移動動線は確保されてお
り、競技中も現況と変わら
ない。

施設撤去後の地域住民の後
利用が想定されない。

0 0 － 0.0

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の動線の
ネットワーク化の進展の有
無

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

開催後の公共的利用は想定
されないため、評価の対象
外とする。 0 0 － 0.0

社会・経
済項目

土地利用 移転 民家等の移転
民家等の移転を伴わないこ
と

改変エリアに民家等は存在
しない。

0 0.0 0.0

社会・経
済項目

交通
公共交通へのア
クセシビリティ

アクセス性
現在の会場までのアクセス
性

アクセス性向上の対策が無
く現況と同様のアクセス性
である。

後利用時の公共利用が想定
されない。

0 － 0.0 0.0

社会・経
済項目

交通 交通安全 交通安全
現在の歩車動線の分離（交
通安全性の向上）の状況

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

競技の実施による影響に含
め、評価の対象外とする。

現状において歩車動線は分
離されており、開催中も維
持される。

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

後利用時の公共利用が想定
されない。

0 － 0 0 － 0.0 0.0

社会・経
済項目

経済 事業採算性 施設整備費
施設整備費を適正に保つた
めの措置

対策が無い場合には標準的
な施設整備費となる。

対策が無い場合には標準的
な撤去・改修整備費とな
る。 0 0 0.0

社会・経
済項目

経済 事業採算性 運営経費
運営・維持コストの削減の
ための措置

対策を講じない場合には標
準的な運営経費となる。

0 0.0

0.0

0.0 0.0

0.0

0.0

0.0
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環境項目 主要環境 大気
汚染物質（NO2、SPM）の排
出量

排出の有無、現状より排出
増大の可能性

環境項目 主要環境 水質
汚濁負荷（COD、T-N、T-
P、BOD､SS等）の排出量

汚濁負荷物質排出の有無、
汚染増大の可能性

環境項目 主要環境 土壌
土壌汚染物質の拡散の可能
性

土地履歴調査等による土壌
汚染物質の存在可能性

環境項目 生態系
生物の生育・生
息基盤

生物の生育・生息基盤の状
況

①重要な生物・生態系の賦
存地の改変の有無
②生物の生育・生息基盤の
創出の有無

環境項目 生態系 水循環
雨水の地下浸透能力（地表
面被覆率）

現状の地表面被覆率

環境項目 生態系 生物・生態系
周辺の生物の生育・生息環
境の連続性

現況の生物の生育・生息環
境の連続性

環境項目 生態系 生物・生態系 重要な生物・生態系 重要な生物・生態系の状況

環境項目 生態系 生物・生態系
生物相の豊かさ（鳥類相で
代表）

現況の生息種数（現状生息
する種のうち、生息が困難
となる可能性のある種の有
無、種数）

環境項目 生態系 緑 緑被面積（屋上含む） 現況の緑被率の状況

環境項目 生態系 緑 緑化の状況
東京都の自然保護条例、建
築物環境計画書制度におけ
る緑化の評価基準

環境項目 生活環境 騒音 環境・交通騒音レベル
①環境基準及び法令等によ
る基準
②現況の騒音レベル

環境項目 生活環境 日影
日照の阻害の有無（阻害を
受ける住戸等の有無）

現状の日照阻害の状況

評価の指標 評価の基準

大項目 中項目 小項目

評価

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による大気環境への影
響がみられるが、ミティ
ゲーションの実施により、
大気質の濃度をほとんど悪
化させない程度となる。

影響要因は想定されないた
め対象外。

施設等の利用、各施設間の
人の移動に伴う汚染物質の
排出が周辺の大気環境に与
える影響はほとんどない。

工事による大気環境への影
響がみられるが、ミティ
ゲーションの実施により、
大気質の濃度をほとんど悪
化させない程度となる。

0 － 0 0 0.0 0.0

工事の実施に伴って公共用
水域の水質に影響を及ぼす
ことはないことから、ミ
ティゲーションは想定して
いない。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用に伴うし尿等の
汚水による影響はないこと
から、ミティゲーションは
想定していない。

工事の実施に伴って公共用
水域の水質に影響を及ぼす
ことはないことから、ミ
ティゲーションは想定して
いない。

0 － 0 0 0.0 0.0

工事の内容から土壌汚染物
質の拡散の可能性は非常に
小さく、ミティゲーション
は想定していない。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

工事の内容から土壌汚染物
質の拡散の可能性はないこ
とから、ミティゲーション
は想定していない。 0 － － 0 0.0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

重要な生物・生態系の賦存
地の改変はない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

重要な生物・生態系の賦存
地の改変はない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

仮設により浸透域の一部が
改変されるが、被覆率はほ
とんど現況と変わらない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

仮設は撤去されることによ
り、浸透域の改変は行われ
ることはない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － -

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

重要な生物・生態系の指定
地域の改変はない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

重要な生物・生態系の指定
地域の改変はない。

－ 0 － 0 0.0

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

－ － － － － -

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

防衛施設であり緑地として
の用途は想定されていない
ことから対象外とした。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

防衛施設であり緑地として
の用途は想定されていない
ことから対象外とした。

－ － － － -

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

防衛施設であり緑地として
の用途は想定されていない
ことから対象外とした。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

防衛施設であり緑地として
の用途は想定されていない
ことから対象外とした。

－ － － － -

工事の実施に伴う騒音によ
る影響がみられるが、ミ
ティゲーションにより周辺
の生活環境に影響を及ぼさ
ない程度となる。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用、声援や応援等
が周辺の生活環境に影響を
及ぼすことはないことか
ら、ミティゲーションは想
定していない。

工事の実施に伴う騒音によ
る影響がみられるが、ミ
ティゲーションにより周辺
の生活環境に影響を及ぼさ
ない程度となる。

0 － 0 0 0.0 0.0

施設の存在による影響はな
いことから、ミティゲー
ションは想定していない。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

0 － 0.0 0.0

0.0

0.00.0

-

0.0

小項目
平均点

指標別
平均点

開催後

評価点

二次評価

開催中 開催後開催前
中項目
平均点

段階別影響

開催前 開催中
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会場別予測評価結果表(32_陸上自衛隊朝霞訓練場)

評価の指標 評価の基準

大項目 中項目 小項目

評価

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 緑視率 現況の緑視率

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 優れた眺望又は景観の阻害

①周辺の視点場から眺望で
きる優れた眺望景観の阻害
の有無
②景観形成特別地区の景観
を阻害しないこと

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の場
の変化

自然との触れ合い活動の場
の消失又は改善・創出

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の変
化

自然との触れ合い活動の阻
害又は促進（場へのアクセ
ス性含む）の有無

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

歩行者空間の快
適性

街路樹等緑陰の状況（緑陰
面積）

現況の街路樹及び接道緑
化、壁面緑化の状況

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

史跡・文化財
史跡・文化財の保護・保全
の状況

文化財等の保存及び管理の
支障の有無

環境項目
資源・廃
棄物

水利用 上水利用量の削減 現在の上水利用量の水準

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物発生量の減量化
廃棄物発生量の減量化に
よって削減される 終処分
量の水準

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物の有効利用
廃棄物の有効利用によって
削減される 終処分量の水
準

環境項目
資源・廃
棄物

エコマテリアル エコマテリアルの使用
再生可能資材・再生資材の
活用の水準

環境項目
温室効果
ガス

温室効果ガス 温室効果ガスの削減量

①エネルギー消費量による
CO2排出の概算
②既存施設における追加的
排出の有無

環境項目
温室効果
ガス

エネルギー エネルギー使用量の増減

①現在の使用量の水準（東
京都温暖化対策計画書制度
/東京都建築物環境計画書
制度による評価水準）
②省エネ再エネ対策・設備
の導入状況/可能性

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

小項目
平均点

指標別
平均点

開催後

評価点

二次評価

開催中 開催後開催前
中項目
平均点

段階別影響

開催前 開催中

仮設の射撃場が設置される
が、視認できる緑はすべて
施設手前であり、緑視率は
現況と変わらない。

開催後は評価しない。

0 － 0.0

評価の基準②にあてはまら
ないため、検討対象外とす
る。

評価の基準②にあてはまら
ないため、検討対象外とす
る。

－ － -

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

改変部が自然との触れ合い
活動の場でない、又は現況
で自然との触れ合い活動の
場となっていない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

自然との触れ合い活動の場
は現況と変わらない。

－ 0 － 0 0.0

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

0 0 0 0 0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

樹木に影響する改変はな
く、緑陰面積及び歩行者が
感じる快適性ともに現況と
変わらない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

陸上自衛隊の西洋施設であ
り、公共的な利用が想定さ
れないことから、後利用に
おける予測評価の対象外と
する。

－ 0 － － 0.0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

改変域に史跡・文化財は存
在しない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

文化財等の保全及び管理に
支障はない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量の削
減が図られる。

競技の実施時における会場
の利用者による水利用につ
いては、「施設の存在によ
る影響」に含めるものとし
て、ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

陸上自衛隊朝霞訓練場は、
陸上自衛隊の専用施設であ
ることから、後利用時の評
価の対象外とする。 － 0 － － － 0.0 0.0

建設廃棄物の対策はリサイ
クルによるものが大部分で
あり、減量による 終処分
量の大幅な削減は見込めな
い。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

既に容器包装廃棄物のリサ
イクル分別などが実施され
ており、廃棄物の発生抑制
策による 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

建設廃棄物の対策はリサイ
クルによるものが大部分で
あり、減量による 終処分
量の大幅な削減は見込めな
い。

後利用はないことから対象
外とする。

0 － 0 0 － 0.0

「東京都建設リサイクル推
進計画」等に基づく有効利
用策の促進により、建設廃
棄物の 終処分量は現在の
水準から20％以上削減され
る。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

資源ごみ回収やごみ処理過
程資源化、熱回収等の促進
により、一般廃棄物の 終
処分量は現在の水準から
30％程度削減される。

「東京都建設リサイクル推
進計画」等に基づく有効利
用策の促進により、建設廃
棄物の 終処分量は現在の
水準から20％以上削減され
る。

後利用はないことから対象
外とする。

+1 － +1 +1 － 1.0

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

施設の存在時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

競技の実施時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

後利用時におけるエコマテ
リアルの利用は想定されな
いため対象外とする。

+1 － － +1 － 1.0 1.0

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の削減
が図られる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

高効率設備の採用等によ
り、20％程度の削減が図ら
れる。

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の削減
が図られる。

後利用はないことから対象
外とする。

+2 － +2 +2 － 2.0 2.0

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の低減
が図られる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

高効率設備の採用等によ
り、20％程度の低減が図ら
れる。

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の低減
が図られる。

後利用はないことから対象
外とする。

+2 － +2 +2 － 2.0 2.0

0.50.5

2.0

0.0

0.00.0
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会場別予測評価結果表(32_陸上自衛隊朝霞訓練場)

評価の指標 評価の基準

大項目 中項目 小項目

評価

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の転用
土地利用の改変、転用の有
無

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の有効利用 未利用地の解消の有無

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の移動動
線の分断をしないこと

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の動線の
ネットワーク化の進展の有
無

社会・経
済項目

土地利用 移転 民家等の移転
民家等の移転を伴わないこ
と

社会・経
済項目

交通
公共交通へのア
クセシビリティ

アクセス性
現在の会場までのアクセス
性

社会・経
済項目

交通 交通安全 交通安全
現在の歩車動線の分離（交
通安全性の向上）の状況

社会・経
済項目

経済 事業採算性 施設整備費
施設整備費を適正に保つた
めの措置

社会・経
済項目

経済 事業採算性 運営経費
運営・維持コストの削減の
ための措置

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

小項目
平均点

指標別
平均点

開催後

評価点

二次評価

開催中 開催後開催前
中項目
平均点

段階別影響

開催前 開催中

改変エリアは一時的なプレ
ハブ等の仮設に留まり土地
の改変はない。 0 0.0

未利用地の有効利用はな
い。

未利用地の有効利用はな
い。

0 0 0.0

既に公共的な利用がなされ
ている施設の場所であり、
改変エリアは生活移動動線
に影響しない。

移動動線は確保されてお
り、競技中も現況と変わら
ない。

施設撤去後の地域住民の後
利用が想定されない。

0 0 － 0.0

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

開催後の公共的利用は想定
されないため、評価の対象
外とする。 0 0 － 0.0

改変エリアに民家等は存在
しない。

0 0.0 0.0

アクセス性向上の対策が無
く現況と同様のアクセス性
である。

後利用時の公共利用が想定
されない。

0 － 0.0 0.0

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

競技の実施による影響に含
め、評価の対象外とする。

現状において歩車動線は分
離されており、開催中も維
持される。

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

後利用時の公共利用が想定
されない。

0 － 0 0 － 0.0 0.0

再生可能材により整備費や
廃棄物処理費用を抑制する
等の費用削減措置が取られ
る。

再生可能材により整備費や
廃棄物処理費用を抑制する
等の費用削減措置が取られ
る。

+1 +1 1.0

ボランティアの活用等によ
り運営経費、維持管理コス
トの削減が図られる。 +1 1.0

項目 一次評価 二次評価
主要環境 -0.2 0.0
生態系 0.0 0.0
生活環境 -0.3 0.0
ｱﾒﾆﾃｨ・文化 0.0 0.0
資源・廃棄物 0.3 0.5
温室効果ガス 0.0 2.0
土地利用 0.0 0.0
交通 0.0 0.0
経済 0.0 1.0

1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

-2
-1
0
1
2
主要環境

生態系

生活環境

ｱﾒﾆﾃｨ・文化

資源・廃棄物温室効果ガス

土地利用

交通

経済 一次評価

二次評価
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会場別予測評価結果表(33_霞ヶ関カンツリー倶楽部)

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

環境項目 主要環境 大気
汚染物質（NO2、SPM）の排
出量

排出の有無、現状より排出
増大の可能性

工事の実施による濃度の変
化（付加率）が5％未満で
ある。

影響要因は想定されないた
め対象外。

施設等の利用、各施設間の
人の移動に伴う汚染物質の
排出が周辺の大気環境に与
える影響はほとんどない。

工事の実施による濃度の変
化（付加率）が5％未満で
ある。

影響要因は想定されないた
め対象外。

-1 － 0 -1 － -0.7 -0.7

環境項目 主要環境 水質
汚濁負荷（COD、T-N、T-
P、BOD､SS等）の排出量

汚濁負荷物質排出の有無、
汚染増大の可能性

工事の実施に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

工事の実施に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

オリンピックによる新たな
恒久施設はなく、開催後の
状況に開催前との変化はな
いことから対象外とする。 0 － 0 0 － 0.0 0.0

環境項目 主要環境 土壌
土壌汚染物質の拡散の可能
性

土地履歴調査等による土壌
汚染物質の存在可能性

土地の改変等を伴う工事は
実施しないことから対象外
とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

土地の改変等を伴う工事は
実施しないことから対象外
とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

－ － － － － - -

環境項目 生態系
生物の生育・生
息基盤

生物の生育・生息基盤の状
況

①重要な生物・生態系の賦
存地の改変の有無
②生物の生育・生息基盤の
創出の有無

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

重要な生物・生態系の賦存
地の改変はない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

重要な生物・生態系の賦存
地の改変はない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

環境項目 生態系 水循環
雨水の地下浸透能力（地表
面被覆率）

現状の地表面被覆率

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面の改変が行われない
ため対象外とする。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面の改変が行われない
ため対象外とする。

－ － － － - -

環境項目 生態系 生物・生態系
周辺の生物の生育・生息環
境の連続性

現況の生物の生育・生息環
境の連続性

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

生物の生育・生息場所は改
変されない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

仮設の撤去や施設の後利用
の対象は、駐車場、砂利・
舗装面、運動場、芝生であ
り、評価対象とする環境で
はないため、現況と変わら
ない。

－ 0 － 0 0.0

環境項目 生態系 生物・生態系 重要な生物・生態系 重要な生物・生態系の状況

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

重要な生物・生態系の指定
地域の改変はない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

重要な生物・生態系の指定
地域の改変はない。

－ 0 － 0 0.0

環境項目 生態系 生物・生態系
生物相の豊かさ（鳥類相で
代表）

現況の生息種数（現状生息
する種のうち、生息が困難
となる可能性のある種の有
無、種数）

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

－ － － － － -

環境項目 生態系 緑 緑被面積（屋上含む） 現況の緑被率の状況

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

現況95.8％の緑被率が
94.8％となり、1.0ポイン
ト減少する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

現況95.8％の緑被率が
94.8％となり、1.0ポイン
ト減少する。

－ 0 － 0 0.0

環境項目 生態系 緑 緑化の状況
東京都の自然保護条例、建
築物環境計画書制度におけ
る緑化の評価基準

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

仮設施設のため対象外とす
る。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

仮設施設のため対象外とす
る。

－ － － － -

環境項目 生活環境 騒音 環境・交通騒音レベル
①環境基準及び法令等によ
る基準
②現況の騒音レベル

工事の実施に伴う騒音によ
る周辺の生活環境への影響
がみられる。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用、声援や応援等
による騒音の発生がみられ
るが、周辺の生活環境に影
響を及ぼすことはない。

工事の実施に伴う騒音によ
る周辺の生活環境への影響
がみられる。

オリンピックによる新たな
恒久施設はなく、開催後の
状況に開催前との変化はな
いことから対象外とする。 -1 － 0 -1 － -0.7 -0.7

環境項目 生活環境 日影
日照の阻害の有無（阻害を
受ける住戸等の有無）

現状の日照阻害の状況

施設の高さ、周辺の状況、
仮設のみであることなどか
ら、施設の存在に伴う日影
の影響はない。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

開催後に、新たな施設によ
る日影は生じないことから
対象外とする。

－ - -

0.0

0.0

-0.7

評価点

-0.3

0.0

一次評価

評価の指標 評価の基準

開催前
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

開催中 開催後 開催中 開催後大項目 中項目 小項目

評価
段階別影響

開催前
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工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

評価点

一次評価

評価の指標 評価の基準

開催前
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

開催中 開催後 開催中 開催後大項目 中項目 小項目

評価
段階別影響

開催前

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 緑視率 現況の緑視率

仮設の施設が設置される
が、評価地点の緑視率には
影響しない。緑視率は現況
と変わらない。

仮設が撤去されるが、緑視
率は現況と変わらない。

0 0 0.0 0.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 優れた眺望又は景観の阻害

①周辺の視点場から眺望で
きる優れた眺望景観の阻害
の有無
②景観形成特別地区の景観
を阻害しないこと

評価の基準②にあてはまら
ないため、検討対象外とす
る。

評価の基準②にあてはまら
ないため、検討対象外とす
る。

－ － -

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の場
の変化

自然との触れ合い活動の場
の消失又は改善・創出

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

現況で自然との触れ合い活
動の場となっていないこと
から、現況と変わらない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

現況で自然との触れ合い活
動の場となっていないこと
から、現況と変わらない。

－ 0 － 0 0.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の変
化

自然との触れ合い活動の阻
害又は促進（場へのアクセ
ス性含む）の有無

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

0 0 0 0 0 0.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

歩行者空間の快
適性

街路樹等緑陰の状況（緑陰
面積）

現況の街路樹及び接道緑
化、壁面緑化の状況

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

樹木に影響する改変はな
く、緑陰面積及び歩行者が
感じる快適性ともに現況と
変わらない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

樹木に影響する改変はな
く、緑陰面積及び歩行者が
感じる快適性ともに現況と
変わらない。 － 0 － 0 0.0 0.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

史跡・文化財
史跡・文化財の保護・保全
の状況

文化財等の保存及び管理の
支障の有無

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

既存施設利用が主であるた
め、史跡・文化財に影響は
ない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

文化財等の保全及び管理に
支障はない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

水利用 上水利用量の削減 現在の上水利用量の水準

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量の削
減が図られる。

競技の実施時における会場
の利用者による水利用につ
いては、「施設の存在によ
る影響」に含めるものとし
て、ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量の削
減が図られる。

－ 0 － － 0 0.0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物発生量の減量化
廃棄物発生量の減量化に
よって削減される 終処分
量の水準

標準的な工事と同程度の廃
棄物の削減対策がなされ、
現在の廃棄物の発生水準と
同等の減量化が行われる。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

競技の実施に伴い排出され
る一般廃棄物は、現在と同
程度の減量化が行われ、
終処分量は現状の水準と変
わらない。

標準的な工事と同程度の廃
棄物の削減対策がなされ、
現在の廃棄物の発生水準と
同等の減量化が行われる。

後利用で排出される一般廃
棄物は、現在と同程度の減
量化が行われ、 終処分量
は現状の水準と変わらな
い。

0 － 0 0 0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物の有効利用
廃棄物の有効利用によって
削減される 終処分量の水
準

建設廃棄物の有効利用の取
り組みについて、現在の標
準的な工事と同程度の廃棄
物の有効利用がなされる。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

競技の実施に伴い排出され
る一般廃棄物は、現在と同
程度の有効利用がなされ、

終処分量は現状の水準と
変わらない。

建設廃棄物の有効利用の取
り組みについて、現在の標
準的な工事と同程度の廃棄
物の有効利用がなされる。

後利用で排出される一般廃
棄物は、現在と同程度の有
効利用がなされ、 終処分
量は現状の水準と変わらな
い。

0 － 0 0 0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

エコマテリアル エコマテリアルの使用
再生可能資材・再生資材の
活用の水準

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

施設の存在時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

競技の実施時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

後利用時におけるエコマテ
リアルの利用は想定されな
いため対象外とする。

+1 － － +1 － 1.0 1.0

環境項目
温室効果
ガス

温室効果ガス 温室効果ガスの削減量

①エネルギー消費量による
CO2排出の概算
②既存施設における追加的
排出の有無

一般的な施設の建設工事と
同程度の排出量になる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」に含めて
扱う。

同等施設の標準的な排出量
となる。

一般的な施設の建設工事と
同程度の排出量になる。

同等施設の標準的な排出量
となる。

0 － 0 0 0 0.0 0.0

環境項目
温室効果
ガス

エネルギー エネルギー使用量の増減

①現在の使用量の水準（東
京都温暖化対策計画書制度
/東京都建築物環境計画書
制度による評価水準）
②省エネ再エネ対策・設備
の導入状況/可能性

一般的な施設の建設工事と
同程度の消費量になる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」に含めて
扱う。

同等施設の標準的な消費量
となる。

一般的な施設の建設工事と
同程度の消費量になる。

同等施設の標準的な消費量
となる。

0 － 0 0 0 0.0 0.0

0.30.0

0.0

0.00.0
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工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

評価点

一次評価

評価の指標 評価の基準

開催前
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

開催中 開催後 開催中 開催後大項目 中項目 小項目

評価
段階別影響

開催前

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の転用
土地利用の改変、転用の有
無

改変エリアはゴルフ場内の
整理された区画であり、自
然地や農地等は存在しな
い。

0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の有効利用 未利用地の解消の有無

未利用地の有効利用はな
い。

未利用地の有効利用はな
い。

0 0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の移動動
線の分断をしないこと

既に公共的な利用がなされ
ている施設の場所であり、
改変エリアは生活移動動線
に影響しない。

移動動線は確保されてお
り、競技中も現況と変わら
ない。

移動動線は確保されてお
り、後利用時も生活移動動
線への影響はない。 0 0 0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の動線の
ネットワーク化の進展の有
無

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

開催前から開催後を通じて
現況と変わらない。

0 0 0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 移転 民家等の移転
民家等の移転を伴わないこ
と

改変エリアに民家等は存在
しない。

0 0.0 0.0

社会・経
済項目

交通
公共交通へのア
クセシビリティ

アクセス性
現在の会場までのアクセス
性

アクセス性向上の対策が無
く現況と同様のアクセス性
である。

アクセス性向上の対策が無
く現況と同様のアクセス性
である。 0 0 0.0 0.0

社会・経
済項目

交通 交通安全 交通安全
現在の歩車動線の分離（交
通安全性の向上）の状況

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

競技の実施による影響に含
め、評価の対象外とする。

寄駅からの徒歩ルートに
おいて一部の区間で歩車道
線の未分離がある。

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

寄駅からの徒歩ルートに
おいて一部の区間で歩車道
線の未分離がある。 0 － -1 0 -1 -0.5 -0.5

社会・経
済項目

経済 事業採算性 施設整備費
施設整備費を適正に保つた
めの措置

対策が無い場合には標準的
な施設整備費となる。

対策が無い場合には標準的
な撤去・改修整備費とな
る。 0 0 0.0

社会・経
済項目

経済 事業採算性 運営経費
運営・維持コストの削減の
ための措置

対策を講じない場合には標
準的な運営経費となる。

対策を講じない場合には標
準的な運営経費となる。

0 0 0.0

-0.3

0.0 0.0

0.0

0.0

0.0

1－177



会場別予測評価結果表(33_霞ヶ関カンツリー倶楽部)

環境項目 主要環境 大気
汚染物質（NO2、SPM）の排
出量

排出の有無、現状より排出
増大の可能性

環境項目 主要環境 水質
汚濁負荷（COD、T-N、T-
P、BOD､SS等）の排出量

汚濁負荷物質排出の有無、
汚染増大の可能性

環境項目 主要環境 土壌
土壌汚染物質の拡散の可能
性

土地履歴調査等による土壌
汚染物質の存在可能性

環境項目 生態系
生物の生育・生
息基盤

生物の生育・生息基盤の状
況

①重要な生物・生態系の賦
存地の改変の有無
②生物の生育・生息基盤の
創出の有無

環境項目 生態系 水循環
雨水の地下浸透能力（地表
面被覆率）

現状の地表面被覆率

環境項目 生態系 生物・生態系
周辺の生物の生育・生息環
境の連続性

現況の生物の生育・生息環
境の連続性

環境項目 生態系 生物・生態系 重要な生物・生態系 重要な生物・生態系の状況

環境項目 生態系 生物・生態系
生物相の豊かさ（鳥類相で
代表）

現況の生息種数（現状生息
する種のうち、生息が困難
となる可能性のある種の有
無、種数）

環境項目 生態系 緑 緑被面積（屋上含む） 現況の緑被率の状況

環境項目 生態系 緑 緑化の状況
東京都の自然保護条例、建
築物環境計画書制度におけ
る緑化の評価基準

環境項目 生活環境 騒音 環境・交通騒音レベル
①環境基準及び法令等によ
る基準
②現況の騒音レベル

環境項目 生活環境 日影
日照の阻害の有無（阻害を
受ける住戸等の有無）

現状の日照阻害の状況

評価の指標 評価の基準

大項目 中項目 小項目

評価

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による大気環境への影
響がみられるが、ミティ
ゲーションの実施により、
大気質の濃度をほとんど悪
化させない程度となる。

影響要因は想定されないた
め対象外。

施設等の利用、各施設間の
人の移動に伴う汚染物質の
排出が周辺の大気環境に与
える影響はほとんどない。

工事による大気環境への影
響がみられるが、ミティ
ゲーションの実施により、
大気質の濃度をほとんど悪
化させない程度となる。

影響要因は想定されないた
め対象外。

0 － 0 0 － 0.0 0.0

工事の実施に伴って公共用
水域の水質に影響を及ぼす
ことはないことから、ミ
ティゲーションは想定して
いない。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用に伴うし尿等の
汚水による影響はないこと
から、ミティゲーションは
想定していない。

工事の実施に伴って公共用
水域の水質に影響を及ぼす
ことはないことから、ミ
ティゲーションは想定して
いない。

オリンピックによる新たな
恒久施設はなく、開催後の
状況に開催前との変化はな
いことから対象外とする。 0 － 0 0 － 0.0 0.0

土地の改変等を伴う工事は
実施しないことから対象外
とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

土地の改変等を伴う工事は
実施しないことから対象外
とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

－ － － － － - -

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

重要な生物・生態系の賦存
地の改変はない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

重要な生物・生態系の賦存
地の改変はない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面の改変が行われない
ため対象外とする。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面の改変が行われない
ため対象外とする。

－ － － － - -

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

生物の生育・生息場所は改
変されない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

周辺の生物の生育・生息場
所の連続性は現況と変わら
ない。

－ 0 － 0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

重要な生物・生態系の指定
地域の改変はない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

重要な生物・生態系の指定
地域の改変はない。

－ 0 － 0 0.0

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

－ － － － － -

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

ほぼ現況と変わらない。 改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

ほぼ現況と変わらない。

－ 0 － 0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

仮設施設のため対象外とす
る。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

仮設施設のため対象外とす
る。

－ － － － -

工事の実施に伴う騒音によ
る影響がみられるが、ミ
ティゲーションにより周辺
の生活環境に影響を及ぼさ
ない程度となる。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用、声援や応援等
が周辺の生活環境に影響を
及ぼすことはないことか
ら、ミティゲーションは想
定していない。

工事の実施に伴う騒音によ
る影響がみられるが、ミ
ティゲーションにより周辺
の生活環境に影響を及ぼさ
ない程度となる。

オリンピックによる新たな
恒久施設はなく、開催後の
状況に開催前との変化はな
いことから対象外とする。 0 － 0 0 － 0.0 0.0

施設の存在による影響はな
いことから、ミティゲー
ションは想定していない。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

新たな施設による日影は生
じないことから対象外とす
る。

－ - -

0.0

0.00.0

0.0

0.0

小項目
平均点

指標別
平均点

開催後

評価点

二次評価

開催中 開催後開催前
中項目
平均点

段階別影響

開催前 開催中
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会場別予測評価結果表(33_霞ヶ関カンツリー倶楽部)

評価の指標 評価の基準

大項目 中項目 小項目

評価

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 緑視率 現況の緑視率

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 優れた眺望又は景観の阻害

①周辺の視点場から眺望で
きる優れた眺望景観の阻害
の有無
②景観形成特別地区の景観
を阻害しないこと

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の場
の変化

自然との触れ合い活動の場
の消失又は改善・創出

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の変
化

自然との触れ合い活動の阻
害又は促進（場へのアクセ
ス性含む）の有無

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

歩行者空間の快
適性

街路樹等緑陰の状況（緑陰
面積）

現況の街路樹及び接道緑
化、壁面緑化の状況

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

史跡・文化財
史跡・文化財の保護・保全
の状況

文化財等の保存及び管理の
支障の有無

環境項目
資源・廃
棄物

水利用 上水利用量の削減 現在の上水利用量の水準

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物発生量の減量化
廃棄物発生量の減量化に
よって削減される 終処分
量の水準

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物の有効利用
廃棄物の有効利用によって
削減される 終処分量の水
準

環境項目
資源・廃
棄物

エコマテリアル エコマテリアルの使用
再生可能資材・再生資材の
活用の水準

環境項目
温室効果
ガス

温室効果ガス 温室効果ガスの削減量

①エネルギー消費量による
CO2排出の概算
②既存施設における追加的
排出の有無

環境項目
温室効果
ガス

エネルギー エネルギー使用量の増減

①現在の使用量の水準（東
京都温暖化対策計画書制度
/東京都建築物環境計画書
制度による評価水準）
②省エネ再エネ対策・設備
の導入状況/可能性

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

小項目
平均点

指標別
平均点

開催後

評価点

二次評価

開催中 開催後開催前
中項目
平均点

段階別影響

開催前 開催中

仮設の設置は可能な限り街
路樹をさけて設置するが、
緑視率には影響しないた
め、現況と変わらない。

仮設撤去後、改変地の原状
復帰を行う。緑視率は現況
と変わらない。

0 0 0.0 0.0

評価の基準②にあてはまら
ないため、検討対象外とす
る。

評価の基準②にあてはまら
ないため、検討対象外とす
る。

－ － -

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

改変部が自然との触れ合い
活動の場でない、又は現況
で自然との触れ合い活動の
場となっていない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

自然との触れ合い活動の場
は現況と変わらない。

－ 0 － 0 0.0

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

0 0 0 0 0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

樹木に影響する改変はな
く、緑陰面積及び歩行者が
感じる快適性ともに現況と
変わらない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

樹木に影響する改変はな
く、緑陰面積及び歩行者が
感じる快適性ともに現況と
変わらない。 － 0 － 0 0.0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

既存施設利用が主であるた
め、史跡・文化財に影響は
ない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

文化財等の保全及び管理に
支障はない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量の削
減が図られる。

競技の実施時における会場
の利用者による水利用につ
いては、「施設の存在によ
る影響」に含めるものとし
て、ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量の削
減が図られる。

－ 0 － － 0 0.0 0.0

建設廃棄物の対策はリサイ
クルによるものが大部分で
あり、減量による 終処分
量の大幅な削減は見込めな
い。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

既に容器包装廃棄物のリサ
イクル分別などが実施され
ており、廃棄物の発生抑制
策による 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

建設廃棄物の対策はリサイ
クルによるものが大部分で
あり、減量による 終処分
量の大幅な削減は見込めな
い。

既に容器包装廃棄物のリサ
イクル分別などが実施され
ており、廃棄物の発生抑制
策による 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

0 － 0 0 0 0.0

「東京都建設リサイクル推
進計画」等に基づく有効利
用策の促進により、建設廃
棄物の 終処分量は現在の
水準から20％以上削減され
る。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

資源ごみ回収やごみ処理過
程資源化、熱回収等の促進
により、一般廃棄物の 終
処分量は現在の水準から
30％程度削減される。

「東京都建設リサイクル推
進計画」等に基づく有効利
用策の促進により、建設廃
棄物の 終処分量は現在の
水準から20％以上削減され
る。

資源ごみ回収やごみ処理過
程資源化、熱回収等の促進
により、一般廃棄物の 終
処分量は現在の水準から
30％程度削減される。

+1 － +1 +1 +1 1.0

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

施設の存在時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

競技の実施時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

後利用時におけるエコマテ
リアルの利用は想定されな
いため対象外とする。

+1 － － +1 － 1.0 1.0

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の削減
が図られる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

高効率設備の採用等によ
り、16.7％程度の削減が図
られる。

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の削減
が図られる。

省エネルギー対策の実施等
により、10％程度の削減が
図られる。

+2 － +1 +2 +1 1.5 1.5

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の低減
が図られる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

高効率設備の採用等によ
り、16.7％程度の低減が図
られる。

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の低減
が図られる。

省エネルギー対策の実施等
により、10％程度の低減が
図られる。

+2 － +1 +2 +1 1.5 1.5

0.50.5

1.5

0.00.0
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会場別予測評価結果表(33_霞ヶ関カンツリー倶楽部)

評価の指標 評価の基準

大項目 中項目 小項目

評価

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の転用
土地利用の改変、転用の有
無

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の有効利用 未利用地の解消の有無

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の移動動
線の分断をしないこと

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の動線の
ネットワーク化の進展の有
無

社会・経
済項目

土地利用 移転 民家等の移転
民家等の移転を伴わないこ
と

社会・経
済項目

交通
公共交通へのア
クセシビリティ

アクセス性
現在の会場までのアクセス
性

社会・経
済項目

交通 交通安全 交通安全
現在の歩車動線の分離（交
通安全性の向上）の状況

社会・経
済項目

経済 事業採算性 施設整備費
施設整備費を適正に保つた
めの措置

社会・経
済項目

経済 事業採算性 運営経費
運営・維持コストの削減の
ための措置

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

小項目
平均点

指標別
平均点

開催後

評価点

二次評価

開催中 開催後開催前
中項目
平均点

段階別影響

開催前 開催中

改変エリアはゴルフ場内の
整理された区画であり、自
然地や農地等は存在しな
い。

0 0.0

未利用地の有効利用はな
い。

未利用地の有効利用はな
い。

0 0 0.0

既に公共的な利用がなされ
ている施設の場所であり、
改変エリアは生活移動動線
に影響しない。

移動動線は確保されてお
り、競技中も現況と変わら
ない。

移動動線は確保されてお
り、後利用時も生活移動動
線への影響はない。 0 0 0 0.0

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

開催前から開催後を通じて
現況と変わらない。

0 0 0 0.0

改変エリアに民家等は存在
しない。

0 0.0 0.0

アクセス性向上の対策が無
く現況と同様のアクセス性
である。

アクセス性向上の対策が無
く現況と同様のアクセス性
である。 0 0 0.0 0.0

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

競技の実施による影響に含
め、評価の対象外とする。

寄駅からの徒歩ルートに
おいて歩車動線の分離等の
安全対策が取られる。

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

寄駅からの徒歩ルートに
おいて歩車動線の分離等の
安全対策が開催後も維持さ
れる。

0 － +1 0 +1 0.5 0.5

再生可能材により整備費や
廃棄物処理費用を抑制する
等の費用削減措置が取られ
る。

再生可能材により整備費や
廃棄物処理費用を抑制する
等の費用削減措置が取られ
る。

+1 +1 1.0

ボランティアの活用により
運営経費、維持管理コスト
の削減が図られる。

既存施設での光熱費等の大
幅な削減は見込めず、運営
経費は標準的なものとな
る。

+1 0 0.5

項目 一次評価 二次評価
主要環境 -0.3 0.0
生態系 0.0 0.0
生活環境 -0.7 0.0
ｱﾒﾆﾃｨ・文化 0.0 0.0
資源・廃棄物 0.3 0.5
温室効果ガス 0.0 1.5
土地利用 0.0 0.0
交通 -0.3 0.3
経済 0.0 0.8

0.8

0.0

0.0

0.0

0.3

0.8

-2
-1
0
1
2
主要環境

生態系

生活環境

ｱﾒﾆﾃｨ・文化

資源・廃棄物温室効果ガス

土地利用

交通

経済 一次評価

二次評価
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会場別予測評価結果表(34_札幌ドーム)

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

環境項目 主要環境 大気
汚染物質（NO2、SPM）の排
出量

排出の有無、現状より排出
増大の可能性

工事の実施による濃度の変
化（付加率）が5％未満で
ある。

影響要因は想定されないた
め対象外。

施設等の利用、各施設間の
人の移動に伴う汚染物質の
排出が周辺の大気環境に与
える影響はほとんどない。

工事の実施による濃度の変
化（付加率）が5％未満で
ある。

影響要因は想定されないた
め対象外。

-1 － 0 -1 － -0.7 -0.7

環境項目 主要環境 水質
汚濁負荷（COD、T-N、T-
P、BOD､SS等）の排出量

汚濁負荷物質排出の有無、
汚染増大の可能性

工事の実施に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

工事の実施に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

オリンピックによる新たな
恒久施設はなく、開催後の
状況に開催前との変化はな
いことから対象外とする。 0 － 0 0 － 0.0 0.0

環境項目 主要環境 土壌
土壌汚染物質の拡散の可能
性

土地履歴調査等による土壌
汚染物質の存在可能性

土地の改変等を伴う工事は
実施しないことから対象外
とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

土地の改変等を伴う工事は
実施しないことから対象外
とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

－ － － － － - -

環境項目 生態系
生物の生育・生
息基盤

生物の生育・生息基盤の状
況

①重要な生物・生態系の賦
存地の改変の有無
②生物の生育・生息基盤の
創出の有無

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － - -

環境項目 生態系 水循環
雨水の地下浸透能力（地表
面被覆率）

現状の地表面被覆率

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面の改変が行われない
ため対象外とする。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面の改変が行われない
ため対象外とする。

－ － － － - -

環境項目 生態系 生物・生態系
周辺の生物の生育・生息環
境の連続性

現況の生物の生育・生息環
境の連続性

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － -

環境項目 生態系 生物・生態系 重要な生物・生態系 重要な生物・生態系の状況

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － -

環境項目 生態系 生物・生態系
生物相の豊かさ（鳥類相で
代表）

現況の生息種数（現状生息
する種のうち、生息が困難
となる可能性のある種の有
無、種数）

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

－ － － － － -

環境項目 生態系 緑 緑被面積（屋上含む） 現況の緑被率の状況

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面の改変が行われない
ため対象外とする。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面の改変が行われない
ため対象外とする。

－ － － － -

環境項目 生態系 緑 緑化の状況
東京都の自然保護条例、建
築物環境計画書制度におけ
る緑化の評価基準

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面の改変が行われない
ため対象外とする。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面の改変が行われない
ため対象外とする。

－ － － － -

環境項目 生活環境 騒音 環境・交通騒音レベル
①環境基準及び法令等によ
る基準
②現況の騒音レベル

工事の実施に伴う騒音によ
る周辺の生活環境への影響
がみられる。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用、声援や応援等
による騒音の発生がみられ
るが、周辺の生活環境に影
響を及ぼすことはない。

工事の実施に伴う騒音によ
る周辺の生活環境への影響
がみられる。

オリンピックによる新たな
恒久施設はなく、開催後の
状況に開催前との変化はな
いことから対象外とする。 -1 － 0 -1 － -0.7 -0.7

環境項目 生活環境 日影
日照の阻害の有無（阻害を
受ける住戸等の有無）

現状の日照阻害の状況

施設の高さ、周辺の状況、
仮設のみであることなどか
ら、施設の存在に伴う日影
の影響はない。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

開催後に、新たな施設によ
る日影は生じないことから
対象外とする。

0 － － 0.0 0.0

-

-

-0.3

評価点

-0.3

-

一次評価

評価の指標 評価の基準

開催前
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

開催中 開催後 開催中 開催後大項目 中項目 小項目

評価
段階別影響

開催前
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会場別予測評価結果表(34_札幌ドーム)

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

評価点

一次評価

評価の指標 評価の基準

開催前
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

開催中 開催後 開催中 開催後大項目 中項目 小項目

評価
段階別影響

開催前

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 緑視率 現況の緑視率

仮設はコンパウンドのみで
影響が想定されないことか
ら、評価対象外とする。

仮設はコンパウンドのみで
影響が想定されないことか
ら、評価対象外とする。

－ － -

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 優れた眺望又は景観の阻害

①周辺の視点場から眺望で
きる優れた眺望景観の阻害
の有無
②景観形成特別地区の景観
を阻害しないこと

評価の基準②にあてはまら
ないため、検討対象外とす
る。

評価の基準②にあてはまら
ないため、検討対象外とす
る。

－ － -

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の場
の変化

自然との触れ合い活動の場
の消失又は改善・創出

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － -

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の変
化

自然との触れ合い活動の阻
害又は促進（場へのアクセ
ス性含む）の有無

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

0 0 0 0 0 0.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

歩行者空間の快
適性

街路樹等緑陰の状況（緑陰
面積）

現況の街路樹及び接道緑
化、壁面緑化の状況

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

外部施設はテント等であり
街路樹等の改変は行われな
いことから、予測評価の対
象外とする。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

外部施設はテント等であり
街路樹等の改変は行われな
いことから、予測評価の対
象外とする。 － － － － - -

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

史跡・文化財
史跡・文化財の保護・保全
の状況

文化財等の保存及び管理の
支障の有無

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

既存施設利用が主であるた
め、史跡・文化財に影響は
ない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

文化財等の保全及び管理に
支障はない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

水利用 上水利用量の削減 現在の上水利用量の水準

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量の削
減が図られる。

競技の実施時における会場
の利用者による水利用につ
いては、「施設の存在によ
る影響」に含めるものとし
て、ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量の削
減が図られる。

－ 0 － － 0 0.0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物発生量の減量化
廃棄物発生量の減量化に
よって削減される 終処分
量の水準

標準的な工事と同程度の廃
棄物の削減対策がなされ、
現在の廃棄物の発生水準と
同等の減量化が行われる。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

競技の実施に伴い排出され
る一般廃棄物は、現在と同
程度の減量化が行われ、
終処分量は現状の水準と変
わらない。

標準的な工事と同程度の廃
棄物の削減対策がなされ、
現在の廃棄物の発生水準と
同等の減量化が行われる。

後利用で排出される一般廃
棄物は、現在と同程度の減
量化が行われ、 終処分量
は現状の水準と変わらな
い。

0 － 0 0 0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物の有効利用
廃棄物の有効利用によって
削減される 終処分量の水
準

建設廃棄物の有効利用の取
り組みについて、現在の標
準的な工事と同程度の廃棄
物の有効利用がなされる。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

競技の実施に伴い排出され
る一般廃棄物は、現在と同
程度の有効利用がなされ、

終処分量は現状の水準と
変わらない。

建設廃棄物の有効利用の取
り組みについて、現在の標
準的な工事と同程度の廃棄
物の有効利用がなされる。

後利用で排出される一般廃
棄物は、現在と同程度の有
効利用がなされ、 終処分
量は現状の水準と変わらな
い。

0 － 0 0 0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

エコマテリアル エコマテリアルの使用
再生可能資材・再生資材の
活用の水準

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

施設の存在時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

競技の実施時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

後利用時におけるエコマテ
リアルの利用は想定されな
いため対象外とする。

+1 － － +1 － 1.0 1.0

環境項目
温室効果
ガス

温室効果ガス 温室効果ガスの削減量

①エネルギー消費量による
CO2排出の概算
②既存施設における追加的
排出の有無

一般的な施設の建設工事と
同程度の排出量になる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」に含めて
扱う。

第一種エネルギー指定管理
工場に指定されており、
7.8％程度の削減が見込ま
れる。

一般的な施設の建設工事と
同程度の排出量になる。

第一種エネルギー指定管理
工場に指定されており、
8％程度の削減が見込まれ
る。 0 － +1 0 +1 0.5 0.5

環境項目
温室効果
ガス

エネルギー エネルギー使用量の増減

①現在の使用量の水準（東
京都温暖化対策計画書制度
/東京都建築物環境計画書
制度による評価水準）
②省エネ再エネ対策・設備
の導入状況/可能性

一般的な施設の建設工事と
同程度の消費量になる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」に含めて
扱う。

第一種エネルギー指定管理
工場に指定されており、
7.8％程度の低減が見込ま
れる。

一般的な施設の建設工事と
同程度の消費量になる。

第一種エネルギー指定管理
工場に指定されており、
8％程度の低減が見込まれ
る。 0 － +1 0 +1 0.5 0.5

0.30.0

0.5

0.0

-

0.0
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工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

評価点

一次評価

評価の指標 評価の基準

開催前
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

開催中 開催後 開催中 開催後大項目 中項目 小項目

評価
段階別影響

開催前

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の転用
土地利用の改変、転用の有
無

改変エリアは一時的なプレ
ハブ等の仮設に留まり土地
の改変はない。 0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の有効利用 未利用地の解消の有無

未利用地の有効利用はな
い。

未利用地の有効利用はな
い。

0 0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の移動動
線の分断をしないこと

既に公共的な利用がなされ
ている施設の場所であり、
改変エリアは生活移動動線
に影響しない。

移動動線は確保されてお
り、競技中も現況と変わら
ない。

移動動線は確保されてお
り、後利用時も生活移動動
線への影響はない。 0 0 0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の動線の
ネットワーク化の進展の有
無

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

開催前から開催後を通じて
現況と変わらない。

0 0 0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 移転 民家等の移転
民家等の移転を伴わないこ
と

改変エリアに民家等は存在
しない。

0 0.0 0.0

社会・経
済項目

交通
公共交通へのア
クセシビリティ

アクセス性
現在の会場までのアクセス
性

アクセス性向上の対策が無
く現況と同様のアクセス性
である。

アクセス性向上の対策が無
く現況と同様のアクセス性
である。 0 0 0.0 0.0

社会・経
済項目

交通 交通安全 交通安全
現在の歩車動線の分離（交
通安全性の向上）の状況

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

競技の実施による影響に含
め、評価の対象外とする。

現状において歩車動線は分
離されており、開催中も維
持される。

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

現状において歩車動線は分
離されており、後利用時に
も維持される。 0 － 0 0 0 0.0 0.0

社会・経
済項目

経済 事業採算性 施設整備費
施設整備費を適正に保つた
めの措置

対策が無い場合には標準的
な施設整備費となる。

対策が無い場合には標準的
な撤去・改修整備費とな
る。 0 0 0.0

社会・経
済項目

経済 事業採算性 運営経費
運営・維持コストの削減の
ための措置

対策を講じない場合には標
準的な運営経費となる。

対策を講じない場合には標
準的な運営経費となる。

0 0 0.0

0.0

0.0 0.0

0.0

0.0

0.0
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会場別予測評価結果表(34_札幌ドーム)

環境項目 主要環境 大気
汚染物質（NO2、SPM）の排
出量

排出の有無、現状より排出
増大の可能性

環境項目 主要環境 水質
汚濁負荷（COD、T-N、T-
P、BOD､SS等）の排出量

汚濁負荷物質排出の有無、
汚染増大の可能性

環境項目 主要環境 土壌
土壌汚染物質の拡散の可能
性

土地履歴調査等による土壌
汚染物質の存在可能性

環境項目 生態系
生物の生育・生
息基盤

生物の生育・生息基盤の状
況

①重要な生物・生態系の賦
存地の改変の有無
②生物の生育・生息基盤の
創出の有無

環境項目 生態系 水循環
雨水の地下浸透能力（地表
面被覆率）

現状の地表面被覆率

環境項目 生態系 生物・生態系
周辺の生物の生育・生息環
境の連続性

現況の生物の生育・生息環
境の連続性

環境項目 生態系 生物・生態系 重要な生物・生態系 重要な生物・生態系の状況

環境項目 生態系 生物・生態系
生物相の豊かさ（鳥類相で
代表）

現況の生息種数（現状生息
する種のうち、生息が困難
となる可能性のある種の有
無、種数）

環境項目 生態系 緑 緑被面積（屋上含む） 現況の緑被率の状況

環境項目 生態系 緑 緑化の状況
東京都の自然保護条例、建
築物環境計画書制度におけ
る緑化の評価基準

環境項目 生活環境 騒音 環境・交通騒音レベル
①環境基準及び法令等によ
る基準
②現況の騒音レベル

環境項目 生活環境 日影
日照の阻害の有無（阻害を
受ける住戸等の有無）

現状の日照阻害の状況

評価の指標 評価の基準

大項目 中項目 小項目

評価

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による大気環境への影
響がみられるが、ミティ
ゲーションの実施により、
大気質の濃度をほとんど悪
化させない程度となる。

影響要因は想定されないた
め対象外。

施設等の利用、各施設間の
人の移動に伴う汚染物質の
排出が周辺の大気環境に与
える影響はほとんどない。

工事による大気環境への影
響がみられるが、ミティ
ゲーションの実施により、
大気質の濃度をほとんど悪
化させない程度となる。

影響要因は想定されないた
め対象外。

0 － 0 0 － 0.0 0.0

工事の実施に伴って公共用
水域の水質に影響を及ぼす
ことはないことから、ミ
ティゲーションは想定して
いない。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用に伴うし尿等の
汚水による影響はないこと
から、ミティゲーションは
想定していない。

工事の実施に伴って公共用
水域の水質に影響を及ぼす
ことはないことから、ミ
ティゲーションは想定して
いない。

オリンピックによる新たな
恒久施設はなく、開催後の
状況に開催前との変化はな
いことから対象外とする。 0 － 0 0 － 0.0 0.0

土地の改変等を伴う工事は
実施しないことから対象外
とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

土地の改変等を伴う工事は
実施しないことから対象外
とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

－ － － － － - -

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － - -

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面の改変が行われない
ため対象外とする。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面の改変が行われない
ため対象外とする。

－ － － － - -

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － -

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － -

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

－ － － － － -

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － -

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － -

工事の実施に伴う騒音によ
る影響がみられるが、ミ
ティゲーションにより周辺
の生活環境に影響を及ぼさ
ない程度となる。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用、声援や応援等
が周辺の生活環境に影響を
及ぼすことはないことか
ら、ミティゲーションは想
定していない。

工事の実施に伴う騒音によ
る影響がみられるが、ミ
ティゲーションにより周辺
の生活環境に影響を及ぼさ
ない程度となる。

オリンピックによる新たな
恒久施設はなく、開催後の
状況に開催前との変化はな
いことから対象外とする。 0 － 0 0 － 0.0 0.0

施設の存在による影響はな
いことから、ミティゲー
ションは想定していない。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

新たな施設による日影は生
じないことから対象外とす
る。

0 － － 0.0 0.0

0.0

--

-

0.0

小項目
平均点

指標別
平均点

開催後

評価点

二次評価

開催中 開催後開催前
中項目
平均点

段階別影響

開催前 開催中
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評価の指標 評価の基準

大項目 中項目 小項目

評価

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 緑視率 現況の緑視率

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 優れた眺望又は景観の阻害

①周辺の視点場から眺望で
きる優れた眺望景観の阻害
の有無
②景観形成特別地区の景観
を阻害しないこと

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の場
の変化

自然との触れ合い活動の場
の消失又は改善・創出

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の変
化

自然との触れ合い活動の阻
害又は促進（場へのアクセ
ス性含む）の有無

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

歩行者空間の快
適性

街路樹等緑陰の状況（緑陰
面積）

現況の街路樹及び接道緑
化、壁面緑化の状況

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

史跡・文化財
史跡・文化財の保護・保全
の状況

文化財等の保存及び管理の
支障の有無

環境項目
資源・廃
棄物

水利用 上水利用量の削減 現在の上水利用量の水準

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物発生量の減量化
廃棄物発生量の減量化に
よって削減される 終処分
量の水準

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物の有効利用
廃棄物の有効利用によって
削減される 終処分量の水
準

環境項目
資源・廃
棄物

エコマテリアル エコマテリアルの使用
再生可能資材・再生資材の
活用の水準

環境項目
温室効果
ガス

温室効果ガス 温室効果ガスの削減量

①エネルギー消費量による
CO2排出の概算
②既存施設における追加的
排出の有無

環境項目
温室効果
ガス

エネルギー エネルギー使用量の増減

①現在の使用量の水準（東
京都温暖化対策計画書制度
/東京都建築物環境計画書
制度による評価水準）
②省エネ再エネ対策・設備
の導入状況/可能性

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

小項目
平均点

指標別
平均点

開催後

評価点

二次評価

開催中 開催後開催前
中項目
平均点

段階別影響

開催前 開催中

仮設はコンパウンドのみで
影響が想定されないことか
ら、評価対象外とする。

仮設はコンパウンドのみで
影響が想定されないことか
ら、評価対象外とする。

－ － -

評価の基準②にあてはまら
ないため、検討対象外とす
る。

評価の基準②にあてはまら
ないため、検討対象外とす
る。

－ － -

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － -

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

0 0 0 0 0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

外部施設はテント等であり
街路樹等の改変は行われな
いことから、予測評価の対
象外とする。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

外部施設はテント等であり
街路樹等の改変は行われな
いことから、予測評価の対
象外とする。 － － － － - -

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

既存施設利用が主であるた
め、史跡・文化財に影響は
ない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

文化財等の保全及び管理に
支障はない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量の削
減が図られる。

競技の実施時における会場
の利用者による水利用につ
いては、「施設の存在によ
る影響」に含めるものとし
て、ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量の削
減が図られる。

－ 0 － － 0 0.0 0.0

建設廃棄物の対策はリサイ
クルによるものが大部分で
あり、減量による 終処分
量の大幅な削減は見込めな
い。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

既に容器包装廃棄物のリサ
イクル分別などが実施され
ており、廃棄物の発生抑制
策による 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

建設廃棄物の対策はリサイ
クルによるものが大部分で
あり、減量による 終処分
量の大幅な削減は見込めな
い。

既に容器包装廃棄物のリサ
イクル分別などが実施され
ており、廃棄物の発生抑制
策による 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

0 － 0 0 0 0.0

「東京都建設リサイクル推
進計画」等に基づく有効利
用策の促進により、建設廃
棄物の 終処分量は現在の
水準から20％以上削減され
る。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

資源ごみ回収やごみ処理過
程資源化、熱回収等の促進
により、一般廃棄物の 終
処分量は現在の水準から
30％程度削減される。

「東京都建設リサイクル推
進計画」等に基づく有効利
用策の促進により、建設廃
棄物の 終処分量は現在の
水準から20％以上削減され
る。

資源ごみ回収やごみ処理過
程資源化、熱回収等の促進
により、一般廃棄物の 終
処分量は現在の水準から
30％程度削減される。

+1 － +1 +1 +1 1.0

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

施設の存在時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

競技の実施時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

後利用時におけるエコマテ
リアルの利用は想定されな
いため対象外とする。

+1 － － +1 － 1.0 1.0

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の削減
が図られる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

省エネルギー対策の実施等
により、10.2％程度の削減
が図られる。

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の削減
が図られる。

省エネルギー対策の実施等
により、10％程度の削減が
図られる。

+2 － +1 +2 +1 1.5 1.5

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の低減
が図られる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

省エネルギー対策の実施等
により、10.2％程度の低減
が図られる。

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の低減
が図られる。

省エネルギー対策の実施等
により、10％程度の低減が
図られる。

+2 － +1 +2 +1 1.5 1.5

0.50.5

1.5

-

0.00.0
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会場別予測評価結果表(34_札幌ドーム)

評価の指標 評価の基準

大項目 中項目 小項目

評価

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の転用
土地利用の改変、転用の有
無

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の有効利用 未利用地の解消の有無

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の移動動
線の分断をしないこと

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の動線の
ネットワーク化の進展の有
無

社会・経
済項目

土地利用 移転 民家等の移転
民家等の移転を伴わないこ
と

社会・経
済項目

交通
公共交通へのア
クセシビリティ

アクセス性
現在の会場までのアクセス
性

社会・経
済項目

交通 交通安全 交通安全
現在の歩車動線の分離（交
通安全性の向上）の状況

社会・経
済項目

経済 事業採算性 施設整備費
施設整備費を適正に保つた
めの措置

社会・経
済項目

経済 事業採算性 運営経費
運営・維持コストの削減の
ための措置

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

小項目
平均点

指標別
平均点

開催後

評価点

二次評価

開催中 開催後開催前
中項目
平均点

段階別影響

開催前 開催中

改変エリアは一時的なプレ
ハブ等の仮設に留まり土地
の改変はない。 0 0.0

未利用地の有効利用はな
い。

未利用地の有効利用はな
い。

0 0 0.0

既に公共的な利用がなされ
ている施設の場所であり、
改変エリアは生活移動動線
に影響しない。

移動動線は確保されてお
り、競技中も現況と変わら
ない。

移動動線は確保されてお
り、後利用時も生活移動動
線への影響はない。 0 0 0 0.0

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

開催前から開催後を通じて
現況と変わらない。

0 0 0 0.0

改変エリアに民家等は存在
しない。

0 0.0 0.0

アクセス性向上の対策が無
く現況と同様のアクセス性
である。

アクセス性向上の対策が無
く現況と同様のアクセス性
である。 0 0 0.0 0.0

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

競技の実施による影響に含
め、評価の対象外とする。

現状において歩車動線は分
離されており、開催中も維
持される。

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

現状において歩車動線は分
離されており、後利用時に
も維持される。 0 － 0 0 0 0.0 0.0

再生可能材により整備費や
廃棄物処理費用を抑制する
等の費用削減措置が取られ
る。

再生可能材により整備費や
廃棄物処理費用を抑制する
等の費用削減措置が取られ
る。

+1 +1 1.0

ボランティアの活用により
運営経費、維持管理コスト
の削減が図られる。

既存施設での光熱費等の大
幅な削減は見込めず、運営
経費は標準的なものとな
る。

+1 0 0.5

項目 一次評価 二次評価
主要環境 -0.3 0.0
生態系 - -
生活環境 -0.3 0.0
ｱﾒﾆﾃｨ・文化 0.0 0.0
資源・廃棄物 0.3 0.5
温室効果ガス 0.5 1.5
土地利用 0.0 0.0
交通 0.0 0.0
経済 0.0 0.8

0.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.8

-2
-1
0
1
2
主要環境

生態系

生活環境

ｱﾒﾆﾃｨ・文化

資源・廃棄物温室効果ガス

土地利用

交通

経済 一次評価

二次評価
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会場別予測評価結果表(35_宮城スタジアム)

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

環境項目 主要環境 大気
汚染物質（NO2、SPM）の排
出量

排出の有無、現状より排出
増大の可能性

工事の実施による濃度の変
化（付加率）が5％未満で
ある。

影響要因は想定されないた
め対象外。

施設等の利用、各施設間の
人の移動に伴う汚染物質の
排出が周辺の大気環境に与
える影響はほとんどない。

工事の実施による濃度の変
化（付加率）が5％未満で
ある。

影響要因は想定されないた
め対象外。

-1 － 0 -1 － -0.7 -0.7

環境項目 主要環境 水質
汚濁負荷（COD、T-N、T-
P、BOD､SS等）の排出量

汚濁負荷物質排出の有無、
汚染増大の可能性

工事の実施に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

工事の実施に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

オリンピックによる新たな
恒久施設はなく、開催後の
状況に開催前との変化はな
いことから対象外とする。 0 － 0 0 － 0.0 0.0

環境項目 主要環境 土壌
土壌汚染物質の拡散の可能
性

土地履歴調査等による土壌
汚染物質の存在可能性

土地の改変等を伴う工事は
実施しないことから対象外
とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

土地の改変等を伴う工事は
実施しないことから対象外
とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

－ － － － － - -

環境項目 生態系
生物の生育・生
息基盤

生物の生育・生息基盤の状
況

①重要な生物・生態系の賦
存地の改変の有無
②生物の生育・生息基盤の
創出の有無

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － - -

環境項目 生態系 水循環
雨水の地下浸透能力（地表
面被覆率）

現状の地表面被覆率

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面の改変が行われない
ため対象外とする。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面の改変が行われない
ため対象外とする。

－ － － － - -

環境項目 生態系 生物・生態系
周辺の生物の生育・生息環
境の連続性

現況の生物の生育・生息環
境の連続性

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － -

環境項目 生態系 生物・生態系 重要な生物・生態系 重要な生物・生態系の状況

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － -

環境項目 生態系 生物・生態系
生物相の豊かさ（鳥類相で
代表）

現況の生息種数（現状生息
する種のうち、生息が困難
となる可能性のある種の有
無、種数）

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

－ － － － － -

環境項目 生態系 緑 緑被面積（屋上含む） 現況の緑被率の状況

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － -

環境項目 生態系 緑 緑化の状況
東京都の自然保護条例、建
築物環境計画書制度におけ
る緑化の評価基準

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － -

環境項目 生活環境 騒音 環境・交通騒音レベル
①環境基準及び法令等によ
る基準
②現況の騒音レベル

工事の実施に伴う騒音によ
る周辺の生活環境への影響
がみられる。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用、声援や応援等
による騒音の発生がみられ
るが、周辺の生活環境に影
響を及ぼすことはない。

工事の実施に伴う騒音によ
る周辺の生活環境への影響
がみられる。

オリンピックによる新たな
恒久施設はなく、開催後の
状況に開催前との変化はな
いことから対象外とする。 -1 － 0 -1 － -0.7 -0.7

環境項目 生活環境 日影
日照の阻害の有無（阻害を
受ける住戸等の有無）

現状の日照阻害の状況

施設の高さ、周辺の状況、
仮設のみであることなどか
ら、施設の存在に伴う日影
の影響はない。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

開催後に、新たな施設によ
る日影は生じないことから
対象外とする。

0 － － 0.0 0.0

-

-

-0.3

評価点

-0.3

-

一次評価

評価の指標 評価の基準

開催前
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

開催中 開催後 開催中 開催後大項目 中項目 小項目

評価
段階別影響

開催前
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工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

評価点

一次評価

評価の指標 評価の基準

開催前
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

開催中 開催後 開催中 開催後大項目 中項目 小項目

評価
段階別影響

開催前

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 緑視率 現況の緑視率

仮設はコンパウンドのみで
影響が想定されないことか
ら、評価対象外とする。

仮設はコンパウンドのみで
影響が想定されないことか
ら、評価対象外とする。

－ － -

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 優れた眺望又は景観の阻害

①周辺の視点場から眺望で
きる優れた眺望景観の阻害
の有無
②景観形成特別地区の景観
を阻害しないこと

評価の基準②にあてはまら
ないため、検討対象外とす
る。

評価の基準②にあてはまら
ないため、検討対象外とす
る。

－ － -

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の場
の変化

自然との触れ合い活動の場
の消失又は改善・創出

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － -

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の変
化

自然との触れ合い活動の阻
害又は促進（場へのアクセ
ス性含む）の有無

騒音、アクセス規制によ
り、自然との触れ合い活動
自体及びアクセスが阻害さ
れる。

主要なアクセスルートが物
理的に改変・遮断されない
ことから、現況と変わらな
い。

会場エリア内の入場が規制
されることから、自然との
触れ合い活動のアクセスが
阻害される。

騒音、アクセス規制によ
り、自然との触れ合い活動
自体及びアクセスが阻害さ
れる。

主要なアクセスルートが物
理的に改変・遮断されな
い、又は現況で自然との触
れ合い活動が行われてな
い。

-2 0 -1 -2 0 -1.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

歩行者空間の快
適性

街路樹等緑陰の状況（緑陰
面積）

現況の街路樹及び接道緑
化、壁面緑化の状況

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

外部施設はテント等であり
街路樹等の改変は行われな
いことから、予測評価の対
象外とする。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

外部施設はテント等であり
街路樹等の改変は行われな
いことから、予測評価の対
象外とする。 － － － － - -

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

史跡・文化財
史跡・文化財の保護・保全
の状況

文化財等の保存及び管理の
支障の有無

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

既存施設利用が主であるた
め、史跡・文化財に影響は
ない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

文化財等の保全及び管理に
支障はない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

水利用 上水利用量の削減 現在の上水利用量の水準

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量の削
減が図られる。

競技の実施時における会場
の利用者による水利用につ
いては、「施設の存在によ
る影響」に含めるものとし
て、ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量の削
減が図られる。

－ 0 － － 0 0.0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物発生量の減量化
廃棄物発生量の減量化に
よって削減される 終処分
量の水準

標準的な工事と同程度の廃
棄物の削減対策がなされ、
現在の廃棄物の発生水準と
同等の減量化が行われる。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

競技の実施に伴い排出され
る一般廃棄物は、現在と同
程度の減量化が行われ、
終処分量は現状の水準と変
わらない。

標準的な工事と同程度の廃
棄物の削減対策がなされ、
現在の廃棄物の発生水準と
同等の減量化が行われる。

後利用で排出される一般廃
棄物は、現在と同程度の減
量化が行われ、 終処分量
は現状の水準と変わらな
い。

0 － 0 0 0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物の有効利用
廃棄物の有効利用によって
削減される 終処分量の水
準

建設廃棄物の有効利用の取
り組みについて、現在の標
準的な工事と同程度の廃棄
物の有効利用がなされる。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

競技の実施に伴い排出され
る一般廃棄物は、現在と同
程度の有効利用がなされ、

終処分量は現状の水準と
変わらない。

建設廃棄物の有効利用の取
り組みについて、現在の標
準的な工事と同程度の廃棄
物の有効利用がなされる。

後利用で排出される一般廃
棄物は、現在と同程度の有
効利用がなされ、 終処分
量は現状の水準と変わらな
い。

0 － 0 0 0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

エコマテリアル エコマテリアルの使用
再生可能資材・再生資材の
活用の水準

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

施設の存在時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

競技の実施時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

後利用時におけるエコマテ
リアルの利用は想定されな
いため対象外とする。

+1 － － +1 － 1.0 1.0

環境項目
温室効果
ガス

温室効果ガス 温室効果ガスの削減量

①エネルギー消費量による
CO2排出の概算
②既存施設における追加的
排出の有無

一般的な施設の建設工事と
同程度の排出量になる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」に含めて
扱う。

第一種エネルギー指定管理
工場に指定されており、
7.8％程度の削減が見込ま
れる。

一般的な施設の建設工事と
同程度の排出量になる。

第一種エネルギー指定管理
工場に指定されており、
8％程度の削減が見込まれ
る。 0 － +1 0 +1 0.5 0.5

環境項目
温室効果
ガス

エネルギー エネルギー使用量の増減

①現在の使用量の水準（東
京都温暖化対策計画書制度
/東京都建築物環境計画書
制度による評価水準）
②省エネ再エネ対策・設備
の導入状況/可能性

一般的な施設の建設工事と
同程度の消費量になる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」に含めて
扱う。

第一種エネルギー指定管理
工場に指定されており、
7.8％程度の低減が見込ま
れる。

一般的な施設の建設工事と
同程度の消費量になる。

第一種エネルギー指定管理
工場に指定されており、
8％程度の低減が見込まれ
る。 0 － +1 0 +1 0.5 0.5

0.30.0

0.5

-1.0

-

-0.5
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工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

評価点

一次評価

評価の指標 評価の基準

開催前
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

開催中 開催後 開催中 開催後大項目 中項目 小項目

評価
段階別影響

開催前

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の転用
土地利用の改変、転用の有
無

改変エリアは一時的なプレ
ハブ等の仮設に留まり土地
の改変はない。 0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の有効利用 未利用地の解消の有無

未利用地の有効利用はな
い。

未利用地の有効利用はな
い。

0 0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の移動動
線の分断をしないこと

既に公共的な利用がなされ
ている施設の場所であり、
改変エリアは生活移動動線
に影響しない。

移動動線は確保されてお
り、競技中も現況と変わら
ない。

移動動線は確保されてお
り、後利用時も生活移動動
線への影響はない。 0 0 0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の動線の
ネットワーク化の進展の有
無

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

開催前から開催後を通じて
現況と変わらない。

0 0 0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 移転 民家等の移転
民家等の移転を伴わないこ
と

改変エリアに民家等は存在
しない。

0 0.0 0.0

社会・経
済項目

交通
公共交通へのア
クセシビリティ

アクセス性
現在の会場までのアクセス
性

アクセス性向上の対策が無
く現況と同様のアクセス性
である。

アクセス性向上の対策が無
く現況と同様のアクセス性
である。 0 0 0.0 0.0

社会・経
済項目

交通 交通安全 交通安全
現在の歩車動線の分離（交
通安全性の向上）の状況

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

競技の実施による影響に含
め、評価の対象外とする。

現状において歩車動線は分
離されており、開催中も維
持される。

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

現状において歩車動線は分
離されており、後利用時に
も維持される。 0 － 0 0 0 0.0 0.0

社会・経
済項目

経済 事業採算性 施設整備費
施設整備費を適正に保つた
めの措置

対策が無い場合には標準的
な施設整備費となる。

対策が無い場合には標準的
な撤去・改修整備費とな
る。 0 0 0.0

社会・経
済項目

経済 事業採算性 運営経費
運営・維持コストの削減の
ための措置

対策を講じない場合には標
準的な運営経費となる。

対策を講じない場合には標
準的な運営経費となる。

0 0 0.0

0.0

0.0 0.0

0.0

0.0

0.0
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環境項目 主要環境 大気
汚染物質（NO2、SPM）の排
出量

排出の有無、現状より排出
増大の可能性

環境項目 主要環境 水質
汚濁負荷（COD、T-N、T-
P、BOD､SS等）の排出量

汚濁負荷物質排出の有無、
汚染増大の可能性

環境項目 主要環境 土壌
土壌汚染物質の拡散の可能
性

土地履歴調査等による土壌
汚染物質の存在可能性

環境項目 生態系
生物の生育・生
息基盤

生物の生育・生息基盤の状
況

①重要な生物・生態系の賦
存地の改変の有無
②生物の生育・生息基盤の
創出の有無

環境項目 生態系 水循環
雨水の地下浸透能力（地表
面被覆率）

現状の地表面被覆率

環境項目 生態系 生物・生態系
周辺の生物の生育・生息環
境の連続性

現況の生物の生育・生息環
境の連続性

環境項目 生態系 生物・生態系 重要な生物・生態系 重要な生物・生態系の状況

環境項目 生態系 生物・生態系
生物相の豊かさ（鳥類相で
代表）

現況の生息種数（現状生息
する種のうち、生息が困難
となる可能性のある種の有
無、種数）

環境項目 生態系 緑 緑被面積（屋上含む） 現況の緑被率の状況

環境項目 生態系 緑 緑化の状況
東京都の自然保護条例、建
築物環境計画書制度におけ
る緑化の評価基準

環境項目 生活環境 騒音 環境・交通騒音レベル
①環境基準及び法令等によ
る基準
②現況の騒音レベル

環境項目 生活環境 日影
日照の阻害の有無（阻害を
受ける住戸等の有無）

現状の日照阻害の状況

評価の指標 評価の基準

大項目 中項目 小項目

評価

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による大気環境への影
響がみられるが、ミティ
ゲーションの実施により、
大気質の濃度をほとんど悪
化させない程度となる。

影響要因は想定されないた
め対象外。

施設等の利用、各施設間の
人の移動に伴う汚染物質の
排出が周辺の大気環境に与
える影響はほとんどない。

工事による大気環境への影
響がみられるが、ミティ
ゲーションの実施により、
大気質の濃度をほとんど悪
化させない程度となる。

影響要因は想定されないた
め対象外。

0 － 0 0 － 0.0 0.0

工事の実施に伴って公共用
水域の水質に影響を及ぼす
ことはないことから、ミ
ティゲーションは想定して
いない。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用に伴うし尿等の
汚水による影響はないこと
から、ミティゲーションは
想定していない。

工事の実施に伴って公共用
水域の水質に影響を及ぼす
ことはないことから、ミ
ティゲーションは想定して
いない。

オリンピックによる新たな
恒久施設はなく、開催後の
状況に開催前との変化はな
いことから対象外とする。 0 － 0 0 － 0.0 0.0

土地の改変等を伴う工事は
実施しないことから対象外
とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

土地の改変等を伴う工事は
実施しないことから対象外
とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

－ － － － － - -

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － - -

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面の改変が行われない
ため対象外とする。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面の改変が行われない
ため対象外とする。

－ － － － - -

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － -

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － -

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

－ － － － － -

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － -

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － -

工事の実施に伴う騒音によ
る影響がみられるが、ミ
ティゲーションにより周辺
の生活環境に影響を及ぼさ
ない程度となる。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用、声援や応援等
が周辺の生活環境に影響を
及ぼすことはないことか
ら、ミティゲーションは想
定していない。

工事の実施に伴う騒音によ
る影響がみられるが、ミ
ティゲーションにより周辺
の生活環境に影響を及ぼさ
ない程度となる。

オリンピックによる新たな
恒久施設はなく、開催後の
状況に開催前との変化はな
いことから対象外とする。 0 － 0 0 － 0.0 0.0

施設の存在による影響はな
いことから、ミティゲー
ションは想定していない。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

新たな施設による日影は生
じないことから対象外とす
る。

0 － － 0.0 0.0

0.0

--

-

0.0

小項目
平均点

指標別
平均点

開催後

評価点

二次評価

開催中 開催後開催前
中項目
平均点

段階別影響

開催前 開催中
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会場別予測評価結果表(35_宮城スタジアム)

評価の指標 評価の基準

大項目 中項目 小項目

評価

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 緑視率 現況の緑視率

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 優れた眺望又は景観の阻害

①周辺の視点場から眺望で
きる優れた眺望景観の阻害
の有無
②景観形成特別地区の景観
を阻害しないこと

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の場
の変化

自然との触れ合い活動の場
の消失又は改善・創出

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の変
化

自然との触れ合い活動の阻
害又は促進（場へのアクセ
ス性含む）の有無

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

歩行者空間の快
適性

街路樹等緑陰の状況（緑陰
面積）

現況の街路樹及び接道緑
化、壁面緑化の状況

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

史跡・文化財
史跡・文化財の保護・保全
の状況

文化財等の保存及び管理の
支障の有無

環境項目
資源・廃
棄物

水利用 上水利用量の削減 現在の上水利用量の水準

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物発生量の減量化
廃棄物発生量の減量化に
よって削減される 終処分
量の水準

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物の有効利用
廃棄物の有効利用によって
削減される 終処分量の水
準

環境項目
資源・廃
棄物

エコマテリアル エコマテリアルの使用
再生可能資材・再生資材の
活用の水準

環境項目
温室効果
ガス

温室効果ガス 温室効果ガスの削減量

①エネルギー消費量による
CO2排出の概算
②既存施設における追加的
排出の有無

環境項目
温室効果
ガス

エネルギー エネルギー使用量の増減

①現在の使用量の水準（東
京都温暖化対策計画書制度
/東京都建築物環境計画書
制度による評価水準）
②省エネ再エネ対策・設備
の導入状況/可能性

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

小項目
平均点

指標別
平均点

開催後

評価点

二次評価

開催中 開催後開催前
中項目
平均点

段階別影響

開催前 開催中

仮設はコンパウンドのみで
影響が想定されないことか
ら、評価対象外とする。

仮設はコンパウンドのみで
影響が想定されないことか
ら、評価対象外とする。

－ － -

評価の基準②にあてはまら
ないため、検討対象外とす
る。

評価の基準②にあてはまら
ないため、検討対象外とす
る。

－ － -

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － -

ミティゲーションの実施に
より、現況レベルまで自然
との触れ合い活動が改善す
る。

主要なアクセスルートが物
理的に改変・遮断されない
ことから、現況と変わらな
い。

現段階ではミティゲーショ
ンは想定していない。

ミティゲーションの実施に
より、現況レベルまで自然
との触れ合い活動が改善す
る。

ミティゲーションの実施に
より、自然との触れ合い活
動が向上する。

0 0 -1 0 +1 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

外部施設はテント等であり
街路樹等の改変は行われな
いことから、予測評価の対
象外とする。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

外部施設はテント等であり
街路樹等の改変は行われな
いことから、予測評価の対
象外とする。 － － － － - -

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

既存施設利用が主であるた
め、史跡・文化財に影響は
ない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

文化財等の保全及び管理に
支障はない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量の削
減が図られる。

競技の実施時における会場
の利用者による水利用につ
いては、「施設の存在によ
る影響」に含めるものとし
て、ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量の削
減が図られる。

－ 0 － － 0 0.0 0.0

建設廃棄物の対策はリサイ
クルによるものが大部分で
あり、減量による 終処分
量の大幅な削減は見込めな
い。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

既に容器包装廃棄物のリサ
イクル分別などが実施され
ており、廃棄物の発生抑制
策による 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

建設廃棄物の対策はリサイ
クルによるものが大部分で
あり、減量による 終処分
量の大幅な削減は見込めな
い。

既に容器包装廃棄物のリサ
イクル分別などが実施され
ており、廃棄物の発生抑制
策による 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

0 － 0 0 0 0.0

「東京都建設リサイクル推
進計画」等に基づく有効利
用策の促進により、建設廃
棄物の 終処分量は現在の
水準から20％以上削減され
る。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

資源ごみ回収やごみ処理過
程資源化、熱回収等の促進
により、一般廃棄物の 終
処分量は現在の水準から
30％程度削減される。

「東京都建設リサイクル推
進計画」等に基づく有効利
用策の促進により、建設廃
棄物の 終処分量は現在の
水準から20％以上削減され
る。

資源ごみ回収やごみ処理過
程資源化、熱回収等の促進
により、一般廃棄物の 終
処分量は現在の水準から
30％程度削減される。

+1 － +1 +1 +1 1.0

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

施設の存在時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

競技の実施時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

後利用時におけるエコマテ
リアルの利用は想定されな
いため対象外とする。

+1 － － +1 － 1.0 1.0

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の削減
が図られる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

省エネルギー対策の実施等
により10.2％程度の削減が
図られる。

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の削減
が図られる。

省エネルギー対策の実施等
により、10％程度の削減が
図られる。

+2 － +1 +2 +1 1.5 1.5

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の低減
が図られる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

省エネルギー対策の実施等
により10.2％程度の低減が
図られる。

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の低減
が図られる。

省エネルギー対策の実施等
により、10％程度の低減が
図られる。

+2 － +1 +2 +1 1.5 1.5

0.50.5

1.5

-

0.00.0
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会場別予測評価結果表(35_宮城スタジアム)

評価の指標 評価の基準

大項目 中項目 小項目

評価

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の転用
土地利用の改変、転用の有
無

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の有効利用 未利用地の解消の有無

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の移動動
線の分断をしないこと

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の動線の
ネットワーク化の進展の有
無

社会・経
済項目

土地利用 移転 民家等の移転
民家等の移転を伴わないこ
と

社会・経
済項目

交通
公共交通へのア
クセシビリティ

アクセス性
現在の会場までのアクセス
性

社会・経
済項目

交通 交通安全 交通安全
現在の歩車動線の分離（交
通安全性の向上）の状況

社会・経
済項目

経済 事業採算性 施設整備費
施設整備費を適正に保つた
めの措置

社会・経
済項目

経済 事業採算性 運営経費
運営・維持コストの削減の
ための措置

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

小項目
平均点

指標別
平均点

開催後

評価点

二次評価

開催中 開催後開催前
中項目
平均点

段階別影響

開催前 開催中

改変エリアは一時的なプレ
ハブ等の仮設に留まり土地
の改変はない。 0 0.0

未利用地の有効利用はな
い。

未利用地の有効利用はな
い。

0 0 0.0

既に公共的な利用がなされ
ている施設の場所であり、
改変エリアは生活移動動線
に影響しない。

移動動線は確保されてお
り、競技中も現況と変わら
ない。

移動動線は確保されてお
り、後利用時も生活移動動
線への影響はない。 0 0 0 0.0

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

開催前から開催後を通じて
現況と変わらない。

0 0 0 0.0

改変エリアに民家等は存在
しない。

0 0.0 0.0

アクセス性向上の対策が無
く現況と同様のアクセス性
である。

アクセス性向上の対策が無
く現況と同様のアクセス性
である。 0 0 0.0 0.0

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

競技の実施による影響に含
め、評価の対象外とする。

現状において歩車動線は分
離されており、開催中も維
持される。

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

現状において歩車動線は分
離されており、後利用時に
も維持される。 0 － 0 0 0 0.0 0.0

再生可能材により整備費や
廃棄物処理費用を抑制する
等の費用削減措置が取られ
る。

再生可能材により整備費や
廃棄物処理費用を抑制する
等の費用削減措置が取られ
る。

+1 +1 1.0

ボランティアの活用により
運営経費、維持管理コスト
の削減が図られる。

既存施設での光熱費等の大
幅な削減は見込めず、運営
経費は標準的なものとな
る。

+1 0 0.5

項目 一次評価 二次評価
主要環境 -0.3 0.0
生態系 - -
生活環境 -0.3 0.0
ｱﾒﾆﾃｨ・文化 -0.5 0.0
資源・廃棄物 0.3 0.5
温室効果ガス 0.5 1.5
土地利用 0.0 0.0
交通 0.0 0.0
経済 0.0 0.8

0.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.8

-2
-1
0
1
2
主要環境

生態系

生活環境

ｱﾒﾆﾃｨ・文化

資源・廃棄物温室効果ガス

土地利用

交通

経済 一次評価

二次評価
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工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

環境項目 主要環境 大気
汚染物質（NO2、SPM）の排
出量

排出の有無、現状より排出
増大の可能性

工事の実施による濃度の変
化（付加率）が5％未満で
ある。

影響要因は想定されないた
め対象外。

施設等の利用、各施設間の
人の移動に伴う汚染物質の
排出が周辺の大気環境に与
える影響はほとんどない。

工事の実施による濃度の変
化（付加率）が5％未満で
ある。

影響要因は想定されないた
め対象外。

-1 － 0 -1 － -0.7 -0.7

環境項目 主要環境 水質
汚濁負荷（COD、T-N、T-
P、BOD､SS等）の排出量

汚濁負荷物質排出の有無、
汚染増大の可能性

工事の実施に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

工事の実施に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

オリンピックによる新たな
恒久施設はなく、開催後の
状況に開催前との変化はな
いことから対象外とする。 0 － 0 0 － 0.0 0.0

環境項目 主要環境 土壌
土壌汚染物質の拡散の可能
性

土地履歴調査等による土壌
汚染物質の存在可能性

土地の改変等を伴う工事は
実施しないことから対象外
とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

土地の改変等を伴う工事は
実施しないことから対象外
とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

－ － － － － - -

環境項目 生態系
生物の生育・生
息基盤

生物の生育・生息基盤の状
況

①重要な生物・生態系の賦
存地の改変の有無
②生物の生育・生息基盤の
創出の有無

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － - -

環境項目 生態系 水循環
雨水の地下浸透能力（地表
面被覆率）

現状の地表面被覆率

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面の改変が行われない
ため対象外とする。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面の改変が行われない
ため対象外とする。

－ － － － - -

環境項目 生態系 生物・生態系
周辺の生物の生育・生息環
境の連続性

現況の生物の生育・生息環
境の連続性

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － -

環境項目 生態系 生物・生態系 重要な生物・生態系 重要な生物・生態系の状況

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － -

環境項目 生態系 生物・生態系
生物相の豊かさ（鳥類相で
代表）

現況の生息種数（現状生息
する種のうち、生息が困難
となる可能性のある種の有
無、種数）

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

－ － － － － -

環境項目 生態系 緑 緑被面積（屋上含む） 現況の緑被率の状況

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － -

環境項目 生態系 緑 緑化の状況
東京都の自然保護条例、建
築物環境計画書制度におけ
る緑化の評価基準

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － -

環境項目 生活環境 騒音 環境・交通騒音レベル
①環境基準及び法令等によ
る基準
②現況の騒音レベル

工事の実施に伴う騒音によ
る周辺の生活環境への影響
がみられる。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用、声援や応援等
による騒音の発生がみられ
るが、周辺の生活環境に影
響を及ぼすことはない。

工事の実施に伴う騒音によ
る周辺の生活環境への影響
がみられる。

オリンピックによる新たな
恒久施設はなく、開催後の
状況に開催前との変化はな
いことから対象外とする。 -1 － 0 -1 － -0.7 -0.7

環境項目 生活環境 日影
日照の阻害の有無（阻害を
受ける住戸等の有無）

現状の日照阻害の状況

施設の高さ、周辺の状況、
仮設のみであることなどか
ら、施設の存在に伴う日影
の影響はない。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

開催後に、新たな施設によ
る日影は生じないことから
対象外とする。

0 － － 0.0 0.0

-

-

-0.3

評価点

-0.3

-

一次評価

評価の指標 評価の基準

開催前
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

開催中 開催後 開催中 開催後大項目 中項目 小項目

評価
段階別影響

開催前
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工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

評価点

一次評価

評価の指標 評価の基準

開催前
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

開催中 開催後 開催中 開催後大項目 中項目 小項目

評価
段階別影響

開催前

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 緑視率 現況の緑視率

仮設はコンパウンドのみで
影響が想定されないことか
ら、評価対象外とする。

仮設はコンパウンドのみで
影響が想定されないことか
ら、評価対象外とする。

－ － -

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 優れた眺望又は景観の阻害

①周辺の視点場から眺望で
きる優れた眺望景観の阻害
の有無
②景観形成特別地区の景観
を阻害しないこと

評価の基準②にあてはまら
ないため、検討対象外とす
る。

評価の基準②にあてはまら
ないため、検討対象外とす
る。

－ － -

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の場
の変化

自然との触れ合い活動の場
の消失又は改善・創出

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － -

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の変
化

自然との触れ合い活動の阻
害又は促進（場へのアクセ
ス性含む）の有無

騒音、アクセス規制によ
り、自然との触れ合い活動
自体及びアクセスが阻害さ
れる。

主要なアクセスルートが物
理的に改変・遮断されない
ことから、現況と変わらな
い。

会場エリア内の入場が規制
されることから、自然との
触れ合い活動のアクセスが
阻害される。

騒音、アクセス規制によ
り、自然との触れ合い活動
自体及びアクセスが阻害さ
れる。

主要なアクセスルートが物
理的に改変・遮断されな
い、又は現況で自然との触
れ合い活動が行われてな
い。

-2 0 -1 -2 0 -1.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

歩行者空間の快
適性

街路樹等緑陰の状況（緑陰
面積）

現況の街路樹及び接道緑
化、壁面緑化の状況

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

外部施設はテント等であり
街路樹等の改変は行われな
いことから、予測評価の対
象外とする。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

外部施設はテント等であり
街路樹等の改変は行われな
いことから、予測評価の対
象外とする。 － － － － - -

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

史跡・文化財
史跡・文化財の保護・保全
の状況

文化財等の保存及び管理の
支障の有無

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

既存施設利用が主であるた
め、史跡・文化財に影響は
ない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

文化財等の保全及び管理に
支障はない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

水利用 上水利用量の削減 現在の上水利用量の水準

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水のほか、雨水の利用に
より上水利用量の削減が図
られる。

競技の実施時における会場
の利用者による水利用につ
いては、「施設の存在によ
る影響」に含めるものとし
て、ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水のほか、雨水の利用に
より上水利用量の削減が図
られる。

－ +1 － － +1 1.0 1.0

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物発生量の減量化
廃棄物発生量の減量化に
よって削減される 終処分
量の水準

標準的な工事と同程度の廃
棄物の削減対策がなされ、
現在の廃棄物の発生水準と
同等の減量化が行われる。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

競技の実施に伴い排出され
る一般廃棄物は、現在と同
程度の減量化が行われ、
終処分量は現状の水準と変
わらない。

標準的な工事と同程度の廃
棄物の削減対策がなされ、
現在の廃棄物の発生水準と
同等の減量化が行われる。

後利用で排出される一般廃
棄物は、現在と同程度の減
量化が行われ、 終処分量
は現状の水準と変わらな
い。

0 － 0 0 0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物の有効利用
廃棄物の有効利用によって
削減される 終処分量の水
準

建設廃棄物の有効利用の取
り組みについて、現在の標
準的な工事と同程度の廃棄
物の有効利用がなされる。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

競技の実施に伴い排出され
る一般廃棄物は、現在と同
程度の有効利用がなされ、

終処分量は現状の水準と
変わらない。

建設廃棄物の有効利用の取
り組みについて、現在の標
準的な工事と同程度の廃棄
物の有効利用がなされる。

後利用で排出される一般廃
棄物は、現在と同程度の有
効利用がなされ、 終処分
量は現状の水準と変わらな
い。

0 － 0 0 0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

エコマテリアル エコマテリアルの使用
再生可能資材・再生資材の
活用の水準

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

施設の存在時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

競技の実施時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

後利用時におけるエコマテ
リアルの利用は想定されな
いため対象外とする。

+1 － － +1 － 1.0 1.0

環境項目
温室効果
ガス

温室効果ガス 温室効果ガスの削減量

①エネルギー消費量による
CO2排出の概算
②既存施設における追加的
排出の有無

一般的な施設の建設工事と
同程度の排出量になる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」に含めて
扱う。

第一種エネルギー指定管理
工場に指定されており、
7.5％程度の削減が見込ま
れる。

一般的な施設の建設工事と
同程度の排出量になる。

第一種エネルギー指定管理
工場に指定されており、
8％程度の削減が見込まれ
る。 0 － +1 0 +1 0.5 0.5

環境項目
温室効果
ガス

エネルギー エネルギー使用量の増減

①現在の使用量の水準（東
京都温暖化対策計画書制度
/東京都建築物環境計画書
制度による評価水準）
②省エネ再エネ対策・設備
の導入状況/可能性

一般的な施設の建設工事と
同程度の消費量になる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」に含めて
扱う。

第一種エネルギー指定管理
工場に指定されており、
7.5％程度の低減が見込ま
れる。

一般的な施設の建設工事と
同程度の消費量になる。

第一種エネルギー指定管理
工場に指定されており、
8％程度の低減が見込まれ
る。 0 － +1 0 +1 0.5 0.5

0.70.0

0.5

-1.0

-

-0.5
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工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

評価点

一次評価

評価の指標 評価の基準

開催前
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

開催中 開催後 開催中 開催後大項目 中項目 小項目

評価
段階別影響

開催前

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の転用
土地利用の改変、転用の有
無

改変エリアは一時的なプレ
ハブ等の仮設に留まり土地
の改変はない。 0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の有効利用 未利用地の解消の有無

未利用地の有効利用はな
い。

未利用地の有効利用はな
い。

0 0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の移動動
線の分断をしないこと

既に公共的な利用がなされ
ている施設の場所であり、
改変エリアは生活移動動線
に影響しない。

移動動線は確保されてお
り、競技中も現況と変わら
ない。

移動動線は確保されてお
り、後利用時も生活移動動
線への影響はない。 0 0 0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の動線の
ネットワーク化の進展の有
無

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

開催前から開催後を通じて
現況と変わらない。

0 0 0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 移転 民家等の移転
民家等の移転を伴わないこ
と

改変エリアに民家等は存在
しない。

0 0.0 0.0

社会・経
済項目

交通
公共交通へのア
クセシビリティ

アクセス性
現在の会場までのアクセス
性

アクセス性向上の対策が無
く現況と同様のアクセス性
である。

アクセス性向上の対策が無
く現況と同様のアクセス性
である。 0 0 0.0 0.0

社会・経
済項目

交通 交通安全 交通安全
現在の歩車動線の分離（交
通安全性の向上）の状況

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

競技の実施による影響に含
め、評価の対象外とする。

現状において歩車動線は分
離されており、開催中も維
持される。

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

現状において歩車動線は分
離されており、後利用時に
も維持される。 0 － 0 0 0 0.0 0.0

社会・経
済項目

経済 事業採算性 施設整備費
施設整備費を適正に保つた
めの措置

対策が無い場合には標準的
な施設整備費となる。

対策が無い場合には標準的
な撤去・改修整備費とな
る。 0 0 0.0

社会・経
済項目

経済 事業採算性 運営経費
運営・維持コストの削減の
ための措置

対策を講じない場合には標
準的な運営経費となる。

対策を講じない場合には標
準的な運営経費となる。

0 0 0.0

0.0

0.0 0.0

0.0

0.0

0.0
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環境項目 主要環境 大気
汚染物質（NO2、SPM）の排
出量

排出の有無、現状より排出
増大の可能性

環境項目 主要環境 水質
汚濁負荷（COD、T-N、T-
P、BOD､SS等）の排出量

汚濁負荷物質排出の有無、
汚染増大の可能性

環境項目 主要環境 土壌
土壌汚染物質の拡散の可能
性

土地履歴調査等による土壌
汚染物質の存在可能性

環境項目 生態系
生物の生育・生
息基盤

生物の生育・生息基盤の状
況

①重要な生物・生態系の賦
存地の改変の有無
②生物の生育・生息基盤の
創出の有無

環境項目 生態系 水循環
雨水の地下浸透能力（地表
面被覆率）

現状の地表面被覆率

環境項目 生態系 生物・生態系
周辺の生物の生育・生息環
境の連続性

現況の生物の生育・生息環
境の連続性

環境項目 生態系 生物・生態系 重要な生物・生態系 重要な生物・生態系の状況

環境項目 生態系 生物・生態系
生物相の豊かさ（鳥類相で
代表）

現況の生息種数（現状生息
する種のうち、生息が困難
となる可能性のある種の有
無、種数）

環境項目 生態系 緑 緑被面積（屋上含む） 現況の緑被率の状況

環境項目 生態系 緑 緑化の状況
東京都の自然保護条例、建
築物環境計画書制度におけ
る緑化の評価基準

環境項目 生活環境 騒音 環境・交通騒音レベル
①環境基準及び法令等によ
る基準
②現況の騒音レベル

環境項目 生活環境 日影
日照の阻害の有無（阻害を
受ける住戸等の有無）

現状の日照阻害の状況

評価の指標 評価の基準

大項目 中項目 小項目

評価

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による大気環境への影
響がみられるが、ミティ
ゲーションの実施により、
大気質の濃度をほとんど悪
化させない程度となる。

影響要因は想定されないた
め対象外。

施設等の利用、各施設間の
人の移動に伴う汚染物質の
排出が周辺の大気環境に与
える影響はほとんどない。

工事による大気環境への影
響がみられるが、ミティ
ゲーションの実施により、
大気質の濃度をほとんど悪
化させない程度となる。

影響要因は想定されないた
め対象外。

0 － 0 0 － 0.0 0.0

工事の実施に伴って公共用
水域の水質に影響を及ぼす
ことはないことから、ミ
ティゲーションは想定して
いない。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用に伴うし尿等の
汚水による影響はないこと
から、ミティゲーションは
想定していない。

工事の実施に伴って公共用
水域の水質に影響を及ぼす
ことはないことから、ミ
ティゲーションは想定して
いない。

オリンピックによる新たな
恒久施設はなく、開催後の
状況に開催前との変化はな
いことから対象外とする。 0 － 0 0 － 0.0 0.0

土地の改変等を伴う工事は
実施しないことから対象外
とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

土地の改変等を伴う工事は
実施しないことから対象外
とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

－ － － － － - -

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － - -

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面の改変が行われない
ため対象外とする。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面の改変が行われない
ため対象外とする。

－ － － － - -

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － -

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － -

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

－ － － － － -

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － -

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － -

工事の実施に伴う騒音によ
る影響がみられるが、ミ
ティゲーションにより周辺
の生活環境に影響を及ぼさ
ない程度となる。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用、声援や応援等
が周辺の生活環境に影響を
及ぼすことはないことか
ら、ミティゲーションは想
定していない。

工事の実施に伴う騒音によ
る影響がみられるが、ミ
ティゲーションにより周辺
の生活環境に影響を及ぼさ
ない程度となる。

オリンピックによる新たな
恒久施設はなく、開催後の
状況に開催前との変化はな
いことから対象外とする。 0 － 0 0 － 0.0 0.0

施設の存在による影響はな
いことから、ミティゲー
ションは想定していない。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

新たな施設による日影は生
じないことから対象外とす
る。

0 － － 0.0 0.0

0.0

--

-

0.0

小項目
平均点

指標別
平均点

開催後

評価点

二次評価

開催中 開催後開催前
中項目
平均点

段階別影響

開催前 開催中
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評価の指標 評価の基準

大項目 中項目 小項目

評価

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 緑視率 現況の緑視率

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 優れた眺望又は景観の阻害

①周辺の視点場から眺望で
きる優れた眺望景観の阻害
の有無
②景観形成特別地区の景観
を阻害しないこと

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の場
の変化

自然との触れ合い活動の場
の消失又は改善・創出

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の変
化

自然との触れ合い活動の阻
害又は促進（場へのアクセ
ス性含む）の有無

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

歩行者空間の快
適性

街路樹等緑陰の状況（緑陰
面積）

現況の街路樹及び接道緑
化、壁面緑化の状況

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

史跡・文化財
史跡・文化財の保護・保全
の状況

文化財等の保存及び管理の
支障の有無

環境項目
資源・廃
棄物

水利用 上水利用量の削減 現在の上水利用量の水準

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物発生量の減量化
廃棄物発生量の減量化に
よって削減される 終処分
量の水準

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物の有効利用
廃棄物の有効利用によって
削減される 終処分量の水
準

環境項目
資源・廃
棄物

エコマテリアル エコマテリアルの使用
再生可能資材・再生資材の
活用の水準

環境項目
温室効果
ガス

温室効果ガス 温室効果ガスの削減量

①エネルギー消費量による
CO2排出の概算
②既存施設における追加的
排出の有無

環境項目
温室効果
ガス

エネルギー エネルギー使用量の増減

①現在の使用量の水準（東
京都温暖化対策計画書制度
/東京都建築物環境計画書
制度による評価水準）
②省エネ再エネ対策・設備
の導入状況/可能性

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

小項目
平均点

指標別
平均点

開催後

評価点

二次評価

開催中 開催後開催前
中項目
平均点

段階別影響

開催前 開催中

仮設はコンパウンドのみで
影響が想定されないことか
ら、評価対象外とする。

仮設はコンパウンドのみで
影響が想定されないことか
ら、評価対象外とする。

－ － -

評価の基準②にあてはまら
ないため、検討対象外とす
る。

評価の基準②にあてはまら
ないため、検討対象外とす
る。

－ － -

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － -

ミティゲーションの実施に
より、現況レベルまで自然
との触れ合い活動が改善す
る。

主要なアクセスルートが物
理的に改変・遮断されない
ことから、現況と変わらな
い。

現段階ではミティゲーショ
ンは想定していない。

ミティゲーションの実施に
より、現況レベルまで自然
との触れ合い活動が改善す
る。

ミティゲーションの実施に
より、自然との触れ合い活
動が向上する。

0 0 -1 0 +1 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

外部施設はテント等であり
街路樹等の改変は行われな
いことから、予測評価の対
象外とする。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

外部施設はテント等であり
街路樹等の改変は行われな
いことから、予測評価の対
象外とする。 － － － － - -

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

既存施設利用が主であるた
め、史跡・文化財に影響は
ない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

文化財等の保全及び管理に
支障はない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水のほか、雨水の利用に
より上水利用量の削減が図
られる。

競技の実施時における会場
の利用者による水利用につ
いては、「施設の存在によ
る影響」に含めるものとし
て、ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水のほか、雨水の利用に
より上水利用量の削減が図
られる。

－ +1 － － +1 1.0 1.0

建設廃棄物の対策はリサイ
クルによるものが大部分で
あり、減量による 終処分
量の大幅な削減は見込めな
い。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

既に容器包装廃棄物のリサ
イクル分別などが実施され
ており、廃棄物の発生抑制
策による 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

建設廃棄物の対策はリサイ
クルによるものが大部分で
あり、減量による 終処分
量の大幅な削減は見込めな
い。

既に容器包装廃棄物のリサ
イクル分別などが実施され
ており、廃棄物の発生抑制
策による 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

0 － 0 0 0 0.0

「東京都建設リサイクル推
進計画」等に基づく有効利
用策の促進により、建設廃
棄物の 終処分量は現在の
水準から20％以上削減され
る。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

資源ごみ回収やごみ処理過
程資源化、熱回収等の促進
により、一般廃棄物の 終
処分量は現在の水準から
30％程度削減される。

「東京都建設リサイクル推
進計画」等に基づく有効利
用策の促進により、建設廃
棄物の 終処分量は現在の
水準から20％以上削減され
る。

資源ごみ回収やごみ処理過
程資源化、熱回収等の促進
により、一般廃棄物の 終
処分量は現在の水準から
30％程度削減される。

+1 － +1 +1 +1 1.0

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

施設の存在時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

競技の実施時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

後利用時におけるエコマテ
リアルの利用は想定されな
いため対象外とする。

+1 － － +1 － 1.0 1.0

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の削減
が図られる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

省エネルギー対策の実施等
により10.7％程度の削減が
図られる。

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の削減
が図られる。

省エネルギー対策の実施等
により、10％程度の削減が
図られる。

+2 － +1 +2 +1 1.5 1.5

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の低減
が図られる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

省エネルギー対策の実施等
により10.7％程度の低減が
図られる。

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の低減
が図られる。

省エネルギー対策の実施等
により、10％程度の低減が
図られる。

+2 － +1 +2 +1 1.5 1.5

0.80.5

1.5

-

0.00.0
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会場別予測評価結果表(36_埼玉スタジアム2002)

評価の指標 評価の基準

大項目 中項目 小項目

評価

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の転用
土地利用の改変、転用の有
無

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の有効利用 未利用地の解消の有無

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の移動動
線の分断をしないこと

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の動線の
ネットワーク化の進展の有
無

社会・経
済項目

土地利用 移転 民家等の移転
民家等の移転を伴わないこ
と

社会・経
済項目

交通
公共交通へのア
クセシビリティ

アクセス性
現在の会場までのアクセス
性

社会・経
済項目

交通 交通安全 交通安全
現在の歩車動線の分離（交
通安全性の向上）の状況

社会・経
済項目

経済 事業採算性 施設整備費
施設整備費を適正に保つた
めの措置

社会・経
済項目

経済 事業採算性 運営経費
運営・維持コストの削減の
ための措置

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

小項目
平均点

指標別
平均点

開催後

評価点

二次評価

開催中 開催後開催前
中項目
平均点

段階別影響

開催前 開催中

改変エリアは一時的なプレ
ハブ等の仮設に留まり土地
の改変はない。 0 0.0

未利用地の有効利用はな
い。

未利用地の有効利用はな
い。

0 0 0.0

既に公共的な利用がなされ
ている施設の場所であり、
改変エリアは生活移動動線
に影響しない。

移動動線は確保されてお
り、競技中も現況と変わら
ない。

移動動線は確保されてお
り、後利用時も生活移動動
線への影響はない。 0 0 0 0.0

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

開催前から開催後を通じて
現況と変わらない。

0 0 0 0.0

改変エリアに民家等は存在
しない。

0 0.0 0.0

アクセス性向上の対策が無
く現況と同様のアクセス性
である。

アクセス性向上の対策が無
く現況と同様のアクセス性
である。 0 0 0.0 0.0

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

競技の実施による影響に含
め、評価の対象外とする。

現状において歩車動線は分
離されており、開催中も維
持される。

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

現状において歩車動線は分
離されており、後利用時に
も維持される。 0 － 0 0 0 0.0 0.0

再生可能材により整備費や
廃棄物処理費用を抑制する
等の費用削減措置が取られ
る。

再生可能材により整備費や
廃棄物処理費用を抑制する
等の費用削減措置が取られ
る。

+1 +1 1.0

ボランティアの活用により
運営経費、維持管理コスト
の削減が図られる。

既存施設での光熱費等の大
幅な削減は見込めず、運営
経費は標準的なものとな
る。

+1 0 0.5

項目 一次評価 二次評価
主要環境 -0.3 0.0
生態系 - -
生活環境 -0.3 0.0
ｱﾒﾆﾃｨ・文化 -0.5 0.0
資源・廃棄物 0.7 0.8
温室効果ガス 0.5 1.5
土地利用 0.0 0.0
交通 0.0 0.0
経済 0.0 0.8

0.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.8

-2
-1
0
1
2
主要環境

生態系

生活環境

ｱﾒﾆﾃｨ・文化

資源・廃棄物温室効果ガス

土地利用

交通

経済 一次評価

二次評価
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会場別予測評価結果表(37_横浜国際総合競技場)

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

環境項目 主要環境 大気
汚染物質（NO2、SPM）の排
出量

排出の有無、現状より排出
増大の可能性

工事の実施による濃度の変
化（付加率）が5％未満で
ある。

影響要因は想定されないた
め対象外。

施設等の利用、各施設間の
人の移動に伴う汚染物質の
排出が周辺の大気環境に与
える影響はほとんどない。

工事の実施による濃度の変
化（付加率）が5％未満で
ある。

影響要因は想定されないた
め対象外。

-1 － 0 -1 － -0.7 -0.7

環境項目 主要環境 水質
汚濁負荷（COD、T-N、T-
P、BOD､SS等）の排出量

汚濁負荷物質排出の有無、
汚染増大の可能性

工事の実施に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

工事の実施に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

オリンピックによる新たな
恒久施設はなく、開催後の
状況に開催前との変化はな
いことから対象外とする。 0 － 0 0 － 0.0 0.0

環境項目 主要環境 土壌
土壌汚染物質の拡散の可能
性

土地履歴調査等による土壌
汚染物質の存在可能性

土地の改変等を伴う工事は
実施しないことから対象外
とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

土地の改変等を伴う工事は
実施しないことから対象外
とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

－ － － － － - -

環境項目 生態系
生物の生育・生
息基盤

生物の生育・生息基盤の状
況

①重要な生物・生態系の賦
存地の改変の有無
②生物の生育・生息基盤の
創出の有無

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － - -

環境項目 生態系 水循環
雨水の地下浸透能力（地表
面被覆率）

現状の地表面被覆率

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面の改変が行われない
ため対象外とする。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面の改変が行われない
ため対象外とする。

－ － － － - -

環境項目 生態系 生物・生態系
周辺の生物の生育・生息環
境の連続性

現況の生物の生育・生息環
境の連続性

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － -

環境項目 生態系 生物・生態系 重要な生物・生態系 重要な生物・生態系の状況

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － -

環境項目 生態系 生物・生態系
生物相の豊かさ（鳥類相で
代表）

現況の生息種数（現状生息
する種のうち、生息が困難
となる可能性のある種の有
無、種数）

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

－ － － － － -

環境項目 生態系 緑 緑被面積（屋上含む） 現況の緑被率の状況

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － -

環境項目 生態系 緑 緑化の状況
東京都の自然保護条例、建
築物環境計画書制度におけ
る緑化の評価基準

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － -

環境項目 生活環境 騒音 環境・交通騒音レベル
①環境基準及び法令等によ
る基準
②現況の騒音レベル

工事の実施に伴う騒音によ
る周辺の生活環境への影響
がみられる。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用、声援や応援等
による騒音の発生がみられ
るが、周辺の生活環境に影
響を及ぼすことはない。

工事の実施に伴う騒音によ
る周辺の生活環境への影響
がみられる。

オリンピックによる新たな
恒久施設はなく、開催後の
状況に開催前との変化はな
いことから対象外とする。 -1 － 0 -1 － -0.7 -0.7

環境項目 生活環境 日影
日照の阻害の有無（阻害を
受ける住戸等の有無）

現状の日照阻害の状況

施設の高さ、周辺の状況、
仮設のみであることなどか
ら、施設の存在に伴う日影
の影響はない。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

開催後に、新たな施設によ
る日影は生じないことから
対象外とする。

0 － － 0.0 0.0

-0.3

-0.3

--

-

評価点

一次評価

開催前 開催中 開催後
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

開催前 開催中 開催後大項目 中項目 小項目

評価
段階別影響

評価の指標 評価の基準
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会場別予測評価結果表(37_横浜国際総合競技場)

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

評価点

一次評価

開催前 開催中 開催後
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

開催前 開催中 開催後大項目 中項目 小項目

評価
段階別影響

評価の指標 評価の基準

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 緑視率 現況の緑視率

仮設はコンパウンドのみで
影響が想定されないことか
ら、評価対象外とする。

仮設はコンパウンドのみで
影響が想定されないことか
ら、評価対象外とする。

－ － -

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 優れた眺望又は景観の阻害

①周辺の視点場から眺望で
きる優れた眺望景観の阻害
の有無
②景観形成特別地区の景観
を阻害しないこと

評価の基準②にあてはまら
ないため、検討対象外とす
る。

評価の基準②にあてはまら
ないため、検討対象外とす
る。

－ － -

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の場
の変化

自然との触れ合い活動の場
の消失又は改善・創出

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － -

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の変
化

自然との触れ合い活動の阻
害又は促進（場へのアクセ
ス性含む）の有無

騒音、アクセス規制によ
り、自然との触れ合い活動
自体及びアクセスが阻害さ
れる。

主要なアクセスルートが物
理的に改変・遮断されない
ことから、現況と変わらな
い。

会場エリア内の入場が規制
されることから、自然との
触れ合い活動のアクセスが
阻害される。

騒音、アクセス規制によ
り、自然との触れ合い活動
自体及びアクセスが阻害さ
れる。

主要なアクセスルートが物
理的に改変・遮断されな
い、又は現況で自然との触
れ合い活動が行われてな
い。

-2 0 -1 -2 0 -1.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

歩行者空間の快
適性

街路樹等緑陰の状況（緑陰
面積）

現況の街路樹及び接道緑
化、壁面緑化の状況

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

外部施設はテント等であり
街路樹等の改変は行われな
いことから、予測評価の対
象外とする。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

外部施設はテント等であり
街路樹等の改変は行われな
いことから、予測評価の対
象外とする。 － － － － - -

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

史跡・文化財
史跡・文化財の保護・保全
の状況

文化財等の保存及び管理の
支障の有無

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

既存施設利用が主であるた
め、史跡・文化財に影響は
ない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

文化財等の保全及び管理に
支障はない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

水利用 上水利用量の削減 現在の上水利用量の水準

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水のほか、雨水及び再生
水（中水含む）の利用によ
り上水利用量の削減が図ら
れる。

競技の実施時における会場
の利用者による水利用につ
いては、「施設の存在によ
る影響」に含めるものとし
て、ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水のほか、雨水及び再生
水（中水含む）の利用によ
り上水利用量の削減が図ら
れる。 － +2 － － +2 2.0 2.0

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物発生量の減量化
廃棄物発生量の減量化に
よって削減される 終処分
量の水準

標準的な工事と同程度の廃
棄物の削減対策がなされ、
現在の廃棄物の発生水準と
同等の減量化が行われる。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

競技の実施に伴い排出され
る一般廃棄物は、現在と同
程度の減量化が行われ、
終処分量は現状の水準と変
わらない。

標準的な工事と同程度の廃
棄物の削減対策がなされ、
現在の廃棄物の発生水準と
同等の減量化が行われる。

後利用で排出される一般廃
棄物は、現在と同程度の減
量化が行われ、 終処分量
は現状の水準と変わらな
い。

0 － 0 0 0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物の有効利用
廃棄物の有効利用によって
削減される 終処分量の水
準

建設廃棄物の有効利用の取
り組みについて、現在の標
準的な工事と同程度の廃棄
物の有効利用がなされる。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

競技の実施に伴い排出され
る一般廃棄物は、現在と同
程度の有効利用がなされ、

終処分量は現状の水準と
変わらない。

建設廃棄物の有効利用の取
り組みについて、現在の標
準的な工事と同程度の廃棄
物の有効利用がなされる。

後利用で排出される一般廃
棄物は、現在と同程度の有
効利用がなされ、 終処分
量は現状の水準と変わらな
い。

0 － 0 0 0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

エコマテリアル エコマテリアルの使用
再生可能資材・再生資材の
活用の水準

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

施設の存在時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

競技の実施時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

後利用時におけるエコマテ
リアルの利用は想定されな
いため対象外とする。

+1 － － +1 － 1.0 1.0

環境項目
温室効果
ガス

温室効果ガス 温室効果ガスの削減量

①エネルギー消費量による
CO2排出の概算
②既存施設における追加的
排出の有無

一般的な施設の建設工事と
同程度の排出量になる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」に含めて
扱う。

第二種エネルギー指定管理
工場に指定されており、
7.8％程度の削減が見込ま
れる。

一般的な施設の建設工事と
同程度の排出量になる。

第二種エネルギー指定管理
工場に指定されており、
8％程度の削減が見込まれ
る。 0 － +1 0 +1 0.5 0.5

環境項目
温室効果
ガス

エネルギー エネルギー使用量の増減

①現在の使用量の水準（東
京都温暖化対策計画書制度
/東京都建築物環境計画書
制度による評価水準）
②省エネ再エネ対策・設備
の導入状況/可能性

一般的な施設の建設工事と
同程度の消費量になる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」に含めて
扱う。

第二種エネルギー指定管理
工場に指定されており、
7.8％程度の低減が見込ま
れる。

一般的な施設の建設工事と
同程度の消費量になる。

第二種エネルギー指定管理
工場に指定されており、
8％程度の低減が見込まれ
る。 0 － +1 0 +1 0.5 0.5

1.00.0

0.5

-

-0.5-1.0
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会場別予測評価結果表(37_横浜国際総合競技場)

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

評価点

一次評価

開催前 開催中 開催後
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

開催前 開催中 開催後大項目 中項目 小項目

評価
段階別影響

評価の指標 評価の基準

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の転用
土地利用の改変、転用の有
無

改変エリアは一時的なプレ
ハブ等の仮設に留まり土地
の改変はない。 0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の有効利用 未利用地の解消の有無

未利用地の有効利用はな
い。

未利用地の有効利用はな
い。

0 0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の移動動
線の分断をしないこと

既に公共的な利用がなされ
ている施設の場所であり、
改変エリアは生活移動動線
に影響しない。

移動動線は確保されてお
り、競技中も現況と変わら
ない。

移動動線は確保されてお
り、後利用時も生活移動動
線への影響はない。 0 0 0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の動線の
ネットワーク化の進展の有
無

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

開催前から開催後を通じて
現況と変わらない。

0 0 0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 移転 民家等の移転
民家等の移転を伴わないこ
と

改変エリアに民家等は存在
しない。

0 0.0 0.0

社会・経
済項目

交通
公共交通へのア
クセシビリティ

アクセス性
現在の会場までのアクセス
性

アクセス性向上の対策が無
く現況と同様のアクセス性
である。

アクセス性向上の対策が無
く現況と同様のアクセス性
である。 0 0 0.0 0.0

社会・経
済項目

交通 交通安全 交通安全
現在の歩車動線の分離（交
通安全性の向上）の状況

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

競技の実施による影響に含
め、評価の対象外とする。

現状において歩車動線は分
離されており、開催中も維
持される。

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

現状において歩車動線は分
離されており、後利用時に
も維持される。 0 － 0 0 0 0.0 0.0

社会・経
済項目

経済 事業採算性 施設整備費
施設整備費を適正に保つた
めの措置

対策が無い場合には標準的
な施設整備費となる。

対策が無い場合には標準的
な撤去・改修整備費とな
る。 0 0 0.0

社会・経
済項目

経済 事業採算性 運営経費
運営・維持コストの削減の
ための措置

対策を講じない場合には標
準的な運営経費となる。

対策を講じない場合には標
準的な運営経費となる。

0 0 0.0

0.0

0.0 0.0

0.0

0.0

0.0
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会場別予測評価結果表(37_横浜国際総合競技場)

環境項目 主要環境 大気
汚染物質（NO2、SPM）の排
出量

排出の有無、現状より排出
増大の可能性

環境項目 主要環境 水質
汚濁負荷（COD、T-N、T-
P、BOD､SS等）の排出量

汚濁負荷物質排出の有無、
汚染増大の可能性

環境項目 主要環境 土壌
土壌汚染物質の拡散の可能
性

土地履歴調査等による土壌
汚染物質の存在可能性

環境項目 生態系
生物の生育・生
息基盤

生物の生育・生息基盤の状
況

①重要な生物・生態系の賦
存地の改変の有無
②生物の生育・生息基盤の
創出の有無

環境項目 生態系 水循環
雨水の地下浸透能力（地表
面被覆率）

現状の地表面被覆率

環境項目 生態系 生物・生態系
周辺の生物の生育・生息環
境の連続性

現況の生物の生育・生息環
境の連続性

環境項目 生態系 生物・生態系 重要な生物・生態系 重要な生物・生態系の状況

環境項目 生態系 生物・生態系
生物相の豊かさ（鳥類相で
代表）

現況の生息種数（現状生息
する種のうち、生息が困難
となる可能性のある種の有
無、種数）

環境項目 生態系 緑 緑被面積（屋上含む） 現況の緑被率の状況

環境項目 生態系 緑 緑化の状況
東京都の自然保護条例、建
築物環境計画書制度におけ
る緑化の評価基準

環境項目 生活環境 騒音 環境・交通騒音レベル
①環境基準及び法令等によ
る基準
②現況の騒音レベル

環境項目 生活環境 日影
日照の阻害の有無（阻害を
受ける住戸等の有無）

現状の日照阻害の状況

大項目 中項目 小項目

評価

評価の指標 評価の基準 工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による大気環境への影
響がみられるが、ミティ
ゲーションの実施により、
大気質の濃度をほとんど悪
化させない程度となる。

影響要因は想定されないた
め対象外。

施設等の利用、各施設間の
人の移動に伴う汚染物質の
排出が周辺の大気環境に与
える影響はほとんどない。

工事による大気環境への影
響がみられるが、ミティ
ゲーションの実施により、
大気質の濃度をほとんど悪
化させない程度となる。

影響要因は想定されないた
め対象外。

0 － 0 0 － 0.0 0.0

工事の実施に伴って公共用
水域の水質に影響を及ぼす
ことはないことから、ミ
ティゲーションは想定して
いない。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用に伴うし尿等の
汚水による影響はないこと
から、ミティゲーションは
想定していない。

工事の実施に伴って公共用
水域の水質に影響を及ぼす
ことはないことから、ミ
ティゲーションは想定して
いない。

オリンピックによる新たな
恒久施設はなく、開催後の
状況に開催前との変化はな
いことから対象外とする。 0 － 0 0 － 0.0 0.0

土地の改変等を伴う工事は
実施しないことから対象外
とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

土地の改変等を伴う工事は
実施しないことから対象外
とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

－ － － － － - -

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － - -

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面の改変が行われない
ため対象外とする。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面の改変が行われない
ため対象外とする。

－ － － － - -

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － -

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － -

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

－ － － － － -

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － -

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － -

工事の実施に伴う騒音によ
る影響がみられるが、ミ
ティゲーションにより周辺
の生活環境に影響を及ぼさ
ない程度となる。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用、声援や応援等
が周辺の生活環境に影響を
及ぼすことはないことか
ら、ミティゲーションは想
定していない。

工事の実施に伴う騒音によ
る影響がみられるが、ミ
ティゲーションにより周辺
の生活環境に影響を及ぼさ
ない程度となる。

オリンピックによる新たな
恒久施設はなく、開催後の
状況に開催前との変化はな
いことから対象外とする。 0 － 0 0 － 0.0 0.0

施設の存在による影響はな
いことから、ミティゲー
ションは想定していない。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

新たな施設による日影は生
じないことから対象外とす
る。

0 － － 0.0 0.0

0.0

--

-

0.0

評価点

二次評価

開催前 開催中 開催後
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

段階別影響

開催前 開催中 開催後
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会場別予測評価結果表(37_横浜国際総合競技場)

大項目 中項目 小項目

評価

評価の指標 評価の基準

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 緑視率 現況の緑視率

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 優れた眺望又は景観の阻害

①周辺の視点場から眺望で
きる優れた眺望景観の阻害
の有無
②景観形成特別地区の景観
を阻害しないこと

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の場
の変化

自然との触れ合い活動の場
の消失又は改善・創出

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の変
化

自然との触れ合い活動の阻
害又は促進（場へのアクセ
ス性含む）の有無

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

歩行者空間の快
適性

街路樹等緑陰の状況（緑陰
面積）

現況の街路樹及び接道緑
化、壁面緑化の状況

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

史跡・文化財
史跡・文化財の保護・保全
の状況

文化財等の保存及び管理の
支障の有無

環境項目
資源・廃
棄物

水利用 上水利用量の削減 現在の上水利用量の水準

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物発生量の減量化
廃棄物発生量の減量化に
よって削減される 終処分
量の水準

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物の有効利用
廃棄物の有効利用によって
削減される 終処分量の水
準

環境項目
資源・廃
棄物

エコマテリアル エコマテリアルの使用
再生可能資材・再生資材の
活用の水準

環境項目
温室効果
ガス

温室効果ガス 温室効果ガスの削減量

①エネルギー消費量による
CO2排出の概算
②既存施設における追加的
排出の有無

環境項目
温室効果
ガス

エネルギー エネルギー使用量の増減

①現在の使用量の水準（東
京都温暖化対策計画書制度
/東京都建築物環境計画書
制度による評価水準）
②省エネ再エネ対策・設備
の導入状況/可能性

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

評価点

二次評価

開催前 開催中 開催後
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

段階別影響

開催前 開催中 開催後

仮設はコンパウンドのみで
影響が想定されないことか
ら、評価対象外とする。

仮設はコンパウンドのみで
影響が想定されないことか
ら、評価対象外とする。

－ － -

評価の基準②にあてはまら
ないため、検討対象外とす
る。

評価の基準②にあてはまら
ないため、検討対象外とす
る。

－ － -

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

地表面が改変されないこと
から、予測評価の対象外と
する。

－ － － － -

ミティゲーションの実施に
より、現況レベルまで自然
との触れ合い活動が改善す
る。

主要なアクセスルートが物
理的に改変・遮断されない
ことから、現況と変わらな
い。

現段階ではミティゲーショ
ンは想定していない。

ミティゲーションの実施に
より、現況レベルまで自然
との触れ合い活動が改善す
る。

ミティゲーションの実施に
より、自然との触れ合い活
動が向上する。

0 0 -1 0 +1 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

外部施設はテント等であり
街路樹等の改変は行われな
いことから、予測評価の対
象外とする。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

外部施設はテント等であり
街路樹等の改変は行われな
いことから、予測評価の対
象外とする。 － － － － - -

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

既存施設利用が主であるた
め、史跡・文化財に影響は
ない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

文化財等の保全及び管理に
支障はない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水のほか、雨水及び再生
水（中水含む）の利用によ
り上水利用量の削減が図ら
れる。

競技の実施時における会場
の利用者による水利用につ
いては、「施設の存在によ
る影響」に含めるものとし
て、ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水のほか、雨水及び再生
水（中水含む）の利用によ
り上水利用量の削減が図ら
れる。 － +2 － － +2 2.0 2.0

建設廃棄物の対策はリサイ
クルによるものが大部分で
あり、減量による 終処分
量の大幅な削減は見込めな
い。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

既に容器包装廃棄物のリサ
イクル分別などが実施され
ており、廃棄物の発生抑制
策による 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

建設廃棄物の対策はリサイ
クルによるものが大部分で
あり、減量による 終処分
量の大幅な削減は見込めな
い。

既に容器包装廃棄物のリサ
イクル分別などが実施され
ており、廃棄物の発生抑制
策による 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

0 － 0 0 0 0.0

「東京都建設リサイクル推
進計画」等に基づく有効利
用策の促進により、建設廃
棄物の 終処分量は現在の
水準から20％以上削減され
る。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

資源ごみ回収やごみ処理過
程資源化、熱回収等の促進
により、一般廃棄物の 終
処分量は現在の水準から
30％程度削減される。

「東京都建設リサイクル推
進計画」等に基づく有効利
用策の促進により、建設廃
棄物の 終処分量は現在の
水準から20％以上削減され
る。

資源ごみ回収やごみ処理過
程資源化、熱回収等の促進
により、一般廃棄物の 終
処分量は現在の水準から
30％程度削減される。

+1 － +1 +1 +1 1.0

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

施設の存在時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

競技の実施時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

後利用時におけるエコマテ
リアルの利用は想定されな
いため対象外とする。

+1 － － +1 － 1.0 1.0

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の削減
が図られる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

省エネルギー対策の実施等
により10.2％程度の削減が
図られる。

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の削減
が図られる。

省エネルギー対策の実施等
により、10％程度の削減が
図られる。

+2 － +1 +2 +1 1.5 1.5

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の低減
が図られる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

省エネルギー対策の実施等
により10.2％程度の低減が
図られる。

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の低減
が図られる。

省エネルギー対策の実施等
により、10％程度の低減が
図られる。

+2 － +1 +2 +1 1.5 1.5

1.20.5

1.5

-

0.00.0
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会場別予測評価結果表(37_横浜国際総合競技場)

大項目 中項目 小項目

評価

評価の指標 評価の基準

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の転用
土地利用の改変、転用の有
無

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の有効利用 未利用地の解消の有無

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の移動動
線の分断をしないこと

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の動線の
ネットワーク化の進展の有
無

社会・経
済項目

土地利用 移転 民家等の移転
民家等の移転を伴わないこ
と

社会・経
済項目

交通
公共交通へのア
クセシビリティ

アクセス性
現在の会場までのアクセス
性

社会・経
済項目

交通 交通安全 交通安全
現在の歩車動線の分離（交
通安全性の向上）の状況

社会・経
済項目

経済 事業採算性 施設整備費
施設整備費を適正に保つた
めの措置

社会・経
済項目

経済 事業採算性 運営経費
運営・維持コストの削減の
ための措置

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

評価点

二次評価

開催前 開催中 開催後
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

段階別影響

開催前 開催中 開催後

改変エリアは一時的なプレ
ハブ等の仮設に留まり土地
の改変はない。 0 0.0

未利用地の有効利用はな
い。

未利用地の有効利用はな
い。

0 0 0.0

既に公共的な利用がなされ
ている施設の場所であり、
改変エリアは生活移動動線
に影響しない。

移動動線は確保されてお
り、競技中も現況と変わら
ない。

移動動線は確保されてお
り、後利用時も生活移動動
線への影響はない。 0 0 0 0.0

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

開催前から開催後を通じて
現況と変わらない。

0 0 0 0.0

改変エリアに民家等は存在
しない。

0 0.0 0.0

アクセス性向上の対策が無
く現況と同様のアクセス性
である。

アクセス性向上の対策が無
く現況と同様のアクセス性
である。 0 0 0.0 0.0

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

競技の実施による影響に含
め、評価の対象外とする。

現状において歩車動線は分
離されており、開催中も維
持される。

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

現状において歩車動線は分
離されており、後利用時に
も維持される。 0 － 0 0 0 0.0 0.0

再生可能材により整備費や
廃棄物処理費用を抑制する
等の費用削減措置が取られ
る。

再生可能材により整備費や
廃棄物処理費用を抑制する
等の費用削減措置が取られ
る。

+1 +1 1.0

ボランティアの活用により
運営経費、維持管理コスト
の削減が図られる。

既存施設での光熱費等の大
幅な削減は見込めず、運営
経費は標準的なものとな
る。

+1 0 0.5

項目 一次評価 二次評価
主要環境 -0.3 0.0
生態系 - -
生活環境 -0.3 0.0
ｱﾒﾆﾃｨ・文化 -0.5 0.0
資源・廃棄物 1.0 1.2
温室効果ガス 0.5 1.5
土地利用 0.0 0.0
交通 0.0 0.0
経済 0.0 0.8

0.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.8

-2
-1
0
1
2
主要環境

生態系

生活環境

ｱﾒﾆﾃｨ・文化

資源・廃棄物温室効果ガス

土地利用

交通

経済 一次評価

二次評価
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会場別予測評価結果表(OV_選手村)

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

環境項目 主要環境 大気
汚染物質（NO2、SPM）の排
出量

排出の有無、現状より排出
増大の可能性

工事の実施による濃度の変
化（付加率）が5％以上と
なる。

影響要因は想定されないた
め対象外。

施設等の利用、各施設間の
人の移動に伴う汚染物質の
排出が周辺の大気環境に与
える影響はほとんどない。

工事の実施による濃度の変
化（付加率）が5％未満で
ある。

住宅等として利用され、各
施設等の利用に伴う汚染物
質の排出が周辺の大気環境
に与える影響はほとんどな
い。

-2 － 0 -1 0 -0.8 -0.8

環境項目 主要環境 水質
汚濁負荷（COD、T-N、T-
P、BOD､SS等）の排出量

汚濁負荷物質排出の有無、
汚染増大の可能性

工事の実施に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

工事の実施に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

施設の供用に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

0 － 0 0 0 0.0 0.0

環境項目 主要環境 土壌
土壌汚染物質の拡散の可能
性

土地履歴調査等による土壌
汚染物質の存在可能性

履歴調査の結果、土壌汚染
物質の存在の可能性はな
い。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

工事の内容から土壌汚染物
質の拡散の可能性はない。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

0 － － 0 － 0.0 0.0

環境項目 生態系
生物の生育・生
息基盤

生物の生育・生息基盤の状
況

①重要な生物・生態系の賦
存地の改変の有無
②生物の生育・生息基盤の
創出の有無

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

重要な生物・生態系の賦存
地の改変はない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

重要な生物・生態系の賦存
地の改変はない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

環境項目 生態系 水循環
雨水の地下浸透能力（地表
面被覆率）

現状の地表面被覆率

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

海面埋立地であるため対象
外とする。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

海面埋立地であるため対象
外とする。

－ － － － - -

環境項目 生態系 生物・生態系
周辺の生物の生育・生息環
境の連続性

現況の生物の生育・生息環
境の連続性

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

まとまりのある又は連続し
た樹林が改変されることか
ら、生物の生育・生息場所
に消失・分断が生じる。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

まとまりのある又は連続し
た樹林が改変されることか
ら、生物の生育・生息場所
に消失・分断が生じる。 － -1 － -1 -1.0

環境項目 生態系 生物・生態系 重要な生物・生態系 重要な生物・生態系の状況

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

重要な生物・生態系の指定
地域の改変はない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

重要な生物・生態系の指定
地域の改変はない。

－ 0 － 0 0.0

環境項目 生態系 生物・生態系
生物相の豊かさ（鳥類相で
代表）

現況の生息種数（現状生息
する種のうち、生息が困難
となる可能性のある種の有
無、種数）

工事に伴う騒音や作業員の
立ち入り等により、生息が
困難となる可能性のある種
が存在する。

生息が困難となる可能性の
ある種は存在しないことか
ら、現況と変わらない。

生息が困難となる可能性の
ある種は存在しないことか
ら、現況と変わらない。

工事に伴う騒音や作業員の
立ち入りにより、生息が困
難となる可能性のある種が
存在する。

生息が困難となる可能性の
ある種は存在しないことか
ら、現況と変わらない。

-1 0 0 -1 0 -0.4

環境項目 生態系 緑 緑被面積（屋上含む） 現況の緑被率の状況

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

現況7.6％の緑被率が0.0％
となり、7.6ポイント減少
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

現況7.6％の緑被率が0.0％
となり、7.6ポイント減少
する。

－ -1 － -1 -1.0

環境項目 生態系 緑 緑化の状況
東京都の自然保護条例、建
築物環境計画書制度におけ
る緑化の評価基準

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

樹林地の改変により、緑化
率は0％となる。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

樹林地の改変により、緑化
率は0％となる。

－ -1 － -1 -1.0

環境項目 生活環境 騒音 環境・交通騒音レベル
①環境基準及び法令等によ
る基準
②現況の騒音レベル

工事の実施に伴う騒音によ
る周辺の生活環境への影響
がみられる。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用等に伴う騒音の
発生がみられるが、周辺の
生活環境に影響を及ぼすこ
とはない。

工事の実施に伴う騒音によ
る周辺の生活環境への影響
がみられる。

住宅として利用されること
から、周辺の生活環境に影
響を及ぼすような騒音の発
生はない。 -1 － 0 -1 0 -0.5 -0.5

環境項目 生活環境 日影
日照の阻害の有無（阻害を
受ける住戸等の有無）

現状の日照阻害の状況

日影は概ね会場エリア内に
留まることから周辺への影
響はない。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

開催後に、新たな施設によ
る日影は生じないことから
影響はない。

0 － 0 0.0 0.0

-0.3

-0.5-0.5

-1.0

評価点

中項目
平均点

指標別
平均点

-0.3

大項目 中項目 小項目

評価

開催前

段階別影響

開催中

一次評価

評価の指標 評価の基準

開催後開催後 開催中開催前
小項目
平均点
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会場別予測評価結果表(OV_選手村)

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

評価点

中項目
平均点

指標別
平均点

大項目 中項目 小項目

評価

開催前

段階別影響

開催中

一次評価

評価の指標 評価の基準

開催後開催後 開催中開催前
小項目
平均点

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 緑視率 現況の緑視率

視認できる緑はすべて施設
手前であり、緑視率は現況
と変わらない。

視認できる緑はすべて施設
手前であり、緑視率は現況
と変わらない。

0 0 0.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 優れた眺望又は景観の阻害

①周辺の視点場から眺望で
きる優れた眺望景観の阻害
の有無
②景観形成特別地区の景観
を阻害しないこと

眺望景観及び景観形成特別
地区の景観を阻害すること
はない。

眺望景観及び景観形成特別
地区の景観を阻害すること
はない。

0 0 0.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の場
の変化

自然との触れ合い活動の場
の消失又は改善・創出

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

自然との触れ合い活動の場
の半分以上が改変される。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

施設の後利用により、自然
との触れ合い活動の場の半
分以上が改変される。

－ -2 － -2 -2.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の変
化

自然との触れ合い活動の阻
害又は促進（場へのアクセ
ス性含む）の有無

騒音、アクセス規制によ
り、自然との触れ合い活動
自体及びアクセスが阻害さ
れる。

主要なアクセスルートが物
理的に改変・遮断又はアク
セスが規制されることか
ら、自然との触れ合い活動
が阻害される。

会場エリア内の入場が規制
されることから、自然との
触れ合い活動のアクセスが
阻害される。

騒音、アクセス規制によ
り、自然との触れ合い活動
自体及びアクセスが阻害さ
れる。

主要なアクセスルートが物
理的に改変・遮断されるこ
とから、自然との触れ合い
活動が阻害される。 -2 -1 -1 -2 -1 -1.4

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

歩行者空間の快
適性

街路樹等緑陰の状況（緑陰
面積）

現況の街路樹及び接道緑
化、壁面緑化の状況

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

晴海ふ頭公園内の樹木が改
変されるため、会場エリア
内で緑陰面積が減少する。
アクセスルートに面した樹
木に変化はなく、歩行者が
感じる快適性は変わらな
い。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

晴海ふ頭公園内の樹木が改
変されるため、会場エリア
内で緑陰面積が減少する。
アクセスルートに面した樹
木に変化はなく、歩行者が
感じる快適性は変わらな
い。

－ -1 － -1 -1.0 -1.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

史跡・文化財
史跡・文化財の保護・保全
の状況

文化財等の保存及び管理の
支障の有無

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

周辺に史跡・文化財は存在
しない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

文化財等の保全及び管理に
支障はない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

水利用 上水利用量の削減 現在の上水利用量の水準

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量の削
減が図られる。

競技の実施時における会場
の利用者による水利用につ
いては、「施設の存在によ
る影響」に含めるものとし
て、ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量の削
減が図られる。

－ 0 － － 0 0.0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物発生量の減量化
廃棄物発生量の減量化に
よって削減される 終処分
量の水準

標準的な工事と同程度の廃
棄物の削減対策がなされ、
現在の廃棄物の発生水準と
同等の減量化が行われる。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

競技の実施に伴い排出され
る一般廃棄物は、現在と同
程度の減量化が行われ、
終処分量は現状の水準と変
わらない。

標準的な工事と同程度の廃
棄物の削減対策がなされ、
現在の廃棄物の発生水準と
同等の減量化が行われる。

後利用で排出される一般廃
棄物は、現在と同程度の減
量化が行われ、 終処分量
は現状の水準と変わらな
い。

0 － 0 0 0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物の有効利用
廃棄物の有効利用によって
削減される 終処分量の水
準

建設廃棄物の有効利用の取
り組みについて、現在の標
準的な工事と同程度の廃棄
物の有効利用がなされる。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

競技の実施に伴い排出され
る一般廃棄物は、現在と同
程度の有効利用がなされ、

終処分量は現状の水準と
変わらない。

建設廃棄物の有効利用の取
り組みについて、現在の標
準的な工事と同程度の廃棄
物の有効利用がなされる。

後利用で排出される一般廃
棄物は、現在と同程度の有
効利用がなされ、 終処分
量は現状の水準と変わらな
い。

0 － 0 0 0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

エコマテリアル エコマテリアルの使用
再生可能資材・再生資材の
活用の水準

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

施設の存在時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

競技の実施時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

後利用時におけるエコマテ
リアルの利用は想定されな
いため対象外とする。

+1 － － +1 － 1.0 1.0

環境項目
温室効果
ガス

温室効果ガス 温室効果ガスの削減量

①エネルギー消費量による
CO2排出の概算
②既存施設における追加的
排出の有無

一般的な施設の建設工事と
同程度の排出量になる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」に含めて
扱う。

同等施設の標準的な排出量
となる。

一般的な施設の建設工事と
同程度の排出量になる。

同等施設の標準的な排出量
となる。

0 － 0 0 0 0.0 0.0

環境項目
温室効果
ガス

エネルギー エネルギー使用量の増減

①現在の使用量の水準（東
京都温暖化対策計画書制度
/東京都建築物環境計画書
制度による評価水準）
②省エネ再エネ対策・設備
の導入状況/可能性

一般的な施設の建設工事と
同程度の消費量になる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」に含めて
扱う。

同等施設の標準的な消費量
となる。

一般的な施設の建設工事と
同程度の消費量になる。

同等施設の標準的な消費量
となる。

0 － 0 0 0 0.0 0.0

0.30.0

0.0

0.0

-0.7
-1.7
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会場別予測評価結果表(OV_選手村)

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

評価点

中項目
平均点

指標別
平均点

大項目 中項目 小項目

評価

開催前

段階別影響

開催中

一次評価

評価の指標 評価の基準

開催後開催後 開催中開催前
小項目
平均点

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の転用
土地利用の改変、転用の有
無

改変エリアは未利用地や屋
外利用地、公園、運動場と
なっており自然地や農地は
存在しない。

0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の有効利用 未利用地の解消の有無

会場の一部が未利用地であ
り開催中に選手村として有
効活用される。

都民の居住コミュニティと
して有効利用が継続され
る。 +1 +1 1.0

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の移動動
線の分断をしないこと

既に公共的な利用がなされ
ている施設の場所であり、
改変エリアは生活移動動線
に影響しない。

セキュリティ対策として施
設周辺の交通規制を強化す
るため移動動線の分断が生
じる。

移動動線は確保されてお
り、後利用時も生活移動動
線への影響はない。 0 -1 0 -0.3

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の動線の
ネットワーク化の進展の有
無

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

開催前から開催後を通じて
現況と変わらない。

0 0 0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 移転 民家等の移転
民家等の移転を伴わないこ
と

改変エリアに民家等が存在
するが大会開催に伴う強制
退去等は生じない。 0 0.0 0.0

社会・経
済項目

交通
公共交通へのア
クセシビリティ

アクセス性
現在の会場までのアクセス
性

アクセス性向上の対策が無
く現況と同様のアクセス性
である。

アクセス性向上の対策が無
く現況と同様のアクセス性
である。 0 0 0.0 0.0

社会・経
済項目

交通 交通安全 交通安全
現在の歩車動線の分離（交
通安全性の向上）の状況

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

競技の実施による影響に含
め、評価の対象外とする。

現状において歩車動線は分
離されており、開催中も維
持される。

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

現状において歩車動線は分
離されており、後利用時に
も維持される。 0 － 0 0 0 0.0 0.0

社会・経
済項目

経済 事業採算性 施設整備費
施設整備費を適正に保つた
めの措置

対策が無い場合には標準的
な施設整備費となる。

対策が無い場合には標準的
な撤去・改修整備費とな
る。 0 0 0.0

社会・経
済項目

経済 事業採算性 運営経費
運営・維持コストの削減の
ための措置

対策を講じない場合には標
準的な運営経費となる。

対策を講じない場合には標
準的な運営経費となる。

0 0 0.0

-0.2

0.0

0.0 0.0

0.5

0.1

1－207



会場別予測評価結果表(OV_選手村)

環境項目 主要環境 大気
汚染物質（NO2、SPM）の排
出量

排出の有無、現状より排出
増大の可能性

環境項目 主要環境 水質
汚濁負荷（COD、T-N、T-
P、BOD､SS等）の排出量

汚濁負荷物質排出の有無、
汚染増大の可能性

環境項目 主要環境 土壌
土壌汚染物質の拡散の可能
性

土地履歴調査等による土壌
汚染物質の存在可能性

環境項目 生態系
生物の生育・生
息基盤

生物の生育・生息基盤の状
況

①重要な生物・生態系の賦
存地の改変の有無
②生物の生育・生息基盤の
創出の有無

環境項目 生態系 水循環
雨水の地下浸透能力（地表
面被覆率）

現状の地表面被覆率

環境項目 生態系 生物・生態系
周辺の生物の生育・生息環
境の連続性

現況の生物の生育・生息環
境の連続性

環境項目 生態系 生物・生態系 重要な生物・生態系 重要な生物・生態系の状況

環境項目 生態系 生物・生態系
生物相の豊かさ（鳥類相で
代表）

現況の生息種数（現状生息
する種のうち、生息が困難
となる可能性のある種の有
無、種数）

環境項目 生態系 緑 緑被面積（屋上含む） 現況の緑被率の状況

環境項目 生態系 緑 緑化の状況
東京都の自然保護条例、建
築物環境計画書制度におけ
る緑化の評価基準

環境項目 生活環境 騒音 環境・交通騒音レベル
①環境基準及び法令等によ
る基準
②現況の騒音レベル

環境項目 生活環境 日影
日照の阻害の有無（阻害を
受ける住戸等の有無）

現状の日照阻害の状況

大項目 中項目 小項目

評価

評価の指標 評価の基準 工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による大気環境への影
響がみられ、ミティゲー
ションの実施により影響の
程度が低減されるが、濃度
の変化（付加率）が5％以
上となる。

影響要因は想定されないた
め対象外。

施設等の利用、各施設間の
人の移動に伴う大気環境へ
の影響はほとんどなく、ミ
ティゲーションの実施によ
り大気環境が改善される。

工事による大気環境への影
響がみられるが、ミティ
ゲーションの実施により、
大気質の濃度をほとんど悪
化させない程度となる。

施設等の利用、各施設間の
人の移動に伴う大気環境へ
の影響はほとんどなく、ミ
ティゲーションの実施によ
り大気環境が改善される。

-2 － +1 0 +1 0.0 0.0

工事の実施に伴って公共用
水域の水質に影響を及ぼす
ことはないことから、ミ
ティゲーションは想定して
いない。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用に伴うし尿等の
汚水による影響はないこと
から、ミティゲーションは
想定していない。

工事の実施に伴って公共用
水域の水質に影響を及ぼす
ことはないことから、ミ
ティゲーションは想定して
いない。

施設の供用に伴うし尿等の
汚水による影響はないこと
から、ミティゲーションは
想定していない。 0 － 0 0 0 0.0 0.0

履歴調査の結果、土壌汚染
物質の存在の可能性はない
ことから、ミティゲーショ
ンは想定していない。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

工事の内容から土壌汚染物
質の拡散の可能性はないこ
とから、ミティゲーション
は想定していない。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

0 － － 0 － 0.0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

重要な生物・生態系の賦存
地の改変はない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

重要な生物・生態系の賦存
地の改変はない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

海面埋立地であるため対象
外とする。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

海面埋立地であるため対象
外とする。

－ － － － - -

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

ミティゲーションの実施に
より、周辺の生物の生育・
生息環境の連続性が部分的
に改善するものの、現況レ
ベルまで改善しない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

ミティゲーションの実施に
より、周辺の生物の生育・
生息環境の連続性が現況レ
ベルまで改善する。 － -1 － 0 -0.5

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

重要な生物・生態系の指定
地域の改変はない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

重要な生物・生態系の指定
地域の改変はない。

－ 0 － 0 0.0

工事に伴う作業員の立ち入
り等により、生息が困難と
なる可能性のある種が存在
する。

生息が困難となる可能性の
ある種は存在しないことか
ら、現況と変わらない。

生息が困難となる可能性の
ある種は存在しないことか
ら、現況と変わらない。

工事に伴う作業員の立ち入
り等により、生息が困難と
なる可能性のある種が存在
する。

生息が困難となる可能性の
ある種は存在しないことか
ら、現況と変わらない。

-1 0 0 -1 0 -0.4

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

現況7.6％の緑被率が
65.6％となり、緑被率が
58.0ポイント増加する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

現況7.6％の緑被率が
65.6％となり、緑被率が
58.0ポイント増加する。

－ +2 － +2 2.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

緑化率が60.8％となり、段
階3を達成。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

緑化率が60.8％となり、段
階3を達成。

－ +2 － +2 2.0

工事の実施に伴う騒音によ
る影響がみられるが、ミ
ティゲーションにより周辺
の生活環境に影響を及ぼさ
ない程度となる。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用等による騒音が
周辺の生活環境に影響を及
ぼすことはないことから、
ミティゲーションは想定し
ていない。

工事の実施に伴う騒音によ
る影響がみられるが、ミ
ティゲーションにより周辺
の生活環境に影響を及ぼさ
ない程度となる。

住宅として利用され、周辺
の生活環境への影響はない
ことから、ミティゲーショ
ンは想定していない。 0 － 0 0 0 0.0 0.0

施設の存在による影響はな
いことから、ミティゲー
ションは想定していない。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

施設の存在による影響はな
いことから、ミティゲー
ションは想定していない。

0 － 0 0.0 0.0

0.0

2.0

評価点段階別影響

開催前 開催中

0.0

0.6-0.3

開催後 開催前 開催中 開催後

二次評価

中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点
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会場別予測評価結果表(OV_選手村)

大項目 中項目 小項目

評価

評価の指標 評価の基準

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 緑視率 現況の緑視率

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 優れた眺望又は景観の阻害

①周辺の視点場から眺望で
きる優れた眺望景観の阻害
の有無
②景観形成特別地区の景観
を阻害しないこと

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の場
の変化

自然との触れ合い活動の場
の消失又は改善・創出

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の変
化

自然との触れ合い活動の阻
害又は促進（場へのアクセ
ス性含む）の有無

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

歩行者空間の快
適性

街路樹等緑陰の状況（緑陰
面積）

現況の街路樹及び接道緑
化、壁面緑化の状況

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

史跡・文化財
史跡・文化財の保護・保全
の状況

文化財等の保存及び管理の
支障の有無

環境項目
資源・廃
棄物

水利用 上水利用量の削減 現在の上水利用量の水準

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物発生量の減量化
廃棄物発生量の減量化に
よって削減される 終処分
量の水準

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物の有効利用
廃棄物の有効利用によって
削減される 終処分量の水
準

環境項目
資源・廃
棄物

エコマテリアル エコマテリアルの使用
再生可能資材・再生資材の
活用の水準

環境項目
温室効果
ガス

温室効果ガス 温室効果ガスの削減量

①エネルギー消費量による
CO2排出の概算
②既存施設における追加的
排出の有無

環境項目
温室効果
ガス

エネルギー エネルギー使用量の増減

①現在の使用量の水準（東
京都温暖化対策計画書制度
/東京都建築物環境計画書
制度による評価水準）
②省エネ再エネ対策・設備
の導入状況/可能性

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

評価点段階別影響

開催前 開催中 開催後 開催前 開催中 開催後

二次評価

中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

会場エリア内への植樹、屋
上緑化・壁面緑化を行う
が、評価地点からの緑視率
は、＋５ポイント未満であ
ると想定し、現況と変わら
ない。

開催後も壁面緑化を維持す
るが、評価地点からの緑視
率は開催中と同様に±5.0
ポイント未満であることを
想定し、現況と変わらな
い。

0 0 0.0

会場周辺の電線の地中化
（無電柱化）を実施する。

会場周辺の電線の地中化
（無電柱化）を実施する。

+1 +1 1.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

現段階ではミティゲーショ
ンは想定していない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

ミティゲーションの実施に
より、自然との触れ合い活
動の場が現況レベルまで改
善する。 － -2 － 0 -1.0

ミティゲーションの実施に
より、現況レベルまで自然
との触れ合い活動が改善す
る。

ミティゲーションの実施に
より、自然との触れ合い活
動が向上するとともに、ア
クセス性も向上する。

現段階ではミティゲーショ
ンは想定していない。

ミティゲーションの実施に
より、現況レベルまで自然
との触れ合い活動が改善す
る。

ミティゲーションの実施に
より、自然との触れ合い活
動が向上するとともに、ア
クセス性も向上する。 0 +1 -1 0 +2 0.4

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

会場エリア内の緑化の充実
を図る。また、アクセス
ルートの街路樹の整備・充
実を図ることにより、緑陰
面積が増大し、歩行者が感
じる快適性が向上する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

街路樹を開催後も維持する
ことにより、緑陰面積及び
歩行者が感じる快適性とも
に向上する。 － +2 － +2 2.0 2.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

周辺に史跡・文化財は存在
しない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

文化財等の保全及び管理に
支障はない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水のほか、雨水及び再生
水（中水含む）の利用施設
が設置され、水の有効利用
が図られる。

競技の実施時における会場
の利用者による水利用につ
いては、「施設の存在によ
る影響」に含めるものとし
て、ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水のほか、雨水及び再生
水（中水含む）の利用施設
が設置され、水の有効利用
が図られる。 － +2 － － +2 2.0 2.0

建設廃棄物の対策はリサイ
クルによるものが大部分で
あり、減量による 終処分
量の大幅な削減は見込めな
い。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

既に容器包装廃棄物のリサ
イクル分別などが実施され
ており、廃棄物の発生抑制
策による 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

建設廃棄物の対策はリサイ
クルによるものが大部分で
あり、減量による 終処分
量の大幅な削減は見込めな
い。

既に容器包装廃棄物のリサ
イクル分別などが実施され
ており、廃棄物の発生抑制
策による 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

0 － 0 0 0 0.0

「東京都建設リサイクル推
進計画」等に基づく有効利
用策の促進により、建設廃
棄物の 終処分量は現在の
水準から38％程度削減され
る。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

資源ごみ回収やごみ処理過
程資源化、熱回収等の促進
により、一般廃棄物の 終
処分量は現在の水準から
30％程度削減される。

「東京都建設リサイクル推
進計画」等に基づく有効利
用策の促進により、建設廃
棄物の 終処分量は現在の
水準から38％程度削減され
る。

資源ごみ回収やごみ処理過
程資源化、熱回収等の促進
により、一般廃棄物の 終
処分量は現在の水準から
30％程度削減される。

+1 － +1 +1 +1 1.0

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

施設の存在時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

競技の実施時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

後利用時におけるエコマテ
リアルの利用は想定されな
いため対象外とする。

+1 － － +1 － 1.0 1.0

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の削減
が図られる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

高水準の省エネルギー技
術の活用等により、42.4％
程度の削減が図られる。

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の削減
が図られる。

高水準の省エネルギー技
術の活用等により、50％程
度の削減が図られる。

+2 － +2 +2 +2 2.0 2.0

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の低減
が図られる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

高水準の省エネルギー技
術の活用等により、42.4％
程度の低減が図られる。

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の低減
が図られる。

高水準の省エネルギー技
術の活用等により、50％程
度の低減が図られる。

+2 － +2 +2 +2 2.0 2.0

0.5

0.6
-0.3

1.20.5

2.0
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会場別予測評価結果表(OV_選手村)

大項目 中項目 小項目

評価

評価の指標 評価の基準

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の転用
土地利用の改変、転用の有
無

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の有効利用 未利用地の解消の有無

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の移動動
線の分断をしないこと

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の動線の
ネットワーク化の進展の有
無

社会・経
済項目

土地利用 移転 民家等の移転
民家等の移転を伴わないこ
と

社会・経
済項目

交通
公共交通へのア
クセシビリティ

アクセス性
現在の会場までのアクセス
性

社会・経
済項目

交通 交通安全 交通安全
現在の歩車動線の分離（交
通安全性の向上）の状況

社会・経
済項目

経済 事業採算性 施設整備費
施設整備費を適正に保つた
めの措置

社会・経
済項目

経済 事業採算性 運営経費
運営・維持コストの削減の
ための措置

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

評価点段階別影響

開催前 開催中 開催後 開催前 開催中 開催後

二次評価

中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

改変エリアは未利用地や屋
外利用地、公園、運動場と
なっており自然地や農地は
存在しない。

0 0.0

会場の一部が未利用地であ
り開催中に選手村として有
効活用される。

都民の居住コミュニティと
して有効利用が継続され
る。 +1 +1 1.0

既に公共的な利用がなされ
ている施設の場所であり、
改変エリアは生活移動動線
に影響しない。

代替ルート等により移動動
線が確保される。

移動動線は確保されてお
り、後利用時も生活移動動
線への影響はない。 0 0 0 0.0

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

交通規制の解除、既存鉄軌
道駅の改良によりネット
ワーク化の向上が図られ
る。

0 0 +1 0.3

改変エリアに民家等が存在
するが大会開催に伴う強制
退去等は生じない。 0 0.0 0.0

既存駅の改良等によるアク
セス性の向上。

既存駅の改良等によるアク
セス性の向上が継続され
る。 +1 +1 1.0 1.0

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

競技の実施による影響に含
め、評価の対象外とする。

現状において歩車動線は分
離されており、開催中も維
持される。

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

現状において歩車動線は分
離されており、後利用時に
も維持される。 0 － 0 0 0 0.0 0.0

再生可能材の活用等によ
り、 先端技術導入による
コスト増を相殺して標準的
な整備費となる。

再生可能材により整備費や
廃棄物処理費用を抑制する
等の費用削減措置が取られ
る。

0 +1 0.5

エネルギー利用の 適化や
ボランティアの活用により
運営経費、維持管理コスト
の削減が図られる。

エネルギー利用の 適化等
により後利用時も光熱費等
の維持管理コストの削減が
図られる。

+1 +1 1.0

項目 一次評価 二次評価
主要環境 -0.3 0.0
生態系 -0.5 0.6
生活環境 -0.3 0.0
ｱﾒﾆﾃｨ・文化 -0.7 0.6
資源・廃棄物 0.3 1.2
温室効果ガス 0.0 2.0
土地利用 0.1 0.2
交通 0.0 0.5
経済 0.0 0.8

0.8

0.5

0.2

0.2

0.5

0.8

-2
-1
0
1
2
主要環境

生態系

生活環境

ｱﾒﾆﾃｨ・文化

資源・廃棄物温室効果…

土地利用

交通

経済 一次評価

二次評価
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会場別予測評価結果表(IBC・MPC_東京ビッグサイト(IBC・MPC))

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

環境項目 主要環境 大気
汚染物質（NO2、SPM）の排
出量

排出の有無、現状より排出
増大の可能性

工事の実施による濃度の変
化（付加率）が5％未満で
ある。

影響要因は想定されないた
め対象外。

施設等の利用、各施設間の
人の移動に伴う汚染物質の
排出が周辺の大気環境に与
える影響はほとんどない。

影響要因は想定されないた
め対象外。

展示会場等として利用さ
れ、各施設等の利用に伴う
汚染物質の排出が周辺の大
気環境に与える影響はほと
んどない。

-1 － 0 － 0 -0.3 -0.3

環境項目 主要環境 水質
汚濁負荷（COD、T-N、T-
P、BOD､SS等）の排出量

汚濁負荷物質排出の有無、
汚染増大の可能性

工事の実施に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

工事の実施に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

施設の供用に伴うし尿等の
汚水は公共下水道等に排出
することから、公共用水域
の水質に影響を及ぼすこと
はない。

0 － 0 0 0 0.0 0.0

環境項目 主要環境 土壌
土壌汚染物質の拡散の可能
性

土地履歴調査等による土壌
汚染物質の存在可能性

履歴調査の結果、土壌汚染
物質の存在の可能性はな
い。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

工事の内容から土壌汚染物
質の拡散の可能性はない。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

0 － － 0 － 0.0 0.0

環境項目 生態系
生物の生育・生
息基盤

生物の生育・生息基盤の状
況

①重要な生物・生態系の賦
存地の改変の有無
②生物の生育・生息基盤の
創出の有無

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

重要な生物・生態系の賦存
地の改変はない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

重要な生物・生態系の賦存
地の改変はない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

環境項目 生態系 水循環
雨水の地下浸透能力（地表
面被覆率）

現状の地表面被覆率

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

海面埋立地であるため対象
外とする。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

海面埋立地であるため対象
外とする。

－ － － － - -

環境項目 生態系 生物・生態系
周辺の生物の生育・生息環
境の連続性

現況の生物の生育・生息環
境の連続性

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

生物の生育・生息場所は改
変されない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

仮設の撤去や施設の後利用
の対象は、駐車場、砂利・
舗装面、運動場、芝生であ
り、評価対象とする環境で
はないため、現況と変わら
ない。

－ 0 － 0 0.0

環境項目 生態系 生物・生態系 重要な生物・生態系 重要な生物・生態系の状況

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

重要な生物・生態系の指定
地域の改変はない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

重要な生物・生態系の指定
地域の改変はない。

－ 0 － 0 0.0

環境項目 生態系 生物・生態系
生物相の豊かさ（鳥類相で
代表）

現況の生息種数（現状生息
する種のうち、生息が困難
となる可能性のある種の有
無、種数）

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

－ － － － － -

環境項目 生態系 緑 緑被面積（屋上含む） 現況の緑被率の状況

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

現況4.0％の緑被率が3.3％
となり、0.7ポイント減少
する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

現況4.0％の緑被率が3.3％
となり、0.7ポイント減少
する。

－ 0 － 0 0.0

環境項目 生態系 緑 緑化の状況
東京都の自然保護条例、建
築物環境計画書制度におけ
る緑化の評価基準

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

樹林地の改変により、緑化
率は2.6％となり、緑化基
準を満たさない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

樹林地の改変により、緑化
率は2.6％となり、緑化基
準を満たさない。

－ -1 － -1 -1.0

環境項目 生活環境 騒音 環境・交通騒音レベル
①環境基準及び法令等によ
る基準
②現況の騒音レベル

工事の実施に伴う騒音によ
る周辺の生活環境への影響
がみられる。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用等に伴う騒音の
発生がみられるが、周辺の
生活環境に影響を及ぼすこ
とはない。

騒音の発生要因となるよう
な工事は行わないことから
対象外とする。

開催後は展示会場等として
利用されることから、周辺
の生活環境に影響を及ぼす
ことはない。 -1 － 0 － 0 -0.3 -0.3

環境項目 生活環境 日影
日照の阻害の有無（阻害を
受ける住戸等の有無）

現状の日照阻害の状況

施設の高さ、周辺の状況、
仮設のみであることなどか
ら、施設の存在に伴う日影
の影響はない。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

開催後に、新たな施設によ
る日影は生じないことから
影響はない。

0 － 0 0.0 0.0

-0.2

-0.20.0

-0.5

評価点

中項目
平均点

指標別
平均点

-0.1

大項目 中項目 小項目

評価

開催前

段階別影響

開催中

一次評価

評価の指標 評価の基準

開催後開催後 開催中開催前
小項目
平均点
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会場別予測評価結果表(IBC・MPC_東京ビッグサイト(IBC・MPC))

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

評価点

中項目
平均点

指標別
平均点

大項目 中項目 小項目

評価

開催前

段階別影響

開催中

一次評価

評価の指標 評価の基準

開催後開催後 開催中開催前
小項目
平均点

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 緑視率 現況の緑視率

仮設の歩行者デッキの設置
により緑視が阻害される
が、緑視率の減少は約0.3
ポイントであり、現況と変
わらない。

仮設の歩行者デッキが撤去
されるが、樹木が改変され
た状態が続くため、現況か
ら約0.2ポイントの減少と
なる。

0 0 0.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 優れた眺望又は景観の阻害

①周辺の視点場から眺望で
きる優れた眺望景観の阻害
の有無
②景観形成特別地区の景観
を阻害しないこと

眺望景観及び景観形成特別
地区の景観を阻害すること
はない。

眺望景観及び景観形成特別
地区の景観を阻害すること
はない。

0 0 0.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の場
の変化

自然との触れ合い活動の場
の消失又は改善・創出

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

改変部が自然との触れ合い
活動の場の主要部や周縁部
ではない、又は半分弱にみ
たないことから、現況と変
わらない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

改変部が自然との触れ合い
活動の場の主要部や周縁部
ではない、又は半分弱にみ
たないことから、現況と変
わらない。

－ 0 － 0 0.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の変
化

自然との触れ合い活動の阻
害又は促進（場へのアクセ
ス性含む）の有無

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

0 0 0 0 0 0.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

歩行者空間の快
適性

街路樹等緑陰の状況（緑陰
面積）

現況の街路樹及び接道緑
化、壁面緑化の状況

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

施設の整備により、改変さ
れる樹木はないことから、
緑陰面積及び歩行者が感じ
る快適性ともに現況と変わ
らない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

施設の整備により改変され
る樹木はないことから、緑
陰面積及び歩行者が感じる
快適性ともに変化はない。 － 0 － 0 0.0 0.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

史跡・文化財
史跡・文化財の保護・保全
の状況

文化財等の保存及び管理の
支障の有無

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

周辺に史跡・文化財は存在
しない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

文化財等の保全及び管理に
支障はない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

水利用 上水利用量の削減 現在の上水利用量の水準

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水のほか、雨水及び再生
水（中水含む）の利用によ
り上水利用量の削減が図ら
れる。

競技の実施時における会場
の利用者による水利用につ
いては、「施設の存在によ
る影響」に含めるものとし
て、ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水のほか、雨水及び再生
水（中水含む）の利用によ
り上水利用量の削減が図ら
れる。 － +2 － － +2 2.0 2.0

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物発生量の減量化
廃棄物発生量の減量化に
よって削減される 終処分
量の水準

標準的な工事と同程度の廃
棄物の削減対策がなされ、
現在の廃棄物の発生水準と
同等の減量化が行われる。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

競技の実施に伴い排出され
る一般廃棄物は、現在と同
程度の減量化が行われ、
終処分量は現状の水準と変
わらない。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

後利用で排出される一般廃
棄物は、現在と同程度の減
量化が行われ、 終処分量
は現状の水準と変わらな
い。

0 － 0 － 0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物の有効利用
廃棄物の有効利用によって
削減される 終処分量の水
準

建設廃棄物の有効利用の取
り組みについて、現在の標
準的な工事と同程度の廃棄
物の有効利用がなされる。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

競技の実施に伴い排出され
る一般廃棄物は、現在と同
程度の有効利用がなされ、

終処分量は現状の水準と
変わらない。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

後利用で排出される一般廃
棄物は、現在と同程度の有
効利用がなされ、 終処分
量は現状の水準と変わらな
い。

0 － 0 － 0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

エコマテリアル エコマテリアルの使用
再生可能資材・再生資材の
活用の水準

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

施設の存在時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

競技の実施時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

後利用時におけるエコマテ
リアルの利用は想定されな
いため対象外とする。

+1 － － － － 1.0 1.0

環境項目
温室効果
ガス

温室効果ガス 温室効果ガスの削減量

①エネルギー消費量による
CO2排出の概算
②既存施設における追加的
排出の有無

一般的な施設の建設工事と
同程度の排出量になる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」に含めて
扱う。

東京都環境確保条例に基づ
く排出総量削減義務が課さ
れており、14.2％程度の削
減が見込まれる。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

東京都環境確保条例に基づ
く排出総量削減義務が課さ
れており、14.2％程度の削
減が見込まれる。 0 － +1 － +1 0.7 0.7

環境項目
温室効果
ガス

エネルギー エネルギー使用量の増減

①現在の使用量の水準（東
京都温暖化対策計画書制度
/東京都建築物環境計画書
制度による評価水準）
②省エネ再エネ対策・設備
の導入状況/可能性

一般的な施設の建設工事と
同程度の消費量になる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」に含めて
扱う。

東京都環境確保条例に基づ
く排出総量低減義務が課さ
れており、14.2％程度の低
減が見込まれる。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

東京都環境確保条例に基づ
く排出総量低減義務が課さ
れており、14.2％程度の低
減が見込まれる。 0 － +1 － +1 0.7 0.7

1.00.0

0.7

0.0

0.00.0
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会場別予測評価結果表(IBC・MPC_東京ビッグサイト(IBC・MPC))

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

評価点

中項目
平均点

指標別
平均点

大項目 中項目 小項目

評価

開催前

段階別影響

開催中

一次評価

評価の指標 評価の基準

開催後開催後 開催中開催前
小項目
平均点

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の転用
土地利用の改変、転用の有
無

改変エリアは主に屋外利用
地であり自然地や農地は存
在しない。 0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の有効利用 未利用地の解消の有無

未利用地の有効利用はな
い。

未利用地の有効利用はな
い。

0 0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の移動動
線の分断をしないこと

既に公共的な利用がなされ
ている施設の場所であり、
改変エリアは生活移動動線
に影響しない。

移動動線は確保されてお
り、競技中も現況と変わら
ない。

移動動線は確保されてお
り、後利用時も生活移動動
線への影響はない。 0 0 0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の動線の
ネットワーク化の進展の有
無

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

開催前から開催後を通じて
現況と変わらない。

0 0 0 0.0

社会・経
済項目

土地利用 移転 民家等の移転
民家等の移転を伴わないこ
と

改変エリアに民家等は存在
しない。

0 0.0 0.0

社会・経
済項目

交通
公共交通へのア
クセシビリティ

アクセス性
現在の会場までのアクセス
性

アクセス性向上の対策が無
く現況と同様のアクセス性
である。

アクセス性向上の対策が無
く現況と同様のアクセス性
である。 0 0 0.0 0.0

社会・経
済項目

交通 交通安全 交通安全
現在の歩車動線の分離（交
通安全性の向上）の状況

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

競技の実施による影響に含
め、評価の対象外とする。

現状において歩車動線は分
離されており、開催中も維
持される。

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

現状において歩車動線は分
離されており、後利用時に
も維持される。 0 － 0 0 0 0.0 0.0

社会・経
済項目

経済 事業採算性 施設整備費
施設整備費を適正に保つた
めの措置

対策が無い場合には標準的
な施設整備費となる。

対策が無い場合には標準的
な撤去・改修整備費とな
る。 0 0 0.0

社会・経
済項目

経済 事業採算性 運営経費
運営・維持コストの削減の
ための措置

対策を講じない場合には標
準的な運営経費となる。

対策を講じない場合には標
準的な運営経費となる。

0 0 0.0

0.0

0.0

0.0 0.0

0.0

0.0
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会場別予測評価結果表(IBC・MPC_東京ビッグサイト(IBC・MPC))

環境項目 主要環境 大気
汚染物質（NO2、SPM）の排
出量

排出の有無、現状より排出
増大の可能性

環境項目 主要環境 水質
汚濁負荷（COD、T-N、T-
P、BOD､SS等）の排出量

汚濁負荷物質排出の有無、
汚染増大の可能性

環境項目 主要環境 土壌
土壌汚染物質の拡散の可能
性

土地履歴調査等による土壌
汚染物質の存在可能性

環境項目 生態系
生物の生育・生
息基盤

生物の生育・生息基盤の状
況

①重要な生物・生態系の賦
存地の改変の有無
②生物の生育・生息基盤の
創出の有無

環境項目 生態系 水循環
雨水の地下浸透能力（地表
面被覆率）

現状の地表面被覆率

環境項目 生態系 生物・生態系
周辺の生物の生育・生息環
境の連続性

現況の生物の生育・生息環
境の連続性

環境項目 生態系 生物・生態系 重要な生物・生態系 重要な生物・生態系の状況

環境項目 生態系 生物・生態系
生物相の豊かさ（鳥類相で
代表）

現況の生息種数（現状生息
する種のうち、生息が困難
となる可能性のある種の有
無、種数）

環境項目 生態系 緑 緑被面積（屋上含む） 現況の緑被率の状況

環境項目 生態系 緑 緑化の状況
東京都の自然保護条例、建
築物環境計画書制度におけ
る緑化の評価基準

環境項目 生活環境 騒音 環境・交通騒音レベル
①環境基準及び法令等によ
る基準
②現況の騒音レベル

環境項目 生活環境 日影
日照の阻害の有無（阻害を
受ける住戸等の有無）

現状の日照阻害の状況

大項目 中項目 小項目

評価

評価の指標 評価の基準 工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による大気環境への影
響がみられ、ミティゲー
ションの実施により影響の
程度が低減されるが、濃度
の変化（付加率）が5％未
満となる。

影響要因は想定されないた
め対象外。

施設等の利用、各施設間の
人の移動に伴う大気環境へ
の影響はほとんどなく、ミ
ティゲーションの実施によ
り大気環境が改善される。

影響要因は想定されないた
め対象外。

施設等の利用、各施設間の
人の移動に伴う大気環境へ
の影響はほとんどなく、ミ
ティゲーションの実施によ
り大気環境が改善される。

-1 － +1 － +1 0.3 0.3

工事の実施に伴って公共用
水域の水質に影響を及ぼす
ことはないことから、ミ
ティゲーションは想定して
いない。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用に伴うし尿等の
汚水による影響はないこと
から、ミティゲーションは
想定していない。

工事の実施に伴って公共用
水域の水質に影響を及ぼす
ことはないことから、ミ
ティゲーションは想定して
いない。

施設の供用に伴うし尿等の
汚水による影響はないこと
から、ミティゲーションは
想定していない。 0 － 0 0 0 0.0 0.0

履歴調査の結果、土壌汚染
物質の存在の可能性はない
ことから、ミティゲーショ
ンは想定していない。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

工事の内容から土壌汚染物
質の拡散の可能性はないこ
とから、ミティゲーション
は想定していない。

影響要因が想定されないこ
とから対象外とする。

0 － － 0 － 0.0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

重要な生物・生態系の賦存
地の改変はない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

重要な生物・生態系の賦存
地の改変はない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

海面埋立地であるため対象
外とする。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

海面埋立地であるため対象
外とする。

－ － － － - -

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

生物の生育・生息場所は改
変されない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

周辺の生物の生育・生息場
所の連続性は現況と変わら
ない。

－ 0 － 0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

重要な生物・生態系の指定
地域の改変はない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

重要な生物・生態系の指定
地域の改変はない。

－ 0 － 0 0.0

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

鳥類の主要な生息場でない
ことから、予測評価の対象
外とする。

－ － － － － -

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

現況4.0％の緑被率が9.3％
となり、緑被率が5.3ポイ
ント増加する。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

現況4.0％の緑被率が9.3％
となり、5.3ポイント増加
する。

－ +1 － +1 1.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

緑化率は8.5％であり、緑
化基準を満たさなかった。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

緑化率は8.6％であり、緑
化基準を満たさなかった。

－ -1 － -1 -1.0

工事の実施に伴う騒音によ
る影響がみられるが、ミ
ティゲーションにより周辺
の生活環境に影響を及ぼさ
ない程度となる。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

施設の供用等による騒音が
周辺の生活環境に影響を及
ぼすことはないことから、
ミティゲーションは想定し
ていない。

騒音の発生要因となるよう
な工事は行わないことから
対象外とする。

展示会場等として利用さ
れ、周辺の生活環境への影
響はないことから、ミティ
ゲーションは想定していな
い。

0 － 0 － 0 0.0 0.0

施設の存在による影響はな
いことから、ミティゲー
ションは想定していない。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

施設の存在による影響はな
いことから、ミティゲー
ションは想定していない。

0 － 0 0.0 0.0

0.0

0.0

評価点段階別影響

開催前 開催中

0.1

0.00.0

開催後 開催前 開催中 開催後

二次評価

中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点
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会場別予測評価結果表(IBC・MPC_東京ビッグサイト(IBC・MPC))

大項目 中項目 小項目

評価

評価の指標 評価の基準

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 緑視率 現況の緑視率

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

景観 優れた眺望又は景観の阻害

①周辺の視点場から眺望で
きる優れた眺望景観の阻害
の有無
②景観形成特別地区の景観
を阻害しないこと

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の場
の変化

自然との触れ合い活動の場
の消失又は改善・創出

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

自然との触れ合
い活動の場

自然との触れ合い活動の変
化

自然との触れ合い活動の阻
害又は促進（場へのアクセ
ス性含む）の有無

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

歩行者空間の快
適性

街路樹等緑陰の状況（緑陰
面積）

現況の街路樹及び接道緑
化、壁面緑化の状況

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・文
化

史跡・文化財
史跡・文化財の保護・保全
の状況

文化財等の保存及び管理の
支障の有無

環境項目
資源・廃
棄物

水利用 上水利用量の削減 現在の上水利用量の水準

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物発生量の減量化
廃棄物発生量の減量化に
よって削減される 終処分
量の水準

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物の有効利用
廃棄物の有効利用によって
削減される 終処分量の水
準

環境項目
資源・廃
棄物

エコマテリアル エコマテリアルの使用
再生可能資材・再生資材の
活用の水準

環境項目
温室効果
ガス

温室効果ガス 温室効果ガスの削減量

①エネルギー消費量による
CO2排出の概算
②既存施設における追加的
排出の有無

環境項目
温室効果
ガス

エネルギー エネルギー使用量の増減

①現在の使用量の水準（東
京都温暖化対策計画書制度
/東京都建築物環境計画書
制度による評価水準）
②省エネ再エネ対策・設備
の導入状況/可能性

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

評価点段階別影響

開催前 開催中 開催後 開催前 開催中 開催後

二次評価

中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

MPCの屋上を緑化するが、
評価地点の緑視率の減少は
約0.3ポイントであり、現
況と変わらない。

仮設撤去後、樹木の原状復
帰を行うため、緑視率は現
況と変わらない。

0 0 0.0

眺望景観及び景観形成特別
地区の景観を阻害すること
はない。

眺望景観及び景観形成特別
地区の景観を阻害すること
はない。

0 0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

改変部が自然との触れ合い
活動の場でない、又は現況
で自然との触れ合い活動の
場となっていない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

自然との触れ合い活動の場
は現況と変わらない。

－ 0 － 0 0.0

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

現況で自然との触れ合い活
動が行われていない。

0 0 0 0 0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

樹木に影響する改変はな
く、緑陰面積及び歩行者が
感じる快適性ともに現況と
変わらない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

樹木に影響する改変はな
く、緑陰面積及び歩行者が
感じる快適性ともに現況と
変わらない。 － 0 － 0 0.0 0.0

改変による影響が 大とな
る「施設の存在による影
響」で予測評価を行うこと
から対象外とする。

周辺に史跡・文化財は存在
しない。

改変による影響が一定とな
る「後利用による影響」で
予測評価を行うことから、
対象外とする。

文化財等の保全及び管理に
支障はない。

－ 0 － 0 0.0 0.0

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水のほか、雨水及び再生
水（中水含む）の利用によ
り上水利用量の削減が図ら
れる。

競技の実施時における会場
の利用者による水利用につ
いては、「施設の存在によ
る影響」に含めるものとし
て、ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の利用
については、散水や洗車に
よる一時的な利用が見込ま
れるが、大量の水利用は想
定されないことから、予測
評価の対象外とする。

節水のほか、雨水及び再生
水（中水含む）の利用によ
り上水利用量の削減が図ら
れる。 － +2 － － +2 2.0 2.0

建設廃棄物の対策はリサイ
クルによるものが大部分で
あり、減量による 終処分
量の大幅な削減は見込めな
い。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

既に容器包装廃棄物のリサ
イクル分別などが実施され
ており、廃棄物の発生抑制
策による 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

既に容器包装廃棄物のリサ
イクル分別などが実施され
ており、廃棄物の発生抑制
策による 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

0 － 0 － 0 0.0

「東京都建設リサイクル推
進計画」等に基づく有効利
用策の促進により、建設廃
棄物の 終処分量は現在の
水準から20％以上削減され
る。

施設の存在による廃棄物の
発生については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

資源ごみ回収やごみ処理過
程資源化、熱回収等の促進
により、一般廃棄物の 終
処分量は現在の水準から
30％程度削減される。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

資源ごみ回収やごみ処理過
程資源化、熱回収等の促進
により、一般廃棄物の 終
処分量は現在の水準から
30％程度削減される。

+1 － +1 － +1 1.0

再生可能資材や再生資材が
大限に利用され、現在の

水準を上回る。

施設の存在時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

競技の実施時におけるエコ
マテリアルの利用は想定さ
れないため対象外とする。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

後利用時におけるエコマテ
リアルの利用は想定されな
いため対象外とする。

+1 － － － － 1.0 1.0

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の削減
が図られる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

高水準の省エネルギー技
術の活用等により、22.5％
程度の削減が図られる。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

高水準の省エネルギー技
術の活用等により、22.5％
程度の削減が図られる。

+2 － +2 － +2 2.0 2.0

低燃費型建設機械の採用等
により、約20～40％の低減
が図られる。

開催中の施設の存在による
影響については、「競技の
実施による影響」で扱い、
ここでは対象外とする。

高水準の省エネルギー技
術の活用等により、22.5％
程度の低減が図られる。

影響要因は想定されないこ
とから対象外とする。

高水準の省エネルギー技
術の活用等により、22.5％
程度の低減が図られる。

+2 － +2 － +2 2.0 2.0

0.0

0.00.0

1.20.5

2.0
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会場別予測評価結果表(IBC・MPC_東京ビッグサイト(IBC・MPC))

大項目 中項目 小項目

評価

評価の指標 評価の基準

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の転用
土地利用の改変、転用の有
無

社会・経
済項目

土地利用 土地利用 土地の有効利用 未利用地の解消の有無

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の移動動
線の分断をしないこと

社会・経
済項目

土地利用 地域分断
生活移動動線の分断又は進
展

歩行者、自転車等の動線の
ネットワーク化の進展の有
無

社会・経
済項目

土地利用 移転 民家等の移転
民家等の移転を伴わないこ
と

社会・経
済項目

交通
公共交通へのア
クセシビリティ

アクセス性
現在の会場までのアクセス
性

社会・経
済項目

交通 交通安全 交通安全
現在の歩車動線の分離（交
通安全性の向上）の状況

社会・経
済項目

経済 事業採算性 施設整備費
施設整備費を適正に保つた
めの措置

社会・経
済項目

経済 事業採算性 運営経費
運営・維持コストの削減の
ための措置

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

評価点段階別影響

開催前 開催中 開催後 開催前 開催中 開催後

二次評価

中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

改変エリアは主に屋外利用
地であり自然地や農地は存
在しない。 0 0.0

未利用地の有効利用はな
い。

未利用地の有効利用はな
い。

0 0 0.0

既に公共的な利用がなされ
ている施設の場所であり、
改変エリアは生活移動動線
に影響しない。

移動動線は確保されてお
り、競技中も現況と変わら
ない。

移動動線は確保されてお
り、後利用時も生活移動動
線への影響はない。 0 0 0 0.0

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

既に公共的利用がなされて
いる場所であり、現況と変
わらない。

開催前から開催後を通じて
現況と変わらない。

0 0 0 0.0

改変エリアに民家等は存在
しない。

0 0.0 0.0

アクセス性向上の対策が無
く現況と同様のアクセス性
である。

アクセス性向上の対策が無
く現況と同様のアクセス性
である。 0 0 0.0 0.0

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

競技の実施による影響に含
め、評価の対象外とする。

現状において歩車動線は分
離されており、開催中も維
持される。

現状でも対策は十分になさ
れており、工事に伴う歩車
動線の未分離区間は発生し
ない。

現状において歩車動線は分
離されており、後利用時に
も維持される。 0 － 0 0 0 0.0 0.0

再生可能材の活用等によ
り、 先端技術導入による
コスト増を相殺して標準的
な整備費となる。

再生可能材により整備費や
廃棄物処理費用を抑制する
等の費用削減措置が取られ
る。

0 +1 0.5

エネルギー利用の 適化や
ボランティアの活用により
運営経費、維持管理コスト
の削減が図られる。

エネルギー利用の 適化等
により後利用時も光熱費等
の維持管理コストの削減が
図られる。

+1 +1 1.0

項目 一次評価 二次評価
主要環境 -0.1 0.1
生態系 -0.2 0.0
生活環境 -0.2 0.0
ｱﾒﾆﾃｨ・文化 0.0 0.0
資源・廃棄物 1.0 1.2
温室効果ガス 0.7 2.0
土地利用 0.0 0.0
交通 0.0 0.0
経済 0.0 0.8

0.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.8

-2
-1
0
1
2
主要環境

生態系

生活環境

ｱﾒﾆﾃｨ・文化

資源・廃棄物温室効果ガス

土地利用

交通

経済 一次評価

二次評価
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競技別予測評価結果表(1_陸上競技（マラソン）)

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

環境項目 主要環境 大気質 汚染物質（NO2､SPM）の排出量 排出の有無、現状より排出増大の可能性

競技関係の車両の走行に伴う大気汚染物質
による大気環境への影響は小さい。

0 0.0

環境項目 主要環境 大気質 NO2､SPM濃度 競技等に応じた大気質
（環境基準等の適合）

競技者に影響のない水準である。

0 0.0

環境項目 主要環境 大気質 放射性物質
競技等に応じた大気質
（環境基準等の適合）

競技者に影響のない水準である。

0 0.0

環境項目 主要環境 水質 汚濁負荷（COD,T-N,T-P,BOD,SS）の排出量 汚濁負荷物質排出の有無、汚染増大の可能性

し尿等の汚水は公共下水道へ排出するため
公共用水域の水質への影響はない。

0 0.0

環境項目 主要環境 水質
ふん便性大腸菌群数,油膜の有無,CODの濃度,
透明度（水浴場水質判定基準項目）

競技に応じた水質（水浴場水質判定基準の適
合等）

陸域競技であることから対象外とした。

－ -

環境項目 主要環境 水質 放射性物質
競技に応じた水質（水浴場水質判定基準の適
合等）

陸域競技であることから対象外とした。

－ -

環境項目 生活環境 騒音 環境・交通騒音レベル
①環境基準及び法令等による基準
②現況の騒音レベル

競技関係車両の走行、声援等の騒音による
周辺への影響はほとんどない。

0 0.0 0.0 0.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・
文化

歩行者空間の
快適性

地面付近の気温
①現況の地面付近の気温
②アスリートに影響のない水準

現況でアスリートに影響のない水準である

0 0.0 0.0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物発生量の減量化
廃棄物発生量の減量化によって削減される最
終処分量の水準

競技の実施に伴い排出される一般廃棄物
は、現在と同程度の減量化がなされ、最終
処分量は現状の水準と変わらない。

0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物の有効利用
廃棄物の有効利用によって削減される最終処
分量の水準

競技の実施に伴い排出される一般廃棄物
は、現在と同程度の有効利用がなされ、最
終処分量は現状の水準と変わらない。 0 0.0

環境項目
温室効果
ガス

温室効果ガス 温室効果ガスの削減量
①エネルギー消費量によるCO2排出の概算
②既存施設における追加的排出の有無

大会関係車を一般的な車両（ガソリン車）
と想定した場合、競技の実施に伴い排出さ
れるCO2排出量は現状の水準にとどまる。 0 0.0 0.0

環境項目
温室効果
ガス

エネルギー エネルギー使用量の増減
①現在の使用量の水準
②省エネ再エネ対策・設備の導入状況／可能
性

大会関係車を一般的な車両（ガソリン車）
と想定した場合、競技の実施に伴うエネル
ギー消費量は現状の水準にとどまる。 0 0.0 0.0

社会・経
済項目

交通 交通渋滞 ボトルネックの解消又は継続 現在の交通渋滞及びボトルネックの状況

一時的な交通規制を行うため、渋滞緩和計
画を立てない場合には、都心部の交通流を
悪化させる可能性がある。

-1 -1.0 -1.0 -1.0

社会・経
済項目

経済 事業採算性 運営経費 運営・維持コストの削減のための措置

想定範囲の運営・維持コスト

0 0.0 0.0 0.0

開催前 開催中 開催後 開催中 開催後大項目 中項目 小項目

評価
段階別影響

開催前
評価点

一次評価

評価の指標 評価の基準
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

0.0

0.00.0

0.0

0.0

0.0

2－1



競技別予測評価結果表(1_陸上競技（マラソン）)

環境項目 主要環境 大気質 汚染物質（NO2､SPM）の排出量 排出の有無、現状より排出増大の可能性

環境項目 主要環境 大気質 NO2､SPM濃度 競技等に応じた大気質
（環境基準等の適合）

環境項目 主要環境 大気質 放射性物質
競技等に応じた大気質
（環境基準等の適合）

環境項目 主要環境 水質 汚濁負荷（COD,T-N,T-P,BOD,SS）の排出量 汚濁負荷物質排出の有無、汚染増大の可能性

環境項目 主要環境 水質
ふん便性大腸菌群数,油膜の有無,CODの濃度,
透明度（水浴場水質判定基準項目）

競技に応じた水質（水浴場水質判定基準の適
合等）

環境項目 主要環境 水質 放射性物質
競技に応じた水質（水浴場水質判定基準の適
合等）

環境項目 生活環境 騒音 環境・交通騒音レベル
①環境基準及び法令等による基準
②現況の騒音レベル

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・
文化

歩行者空間の
快適性

地面付近の気温
①現況の地面付近の気温
②アスリートに影響のない水準

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物発生量の減量化
廃棄物発生量の減量化によって削減される最
終処分量の水準

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物の有効利用
廃棄物の有効利用によって削減される最終処
分量の水準

環境項目
温室効果
ガス

温室効果ガス 温室効果ガスの削減量
①エネルギー消費量によるCO2排出の概算
②既存施設における追加的排出の有無

環境項目
温室効果
ガス

エネルギー エネルギー使用量の増減
①現在の使用量の水準
②省エネ再エネ対策・設備の導入状況／可能
性

社会・経
済項目

交通 交通渋滞 ボトルネックの解消又は継続 現在の交通渋滞及びボトルネックの状況

社会・経
済項目

経済 事業採算性 運営経費 運営・維持コストの削減のための措置

大項目 中項目 小項目

評価

評価の指標 評価の基準 工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

競技関係の車両の走行に伴う大気環境への
影響は小さく、ミティゲーションは想定し
ていない。

0 0.0

汚染物質削減のためのミティゲーションの
実施により大気環境が改善される。

+1 1.0

競技者に影響のない水準であり、ミティ
ゲーションは想定していない。

0 0.0

し尿等の汚水による公共用水域の水質への
影響はなく、ミティゲーションは想定して
いない。

0 0.0

陸域競技であることから対象外とした。

－ -

陸域競技であることから対象外とした。

－ -

競技の実施による騒音の影響はほとんどな
く、ミティゲーションは想定していない。

0 0.0 0.0 0.0

現況と変わらずアスリートに影響のない水
準である

0 0.0 0.0 0.0

既に容器包装廃棄物のリサイクル分別など
が実施されており、廃棄物の発生抑制策に
よる最終処分量の大幅な削減は見込めな
い。 0 0.0

資源ごみ回収やごみ処理過程資源化、熱回
収等の促進により、一般廃棄物の最終処分
量は現在の水準から30％程度削減される。 1 1.0

低公害かつ低燃費な自動車を採用すること
により、23％以上の削減が図られる。

2 2.0 2.0

低公害かつ低燃費な自動車を採用すること
により、36％以上の低減が図られる。

2 2.0 2.0

競技開催時の交通輸送の円滑化を図るとと
もに、三環状道路の整備等の実施により圏
央道内側の主要渋滞ポイントが概ね解消さ
れる。 1 1.0 1.0 1.0

ボランティア支援策により、多数のボラン
ティアの協力が見込まれ、運営経費の削減
がされる。 1 1.0 1.0 1.0

項目 一次評価 二次評価
主要環境 0.0 0.2
生活環境 0.0 0.0
ｱﾒﾆﾃｨ・文化 0.0 0.0
資源・廃棄物 0.0 0.5
温室効果ガス 0.0 2.0
交通 -1.0 1.0
経済 0.0 1.0

段階別影響
開催前 開催後開催中

2.0

開催前 開催中 開催後

0.5

中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

評価点
二次評価

0.5

0.2

0.3

0.0

-2

-1

0

1

2
主要環境

生活環境

ｱﾒﾆﾃｨ・文化

資源・廃棄物温室効果ガス

交通

経済

一次評価

二次評価

2－2



競技別予測評価結果表(2_陸上競技（競歩）)

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

環境項目 主要環境 大気質 汚染物質（NO2､SPM）の排出量 排出の有無、現状より排出増大の可能性

競技関係の車両の走行に伴う大気汚染物質
による大気環境への影響は小さい。

0 0.0

環境項目 主要環境 大気質 NO2､SPM濃度 競技等に応じた大気質
（環境基準等の適合）

競技者に影響のない水準である。

0 0.0

環境項目 主要環境 大気質 放射性物質
競技等に応じた大気質
（環境基準等の適合）

競技者に影響のない水準である。

0 0.0

環境項目 主要環境 水質 汚濁負荷（COD,T-N,T-P,BOD,SS）の排出量 汚濁負荷物質排出の有無、汚染増大の可能性

し尿等の汚水は公共下水道へ排出するため
公共用水域の水質への影響はない。

0 0.0

環境項目 主要環境 水質
ふん便性大腸菌群数,油膜の有無,CODの濃度,
透明度（水浴場水質判定基準項目）

競技に応じた水質（水浴場水質判定基準の適
合等）

陸域競技であることから対象外とした。

－ -

環境項目 主要環境 水質 放射性物質
競技に応じた水質（水浴場水質判定基準の適
合等）

陸域競技であることから対象外とした。

－ -

環境項目 生活環境 騒音 環境・交通騒音レベル
①環境基準及び法令等による基準
②現況の騒音レベル

競技関係車両の走行、声援等の騒音による
周辺への影響はほとんどない。

0 0.0 0.0 0.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・
文化

歩行者空間の
快適性

地面付近の気温
①現況の地面付近の気温
②アスリートに影響のない水準

現況でアスリートに影響のない水準である

0 0.0 0.0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物発生量の減量化
廃棄物発生量の減量化によって削減される最
終処分量の水準

競技の実施に伴い排出される一般廃棄物
は、現在と同程度の減量化がなされ、最終
処分量は現状の水準と変わらない。

0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物の有効利用
廃棄物の有効利用によって削減される最終処
分量の水準

競技の実施に伴い排出される一般廃棄物
は、現在と同程度の有効利用がなされ、最
終処分量は現状の水準と変わらない。 0 0.0

環境項目
温室効果
ガス

温室効果ガス 温室効果ガスの削減量
①エネルギー消費量によるCO2排出の概算
②既存施設における追加的排出の有無

影響要因は想定されないことから対象外と
した。

－ - -

環境項目
温室効果
ガス

エネルギー エネルギー使用量の増減
①現在の使用量の水準
②省エネ再エネ対策・設備の導入状況／可能
性

影響要因は想定されないことから対象外と
した。

－ - -

社会・経
済項目

交通 交通渋滞 ボトルネックの解消又は継続 現在の交通渋滞及びボトルネックの状況

一時的な交通規制を行うため、渋滞緩和計
画を立てない場合には、都心部の交通流を
悪化させる可能性がある。

-1 -1.0 -1.0 -1.0

社会・経
済項目

経済 事業採算性 運営経費 運営・維持コストの削減のための措置

想定範囲の運営・維持コスト

0 0.0 0.0 0.0

開催前 開催中 開催後 開催中 開催後大項目 中項目 小項目

評価
段階別影響

開催前
評価点

一次評価

評価の指標 評価の基準
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

-

0.00.0

0.0

0.0

0.0

2－3



競技別予測評価結果表(2_陸上競技（競歩）)

環境項目 主要環境 大気質 汚染物質（NO2､SPM）の排出量 排出の有無、現状より排出増大の可能性

環境項目 主要環境 大気質 NO2､SPM濃度 競技等に応じた大気質
（環境基準等の適合）

環境項目 主要環境 大気質 放射性物質
競技等に応じた大気質
（環境基準等の適合）

環境項目 主要環境 水質 汚濁負荷（COD,T-N,T-P,BOD,SS）の排出量 汚濁負荷物質排出の有無、汚染増大の可能性

環境項目 主要環境 水質
ふん便性大腸菌群数,油膜の有無,CODの濃度,
透明度（水浴場水質判定基準項目）

競技に応じた水質（水浴場水質判定基準の適
合等）

環境項目 主要環境 水質 放射性物質
競技に応じた水質（水浴場水質判定基準の適
合等）

環境項目 生活環境 騒音 環境・交通騒音レベル
①環境基準及び法令等による基準
②現況の騒音レベル

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・
文化

歩行者空間の
快適性

地面付近の気温
①現況の地面付近の気温
②アスリートに影響のない水準

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物発生量の減量化
廃棄物発生量の減量化によって削減される最
終処分量の水準

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物の有効利用
廃棄物の有効利用によって削減される最終処
分量の水準

環境項目
温室効果
ガス

温室効果ガス 温室効果ガスの削減量
①エネルギー消費量によるCO2排出の概算
②既存施設における追加的排出の有無

環境項目
温室効果
ガス

エネルギー エネルギー使用量の増減
①現在の使用量の水準
②省エネ再エネ対策・設備の導入状況／可能
性

社会・経
済項目

交通 交通渋滞 ボトルネックの解消又は継続 現在の交通渋滞及びボトルネックの状況

社会・経
済項目

経済 事業採算性 運営経費 運営・維持コストの削減のための措置

大項目 中項目 小項目

評価

評価の指標 評価の基準 工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

競技関係の車両の走行に伴う大気環境への
影響は小さく、ミティゲーションは想定し
ていない。

0 0.0

汚染物質削減のためのミティゲーションの
実施により大気環境が改善される。

+1 1.0

競技者に影響のない水準であり、ミティ
ゲーションは想定していない。

0 0.0

し尿等の汚水による公共用水域の水質への
影響はなく、ミティゲーションは想定して
いない。

0 0.0

陸域競技であることから対象外とした。

－ -

陸域競技であることから対象外とした。

－ -

競技の実施による騒音の影響はほとんどな
く、ミティゲーションは想定していない。

0 0.0 0.0 0.0

現況と変わらずアスリートに影響のない水
準である

0 0.0 0.0 0.0

既に容器包装廃棄物のリサイクル分別など
が実施されており、廃棄物の発生抑制策に
よる最終処分量の大幅な削減は見込めな
い。 0 0.0

資源ごみ回収やごみ処理過程資源化、熱回
収等の促進により、一般廃棄物の最終処分
量は現在の水準から30％程度削減される。 1 1.0

影響要因は想定されないことから対象外と
した。

－ - -

影響要因は想定されないことから対象外と
した。

－ - -

競技開催時の交通輸送の円滑化を図るとと
もに、三環状道路の整備等の実施により圏
央道内側の主要渋滞ポイントが概ね解消さ
れる。 1 1.0 1.0 1.0

ボランティア支援策により、多数のボラン
ティアの協力が見込まれ、運営経費の削減
がされる。 1 1.0 1.0 1.0

項目 一次評価 二次評価
主要環境 0.0 0.2
生活環境 0.0 0.0
ｱﾒﾆﾃｨ・文化 0.0 0.0
資源・廃棄物 0.0 0.5
温室効果ガス - -
交通 -1.0 1.0
経済 0.0 1.0

段階別影響
開催前 開催後開催中

-

開催前 開催中 開催後

0.5

中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

評価点
二次評価

0.5

0.2

0.3

0.0

-2

-1

0

1

2
主要環境

生活環境

ｱﾒﾆﾃｨ・文化

資源・廃棄物温室効果ガス

交通

経済

一次評価

二次評価
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競技別予測評価結果表(3_自転車競技（ロードレース）)

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

環境項目 主要環境 大気質 汚染物質（NO2､SPM）の排出量 排出の有無、現状より排出増大の可能性

競技関係の車両の走行に伴う大気汚染物質
による大気環境への影響は小さい。

0 0.0

環境項目 主要環境 大気質 NO2､SPM濃度 競技等に応じた大気質
（環境基準等の適合）

競技者に影響のない水準である。

0 0.0

環境項目 主要環境 大気質 放射性物質
競技等に応じた大気質
（環境基準等の適合）

競技者に影響のない水準である。

0 0.0

環境項目 主要環境 水質 汚濁負荷（COD,T-N,T-P,BOD,SS）の排出量 汚濁負荷物質排出の有無、汚染増大の可能性

し尿等の汚水は公共下水道へ排出するため
公共用水域の水質への影響はない。

0 0.0

環境項目 主要環境 水質
ふん便性大腸菌群数,油膜の有無,CODの濃度,
透明度（水浴場水質判定基準項目）

競技に応じた水質（水浴場水質判定基準の適
合等）

陸域競技であることから対象外とした。

－ -

環境項目 主要環境 水質 放射性物質
競技に応じた水質（水浴場水質判定基準の適
合等）

陸域競技であることから対象外とした。

－ -

環境項目 生活環境 騒音 環境・交通騒音レベル
①環境基準及び法令等による基準
②現況の騒音レベル

競技関係車両の走行、声援等の騒音による
周辺への影響はほとんどない。

0 0.0 0.0 0.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・
文化

歩行者空間の
快適性

地面付近の気温
①現況の地面付近の気温
②アスリートに影響のない水準

現況でアスリートに影響のない水準であ
る。

0 0.0 0.0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物発生量の減量化
廃棄物発生量の減量化によって削減される最
終処分量の水準

競技の実施に伴い排出される一般廃棄物
は、現在と同程度の減量化がなされ、最終
処分量は現状の水準と変わらない。

0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物の有効利用
廃棄物の有効利用によって削減される最終処
分量の水準

競技の実施に伴い排出される一般廃棄物
は、現在と同程度の有効利用がなされ、最
終処分量は現状の水準と変わらない。 0 0.0

環境項目
温室効果
ガス

温室効果ガス 温室効果ガスの削減量
①エネルギー消費量によるCO2排出の概算
②既存施設における追加的排出の有無

大会関係車を一般的な車両（ガソリン車）
と想定した場合、競技の実施に伴い排出さ
れるCO2排出量は現状の水準にとどまる。 0 0.0 0.0

環境項目
温室効果
ガス

エネルギー エネルギー使用量の増減
①現在の使用量の水準
②省エネ再エネ対策・設備の導入状況／可能
性

大会関係車を一般的な車両（ガソリン車）
と想定した場合、競技の実施に伴うエネル
ギー消費量は現状の水準にとどまる。 0 0.0 0.0

社会・経
済項目

交通 交通渋滞 ボトルネックの解消又は継続 現在の交通渋滞及びボトルネックの状況

一時的な交通規制を行うため、渋滞緩和計
画を立てない場合には、都心部の交通流を
悪化させる可能性がある。

-1 -1.0 -1.0 -1.0

社会・経
済項目

経済 事業採算性 運営経費 運営・維持コストの削減のための措置

想定範囲の運営・維持コスト

0 0.0 0.0 0.0

開催前 開催中 開催後 開催中 開催後大項目 中項目 小項目

評価
段階別影響

開催前
評価点

一次評価

評価の指標 評価の基準
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

0.0

0.00.0

0.0

0.0

0.0
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競技別予測評価結果表(3_自転車競技（ロードレース）)

環境項目 主要環境 大気質 汚染物質（NO2､SPM）の排出量 排出の有無、現状より排出増大の可能性

環境項目 主要環境 大気質 NO2､SPM濃度 競技等に応じた大気質
（環境基準等の適合）

環境項目 主要環境 大気質 放射性物質
競技等に応じた大気質
（環境基準等の適合）

環境項目 主要環境 水質 汚濁負荷（COD,T-N,T-P,BOD,SS）の排出量 汚濁負荷物質排出の有無、汚染増大の可能性

環境項目 主要環境 水質
ふん便性大腸菌群数,油膜の有無,CODの濃度,
透明度（水浴場水質判定基準項目）

競技に応じた水質（水浴場水質判定基準の適
合等）

環境項目 主要環境 水質 放射性物質
競技に応じた水質（水浴場水質判定基準の適
合等）

環境項目 生活環境 騒音 環境・交通騒音レベル
①環境基準及び法令等による基準
②現況の騒音レベル

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・
文化

歩行者空間の
快適性

地面付近の気温
①現況の地面付近の気温
②アスリートに影響のない水準

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物発生量の減量化
廃棄物発生量の減量化によって削減される最
終処分量の水準

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物の有効利用
廃棄物の有効利用によって削減される最終処
分量の水準

環境項目
温室効果
ガス

温室効果ガス 温室効果ガスの削減量
①エネルギー消費量によるCO2排出の概算
②既存施設における追加的排出の有無

環境項目
温室効果
ガス

エネルギー エネルギー使用量の増減
①現在の使用量の水準
②省エネ再エネ対策・設備の導入状況／可能
性

社会・経
済項目

交通 交通渋滞 ボトルネックの解消又は継続 現在の交通渋滞及びボトルネックの状況

社会・経
済項目

経済 事業採算性 運営経費 運営・維持コストの削減のための措置

大項目 中項目 小項目

評価

評価の指標 評価の基準 工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

競技関係の車両の走行に伴う大気環境への
影響は小さく、ミティゲーションは想定し
ていない。

0 0.0

汚染物質削減のためのミティゲーションの
実施により大気環境が改善される。

+1 1.0

競技者に影響のない水準であり、ミティ
ゲーションは想定していない。

0 0.0

し尿等の汚水による公共用水域の水質への
影響はなく、ミティゲーションは想定して
いない。

0 0.0

陸域競技であることから対象外とした。

－ -

陸域競技であることから対象外とした。

－ -

競技の実施による騒音の影響はほとんどな
く、ミティゲーションは想定していない。

0 0.0 0.0 0.0

現況と変わらずアスリートに影響のない水
準である。

0 0.0 0.0 0.0

既に容器包装廃棄物のリサイクル分別など
が実施されており、廃棄物の発生抑制策に
よる最終処分量の大幅な削減は見込めな
い。 0 0.0

資源ごみ回収やごみ処理過程資源化、熱回
収等の促進により、一般廃棄物の最終処分
量は現在の水準から30％程度削減される。 1 1.0

低公害かつ低燃費な自動車を採用すること
により、23％以上の削減が図られる。

2 2.0 2.0

低公害かつ低燃費な自動車を採用すること
により、36％以上の低減が図られる。

2 2.0 2.0

競技開催時の交通輸送の円滑化を図るとと
もに、三環状道路の整備等の実施により圏
央道内側の主要渋滞ポイントが概ね解消さ
れる。 1 1.0 1.0 1.0

ボランティア支援策により、多数のボラン
ティアの協力が見込まれ、運営経費の削減
がされる。 1 1.0 1.0 1.0

項目 一次評価 二次評価
主要環境 0.0 0.2
生活環境 0.0 0.0
ｱﾒﾆﾃｨ・文化 0.0 0.0
資源・廃棄物 0.0 0.5
温室効果ガス 0.0 2.0
交通 -1.0 1.0
経済 0.0 1.0

段階別影響
開催前 開催後開催中

2.0

開催前 開催中 開催後

0.5

中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

評価点
二次評価

0.5

0.2

0.3

0.0

-2

-1

0

1

2
主要環境

生活環境

ｱﾒﾆﾃｨ・文化

資源・廃棄物温室効果ガス

交通

経済

一次評価

二次評価

2－6



競技別予測評価結果表(4_トライアスロン・パラトライアスロン)

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

環境項目 主要環境 大気質 汚染物質（NO2､SPM）の排出量 排出の有無、現状より排出増大の可能性

競技関係の車両の走行に伴う大気汚染物質
による大気環境への影響は小さい。

0 0.0

環境項目 主要環境 大気質 NO2､SPM濃度 競技等に応じた大気質
（環境基準等の適合）

競技者に影響のない水準である。

0 0.0

環境項目 主要環境 大気質 放射性物質
競技等に応じた大気質
（環境基準等の適合）

競技者に影響のない水準である。

0 0.0

環境項目 主要環境 水質 汚濁負荷（COD,T-N,T-P,BOD,SS）の排出量 汚濁負荷物質排出の有無、汚染増大の可能性

し尿等の汚水は公共下水道へ排出するため
公共用水域の水質への影響はない。

0 0.0

環境項目 主要環境 水質
ふん便性大腸菌群数,油膜の有無,CODの濃度,
透明度（水浴場水質判定基準項目）

競技に応じた水質（水浴場水質判定基準の適
合等）

競技者に影響のある水準の水質である。

-1 -1.0

環境項目 主要環境 水質 放射性物質
競技に応じた水質（水浴場水質判定基準の適
合等）

競技者に影響のない水準の水質である。

0 0.0

環境項目 生活環境 騒音 環境・交通騒音レベル
①環境基準及び法令等による基準
②現況の騒音レベル

競技関係車両の走行、声援等の騒音による
周辺への影響はほとんどない。

0 0.0 0.0 0.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・
文化

歩行者空間の
快適性

地面付近の気温
①現況の地面付近の気温
②アスリートに影響のない水準

現況でアスリートに影響のない水準である

0 0.0 0.0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物発生量の減量化
廃棄物発生量の減量化によって削減される最
終処分量の水準

競技の実施に伴い排出される一般廃棄物
は、現在と同程度の減量化がなされ、最終
処分量は現状の水準と変わらない。

0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物の有効利用
廃棄物の有効利用によって削減される最終処
分量の水準

競技の実施に伴い排出される一般廃棄物
は、現在と同程度の有効利用がなされ、最
終処分量は現状の水準と変わらない。 0 0.0

環境項目
温室効果
ガス

温室効果ガス 温室効果ガスの削減量
①エネルギー消費量によるCO2排出の概算
②既存施設における追加的排出の有無

大会関係車を一般的な車両（ガソリン車）
と想定した場合、競技の実施に伴い排出さ
れるCO2排出量は現状の水準にとどまる。 0 0.0 0.0

環境項目
温室効果
ガス

エネルギー エネルギー使用量の増減
①現在の使用量の水準
②省エネ再エネ対策・設備の導入状況／可能
性

大会関係車を一般的な車両（ガソリン車）
と想定した場合、競技の実施に伴うエネル
ギー消費量は現状の水準にとどまる。 0 0.0 0.0

社会・経
済項目

交通 交通渋滞 ボトルネックの解消又は継続 現在の交通渋滞及びボトルネックの状況

一時的な交通規制を行うため、渋滞緩和計
画を立てない場合には、都心部の交通流を
悪化させる可能性がある。

-1 -1.0 -1.0 -1.0

社会・経
済項目

経済 事業採算性 運営経費 運営・維持コストの削減のための措置

想定範囲の運営・維持コスト

0 0.0 0.0 0.0

開催前 開催中 開催後 開催中 開催後大項目 中項目 小項目

評価
段階別影響

開催前
評価点

一次評価

評価の指標 評価の基準
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

0.0

0.00.0

-0.2

0.0

-0.3
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競技別予測評価結果表(4_トライアスロン・パラトライアスロン)

環境項目 主要環境 大気質 汚染物質（NO2､SPM）の排出量 排出の有無、現状より排出増大の可能性

環境項目 主要環境 大気質 NO2､SPM濃度 競技等に応じた大気質
（環境基準等の適合）

環境項目 主要環境 大気質 放射性物質
競技等に応じた大気質
（環境基準等の適合）

環境項目 主要環境 水質 汚濁負荷（COD,T-N,T-P,BOD,SS）の排出量 汚濁負荷物質排出の有無、汚染増大の可能性

環境項目 主要環境 水質
ふん便性大腸菌群数,油膜の有無,CODの濃度,
透明度（水浴場水質判定基準項目）

競技に応じた水質（水浴場水質判定基準の適
合等）

環境項目 主要環境 水質 放射性物質
競技に応じた水質（水浴場水質判定基準の適
合等）

環境項目 生活環境 騒音 環境・交通騒音レベル
①環境基準及び法令等による基準
②現況の騒音レベル

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・
文化

歩行者空間の
快適性

地面付近の気温
①現況の地面付近の気温
②アスリートに影響のない水準

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物発生量の減量化
廃棄物発生量の減量化によって削減される最
終処分量の水準

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物の有効利用
廃棄物の有効利用によって削減される最終処
分量の水準

環境項目
温室効果
ガス

温室効果ガス 温室効果ガスの削減量
①エネルギー消費量によるCO2排出の概算
②既存施設における追加的排出の有無

環境項目
温室効果
ガス

エネルギー エネルギー使用量の増減
①現在の使用量の水準
②省エネ再エネ対策・設備の導入状況／可能
性

社会・経
済項目

交通 交通渋滞 ボトルネックの解消又は継続 現在の交通渋滞及びボトルネックの状況

社会・経
済項目

経済 事業採算性 運営経費 運営・維持コストの削減のための措置

大項目 中項目 小項目

評価

評価の指標 評価の基準 工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

競技関係の車両の走行に伴う大気環境への
影響は小さく、ミティゲーションは想定し
ていない。

0 0.0

汚染物質削減のためのミティゲーションの
実施により大気環境が改善される。

+1 1.0

競技者に影響のない水準であり、ミティ
ゲーションは想定していない。

0 0.0

し尿等の汚水による公共用水域の水質への
影響はなく、ミティゲーションは想定して
いない。

0 0.0

競技者への影響が、ミティゲーションの実
施により低減される。

0 0.0

競技者に影響のない水準の水質であり、ミ
ティゲーションは想定していない。

0 0.0

競技の実施による騒音の影響はほとんどな
く、ミティゲーションは想定していない。

0 0.0 0.0 0.0

現況と変わらずアスリートに影響のない水
準である

0 0.0 0.0 0.0

既に容器包装廃棄物のリサイクル分別など
が実施されており、廃棄物の発生抑制策に
よる最終処分量の大幅な削減は見込めな
い。 0 0.0

資源ごみ回収やごみ処理過程資源化、熱回
収等の促進により、一般廃棄物の最終処分
量は現在の水準から30％程度削減される。 1 1.0

低公害かつ低燃費な自動車を採用すること
により、23％以上の削減が図られる。

2 2.0 2.0

低公害かつ低燃費な自動車を採用すること
により、36％以上の低減が図られる。

2 2.0 2.0

競技開催時の交通輸送の円滑化を図るとと
もに、三環状道路の整備等の実施により圏
央道内側の主要渋滞ポイントが概ね解消さ
れる。 1 1.0 1.0 1.0

ボランティア支援策により、多数のボラン
ティアの協力が見込まれ、運営経費の削減
がされる。 1 1.0 1.0 1.0

項目 一次評価 二次評価
主要環境 -0.2 0.2
生活環境 0.0 0.0
ｱﾒﾆﾃｨ・文化 0.0 0.0
資源・廃棄物 0.0 0.5
温室効果ガス 0.0 2.0
交通 -1.0 1.0
経済 0.0 1.0

段階別影響
開催前 開催後開催中

2.0

開催前 開催中 開催後

0.5

中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

評価点
二次評価

0.5

0.2

0.3

0.0

-2

-1

0

1

2
主要環境

生活環境

ｱﾒﾆﾃｨ・文化

資源・廃棄物温室効果ガス

交通

経済

一次評価

二次評価
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競技別予測評価結果表(5_水泳（マラソン 10km）)

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

環境項目 主要環境 大気質 汚染物質（NO2､SPM）の排出量 排出の有無、現状より排出増大の可能性

競技の実施に伴う汚染物質の排出はない。

0 0.0

環境項目 主要環境 大気質 NO2､SPM濃度 競技等に応じた大気質
（環境基準等の適合）

競技者に影響のない水準である。

0 0.0

環境項目 主要環境 大気質 放射性物質
競技等に応じた大気質
（環境基準等の適合）

競技者に影響のない水準である。

0 0.0

環境項目 主要環境 水質 汚濁負荷（COD,T-N,T-P,BOD,SS）の排出量 汚濁負荷物質排出の有無、汚染増大の可能性

し尿等の汚水は公共下水道へ排出するため
公共用水域の水質への影響はない。

0 0.0

環境項目 主要環境 水質
ふん便性大腸菌群数,油膜の有無,CODの濃度,
透明度（水浴場水質判定基準項目）

競技に応じた水質（水浴場水質判定基準の適
合等）

競技者に影響のある水準の水質である。

-1 -1.0

環境項目 主要環境 水質 放射性物質
競技に応じた水質（水浴場水質判定基準の適
合等）

競技者に影響のない水準の水質である。

0 0.0

環境項目 生活環境 騒音 環境・交通騒音レベル
①環境基準及び法令等による基準
②現況の騒音レベル

声援等の騒音による周辺への影響はほとん
どない。

0 0.0 0.0 0.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・
文化

歩行者空間の
快適性

地面付近の気温
①現況の地面付近の気温
②アスリートに影響のない水準

水域の競技は対象としない

－ - - -

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物発生量の減量化
廃棄物発生量の減量化によって削減される最
終処分量の水準

競技の実施に伴い排出される一般廃棄物
は、現在と同程度の減量化がなされ、最終
処分量は現状の水準と変わらない。

0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物の有効利用
廃棄物の有効利用によって削減される最終処
分量の水準

競技の実施に伴い排出される一般廃棄物
は、現在と同程度の有効利用がなされ、最
終処分量は現状の水準と変わらない。 0 0.0

環境項目
温室効果
ガス

温室効果ガス 温室効果ガスの削減量
①エネルギー消費量によるCO2排出の概算
②既存施設における追加的排出の有無

影響要因は想定されないことから対象外と
した。

－ - -

環境項目
温室効果
ガス

エネルギー エネルギー使用量の増減
①現在の使用量の水準
②省エネ再エネ対策・設備の導入状況／可能
性

影響要因は想定されないことから対象外と
した。

－ - -

社会・経
済項目

交通 交通渋滞 ボトルネックの解消又は継続 現在の交通渋滞及びボトルネックの状況

競技において会場の敷地外の道路を利用し
ないため対象外とした。

－ - - -

社会・経
済項目

経済 事業採算性 運営経費 運営・維持コストの削減のための措置

想定範囲の運営・維持コスト

0 0.0 0.0 0.0

開催前 開催中 開催後 開催中 開催後大項目 中項目 小項目

評価
段階別影響

開催前
評価点

一次評価

評価の指標 評価の基準
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

-

0.00.0

-0.2

0.0

-0.3
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競技別予測評価結果表(5_水泳（マラソン 10km）)

環境項目 主要環境 大気質 汚染物質（NO2､SPM）の排出量 排出の有無、現状より排出増大の可能性

環境項目 主要環境 大気質 NO2､SPM濃度 競技等に応じた大気質
（環境基準等の適合）

環境項目 主要環境 大気質 放射性物質
競技等に応じた大気質
（環境基準等の適合）

環境項目 主要環境 水質 汚濁負荷（COD,T-N,T-P,BOD,SS）の排出量 汚濁負荷物質排出の有無、汚染増大の可能性

環境項目 主要環境 水質
ふん便性大腸菌群数,油膜の有無,CODの濃度,
透明度（水浴場水質判定基準項目）

競技に応じた水質（水浴場水質判定基準の適
合等）

環境項目 主要環境 水質 放射性物質
競技に応じた水質（水浴場水質判定基準の適
合等）

環境項目 生活環境 騒音 環境・交通騒音レベル
①環境基準及び法令等による基準
②現況の騒音レベル

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・
文化

歩行者空間の
快適性

地面付近の気温
①現況の地面付近の気温
②アスリートに影響のない水準

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物発生量の減量化
廃棄物発生量の減量化によって削減される最
終処分量の水準

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物の有効利用
廃棄物の有効利用によって削減される最終処
分量の水準

環境項目
温室効果
ガス

温室効果ガス 温室効果ガスの削減量
①エネルギー消費量によるCO2排出の概算
②既存施設における追加的排出の有無

環境項目
温室効果
ガス

エネルギー エネルギー使用量の増減
①現在の使用量の水準
②省エネ再エネ対策・設備の導入状況／可能
性

社会・経
済項目

交通 交通渋滞 ボトルネックの解消又は継続 現在の交通渋滞及びボトルネックの状況

社会・経
済項目

経済 事業採算性 運営経費 運営・維持コストの削減のための措置

大項目 中項目 小項目

評価

評価の指標 評価の基準 工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

競技の実施に伴う汚染物質の排出はなく、
ミティゲーションは想定していない。

0 0.0

汚染物質削減のためのミティゲーションの
実施により大気環境が改善される。

+1 1.0

競技者に影響のない水準であり、ミティ
ゲーションは想定していない。

0 0.0

し尿等の汚水による公共用水域の水質への
影響はなく、ミティゲーションは想定して
いない。

0 0.0

競技者への影響が、ミティゲーションの実
施により低減される。

0 0.0

競技者に影響のない水準の水質であり、ミ
ティゲーションは想定していない。

0 0.0

競技の実施による騒音の影響はほとんどな
く、ミティゲーションは想定していない。

0 0.0 0.0 0.0

水域の競技は対象としない

－ - - -

既に容器包装廃棄物のリサイクル分別など
が実施されており、廃棄物の発生抑制策に
よる最終処分量の大幅な削減は見込めな
い。 0 0.0

資源ごみ回収やごみ処理過程資源化、熱回
収等の促進により、一般廃棄物の最終処分
量は現在の水準から30％程度削減される。 1 1.0

影響要因は想定されないことから対象外と
した。

－ - -

影響要因は想定されないことから対象外と
した。

－ - -

競技において会場の敷地外の道路を利用し
ないため対象外とした。

－ - - -

ボランティア支援策により、多数のボラン
ティアの協力が見込まれ、運営経費の削減
がされる。 1 1.0 1.0 1.0

項目 一次評価 二次評価
主要環境 -0.2 0.2
生活環境 0.0 0.0
ｱﾒﾆﾃｨ・文化 - -
資源・廃棄物 0.0 0.5
温室効果ガス - -
交通 - -
経済 0.0 1.0

段階別影響
開催前 開催後開催中

-

開催前 開催中 開催後

0.5

中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

評価点
二次評価

0.5

0.2

0.3

0.0

-2

-1

0

1

2
主要環境

生活環境

ｱﾒﾆﾃｨ・文化

資源・廃棄物温室効果ガス

交通

経済

一次評価

二次評価
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競技別予測評価結果表(6_カヌー（スプリント・パラカヌー）)

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

環境項目 主要環境 大気質 汚染物質（NO2､SPM）の排出量 排出の有無、現状より排出増大の可能性

競技の実施に伴う汚染物質の排出はない。

0 0.0

環境項目 主要環境 大気質 NO2､SPM濃度 競技等に応じた大気質
（環境基準等の適合）

競技者に影響のない水準である。

0 0.0

環境項目 主要環境 大気質 放射性物質
競技等に応じた大気質
（環境基準等の適合）

競技者に影響のない水準である。

0 0.0

環境項目 主要環境 水質 汚濁負荷（COD,T-N,T-P,BOD,SS）の排出量 汚濁負荷物質排出の有無、汚染増大の可能性

し尿等の汚水は公共下水道へ排出するため
公共用水域の水質への影響はない。

0 0.0

環境項目 主要環境 水質
ふん便性大腸菌群数,油膜の有無,CODの濃度,
透明度（水浴場水質判定基準項目）

競技に応じた水質（水浴場水質判定基準の適
合等）

競技者に影響のある水準の水質である。

-1 -1.0

環境項目 主要環境 水質 放射性物質
競技に応じた水質（水浴場水質判定基準の適
合等）

競技者に影響のない水準の水質である。

0 0.0

環境項目 生活環境 騒音 環境・交通騒音レベル
①環境基準及び法令等による基準
②現況の騒音レベル

声援等の騒音による周辺への影響はほとん
どない。

0 0.0 0.0 0.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・
文化

歩行者空間の
快適性

地面付近の気温
①現況の地面付近の気温
②アスリートに影響のない水準

水域の競技は対象としない

－ - - -

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物発生量の減量化
廃棄物発生量の減量化によって削減される最
終処分量の水準

競技の実施に伴い排出される一般廃棄物
は、現在と同程度の減量化がなされ、最終
処分量は現状の水準と変わらない。

0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物の有効利用
廃棄物の有効利用によって削減される最終処
分量の水準

競技の実施に伴い排出される一般廃棄物
は、現在と同程度の有効利用がなされ、最
終処分量は現状の水準と変わらない。 0 0.0

環境項目
温室効果
ガス

温室効果ガス 温室効果ガスの削減量
①エネルギー消費量によるCO2排出の概算
②既存施設における追加的排出の有無

影響要因は想定されないことから対象外と
した。

－ - -

環境項目
温室効果
ガス

エネルギー エネルギー使用量の増減
①現在の使用量の水準
②省エネ再エネ対策・設備の導入状況／可能
性

影響要因は想定されないことから対象外と
した。

－ - -

社会・経
済項目

交通 交通渋滞 ボトルネックの解消又は継続 現在の交通渋滞及びボトルネックの状況

競技において会場の敷地外の道路を利用し
ないため対象外とした。

－ - - -

社会・経
済項目

経済 事業採算性 運営経費 運営・維持コストの削減のための措置

想定範囲の運営・維持コスト

0 0.0 0.0 0.0

開催前 開催中 開催後 開催中 開催後大項目 中項目 小項目

評価
段階別影響

開催前
評価点

一次評価

評価の指標 評価の基準
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

-

0.00.0

-0.2

0.0

-0.3
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競技別予測評価結果表(6_カヌー（スプリント・パラカヌー）)

環境項目 主要環境 大気質 汚染物質（NO2､SPM）の排出量 排出の有無、現状より排出増大の可能性

環境項目 主要環境 大気質 NO2､SPM濃度 競技等に応じた大気質
（環境基準等の適合）

環境項目 主要環境 大気質 放射性物質
競技等に応じた大気質
（環境基準等の適合）

環境項目 主要環境 水質 汚濁負荷（COD,T-N,T-P,BOD,SS）の排出量 汚濁負荷物質排出の有無、汚染増大の可能性

環境項目 主要環境 水質
ふん便性大腸菌群数,油膜の有無,CODの濃度,
透明度（水浴場水質判定基準項目）

競技に応じた水質（水浴場水質判定基準の適
合等）

環境項目 主要環境 水質 放射性物質
競技に応じた水質（水浴場水質判定基準の適
合等）

環境項目 生活環境 騒音 環境・交通騒音レベル
①環境基準及び法令等による基準
②現況の騒音レベル

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・
文化

歩行者空間の
快適性

地面付近の気温
①現況の地面付近の気温
②アスリートに影響のない水準

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物発生量の減量化
廃棄物発生量の減量化によって削減される最
終処分量の水準

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物の有効利用
廃棄物の有効利用によって削減される最終処
分量の水準

環境項目
温室効果
ガス

温室効果ガス 温室効果ガスの削減量
①エネルギー消費量によるCO2排出の概算
②既存施設における追加的排出の有無

環境項目
温室効果
ガス

エネルギー エネルギー使用量の増減
①現在の使用量の水準
②省エネ再エネ対策・設備の導入状況／可能
性

社会・経
済項目

交通 交通渋滞 ボトルネックの解消又は継続 現在の交通渋滞及びボトルネックの状況

社会・経
済項目

経済 事業採算性 運営経費 運営・維持コストの削減のための措置

大項目 中項目 小項目

評価

評価の指標 評価の基準 工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

競技の実施に伴う汚染物質の排出はなく、
ミティゲーションは想定していない。

0 0.0

汚染物質削減のためのミティゲーションの
実施により大気環境が改善される。

+1 1.0

競技者に影響のない水準であり、ミティ
ゲーションは想定していない。

0 0.0

し尿等の汚水による公共用水域の水質への
影響はなく、ミティゲーションは想定して
いない。

0 0.0

競技者への影響が、ミティゲーションの実
施により低減される。

0 0.0

競技者に影響のない水準の水質であり、ミ
ティゲーションは想定していない。

0 0.0

競技の実施による騒音の影響はほとんどな
く、ミティゲーションは想定していない。

0 0.0 0.0 0.0

水域の競技は対象としない

－ - - -

既に容器包装廃棄物のリサイクル分別など
が実施されており、廃棄物の発生抑制策に
よる最終処分量の大幅な削減は見込めな
い。 0 0.0

資源ごみ回収やごみ処理過程資源化、熱回
収等の促進により、一般廃棄物の最終処分
量は現在の水準から30％程度削減される。 1 1.0

影響要因は想定されないことから対象外と
した。

－ - -

影響要因は想定されないことから対象外と
した。

－ - -

競技において会場の敷地外の道路を利用し
ないため対象外とした。

－ - - -

ボランティア支援策により、多数のボラン
ティアの協力が見込まれ、運営経費の削減
がされる。 1 1.0 1.0 1.0

項目 一次評価 二次評価
主要環境 -0.2 0.2
生活環境 0.0 0.0
ｱﾒﾆﾃｨ・文化 - -
資源・廃棄物 0.0 0.5
温室効果ガス - -
交通 - -
経済 0.0 1.0

段階別影響
開催前 開催後開催中

-

開催前 開催中 開催後

0.5

中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

評価点
二次評価

0.5

0.2

0.3

0.0

-2

-1

0

1

2
主要環境

生活環境

ｱﾒﾆﾃｨ・文化

資源・廃棄物温室効果ガス

交通

経済

一次評価

二次評価
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競技別予測評価結果表(7_カヌー（スラローム）)

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

環境項目 主要環境 大気質 汚染物質（NO2､SPM）の排出量 排出の有無、現状より排出増大の可能性

競技の実施に伴う汚染物質の排出はない。

0 0.0

環境項目 主要環境 大気質 NO2､SPM濃度 競技等に応じた大気質
（環境基準等の適合）

競技者に影響のない水準である。

0 0.0

環境項目 主要環境 大気質 放射性物質
競技等に応じた大気質
（環境基準等の適合）

競技者に影響のない水準である。

0 0.0

環境項目 主要環境 水質 汚濁負荷（COD,T-N,T-P,BOD,SS）の排出量 汚濁負荷物質排出の有無、汚染増大の可能性

し尿等の汚水は公共下水道へ排出するため
公共用水域の水質への影響はない。

0 0.0

環境項目 主要環境 水質
ふん便性大腸菌群数,油膜の有無,CODの濃度,
透明度（水浴場水質判定基準項目）

競技に応じた水質（水浴場水質判定基準の適
合等）

上水を使用することで競技者にとって良好
な水質が維持される。

+1 1.0

環境項目 主要環境 水質 放射性物質
競技に応じた水質（水浴場水質判定基準の適
合等）

競技者に影響のない水準の水質である。

0 0.0

環境項目 生活環境 騒音 環境・交通騒音レベル
①環境基準及び法令等による基準
②現況の騒音レベル

声援等の騒音による周辺への影響はほとん
どない。

0 0.0 0.0 0.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・
文化

歩行者空間の
快適性

地面付近の気温
①現況の地面付近の気温
②アスリートに影響のない水準

水域の競技は対象としない

－ - - -

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物発生量の減量化
廃棄物発生量の減量化によって削減される最
終処分量の水準

競技の実施に伴い排出される一般廃棄物
は、現在と同程度の減量化がなされ、最終
処分量は現状の水準と変わらない。

0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物の有効利用
廃棄物の有効利用によって削減される最終処
分量の水準

競技の実施に伴い排出される一般廃棄物
は、現在と同程度の有効利用がなされ、最
終処分量は現状の水準と変わらない。 0 0.0

環境項目
温室効果
ガス

温室効果ガス 温室効果ガスの削減量
①エネルギー消費量によるCO2排出の概算
②既存施設における追加的排出の有無

影響要因は想定されないことから対象外と
した。

－ - -

環境項目
温室効果
ガス

エネルギー エネルギー使用量の増減
①現在の使用量の水準
②省エネ再エネ対策・設備の導入状況／可能
性

影響要因は想定されないことから対象外と
した。

－ - -

社会・経
済項目

交通 交通渋滞 ボトルネックの解消又は継続 現在の交通渋滞及びボトルネックの状況

競技において会場の敷地外の道路を利用し
ないため対象外とした。

－ - - -

社会・経
済項目

経済 事業採算性 運営経費 運営・維持コストの削減のための措置

想定範囲の運営・維持コスト

0 0.0 0.0 0.0

開催前 開催中 開催後 開催中 開催後大項目 中項目 小項目

評価
段階別影響

開催前
評価点

一次評価

評価の指標 評価の基準
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

-

0.00.0

0.2

0.0

0.3
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競技別予測評価結果表(7_カヌー（スラローム）)

環境項目 主要環境 大気質 汚染物質（NO2､SPM）の排出量 排出の有無、現状より排出増大の可能性

環境項目 主要環境 大気質 NO2､SPM濃度 競技等に応じた大気質
（環境基準等の適合）

環境項目 主要環境 大気質 放射性物質
競技等に応じた大気質
（環境基準等の適合）

環境項目 主要環境 水質 汚濁負荷（COD,T-N,T-P,BOD,SS）の排出量 汚濁負荷物質排出の有無、汚染増大の可能性

環境項目 主要環境 水質
ふん便性大腸菌群数,油膜の有無,CODの濃度,
透明度（水浴場水質判定基準項目）

競技に応じた水質（水浴場水質判定基準の適
合等）

環境項目 主要環境 水質 放射性物質
競技に応じた水質（水浴場水質判定基準の適
合等）

環境項目 生活環境 騒音 環境・交通騒音レベル
①環境基準及び法令等による基準
②現況の騒音レベル

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・
文化

歩行者空間の
快適性

地面付近の気温
①現況の地面付近の気温
②アスリートに影響のない水準

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物発生量の減量化
廃棄物発生量の減量化によって削減される最
終処分量の水準

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物の有効利用
廃棄物の有効利用によって削減される最終処
分量の水準

環境項目
温室効果
ガス

温室効果ガス 温室効果ガスの削減量
①エネルギー消費量によるCO2排出の概算
②既存施設における追加的排出の有無

環境項目
温室効果
ガス

エネルギー エネルギー使用量の増減
①現在の使用量の水準
②省エネ再エネ対策・設備の導入状況／可能
性

社会・経
済項目

交通 交通渋滞 ボトルネックの解消又は継続 現在の交通渋滞及びボトルネックの状況

社会・経
済項目

経済 事業採算性 運営経費 運営・維持コストの削減のための措置

大項目 中項目 小項目

評価

評価の指標 評価の基準 工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

競技の実施に伴う汚染物質の排出はなく、
ミティゲーションは想定していない。

0 0.0

汚染物質削減のためのミティゲーションの
実施により大気環境が改善される。

+1 1.0

競技者に影響のない水準であり、ミティ
ゲーションは想定していない。

0 0.0

し尿等の汚水による公共用水域の水質への
影響はなく、ミティゲーションは想定して
いない。

0 0.0

上水を使用することで競技者にとって良好
な水質が維持されることからミティゲー
ションは想定していない。

+1 1.0

競技者に影響のない水準の水質であり、ミ
ティゲーションは想定していない。

0 0.0

競技の実施による騒音の影響はほとんどな
く、ミティゲーションは想定していない。

0 0.0 0.0 0.0

水域の競技は対象としない

－ - - -

既に容器包装廃棄物のリサイクル分別など
が実施されており、廃棄物の発生抑制策に
よる最終処分量の大幅な削減は見込めな
い。 0 0.0

資源ごみ回収やごみ処理過程資源化、熱回
収等の促進により、一般廃棄物の最終処分
量は現在の水準から30％程度削減される。 1 1.0

影響要因は想定されないことから対象外と
した。

－ - -

影響要因は想定されないことから対象外と
した。

－ - -

競技において会場の敷地外の道路を利用し
ないため対象外とした。

－ - - -

ボランティア支援策により、多数のボラン
ティアの協力が見込まれ、運営経費の削減
がされる。 1 1.0 1.0 1.0

項目 一次評価 二次評価
主要環境 0.2 0.3
生活環境 0.0 0.0
ｱﾒﾆﾃｨ・文化 - -
資源・廃棄物 0.0 0.5
温室効果ガス - -
交通 - -
経済 0.0 1.0

段階別影響
開催前 開催後開催中

-

開催前 開催中 開催後

0.5

中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

評価点
二次評価

0.5

0.3

0.3

0.3

-2

-1

0

1

2
主要環境

生活環境

ｱﾒﾆﾃｨ・文化

資源・廃棄物温室効果ガス

交通

経済

一次評価

二次評価
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競技別予測評価結果表(8_ボート)

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

環境項目 主要環境 大気質 汚染物質（NO2､SPM）の排出量 排出の有無、現状より排出増大の可能性

競技の実施に伴う汚染物質の排出はない。

0 0.0

環境項目 主要環境 大気質 NO2､SPM濃度 競技等に応じた大気質
（環境基準等の適合）

競技者に影響のない水準である。

0 0.0

環境項目 主要環境 大気質 放射性物質
競技等に応じた大気質
（環境基準等の適合）

競技者に影響のない水準である。

0 0.0

環境項目 主要環境 水質 汚濁負荷（COD,T-N,T-P,BOD,SS）の排出量 汚濁負荷物質排出の有無、汚染増大の可能性

し尿等の汚水は公共下水道へ排出するため
公共用水域の水質への影響はない。

0 0.0

環境項目 主要環境 水質
ふん便性大腸菌群数,油膜の有無,CODの濃度,
透明度（水浴場水質判定基準項目）

競技に応じた水質（水浴場水質判定基準の適
合等）

競技者に影響のある水準の水質である。

-1 -1.0

環境項目 主要環境 水質 放射性物質
競技に応じた水質（水浴場水質判定基準の適
合等）

競技者に影響のない水準の水質である。

0 0.0

環境項目 生活環境 騒音 環境・交通騒音レベル
①環境基準及び法令等による基準
②現況の騒音レベル

声援等の騒音による周辺への影響はほとん
どない。

0 0.0 0.0 0.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・
文化

歩行者空間の
快適性

地面付近の気温
①現況の地面付近の気温
②アスリートに影響のない水準

水域の競技は対象としない

－ - - -

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物発生量の減量化
廃棄物発生量の減量化によって削減される最
終処分量の水準

競技の実施に伴い排出される一般廃棄物
は、現在と同程度の減量化がなされ、最終
処分量は現状の水準と変わらない。

0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物の有効利用
廃棄物の有効利用によって削減される最終処
分量の水準

競技の実施に伴い排出される一般廃棄物
は、現在と同程度の有効利用がなされ、最
終処分量は現状の水準と変わらない。 0 0.0

環境項目
温室効果
ガス

温室効果ガス 温室効果ガスの削減量
①エネルギー消費量によるCO2排出の概算
②既存施設における追加的排出の有無

影響要因は想定されないことから対象外と
した。

－ - -

環境項目
温室効果
ガス

エネルギー エネルギー使用量の増減
①現在の使用量の水準
②省エネ再エネ対策・設備の導入状況／可能
性

影響要因は想定されないことから対象外と
した。

－ - -

社会・経
済項目

交通 交通渋滞 ボトルネックの解消又は継続 現在の交通渋滞及びボトルネックの状況

競技において会場の敷地外の道路を利用し
ないため対象外とした。

－ - - -

社会・経
済項目

経済 事業採算性 運営経費 運営・維持コストの削減のための措置

想定範囲の運営・維持コスト

0 0.0 0.0 0.0

開催前 開催中 開催後 開催中 開催後大項目 中項目 小項目

評価
段階別影響

開催前
評価点

一次評価

評価の指標 評価の基準
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

-

0.00.0

-0.2

0.0

-0.3
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競技別予測評価結果表(8_ボート)

環境項目 主要環境 大気質 汚染物質（NO2､SPM）の排出量 排出の有無、現状より排出増大の可能性

環境項目 主要環境 大気質 NO2､SPM濃度 競技等に応じた大気質
（環境基準等の適合）

環境項目 主要環境 大気質 放射性物質
競技等に応じた大気質
（環境基準等の適合）

環境項目 主要環境 水質 汚濁負荷（COD,T-N,T-P,BOD,SS）の排出量 汚濁負荷物質排出の有無、汚染増大の可能性

環境項目 主要環境 水質
ふん便性大腸菌群数,油膜の有無,CODの濃度,
透明度（水浴場水質判定基準項目）

競技に応じた水質（水浴場水質判定基準の適
合等）

環境項目 主要環境 水質 放射性物質
競技に応じた水質（水浴場水質判定基準の適
合等）

環境項目 生活環境 騒音 環境・交通騒音レベル
①環境基準及び法令等による基準
②現況の騒音レベル

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・
文化

歩行者空間の
快適性

地面付近の気温
①現況の地面付近の気温
②アスリートに影響のない水準

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物発生量の減量化
廃棄物発生量の減量化によって削減される最
終処分量の水準

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物の有効利用
廃棄物の有効利用によって削減される最終処
分量の水準

環境項目
温室効果
ガス

温室効果ガス 温室効果ガスの削減量
①エネルギー消費量によるCO2排出の概算
②既存施設における追加的排出の有無

環境項目
温室効果
ガス

エネルギー エネルギー使用量の増減
①現在の使用量の水準
②省エネ再エネ対策・設備の導入状況／可能
性

社会・経
済項目

交通 交通渋滞 ボトルネックの解消又は継続 現在の交通渋滞及びボトルネックの状況

社会・経
済項目

経済 事業採算性 運営経費 運営・維持コストの削減のための措置

大項目 中項目 小項目

評価

評価の指標 評価の基準 工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

競技の実施に伴う汚染物質の排出はなく、
ミティゲーションは想定していない。

0 0.0

汚染物質削減のためのミティゲーションの
実施により大気環境が改善される。

+1 1.0

競技者に影響のない水準であり、ミティ
ゲーションは想定していない。

0 0.0

し尿等の汚水による公共用水域の水質への
影響はなく、ミティゲーションは想定して
いない。

0 0.0

競技者への影響が、ミティゲーションの実
施により低減される。

0 0.0

競技者に影響のない水準の水質であり、ミ
ティゲーションは想定していない。

0 0.0

競技の実施による騒音の影響はほとんどな
く、ミティゲーションは想定していない。

0 0.0 0.0 0.0

水域の競技は対象としない

－ - - -

既に容器包装廃棄物のリサイクル分別など
が実施されており、廃棄物の発生抑制策に
よる最終処分量の大幅な削減は見込めな
い。 0 0.0

資源ごみ回収やごみ処理過程資源化、熱回
収等の促進により、一般廃棄物の最終処分
量は現在の水準から30％程度削減される。 1 1.0

影響要因は想定されないことから対象外と
した。

－ - -

影響要因は想定されないことから対象外と
した。

－ - -

競技において会場の敷地外の道路を利用し
ないため対象外とした。

－ - - -

ボランティア支援策により、多数のボラン
ティアの協力が見込まれ、運営経費の削減
がされる。 1 1.0 1.0 1.0

項目 一次評価 二次評価
主要環境 -0.2 0.2
生活環境 0.0 0.0
ｱﾒﾆﾃｨ・文化 - -
資源・廃棄物 0.0 0.5
温室効果ガス - -
交通 - -
経済 0.0 1.0

段階別影響
開催前 開催後開催中

-

開催前 開催中 開催後

0.5

中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

評価点
二次評価

0.5

0.2

0.3

0.0

-2

-1

0

1

2
主要環境

生活環境

ｱﾒﾆﾃｨ・文化

資源・廃棄物温室効果ガス

交通

経済

一次評価

二次評価
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競技別予測評価結果表(9_セーリング)

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

環境項目 主要環境 大気質 汚染物質（NO2､SPM）の排出量 排出の有無、現状より排出増大の可能性

競技の実施に伴う汚染物質の排出はない。

0 0.0

環境項目 主要環境 大気質 NO2､SPM濃度 競技等に応じた大気質
（環境基準等の適合）

競技者に影響のない水準である。

0 0.0

環境項目 主要環境 大気質 放射性物質
競技等に応じた大気質
（環境基準等の適合）

競技者に影響のない水準である。

0 0.0

環境項目 主要環境 水質 汚濁負荷（COD,T-N,T-P,BOD,SS）の排出量 汚濁負荷物質排出の有無、汚染増大の可能性

し尿等の汚水は公共下水道へ排出するため
公共用水域の水質への影響はない。

0 0.0

環境項目 主要環境 水質
ふん便性大腸菌群数,油膜の有無,CODの濃度,
透明度（水浴場水質判定基準項目）

競技に応じた水質（水浴場水質判定基準の適
合等）

競技者に影響のある水準の水質である。

-1 -1.0

環境項目 主要環境 水質 放射性物質
競技に応じた水質（水浴場水質判定基準の適
合等）

競技者に影響のない水準の水質である。

0 0.0

環境項目 生活環境 騒音 環境・交通騒音レベル
①環境基準及び法令等による基準
②現況の騒音レベル

声援等の騒音による周辺への影響はほとん
どない。

0 0.0 0.0 0.0

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・
文化

歩行者空間の
快適性

地面付近の気温
①現況の地面付近の気温
②アスリートに影響のない水準

水域の競技は対象としない

－ - - -

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物発生量の減量化
廃棄物発生量の減量化によって削減される最
終処分量の水準

競技の実施に伴い排出される一般廃棄物
は、現在と同程度の減量化がなされ、最終
処分量は現状の水準と変わらない。

0 0.0

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物の有効利用
廃棄物の有効利用によって削減される最終処
分量の水準

競技の実施に伴い排出される一般廃棄物
は、現在と同程度の有効利用がなされ、最
終処分量は現状の水準と変わらない。 0 0.0

環境項目
温室効果
ガス

温室効果ガス 温室効果ガスの削減量
①エネルギー消費量によるCO2排出の概算
②既存施設における追加的排出の有無

影響要因は想定されないことから対象外と
した。

－ - -

環境項目
温室効果
ガス

エネルギー エネルギー使用量の増減
①現在の使用量の水準
②省エネ再エネ対策・設備の導入状況／可能
性

影響要因は想定されないことから対象外と
した。

－ - -

社会・経
済項目

交通 交通渋滞 ボトルネックの解消又は継続 現在の交通渋滞及びボトルネックの状況

競技において会場の敷地外の道路を利用し
ないため対象外とした。

－ - - -

社会・経
済項目

経済 事業採算性 運営経費 運営・維持コストの削減のための措置

想定範囲の運営・維持コスト

0 0.0 0.0 0.0

開催前 開催中 開催後 開催中 開催後大項目 中項目 小項目

評価
段階別影響

開催前
評価点

一次評価

評価の指標 評価の基準
中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

-

0.00.0

-0.2

0.0

-0.3
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競技別予測評価結果表(9_セーリング)

環境項目 主要環境 大気質 汚染物質（NO2､SPM）の排出量 排出の有無、現状より排出増大の可能性

環境項目 主要環境 大気質 NO2､SPM濃度 競技等に応じた大気質
（環境基準等の適合）

環境項目 主要環境 大気質 放射性物質
競技等に応じた大気質
（環境基準等の適合）

環境項目 主要環境 水質 汚濁負荷（COD,T-N,T-P,BOD,SS）の排出量 汚濁負荷物質排出の有無、汚染増大の可能性

環境項目 主要環境 水質
ふん便性大腸菌群数,油膜の有無,CODの濃度,
透明度（水浴場水質判定基準項目）

競技に応じた水質（水浴場水質判定基準の適
合等）

環境項目 主要環境 水質 放射性物質
競技に応じた水質（水浴場水質判定基準の適
合等）

環境項目 生活環境 騒音 環境・交通騒音レベル
①環境基準及び法令等による基準
②現況の騒音レベル

環境項目
ｱﾒﾆﾃｨ・
文化

歩行者空間の
快適性

地面付近の気温
①現況の地面付近の気温
②アスリートに影響のない水準

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物発生量の減量化
廃棄物発生量の減量化によって削減される最
終処分量の水準

環境項目
資源・廃
棄物

廃棄物 廃棄物の有効利用
廃棄物の有効利用によって削減される最終処
分量の水準

環境項目
温室効果
ガス

温室効果ガス 温室効果ガスの削減量
①エネルギー消費量によるCO2排出の概算
②既存施設における追加的排出の有無

環境項目
温室効果
ガス

エネルギー エネルギー使用量の増減
①現在の使用量の水準
②省エネ再エネ対策・設備の導入状況／可能
性

社会・経
済項目

交通 交通渋滞 ボトルネックの解消又は継続 現在の交通渋滞及びボトルネックの状況

社会・経
済項目

経済 事業採算性 運営経費 運営・維持コストの削減のための措置

大項目 中項目 小項目

評価

評価の指標 評価の基準 工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

競技の実施に伴う汚染物質の排出はなく、
ミティゲーションは想定していない。

0 0.0

汚染物質削減のためのミティゲーションの
実施により大気環境が改善される。

+1 1.0

競技者に影響のない水準であり、ミティ
ゲーションは想定していない。

0 0.0

し尿等の汚水による公共用水域の水質への
影響はなく、ミティゲーションは想定して
いない。

0 0.0

競技者への影響が、ミティゲーションの実
施により低減される。

0 0.0

競技者に影響のない水準の水質であり、ミ
ティゲーションは想定していない。

0 0.0

競技の実施による騒音の影響はほとんどな
く、ミティゲーションは想定していない。

0 0.0 0.0 0.0

水域の競技は対象としない

－ - - -

既に容器包装廃棄物のリサイクル分別など
が実施されており、廃棄物の発生抑制策に
よる最終処分量の大幅な削減は見込めな
い。 0 0.0

資源ごみ回収やごみ処理過程資源化、熱回
収等の促進により、一般廃棄物の最終処分
量は現在の水準から30％程度削減される。 1 1.0

影響要因は想定されないことから対象外と
した。

－ - -

影響要因は想定されないことから対象外と
した。

－ - -

競技において会場の敷地外の道路を利用し
ないため対象外とした。

－ - - -

ボランティア支援策により、多数のボラン
ティアの協力が見込まれ、運営経費の削減
がされる。 1 1.0 1.0 1.0

項目 一次評価 二次評価
主要環境 -0.2 0.2
生活環境 0.0 0.0
ｱﾒﾆﾃｨ・文化 - -
資源・廃棄物 0.0 0.5
温室効果ガス - -
交通 - -
経済 0.0 1.0

段階別影響
開催前 開催後開催中

-

開催前 開催中 開催後

0.5

中項目
平均点

小項目
平均点

指標別
平均点

評価点
二次評価

0.5

0.2

0.3

0.0

-2

-1

0

1

2
主要環境

生活環境

ｱﾒﾆﾃｨ・文化

資源・廃棄物温室効果ガス

交通

経済

一次評価

二次評価
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全体計画予測評価結果（一次評価）

工事中 招致・PR活動中 施設の存在 競技の実施 工事中 後利用
工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

環境項目 主要環境質 大気質 NO2､SPM濃度 ①環境基準
②現況の濃度

各会場における工事の
実施により、8km圏内
の大気環境への影響が
みられる。

各会場の施設の存在に
よる汚染物質の排出が
想定されないことから
対象外とした。

施設の供用、会場間の
人の移動に伴う8km圏
内における大気環境へ
の影響はほとんどな
い。

各会場の仮設撤去工事
の実施により、8km圏
内の大気環境への影響
がみられる。

施設の供用、イベント
時の人の移動に伴う
8km圏内の大気環境へ
の影響はほとんどな
い。 -1 － 0 -1 0 -0.5 -0.5 -0.5

環境項目 生態系 生物・生態系
周辺の生物の生育・
生息環境の連続性

現況の生物の生育・
生息環境の連続性

改変による影響が最大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

現況と変わらない 改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

現況と変わらない

－ 0 － 0 0.0 0.0

環境項目 生態系 緑
オリンピック会場の
総緑地面積

現況の緑地面積

改変による影響が最大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

現況の総面積182.3ha
より約58.9ha緑地面積
が減少
(-32.3%)

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

現況の総面積182.3ha
より約58.9ha緑地面積
が減少
(-32.3%) － -2 － -2 -2.0

環境項目 生態系 緑
関連施策を含む対策
による8km圏内にお
ける緑地の創出

現況の緑地

改変による影響が最大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

現況と変わらない 改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

現況と変わらない

－ 0 － 0 0.0

環境項目
資源・
廃棄物

水利用 上水利用量の削減
現在の上水利用量の
水準

工事の実施に伴う水の
利用については、大量
の水利用は想定されな
いことから、予測評価
の対象外とした。

8km圏内の雑用水利用
施設の設置状況は2％
程度と低く、節水程度
の削減しか見込めな
い。

競技の実施時における
水利用については、
「施設の存在による影
響」に含めるものとし
て、ここでは予測評価
の対象外とした。

工事の実施に伴う水の
利用については、大量
の水利用は想定されな
いことから、予測評価
の対象外とした。

8km圏内の雑用水利用
施設の設置状況は2％
程度と低く、節水程度
の削減しか見込めな
い。 - 0 - - 0 0.0 0.0

環境項目
資源・
廃棄物

廃棄物
廃棄物発生量の減量
化

廃棄物発生量の減量
化によって削減され
る最終処分量の水準

標準的な工事と同程度
の廃棄物の削減対策が
なされ、現在の廃棄物
の発生水準と同等の減
量化が行われる。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とした。

競技の実施に伴い排出
される一般廃棄物は、
現在と同程度の減量化
が行われ、最終処分量
は現状の水準と変わら
ない。

標準的な工事と同程度
の廃棄物の削減対策が
なされ、現在の廃棄物
の発生水準と同等の減
量化が行われる。

後利用で排出される一
般廃棄物は、現在と同
程度の減量化が行わ
れ、最終処分量は現状
の水準と変わらない。 0 - 0 0 0 0.0

環境項目
資源・
廃棄物

廃棄物 廃棄物の有効利用
廃棄物の有効利用に
よって削減される最
終処分量の水準

建設廃棄物の有効利用
の取り組みについて、
現在の標準的な工事と
同程度の廃棄物の有効
利用がなされる。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とした。

競技の実施に伴い排出
される一般廃棄物は、
現在と同程度の有効利
用がなされ、最終処分
量は現状の水準と変わ
らない。

建設廃棄物の有効利用
の取り組みについて、
現在の標準的な工事と
同程度の廃棄物の有効
利用がなされる。

後利用で排出される一
般廃棄物は、現在と同
程度の有効利用がなさ
れ、最終処分量は現状
の水準と変わらない。 0 - 0 0 0 0.0

環境項目
資源
・廃棄物 エコマテリアル

エコマテリアルの使
用

現在の再生可能資
材・再生資材の活用
の水準

再生可能資材や再生資
材が最大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

施設の存在時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とした。

競技の実施時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とした。

再生可能資材や再生資
材が最大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

後利用時におけるエコ
マテリアルの利用は想
定されないため対象外
とした。 +1 - - +1 - 1.0 1.0

環境項目
温室効果ガ
ス

温室効果ガス
温室効果ガスの削減
量

①エネルギー消費量
によるCO2排出の概
算
②既存施設における
追加的排出の有無

一般的な建設工事によ
る排出量と同程度にな
る。

施設の存在に伴うCO2排
出量は約23万トンとな
り、大きな追加的排出
が生じる。

大会の実施に伴うCO2排
出量は約51万トンとな
り、大きな追加的排出
が生じる。

一般的な解体工事によ
る排出量と同程度にな
る。

同等施設の排出量と同
程度になる。

0 -1 -1 0 0 -0.4 -0.4 -0.4

中項目
平均点

段階別影響
開催前大項目 中項目 小項目

評価の指標 評価の基準

評価 評価点（一次評価）

-0.5

0.3
0.0

開催後開催中
指標別
平均点

小項目
平均点

-1.0

開催前 開催中 開催後
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全体計画予測評価結果（一次評価）

工事中 招致・PR活動中 施設の存在 競技の実施 工事中 後利用
工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

中項目
平均点

段階別影響
開催前大項目 中項目 小項目

評価の指標 評価の基準

評価 評価点（一次評価）
開催後開催中

指標別
平均点

小項目
平均点

開催前 開催中 開催後

社会･経済
項目

社会活動 スポーツ活動
国際レベルのスポー
ツ施設の充足度

国際水準のスポーツ
施設の充足度向上の
有無

現況と変わらない 現況と変わらない

0 0 0.0

社会･経済
項目

社会活動 スポーツ活動
スポーツ活動への貢
献

地域スポーツ団体の
育成の有無（スポー
ツ活動参加者の増
減）

現況と変わらない 現況と変わらない 現況と変わらない

0 0 0 0.0

社会･経済
項目

社会活動 文化活動 施設密度 文化活動拠点の増減

現況と変わらない

0 0.0

社会･経済
項目

社会活動 文化活動
文化の発信（国際貢
献）

国際交流の活発化へ
の寄与の有無（日本
文化との接触機会の
増減）

現況の文化発信機会と
変動がない

現況の文化発信機会と
変動がない

現況の文化発信機会と
変動がない

0 0 0 0.0

社会･経済
項目

社会活動 文化活動
情報のバリアフリー
化

案内表示等情報提供
のバリアフリー化の
進展の有無

既にバリアフリー化さ
れており現況と変わら
ない

既にバリアフリー化さ
れており現況と変わら
ない

0 0 0.0

社会･経済
項目

参加・協働 ボランティア
ボランティア参加機
会

ボランティア参加機
会の増減（ボラン
ティア参加機会の提
供の有無）

現況と変わらない 現況と変わらない 現況と変わらない

0 0 0 0.0 0.0

社会･経済
項目

参加・協働 コミュニティ
コミュニティ形成へ
の寄与

コミュニティ形成・
活性化への寄与の有
無（コミュニティで
の取組支援策の有無
等）

現況と変わらない 現況と変わらない 現況と変わらない

0 0 0 0.0

社会･経済
項目

参加・協働 コミュニティ
企業のコミュニティ
参加

企業のコミュニティ
活動への参加、貢献
支援策の有無

現況と変わらない 現況と変わらない 現況と変わらない

0 0 0 0.0

社会･経済
項目

参加・協働 環境への意識
環境への関心・意識
の変化（意識啓発の
機会の増減）

環境に関する意識啓
発の機会の増減

現況と変わらない 現況と変わらない 現況と変わらない

0 0 0 0.0 0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
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全体計画予測評価結果（一次評価）

工事中 招致・PR活動中 施設の存在 競技の実施 工事中 後利用
工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

中項目
平均点

段階別影響
開催前大項目 中項目 小項目

評価の指標 評価の基準

評価 評価点（一次評価）
開催後開催中

指標別
平均点

小項目
平均点

開催前 開催中 開催後

社会･経済
項目

安全・衛
生・安心

安全 危険施設の影響
オリンピック競技、
施設の危険物からの
安全性

法令の遵守により安全
に支障が無いよう対策
が取られていることか
ら、危険施設によるリ
スクは低い。

法令の遵守により安全
に支障が無いよう対策
が取られていることか
ら、危険施設によるリ
スクは低い。

+1 +1 1.0

社会･経済
項目

安全・衛
生・安心

安全
バリアフリー（移動
の安全）

公共空間での障害者
の安全な移動動線の
有無

既に安全な移動動線が
確保されており、現況
と変わらない。

既に安全な移動動線が
確保されており、現況
と変わらない。 0 0 0.0

社会･経済
項目

安全・衛
生・安心

安全 電力の安定供給 停電の発生の有無

大会関係施設への電力
網インフラは適正に整
備され、必要電力の供
給は確保されることか
ら、停電の発生の可能
性は少ない。

大会関係施設への電力
網インフラは適正に整
備され、必要電力の供
給は確保されることか
ら、停電の発生の可能
性は少ない。

0 0 0.0

社会･経済
項目

安全・衛
生・安心

衛生 飲料水水質等
①法令等による基準
②現況の水質等

現況と変わらない 現況と変わらない

0 0 0.0 0.0

社会･経済
項目

安全・衛
生・安心

消防・防災 耐震性 耐震性の向上

耐震基準に関連する法
的基準に適合している
ため耐震性に問題はな
い。

耐震基準に関連する法
的基準に適合している
ため耐震性に問題はな
い。

0 0 0.0

社会･経済
項目

安全・衛
生・安心

消防・防災 津波対策 津波対策の向上

東京湾沿岸の水害対策
は着実に推進され、津
波対策に問題はない。

東京湾沿岸の水害対策
は着実に推進され、津
波対策に問題はない。

0 0 0.0

社会･経済
項目

安全・衛
生・安心

消防・防災 防火性 防火性の向上

法律の基準に適合して
いるため防火性に問題
はない。

法律の基準に適合して
いるため防火性に問題
はない。

0 0 0.0

社会･経済
項目

交通 交通渋滞
ボトルネックの解消
又は継続

現在の交通渋滞及び
ボトルネックの状況

工事の実施によって交
通流が円滑化すること
は見込めない。

競技における一時的な
交通規制による都心部
の交通流悪化の可能
性、競技会場周辺への
アクセス集中によっ
て、一時的に競技会場
周辺の交通渋滞が発生
する可能性がある。

工事の実施によって交
通流が円滑化すること
は見込めない。

既存の会場について
は、現況と変わらな
い。新設の会場は、分
散しており利用目的も
異なるため、後利用に
より近隣の渋滞を悪化
させることはない。

0 -1 0 0 -0.3 -0.3

社会･経済
項目

交通
公共交通へのア
クセス性

アクセス性
現在の競技会場まで
のアクセス性

東京は既に十分な輸送
力を有し、開催中にお
いても競技会場までの
アクセス性は低下しな
い。

0 0.0 0.0

社会･経済
項目

交通 交通安全 交通安全
現在の歩車動線の分
離（交通安全性）の
状況

工事による歩車道分離
対策は十分にとられて
おり、未分離区間が生
じることは想定されな
い。

「競技の実施による影
響」で扱うものとし、
ここでは対象外

すでに歩車動線が分離
されており、現況と変
わらない

工事による歩車道分離
対策は十分にとられて
おり、未分離区間が生
じることは想定されな
い。

すでに歩車動線が分離
されており、現況と変
わらない

0 － 0 0 0 0.0 0.0

-0.1

0.1

0.0

0.3
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全体計画予測評価結果（一次評価）

工事中 招致・PR活動中 施設の存在 競技の実施 工事中 後利用
工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

中項目
平均点

段階別影響
開催前大項目 中項目 小項目

評価の指標 評価の基準

評価 評価点（一次評価）
開催後開催中

指標別
平均点

小項目
平均点

開催前 開催中 開催後

社会･経済
項目

経済 経済波及 経済効果 波及効果の規模

施設整備等の2倍以上
の波及効果をもたら
し、費用を大きく上回
る経済効果が予想され
る。

運営費用等の2倍以上
の波及効果をもたら
し、費用を大きく上回
る経済効果が予想され
る。

運営費用等の2倍以上
の波及効果をもたら
し、費用を大きく上回
る経済効果が予想され
る。

工事費用等の2倍以上
の波及効果をもたら
し、費用を大きく上回
る経済効果が予想され
る。

運営費用等の2倍以上
の波及効果をもたら
し、費用を大きく上回
る経済効果が予想され
る。

+1 +1 +1 +1 +1 1.0

社会･経済
項目

経済 経済波及 新規ビジネスの創出
新規ビジネスの創出
の有無

多くのビジネスチャン
スが生まれ、いずれの
時期においても、多く
の新規ビジネスが創出
する。

多くのビジネスチャン
スが生まれ、いずれの
時期においても、多く
の新規ビジネスが創出
する。

多くのビジネスチャン
スが生まれ、いずれの
時期においても、多く
の新規ビジネスが創出
する。

多くのビジネスチャン
スが生まれ、いずれの
時期においても、多く
の新規ビジネスが創出
する。

多くのビジネスチャン
スが生まれ、いずれの
時期においても、多く
の新規ビジネスが創出
する。

+1 +1 +1 +1 +1 1.0

社会･経済
項目

経済 経済波及
新たな観光需要の創
出（機会提供の有
無）

現状の観光利用の活
性化

工事による観光需要の
創出は見込めないこと
から、工事中は評価の
対象外とした。

周辺からの来訪者や海
外からの旅行客が増加
すると見込まれ、観光
需要が創出されると予
測する。

周辺からの来訪者や海
外からの旅行客が増加
すると見込まれ、観光
需要が創出されると予
測する。

工事による観光需要の
創出は見込めないこと
から、工事中は評価の
対象外とした。

周辺からの来訪者や海
外からの旅行客が増加
すると見込まれ、観光
需要が創出されると予
測する。

－ +1 +1 － +1 1.0

社会･経済
項目

経済 雇用 雇用
雇用の消失又は新た
な雇用の創出

2020年東京大会の開催
によって、雇用の創出
及び多様な雇用への配
慮がある。

2020年東京大会の開催
によって、雇用の創出
及び多様な雇用への配
慮がある。

2020年東京大会の開催
によって、雇用の創出
及び多様な雇用への配
慮がある。

2020年東京大会の開催
によって、雇用の創出
及び多様な雇用への配
慮がある。

2020年東京大会の開催
によって、雇用の創出
及び多様な雇用への配
慮がある。

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 1.0

1.0

1.0
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全体計画予測評価結果（二次評価）

工事中 招致・PR活動中 施設の存在 競技の実施 工事中 後利用
工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

環境項目 主要環境質 大気質 NO2､SPM濃度 ①環境基準
②現況の濃度

ミティゲーションの実
施により、8km圏内の
大気環境は現況とかわ
らない程度となる。

各会場の施設の存在に
よる汚染物質の排出が
想定されないことから
対象外とした。

8km圏内の大気環境へ
の影響は小さく、さら
に汚染物質削減のミ
ティゲーションの実施
により、大気環境が改
善される。

ミティゲーションの実
施により、8km圏内の
大気環境は現況とかわ
らない程度となる。

8km圏内の大気環境へ
の影響は小さく、さら
に汚染物質削減のミ
ティゲーションの実施
により、大気環境が改
善される。

0 － +1 0 +1 0.5 0.5 0.5

環境項目 生態系 生物・生態系
周辺の生物の生育・
生息環境の連続性

現況の生物の生育・
生息環境の連続性

改変による影響が最大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

「グリーンロード・
ネットワーク」の形成
や「生物生息環境の
ネットワーク」の拡充
により、現況よりも広
域に亘って生育・生息
場所が増大し連続性が
向上する。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

「グリーンロード・
ネットワーク」の形成
や「生物生息環境の
ネットワーク」の拡充
により、現況よりも広
域に亘って生育・生息
場所が増大し連続性が
向上する。

－ +2 － +2 2.0 2.0

環境項目 生態系 緑
オリンピック会場の
総緑地面積

現況の緑地面積

改変による影響が最大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

現況の総面積182.3ha
より約14.6ha緑地面積
が増加
(+8.0%)

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

現況の総面積182.3ha
より約42.5ha緑地面積
が増加
(+23.3%) － +1 － +2 1.5

環境項目 生態系 緑
関連施策を含む対策
による8km圏内にお
ける緑地の創出

現況の緑地

改変による影響が最大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

大規模に緑地を創出す
る

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

大規模に緑地を創出す
る

－ +2 － +2 2.0

環境項目
資源・
廃棄物

水利用 上水利用量の削減
現在の上水利用量の
水準

工事の実施に伴う水の
利用については、大量
の水利用は想定されな
いことから、予測評価
の対象外とした。

8km圏内において雨水
や再生水（中水含む）
の利用施設の設置を促
進することにより、水
の有効利用が図られ、
上水利用量の削減が見
込まれる。

競技の実施時における
水利用については、
「施設の存在による影
響」に含めるものとし
て、ここでは予測評価
の対象外とした。

工事の実施に伴う水の
利用については、大量
の水利用は想定されな
いことから、予測評価
の対象外とした。

8km圏内において雨水
や再生水（中水含む）
の利用施設の設置を促
進することにより、水
の有効利用が図られ、
上水利用量の削減が見
込まれる。

- +2 - － +2 2.0 2.0

環境項目
資源・
廃棄物

廃棄物
廃棄物発生量の減量
化

廃棄物発生量の減量
化によって削減され
る最終処分量の水準

建設廃棄物の対策はリ
サイクルによるものが
大部分であり、減量に
よる最終処分量の大幅
な削減は見込めない。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とした。

既に容器包装廃棄物の
リサイクル分別などが
実施されており、廃棄
物の発生抑制策による
最終処分量の大幅な削
減は見込めない。

建設廃棄物の対策はリ
サイクルによるものが
大部分であり、減量に
よる最終処分量の大幅
な削減は見込めない。

既に容器包装廃棄物の
リサイクル分別などが
実施されており、廃棄
物の発生抑制策による
最終処分量の大幅な削
減は見込めない。

0 - 0 0 0 0.0

環境項目
資源・
廃棄物

廃棄物 廃棄物の有効利用
廃棄物の有効利用に
よって削減される最
終処分量の水準

「東京都建設リサイク
ル推進計画」等に基づ
く有効利用策の促進に
より、建設廃棄物の最
終処分量は現在の水準
から38％程度削減され
る。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とした。

資源ごみ回収やごみ処
理過程資源化、熱回収
等の促進により、一般
廃棄物の最終処分量は
現在の水準から30％程
度削減される。

「東京都建設リサイク
ル推進計画」等に基づ
く有効利用策の促進に
より、建設廃棄物の最
終処分量は現在の水準
から38％程度削減され
る。

資源ごみ回収やごみ処
理過程資源化、熱回収
等の促進により、一般
廃棄物の最終処分量は
現在の水準から30％程
度削減される。

+1 － +1 +1 +1 1.0

環境項目
資源
・廃棄物 エコマテリアル

エコマテリアルの使
用

現在の再生可能資
材・再生資材の活用
の水準

再生可能資材や再生資
材が最大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

施設の存在時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とした。

競技の実施時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とした。

再生可能資材や再生資
材が最大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

後利用時におけるエコ
マテリアルの利用は想
定されないため対象外
とした。

+1 - - +1 - 1.0 1.0

環境項目
温室効果ガ
ス

温室効果ガス
温室効果ガスの削減
量

①エネルギー消費量
によるCO2排出の概
算
②既存施設における
追加的排出の有無

工事計画の詳細化・具
体化にあわせて適切・
効果的な削減対策につ
いて検討することによ
り、より効果の高い削
減が図られる。

工事計画の詳細化・具
体化にあわせて適切・
効果的な削減対策につ
いて検討することによ
り、より効果の高い削
減が図られる。

開催中に実施したミ
ティゲーションのレガ
シー効果により、大き
な削減が図られる。

+1 +1 +2 1.5 1.5 1.5

1.8

0.5

段階別影響
開催中 開催中開催後

様々なミティゲーションを実施することによ
り、カーボンニュートラルな大会が実現し、
開催中のCO2排出量は大きく削減される。

1.2

評価点（二次評価）

小項目
平均点

指標別
平均点

開催後開催前

+2

中項目
平均点

1.9

評価

大項目 中項目 小項目
評価の指標 評価の基準

開催前
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全体計画予測評価結果（二次評価）

工事中 招致・PR活動中 施設の存在 競技の実施 工事中 後利用
工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

段階別影響
開催中 開催中開催後

評価点（二次評価）

小項目
平均点

指標別
平均点

開催後開催前
中項目
平均点

評価

大項目 中項目 小項目
評価の指標 評価の基準

開催前

社会･経済
項目

社会活動 スポーツ活動
国際レベルのスポー
ツ施設の充足度

国際水準のスポーツ
施設の充足度向上の
有無

老朽化施設の改築・改
修、スポーツの国際化
の進展に対応した環境
整備の取組により、国
際水準のスポーツ施設
の充足度が向上する。

2020年東京大会のレガ
シー（遺産）を都民の
財産として活かすため
の戦略的な施策展開等
により、国際水準のス
ポーツ施設の充足度が
向上する。

+1 +1 1.0

社会･経済
項目

社会活動 スポーツ活動
スポーツ活動への貢
献

地域スポーツ団体の
育成の有無（スポー
ツ活動参加者の増
減）

誰もがスポーツに親し
むことができる環境を
創出するための施策に
より、地域スポーツク
ラブ数及びスポーツ活
動参加者が増加する。

大舞台で活躍する選手
の姿や世界のトップレ
ベルのスポーツ競技を
間近に見る機会が増え
ることは、人々の意識
を変化とともに、ス
ポーツを始めるきっか
けとなることから、地
域スポーツクラブ数及
びスポーツ活動参加者
が増加する。

誰もがスポーツに親し
むことができる環境を
創出するための施策が
継続されるとともに、
人々の意識の変化が期
待できることから、地
域スポーツクラブ数及
びスポーツ活動参加者
が増加する。

+1 +1 +1 1.0

社会･経済
項目

社会活動 文化活動 施設密度 文化活動拠点の増減

新設されるオリンピッ
クスタジアムなどの施
設をレガシー（遺産）
として芸術・文化の側
面からも活用すること
により、文化活動拠点
数は増加する。

+1 1.0

社会･経済
項目

社会活動 文化活動
文化の発信（国際貢
献）

国際交流の活発化へ
の寄与の有無（日本
文化との接触機会の
増減）

2020年東京大会開催に
向けた包括的なプログ
ラムの実施により、日
本文化の発信機会が増
加する。

東京の魅力を活かした
文化プログラムを通じ
て世界規模の文化交流
が促進され、日本文化
の発信機会が増加す
る。

文化プログラムの実施
等により開拓・拡大さ
れたネットワークが発
展し、国際交流の活発
化に寄与する文化の発
信機会が増加する。

+1 +1 +1 1.0

社会･経済
項目

社会活動 文化活動
情報のバリアフリー
化

案内表示等情報提供
のバリアフリー化の
進展の有無

ユニバーサルデザイン
のまちづくりにより、
利用者の多い駅や競技
会場周辺などの重点整
備エリアでは、情報提
供のバリアフリー化が
進展する。

ユニバーサルデザイン
のまちづくりにより、
重点整備エリア以外で
も先端技術を活用し、
情報提供のバリアフ
リー化が進展する。

+1 +1 1.0

社会･経済
項目

参加・協働 ボランティア
ボランティア参加機
会

ボランティア参加機
会の増減（ボラン
ティア参加機会の提
供の有無）

ボランティア活動の基
盤となる協働や情報提
供の仕組みづくりの取
組等により、ボラン
ティア活動の参加機会
が増加する。

2020年東京大会の開催
により、都民のボラン
ティア活動に対する潜
在活力が発揮され、ボ
ランティア活動の参加
機会が増加する。

2020年東京大会の開催
は、ボランティア活動
への参加のきっかけと
なり、その後も活動を
続ける個人や団体が増
加し、ボランティア活
動の参加機会が増加す
る。

+1 +1 +1 1.0 1.0

社会･経済
項目

参加・協働 コミュニティ
コミュニティ形成へ
の寄与

コミュニティ形成・
活性化への寄与の有
無（コミュニティで
の取組支援策の有無
等）

コミュニティでの取組
支援が展開されること
により、現存する地域
活動が活発化され、コ
ミュニティ形成に寄与
する。

コミュニティでの取組
支援が展開されること
により、多様な世代の
社会参加が促進され、
コミュニティ形成に寄
与する。

2020年東京大会の開催
により、これまで地域
活動に参加したことが
なかった人にもきっか
けを提供し、引き続き
展開される取組支援策
により、コミュニティ
形成に寄与する。

+1 +1 +1 1.0

社会･経済
項目

参加・協働 コミュニティ
企業のコミュニティ
参加

企業のコミュニティ
活動への参加、貢献
支援策の有無

企業のコミュニティ活
動への参加、貢献支援
策が展開されることに
より、企業のコミュニ
ティ参加に寄与する。

企業のコミュニティ活
動への参加、貢献支援
策が展開されることに
より、企業のコミュニ
ティ参加に寄与する。

企業のコミュニティ活
動への参加、貢献支援
策が引き続き展開され
ることにより、企業の
コミュニティ参加に寄
与する。

+1 +1 +1 1.0

社会･経済
項目

参加・協働 環境への意識
環境への関心・意識
の変化（意識啓発の
機会の増減）

環境に関する意識啓
発の機会の増減

行政、都民、企業等の
協働事業の実施や、オ
リンピック招致のため
PR活動等により、意識
啓発機会が増加する。

2020年東京大会の環境
対策と持続可能性戦略
の実施や、意識啓発の
ためのプログラム等の
実施により、意識啓発
機会が増加する。

2020年東京大会の開催
により、地域全体が環
境保全に取り組むムー
ブメントを巻き起こす
仕組みが構築され、意
識啓発機会が増加す
る。

+1 +1 +1 1.0 1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0
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全体計画予測評価結果（二次評価）

工事中 招致・PR活動中 施設の存在 競技の実施 工事中 後利用
工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

段階別影響
開催中 開催中開催後

評価点（二次評価）

小項目
平均点

指標別
平均点

開催後開催前
中項目
平均点

評価

大項目 中項目 小項目
評価の指標 評価の基準

開催前

社会･経済
項目

安全・衛
生・安心

安全 危険施設の影響
オリンピック競技、
施設の危険物からの
安全性

法令の遵守とともに
「大会組織委員会セ
キュリティ対策本部」
により、安全に支障が
無いよう対策が取られ
ている。

法令の遵守とともに
「大会組織委員会セ
キュリティ対策本部」
により、安全に支障が
無いよう対策が取られ
ている。

+1 +1 1.0

社会･経済
項目

安全・衛
生・安心

安全
バリアフリー（移動
の安全）

公共空間での障害者
の安全な移動動線の
有無

バリアフリー化の施策
の進展により、移動動
線の安全性が向上す
る。

バリアフリー化の施策
は開催後も引き続き維
持され、移動動線の安
全性が向上する。

+1 +1 1.0

社会･経済
項目

安全・衛
生・安心

安全 電力の安定供給 停電の発生の有無

2020年東京大会で発生
する追加需要に対し既
存の配電システムでも
十分対応可能な状況に
あり、停電の発生はな
い。

電力供給能力に十分余
裕があり、停電の発生
はない。

+1 +1 1.0

社会･経済
項目

安全・衛
生・安心

衛生 飲料水水質等
①法令等による基準
②現況の水質等

法令等による基準を満
たすだけでなく、一層
の安全性の向上が図ら
れる。

法令等による基準を満
たすだけでなく、一層
の安全性の向上が図ら
れる。

+1 +1 1.0 1.0

社会･経済
項目

安全・衛
生・安心

消防・防災 耐震性 耐震性の向上

最新の耐震基準に適合
していない既存施設は
2020年東京大会の開催
までに耐震性の向上が
図られる。

中心部や重要拠点だけ
でなく、引き続き建築
物やライフラインの耐
震化がすすめられ、耐
震性の向上が図られ
る。

+1 +1 1.0

社会･経済
項目

安全・衛
生・安心

消防・防災 津波対策 津波対策の向上

東京湾沿岸の水害への
備えが強化され、津波
対策の向上が図られ
る。

東京湾沿岸の水害への
備えは、開催後も引き
続き強化され、津波対
策の向上が図られる。 +1 +1 1.0

社会･経済
項目

安全・衛
生・安心

消防・防災 防火性 防火性の向上

８km圏内において木造
密集地域における不燃
化を加速させる等によ
り、防火性の向上が図
られる。

開催後も引き続き８km
圏内において木造密集
地域における不燃化を
加速させる等により、
防火性の向上が図られ
る。

1 +1 1.0

社会･経済
項目

交通 交通渋滞
ボトルネックの解消
又は継続

現在の交通渋滞及び
ボトルネックの状況

三環状道路等の主要部
分の整備、工事中の交
通規制計画を実施する
ことにより、ボトル
ネック箇所が現況より
解消される。

競技開催時の交通輸送
の円滑化対策、三環状
道路等の主要部分の整
備等により、ボトル
ネック箇所が現況より
解消される。

三環状道路等の主要部
分の整備、工事中の交
通規制計画を実施する
ことにより、ボトル
ネック箇所が現況より
解消される。

三環状道路等の主要部
分の整備等を実施する
ことにより、ボトル
ネック箇所が現況より
解消される。

+1 +1 +1 +1 1.0 1.0

社会･経済
項目

交通
公共交通へのア
クセス性

アクセス性
現在の競技会場まで
のアクセス性

鉄道や路線バスなどの
運行本数の増強等によ
り、大会期間中の公共
交通機関の輸送力が増
強され、アクセス性が
向上する。

+1 1.0 1.0

社会･経済
項目

交通 交通安全 交通安全
現在の歩車動線の分
離（交通安全性）の
状況

迂回路の設定など歩車
動線分離対策、8km圏
内における道路交通環
境の整備を進めること
により、交通安全性が
向上する。

「競技の実施による影
響」で扱うものとし、
ここでは対象外。

８km圏内において歩車
道分離をはじめとした
道路交通環境の整備が
進むなど、交通安全性
が向上する。

迂回路の設定など歩車
動線を分離対策、8km
圏内における道路交通
環境の整備を進めるこ
とにより、交通安全性
が向上する。

８km圏内において歩車
道分離をはじめとした
道路交通環境の整備が
進むなど、交通安全性
が向上する。

+1 － +1 +1 +1 1.0 1.0

1.0

1.0

1.0

1.0
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全体計画予測評価結果（二次評価）

工事中 招致・PR活動中 施設の存在 競技の実施 工事中 後利用
工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

段階別影響
開催中 開催中開催後

評価点（二次評価）

小項目
平均点

指標別
平均点

開催後開催前
中項目
平均点

評価

大項目 中項目 小項目
評価の指標 評価の基準

開催前

社会･経済
項目

経済 経済波及 経済効果 波及効果の規模

新規ビジネスの創出や
新たな観光需要の創出
がなされることで、
ハード面の充実と相
俟って、経済効果がよ
り確かなものになる。

新規ビジネスの創出や
新たな観光需要の創出
がなされることで、
ハード面の充実と相
俟って、経済効果がよ
り確かなものになる。

新規ビジネスの創出や
新たな観光需要の創出
がなされることで、
ハード面の充実と相
俟って、経済効果がよ
り確かなものになる。

新規ビジネスの創出や
新たな観光需要の創出
がなされることで、
ハード面の充実と相
俟って、経済効果がよ
り確かなものになる。

新規ビジネスの創出や
新たな観光需要の創出
がなされることで、
ハード面の充実と相
俟って、経済効果がよ
り確かなものになる。

+1 +1 +1 +1 +1 1.0

社会･経済
項目

経済 経済波及 新規ビジネスの創出
新規ビジネスの創出
の有無

東京都の進める創造的
都市型産業の育成・参
入支援施策等により、
事業として存続する可
能性がより高くなる

東京都の進める創造的
都市型産業の育成・参
入支援施策等により、
事業として存続する可
能性がより高くなる

東京都の進める創造的
都市型産業の育成・参
入支援施策等により、
事業として存続する可
能性がより高くなる

東京都の進める創造的
都市型産業の育成・参
入支援施策等により、
事業として存続する可
能性がより高くなる

東京都の進める創造的
都市型産業の育成・参
入支援施策等により、
事業として存続する可
能性がより高くなる

+1 +1 +1 +1 +1 1.0

社会･経済
項目

経済 経済波及
新たな観光需要の創
出（機会提供の有
無）

現状の観光利用の活
性化

工事による観光需要の
創出は見込めないこと
から、工事中は評価の
対象外とした。

外国人旅行者1,500万
人誘致を実現する観光
振興を進めており、新
たな観光客の創出がよ
り確かなものになる。

外国人旅行者1,500万
人誘致を実現する観光
振興を進めており、新
たな観光客の創出がよ
り確かなものになる。

工事による観光需要の
創出は見込めないこと
から、工事中は評価の
対象外とした。

外国人旅行者1,500万
人誘致を実現する観光
振興を進めており、新
たな観光客の創出がよ
り確かなものになる。

－ +1 +1 － +1 1.0

社会･経済
項目

経済 雇用 雇用
雇用の消失又は新た
な雇用の創出

職業的自立や生活安定
に向けた支援施策の展
開により、雇用の創出
及び多様な雇用への配
慮がより積極的に行わ
れる。

職業的自立や生活安定
に向けた支援施策の展
開により、雇用の創出
及び多様な雇用への配
慮がより積極的に行わ
れる。

職業的自立や生活安定
に向けた支援施策の展
開により、雇用の創出
及び多様な雇用への配
慮がより積極的に行わ
れる。

職業的自立や生活安定
に向けた支援施策の展
開により、雇用の創出
及び多様な雇用への配
慮がより積極的に行わ
れる。

職業的自立や生活安定
に向けた支援施策の展
開により、雇用の創出
及び多様な雇用への配
慮がより積極的に行わ
れる。

+2 +2 +2 +2 +2 2.0 2.0

1.5

1.0
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全体計画予測評価結果（全体計画）

＜全体計画　評価結果＞
項目 一次評価 二次評価

主要環境 -0.50 +0.50
生態系 -0.50 +1.88
資源・廃棄物 +0.33 +1.17
温室効果ガス -0.40 +1.50
社会活動 0.00 +1.00
参加・協働 0.00 +1.00
安全・衛生・安心 +0.11 +1.00
交通 -0.08 +1.00
経済 +1.00 +1.50

-2

-1

0

1

2
主要環境

生態系

資源・廃棄物

温室効果ガス

社会活動参加・協働

安全・衛生・安心

交通

経済

全体計画 評価結果

一次評価

二次評価
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評価指標別予測結果表（汚染物質(NO2、SPM)の排出量）

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

1
オリンピックスタジアム
(国立霞ヶ丘競技場)

工事の実施による濃度
の変化（付加率）が5％
以上となる。

影響要因は想定されな
いため対象外。

施設等の利用、各施設
間の人の移動に伴う汚
染物質の排出が周辺の
大気環境に与える影響
はほとんどない。

工事の実施による濃度
の変化（付加率）が5％
未満である。

施設等の利用、各施設
間の人の移動に伴う汚
染物質の排出が周辺の
大気環境に与える影響
はほとんどない。

-2 － 0 -1 0

工事による大気環境へ
の影響がみられ、ミ
ティゲーションの実施
により影響の程度が低
減されるが、濃度の変
化（付加率）が5％以上
となる。

影響要因は想定されな
いため対象外。

施設等の利用、各施設
間の人の移動に伴う大
気環境への影響はほと
んどなく、ミティゲー
ションの実施により大
気環境が改善される。

工事による大気環境へ
の影響がみられるが、
ミティゲーションの実
施により、大気質の濃
度をほとんど悪化させ
ない程度となる。

施設等の利用、各施設
間の人の移動に伴う大
気環境への影響はほと
んどなく、ミティゲー
ションの実施により大
気環境が改善される。

-2 － +1 0 +1

2 東京体育館
工事の実施による濃度
の変化（付加率）が5％
未満である。

影響要因は想定されな
いため対象外。

施設等の利用、各施設
間の人の移動に伴う汚
染物質の排出が周辺の
大気環境に与える影響
はほとんどない。

工事の実施による濃度
の変化（付加率）が5％
未満である。

影響要因は想定されな
いため対象外。

-1 － 0 -1 －

工事による大気環境へ
の影響がみられるが、
ミティゲーションの実
施により、大気質の濃
度をほとんど悪化させ
ない程度となる。

影響要因は想定されな
いため対象外。

施設等の利用、各施設
間の人の移動に伴う大
気環境への影響はほと
んどなく、ミティゲー
ションの実施により大
気環境が改善される。

工事による大気環境へ
の影響がみられるが、
ミティゲーションの実
施により、大気質の濃
度をほとんど悪化させ
ない程度となる。

影響要因は想定されな
いため対象外。

0 － +1 0 －

3 国立代々木競技場
工事の実施による濃度
の変化（付加率）が5％
未満である。

影響要因は想定されな
いため対象外。

施設等の利用、各施設
間の人の移動に伴う汚
染物質の排出が周辺の
大気環境に与える影響
はほとんどない。

工事の実施による濃度
の変化（付加率）が5％
未満である。

影響要因は想定されな
いため対象外。

-1 － 0 -1 －

工事による大気環境へ
の影響がみられるが、
ミティゲーションの実
施により、大気質の濃
度をほとんど悪化させ
ない程度となる。

影響要因は想定されな
いため対象外。

施設等の利用、各施設
間の人の移動に伴う大
気環境への影響はほと
んどなく、ミティゲー
ションの実施により大
気環境が改善される。

工事による大気環境へ
の影響がみられるが、
ミティゲーションの実
施により、大気質の濃
度をほとんど悪化させ
ない程度となる。

影響要因は想定されな
いため対象外。

0 － +1 0 －

4 日本武道館
工事の実施による濃度
の変化（付加率）が5％
未満である。

影響要因は想定されな
いため対象外。

施設等の利用、各施設
間の人の移動に伴う汚
染物質の排出が周辺の
大気環境に与える影響
はほとんどない。

工事の実施による濃度
の変化（付加率）が5％
未満である。

影響要因は想定されな
いため対象外。

-1 － 0 -1 －

工事による大気環境へ
の影響がみられるが、
ミティゲーションの実
施により、大気質の濃
度をほとんど悪化させ
ない程度となる。

影響要因は想定されな
いため対象外。

施設等の利用、各施設
間の人の移動に伴う大
気環境への影響はほと
んどなく、ミティゲー
ションの実施により大
気環境が改善される。

工事による大気環境へ
の影響がみられるが、
ミティゲーションの実
施により、大気質の濃
度をほとんど悪化させ
ない程度となる。

影響要因は想定されな
いため対象外。

0 － +1 0 －

5 皇居外苑
工事の実施による濃度
の変化（付加率）が5％
未満である。

影響要因は想定されな
いため対象外。

施設等の利用、各施設
間の人の移動に伴う汚
染物質の排出が周辺の
大気環境に与える影響
はほとんどない。

工事の実施による濃度
の変化（付加率）が5％
未満である。

-1 － 0 -1

工事による大気環境へ
の影響がみられるが、
ミティゲーションの実
施により、大気質の濃
度をほとんど悪化させ
ない程度となる。

影響要因は想定されな
いため対象外。

施設等の利用、各施設
間の人の移動に伴う大
気環境への影響はほと
んどなく、ミティゲー
ションの実施により大
気環境が改善される。

工事による大気環境へ
の影響がみられるが、
ミティゲーションの実
施により、大気質の濃
度をほとんど悪化させ
ない程度となる。

0 － +1 0

6 東京国際フォーラム
影響要因は想定されな
いため対象外。

影響要因は想定されな
いため対象外。

施設等の利用、各施設
間の人の移動に伴う汚
染物質の排出が周辺の
大気環境に与える影響
はほとんどない。

影響要因は想定されな
いため対象外。

影響要因は想定されな
いため対象外。

－ － 0 － －
影響要因は想定されな
いため対象外。

影響要因は想定されな
いため対象外。

施設等の利用、各施設
間の人の移動に伴う大
気環境への影響はほと
んどなく、ミティゲー
ションの実施により大
気環境が改善される。

影響要因は想定されな
いため対象外。

影響要因は想定されな
いため対象外。

－ － +1 － －

7 国技館
工事の実施による濃度
の変化（付加率）が5％
未満である。

影響要因は想定されな
いため対象外。

施設等の利用、各施設
間の人の移動に伴う汚
染物質の排出が周辺の
大気環境に与える影響
はほとんどない。

工事の実施による濃度
の変化（付加率）が5％
未満である。

影響要因は想定されな
いため対象外。

-1 － 0 -1 －

工事による大気環境へ
の影響がみられるが、
ミティゲーションの実
施により、大気質の濃
度をほとんど悪化させ
ない程度となる。

影響要因は想定されな
いため対象外。

施設等の利用、各施設
間の人の移動に伴う大
気環境への影響はほと
んどなく、ミティゲー
ションの実施により大
気環境が改善される。

工事による大気環境へ
の影響がみられるが、
ミティゲーションの実
施により、大気質の濃
度をほとんど悪化させ
ない程度となる。

影響要因は想定されな
いため対象外。

0 － +1 0 －

8 有明アリーナ
工事の実施による濃度
の変化（付加率）が5％
未満である。

影響要因は想定されな
いため対象外。

施設等の利用、各施設
間の人の移動に伴う汚
染物質の排出が周辺の
大気環境に与える影響
はほとんどない。

工事の実施による濃度
の変化（付加率）が5％
未満である。

施設等の利用、各施設
間の人の移動に伴う汚
染物質の排出が周辺の
大気環境に与える影響
はほとんどない。

-1 － 0 -1 0

工事による大気環境へ
の影響がみられ、ミ
ティゲーションの実施
により影響の程度が低
減されるが、濃度の変
化（付加率）が5％未満
となる。

影響要因は想定されな
いため対象外。

施設等の利用、各施設
間の人の移動に伴う大
気環境への影響はほと
んどなく、ミティゲー
ションの実施により大
気環境が改善される。

工事による大気環境へ
の影響がみられるが、
ミティゲーションの実
施により、大気質の濃
度をほとんど悪化させ
ない程度となる。

施設等の利用、各施設
間の人の移動に伴う大
気環境への影響はほと
んどなく、ミティゲー
ションの実施により大
気環境が改善される。

-1 － +1 0 +1

9 有明ＢＭＸコース
工事の実施による濃度
の変化（付加率）が5％
未満である。

影響要因は想定されな
いため対象外。

施設等の利用、各施設
間の人の移動に伴う汚
染物質の排出が周辺の
大気環境に与える影響
はほとんどない。

工事の実施による濃度
の変化（付加率）が5％
未満である。

-1 － 0 -1

工事による大気環境へ
の影響がみられるが、
ミティゲーションの実
施により、大気質の濃
度をほとんど悪化させ
ない程度となる。

影響要因は想定されな
いため対象外。

施設等の利用、各施設
間の人の移動に伴う大
気環境への影響はほと
んどなく、ミティゲー
ションの実施により大
気環境が改善される。

工事による大気環境へ
の影響がみられるが、
ミティゲーションの実
施により、大気質の濃
度をほとんど悪化させ
ない程度となる。

0 － +1 0

10 有明ベロドローム
工事の実施による濃度
の変化（付加率）が5％
未満である。

影響要因は想定されな
いため対象外。

施設等の利用、各施設
間の人の移動に伴う汚
染物質の排出が周辺の
大気環境に与える影響
はほとんどない。

工事の実施による濃度
の変化（付加率）が5％
未満である。

-1 － 0 -1

工事による大気環境へ
の影響がみられるが、
ミティゲーションの実
施により、大気質の濃
度をほとんど悪化させ
ない程度となる。

影響要因は想定されな
いため対象外。

施設等の利用、各施設
間の人の移動に伴う大
気環境への影響はほと
んどなく、ミティゲー
ションの実施により大
気環境が改善される。

工事による大気環境へ
の影響がみられ、ミ
ティゲーションの実施
により影響の程度が低
減されるが、濃度の変
化（付加率）が5％未満
となる。

0 － +1 -1

11 有明体操競技場
工事の実施による濃度
の変化（付加率）が5％
未満である。

影響要因は想定されな
いため対象外。

施設等の利用、各施設
間の人の移動に伴う汚
染物質の排出が周辺の
大気環境に与える影響
はほとんどない。

工事の実施による濃度
の変化（付加率）が5％
未満である。

-1 － 0 -1

工事による大気環境へ
の影響がみられ、ミ
ティゲーションの実施
により影響の程度が低
減されるが、濃度の変
化（付加率）が5％未満
となる。

影響要因は想定されな
いため対象外。

施設等の利用、各施設
間の人の移動に伴う大
気環境への影響はほと
んどなく、ミティゲー
ションの実施により大
気環境が改善される。

工事による大気環境へ
の影響がみられ、ミ
ティゲーションの実施
により影響の程度が低
減されるが、濃度の変
化（付加率）が5％未満
となる。

-1 － +1 -1

12 有明テニスの森
工事の実施による濃度
の変化（付加率）が5％
未満である。

影響要因は想定されな
いため対象外。

施設等の利用、各施設
間の人の移動に伴う汚
染物質の排出が周辺の
大気環境に与える影響
はほとんどない。

工事の実施による濃度
の変化（付加率）が5％
未満である。

施設等の利用、各施設
間の人の移動に伴う汚
染物質の排出が周辺の
大気環境に与える影響
はほとんどない。

-1 － 0 -1 0

工事による大気環境へ
の影響がみられるが、
ミティゲーションの実
施により、大気質の濃
度をほとんど悪化させ
ない程度となる。

影響要因は想定されな
いため対象外。

施設等の利用、各施設
間の人の移動に伴う大
気環境への影響はほと
んどなく、ミティゲー
ションの実施により大
気環境が改善される。

工事による大気環境へ
の影響がみられるが、
ミティゲーションの実
施により、大気質の濃
度をほとんど悪化させ
ない程度となる。

施設等の利用、各施設
間の人の移動に伴う大
気環境への影響はほと
んどなく、ミティゲー
ションの実施により大
気環境が改善される。

0 － +1 0 +1

13 お台場海浜公園
工事の実施による濃度
の変化（付加率）が5％
未満である。

影響要因は想定されな
いため対象外。

施設等の利用、各施設
間の人の移動に伴う汚
染物質の排出が周辺の
大気環境に与える影響
はほとんどない。

工事の実施による濃度
の変化（付加率）が5％
未満である。

-1 － 0 -1

工事による大気環境へ
の影響がみられるが、
ミティゲーションの実
施により、大気質の濃
度をほとんど悪化させ
ない程度となる。

影響要因は想定されな
いため対象外。

施設等の利用、各施設
間の人の移動に伴う大
気環境への影響はほと
んどなく、ミティゲー
ションの実施により大
気環境が改善される。

工事による大気環境へ
の影響がみられるが、
ミティゲーションの実
施により、大気質の濃
度をほとんど悪化させ
ない程度となる。

0 － +1 0

14 潮風公園
工事の実施による濃度
の変化（付加率）が5％
未満である。

影響要因は想定されな
いため対象外。

施設等の利用、各施設
間の人の移動に伴う汚
染物質の排出が周辺の
大気環境に与える影響
はほとんどない。

工事の実施による濃度
の変化（付加率）が5％
未満である。

-1 － 0 -1

工事による大気環境へ
の影響がみられるが、
ミティゲーションの実
施により、大気質の濃
度をほとんど悪化させ
ない程度となる。

影響要因は想定されな
いため対象外。

施設等の利用、各施設
間の人の移動に伴う大
気環境への影響はほと
んどなく、ミティゲー
ションの実施により大
気環境が改善される。

工事による大気環境へ
の影響がみられるが、
ミティゲーションの実
施により、大気質の濃
度をほとんど悪化させ
ない程度となる。

0 － +1 0

15～16
東京ビッグサイト・ホール
Ａ、Ｂ

工事の実施による濃度
の変化（付加率）が5％
未満である。

影響要因は想定されな
いため対象外。

施設等の利用、各施設
間の人の移動に伴う汚
染物質の排出が周辺の
大気環境に与える影響
はほとんどない。

工事の実施による濃度
の変化（付加率）が5％
未満である。

影響要因は想定されな
いため対象外。

-1 － 0 -1 －

工事による大気環境へ
の影響がみられるが、
ミティゲーションの実
施により、大気質の濃
度をほとんど悪化させ
ない程度となる。

影響要因は想定されな
いため対象外。

施設等の利用、各施設
間の人の移動に伴う大
気環境への影響はほと
んどなく、ミティゲー
ションの実施により大
気環境が改善される。

工事による大気環境へ
の影響がみられるが、
ミティゲーションの実
施により、大気質の濃
度をほとんど悪化させ
ない程度となる。

影響要因は想定されな
いため対象外。

0 － +1 0 －
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17 大井ホッケー競技場
工事の実施による濃度
の変化（付加率）が5％
未満である。

影響要因は想定されな
いため対象外。

施設等の利用、各施設
間の人の移動に伴う汚
染物質の排出が周辺の
大気環境に与える影響
はほとんどない。

工事の実施による濃度
の変化（付加率）が5％
未満である。

施設等の利用、各施設
間の人の移動に伴う汚
染物質の排出が周辺の
大気環境に与える影響
はほとんどない。

-1 － 0 -1 0

工事による大気環境へ
の影響がみられるが、
ミティゲーションの実
施により、大気質の濃
度をほとんど悪化させ
ない程度となる。

影響要因は想定されな
いため対象外。

施設等の利用、各施設
間の人の移動に伴う大
気環境への影響はほと
んどなく、ミティゲー
ションの実施により大
気環境が改善される。

工事による大気環境へ
の影響がみられるが、
ミティゲーションの実
施により、大気質の濃
度をほとんど悪化させ
ない程度となる。

施設等の利用、各施設
間の人の移動に伴う大
気環境への影響はほと
んどなく、ミティゲー
ションの実施により大
気環境が改善される。

0 － +1 0 +1

18
海の森クロスカントリー
コース

工事の実施による濃度
の変化（付加率）が5％
未満である。

影響要因は想定されな
いため対象外。

施設等の利用、各施設
間の人の移動に伴う汚
染物質の排出が周辺の
大気環境に与える影響
はほとんどない。

工事の実施による濃度
の変化（付加率）が5％
未満である。

-1 － 0 -1

工事による大気環境へ
の影響がみられるが、
ミティゲーションの実
施により、大気質の濃
度をほとんど悪化させ
ない程度となる。

影響要因は想定されな
いため対象外。

施設等の利用、各施設
間の人の移動に伴う大
気環境への影響はほと
んどなく、ミティゲー
ションの実施により大
気環境が改善される。

工事による大気環境へ
の影響がみられるが、
ミティゲーションの実
施により、大気質の濃
度をほとんど悪化させ
ない程度となる。

0 － +1 0

19 海の森水上競技場
工事の実施による濃度
の変化（付加率）が5％
未満である。

影響要因は想定されな
いため対象外。

施設等の利用、各施設
間の人の移動に伴う汚
染物質の排出が周辺の
大気環境に与える影響
はほとんどない。

工事の実施による濃度
の変化（付加率）が5％
未満である。

施設等の利用、各施設
間の人の移動に伴う汚
染物質の排出が周辺の
大気環境に与える影響
はほとんどない。

-1 － 0 -1 0

工事による大気環境へ
の影響がみられるが、
ミティゲーションの実
施により、大気質の濃
度をほとんど悪化させ
ない程度となる。

影響要因は想定されな
いため対象外。

施設等の利用、各施設
間の人の移動に伴う大
気環境への影響はほと
んどなく、ミティゲー
ションの実施により大
気環境が改善される。

工事による大気環境へ
の影響がみられるが、
ミティゲーションの実
施により、大気質の濃
度をほとんど悪化させ
ない程度となる。

施設等の利用、各施設
間の人の移動に伴う大
気環境への影響はほと
んどなく、ミティゲー
ションの実施により大
気環境が改善される。

0 － +1 0 +1

20
海の森マウンテンバイク
コース

工事の実施による濃度
の変化（付加率）が5％
未満である。

影響要因は想定されな
いため対象外。

施設等の利用、各施設
間の人の移動に伴う汚
染物質の排出が周辺の
大気環境に与える影響
はほとんどない。

工事の実施による濃度
の変化（付加率）が5％
未満である。

-1 － 0 -1

工事による大気環境へ
の影響がみられるが、
ミティゲーションの実
施により、大気質の濃
度をほとんど悪化させ
ない程度となる。

影響要因は想定されな
いため対象外。

施設等の利用、各施設
間の人の移動に伴う大
気環境への影響はほと
んどなく、ミティゲー
ションの実施により大
気環境が改善される。

工事による大気環境へ
の影響がみられるが、
ミティゲーションの実
施により、大気質の濃
度をほとんど悪化させ
ない程度となる。

0 － +1 0

21 若洲オリンピックマリーナ
工事の実施による濃度
の変化（付加率）が5％
未満である。

影響要因は想定されな
いため対象外。

施設等の利用、各施設
間の人の移動に伴う汚
染物質の排出が周辺の
大気環境に与える影響
はほとんどない。

工事の実施による濃度
の変化（付加率）が5％
未満である。

施設等の利用、各施設
間の人の移動に伴う汚
染物質の排出が周辺の
大気環境に与える影響
はほとんどない。

-1 － 0 -1 0

工事による大気環境へ
の影響がみられるが、
ミティゲーションの実
施により、大気質の濃
度をほとんど悪化させ
ない程度となる。

影響要因は想定されな
いため対象外。

施設等の利用、各施設
間の人の移動に伴う大
気環境への影響はほと
んどなく、ミティゲー
ションの実施により大
気環境が改善される。

工事による大気環境へ
の影響がみられるが、
ミティゲーションの実
施により、大気質の濃
度をほとんど悪化させ
ない程度となる。

施設等の利用、各施設
間の人の移動に伴う大
気環境への影響はほと
んどなく、ミティゲー
ションの実施により大
気環境が改善される。

0 － +1 0 +1

22 葛西臨海公園
工事の実施による濃度
の変化（付加率）が5％
未満である。

影響要因は想定されな
いため対象外。

施設等の利用、各施設
間の人の移動に伴う汚
染物質の排出が周辺の
大気環境に与える影響
はほとんどない。

工事の実施による濃度
の変化（付加率）が5％
未満である。

施設等の利用、各施設
間の人の移動に伴う汚
染物質の排出が周辺の
大気環境に与える影響
はほとんどない。

-1 － 0 -1 0

工事による大気環境へ
の影響がみられるが、
ミティゲーションの実
施により、大気質の濃
度をほとんど悪化させ
ない程度となる。

影響要因は想定されな
いため対象外。

施設等の利用、各施設
間の人の移動に伴う大
気環境への影響はほと
んどなく、ミティゲー
ションの実施により大
気環境が改善される。

工事による大気環境へ
の影響がみられるが、
ミティゲーションの実
施により、大気質の濃
度をほとんど悪化させ
ない程度となる。

施設等の利用、各施設
間の人の移動に伴う大
気環境への影響はほと
んどなく、ミティゲー
ションの実施により大
気環境が改善される。

0 － +1 0 +1

23～24
夢の島ユース・プラザ・ア
リーナＡ、Ｂ

工事の実施による濃度
の変化（付加率）が5％
未満である。

影響要因は想定されな
いため対象外。

施設等の利用、各施設
間の人の移動に伴う汚
染物質の排出が周辺の
大気環境に与える影響
はほとんどない。

工事の実施による濃度
の変化（付加率）が5％
未満である。

施設等の利用、各施設
間の人の移動に伴う汚
染物質の排出が周辺の
大気環境に与える影響
はほとんどない。

-1 － 0 -1 0

工事による大気環境へ
の影響がみられるが、
ミティゲーションの実
施により、大気質の濃
度をほとんど悪化させ
ない程度となる。

影響要因は想定されな
いため対象外。

施設等の利用、各施設
間の人の移動に伴う大
気環境への影響はほと
んどなく、ミティゲー
ションの実施により大
気環境が改善される。

工事による大気環境へ
の影響がみられるが、
ミティゲーションの実
施により、大気質の濃
度をほとんど悪化させ
ない程度となる。

施設等の利用、各施設
間の人の移動に伴う大
気環境への影響はほと
んどなく、ミティゲー
ションの実施により大
気環境が改善される。

0 － +1 0 +1

25 夢の島公園
工事の実施による濃度
の変化（付加率）が5％
未満である。

影響要因は想定されな
いため対象外。

施設等の利用、各施設
間の人の移動に伴う汚
染物質の排出が周辺の
大気環境に与える影響
はほとんどない。

工事の実施による濃度
の変化（付加率）が5％
未満である。

施設等の利用、各施設
間の人の移動に伴う汚
染物質の排出が周辺の
大気環境に与える影響
はほとんどない。

-1 － 0 -1 0

工事による大気環境へ
の影響がみられるが、
ミティゲーションの実
施により、大気質の濃
度をほとんど悪化させ
ない程度となる。

影響要因は想定されな
いため対象外。

施設等の利用、各施設
間の人の移動に伴う大
気環境への影響はほと
んどなく、ミティゲー
ションの実施により大
気環境が改善される。

工事による大気環境へ
の影響がみられるが、
ミティゲーションの実
施により、大気質の濃
度をほとんど悪化させ
ない程度となる。

施設等の利用、各施設
間の人の移動に伴う大
気環境への影響はほと
んどなく、ミティゲー
ションの実施により大
気環境が改善される。

0 － +1 0 +1

26 夢の島競技場
工事の実施による濃度
の変化（付加率）が5％
未満である。

影響要因は想定されな
いため対象外。

施設等の利用、各施設
間の人の移動に伴う汚
染物質の排出が周辺の
大気環境に与える影響
はほとんどない。

工事の実施による濃度
の変化（付加率）が5％
未満である。

影響要因は想定されな
いため対象外。

-1 － 0 -1 －

工事による大気環境へ
の影響がみられるが、
ミティゲーションの実
施により、大気質の濃
度をほとんど悪化させ
ない程度となる。

影響要因は想定されな
いため対象外。

施設等の利用、各施設
間の人の移動に伴う大
気環境への影響はほと
んどなく、ミティゲー
ションの実施により大
気環境が改善される。

工事による大気環境へ
の影響がみられるが、
ミティゲーションの実
施により、大気質の濃
度をほとんど悪化させ
ない程度となる。

影響要因は想定されな
いため対象外。

0 － +1 0 －

27～28
オリンピックアクアティク
スセンター
ウォーターポロアリーナ

工事の実施による濃度
の変化（付加率）が5％
未満である。

影響要因は想定されな
いため対象外。

施設等の利用、各施設
間の人の移動に伴う汚
染物質の排出が周辺の
大気環境に与える影響
はほとんどない。

工事の実施による濃度
の変化（付加率）が5％
未満である。

施設等の利用、各施設
間の人の移動に伴う汚
染物質の排出が周辺の
大気環境に与える影響
はほとんどない。

-1 － 0 -1 0

工事による大気環境へ
の影響がみられ、ミ
ティゲーションの実施
により影響の程度が低
減されるが、濃度の変
化（付加率）が5％未満
となる。

影響要因は想定されな
いため対象外。

施設等の利用、各施設
間の人の移動に伴う大
気環境への影響はほと
んどなく、ミティゲー
ションの実施により大
気環境が改善される。

工事による大気環境へ
の影響がみられ、ミ
ティゲーションの実施
により影響の程度が低
減されるが、濃度の変
化（付加率）が5％未満
となる。

施設等の利用、各施設
間の人の移動に伴う大
気環境への影響はほと
んどなく、ミティゲー
ションの実施により大
気環境が改善される。

-1 － +1 -1 +1

29
武蔵野の森総合スポーツ施
設

工事の実施による濃度
の変化（付加率）が5％
未満である。

影響要因は想定されな
いため対象外。

施設等の利用、各施設
間の人の移動に伴う汚
染物質の排出が周辺の
大気環境に与える影響
はほとんどない。

影響要因は想定されな
いため対象外。

施設等の利用、各施設
間の人の移動に伴う汚
染物質の排出が周辺の
大気環境に与える影響
はほとんどない。

-1 － 0 － 0

工事による大気環境へ
の影響がみられるが、
ミティゲーションの実
施により、大気質の濃
度をほとんど悪化させ
ない程度となる。

影響要因は想定されな
いため対象外。

施設等の利用、各施設
間の人の移動に伴う大
気環境への影響はほと
んどなく、ミティゲー
ションの実施により大
気環境が改善される。

影響要因は想定されな
いため対象外。

施設等の利用、各施設
間の人の移動に伴う大
気環境への影響はほと
んどなく、ミティゲー
ションの実施により大
気環境が改善される。

0 － +1 － +1

30 東京スタジアム
工事の実施による濃度
の変化（付加率）が5％
未満である。

影響要因は想定されな
いため対象外。

施設等の利用、各施設
間の人の移動に伴う汚
染物質の排出が周辺の
大気環境に与える影響
はほとんどない。

工事の実施による濃度
の変化（付加率）が5％
未満である。

影響要因は想定されな
いため対象外。

-1 － 0 -1 －

工事による大気環境へ
の影響がみられるが、
ミティゲーションの実
施により、大気質の濃
度をほとんど悪化させ
ない程度となる。

影響要因は想定されな
いため対象外。

施設等の利用、各施設
間の人の移動に伴う大
気環境への影響はほと
んどなく、ミティゲー
ションの実施により大
気環境が改善される。

影響要因は想定されな
いため対象外。

影響要因は想定されな
いため対象外。

0 － +1 0 －

31 武蔵野の森公園
工事の実施による濃度
の変化（付加率）が5％
未満である。

影響要因は想定されな
いため対象外。

施設等の利用、各施設
間の人の移動に伴う汚
染物質の排出が周辺の
大気環境に与える影響
はほとんどない。

工事の実施による濃度
の変化（付加率）が5％
未満である。

-1 － 0 -1

工事による大気環境へ
の影響がみられるが、
ミティゲーションの実
施により、大気質の濃
度をほとんど悪化させ
ない程度となる。

影響要因は想定されな
いため対象外。

施設等の利用、各施設
間の人の移動に伴う大
気環境への影響はほと
んどなく、ミティゲー
ションの実施により大
気環境が改善される。

工事による大気環境へ
の影響がみられるが、
ミティゲーションの実
施により、大気質の濃
度をほとんど悪化させ
ない程度となる。

0 － +1 0

32 陸上自衛隊朝霞訓練場
工事の実施による濃度
の変化（付加率）が5％
未満である。

影響要因は想定されな
いため対象外。

施設等の利用、各施設
間の人の移動に伴う汚
染物質の排出が周辺の
大気環境に与える影響
はほとんどない。

工事の実施による濃度
の変化（付加率）が5％
未満である。

-1 － 0 -1

工事による大気環境へ
の影響がみられるが、
ミティゲーションの実
施により、大気質の濃
度をほとんど悪化させ
ない程度となる。

影響要因は想定されな
いため対象外。

施設等の利用、各施設
間の人の移動に伴う汚
染物質の排出が周辺の
大気環境に与える影響
はほとんどない。

工事による大気環境へ
の影響がみられるが、
ミティゲーションの実
施により、大気質の濃
度をほとんど悪化させ
ない程度となる。

0 － 0 0

33 霞ヶ関カンツリー倶楽部
工事の実施による濃度
の変化（付加率）が5％
未満である。

影響要因は想定されな
いため対象外。

施設等の利用、各施設
間の人の移動に伴う汚
染物質の排出が周辺の
大気環境に与える影響
はほとんどない。

工事の実施による濃度
の変化（付加率）が5％
未満である。

影響要因は想定されな
いため対象外。

-1 － 0 -1 －

工事による大気環境へ
の影響がみられるが、
ミティゲーションの実
施により、大気質の濃
度をほとんど悪化させ
ない程度となる。

影響要因は想定されな
いため対象外。

施設等の利用、各施設
間の人の移動に伴う汚
染物質の排出が周辺の
大気環境に与える影響
はほとんどない。

工事による大気環境へ
の影響がみられるが、
ミティゲーションの実
施により、大気質の濃
度をほとんど悪化させ
ない程度となる。

影響要因は想定されな
いため対象外。

0 － 0 0 －

4－2



評価指標別予測結果表（汚染物質(NO2、SPM)の排出量）

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

開催前

一次評価
会場

二次評価

段階別影響 評価点

開催中 開催後開催前 開催中 開催後開催前 開催後 開催前

評価点

開催中 開催後

段階別影響

開催中

No. 名称

34 札幌ドーム
工事の実施による濃度
の変化（付加率）が5％
未満である。

影響要因は想定されな
いため対象外。

施設等の利用、各施設
間の人の移動に伴う汚
染物質の排出が周辺の
大気環境に与える影響
はほとんどない。

工事の実施による濃度
の変化（付加率）が5％
未満である。

影響要因は想定されな
いため対象外。

-1 － 0 -1 －

工事による大気環境へ
の影響がみられるが、
ミティゲーションの実
施により、大気質の濃
度をほとんど悪化させ
ない程度となる。

影響要因は想定されな
いため対象外。

施設等の利用、各施設
間の人の移動に伴う汚
染物質の排出が周辺の
大気環境に与える影響
はほとんどない。

工事による大気環境へ
の影響がみられるが、
ミティゲーションの実
施により、大気質の濃
度をほとんど悪化させ
ない程度となる。

影響要因は想定されな
いため対象外。

0 － 0 0 －

35 宮城スタジアム
工事の実施による濃度
の変化（付加率）が5％
未満である。

影響要因は想定されな
いため対象外。

施設等の利用、各施設
間の人の移動に伴う汚
染物質の排出が周辺の
大気環境に与える影響
はほとんどない。

工事の実施による濃度
の変化（付加率）が5％
未満である。

影響要因は想定されな
いため対象外。

-1 － 0 -1 －

工事による大気環境へ
の影響がみられるが、
ミティゲーションの実
施により、大気質の濃
度をほとんど悪化させ
ない程度となる。

影響要因は想定されな
いため対象外。

施設等の利用、各施設
間の人の移動に伴う汚
染物質の排出が周辺の
大気環境に与える影響
はほとんどない。

工事による大気環境へ
の影響がみられるが、
ミティゲーションの実
施により、大気質の濃
度をほとんど悪化させ
ない程度となる。

影響要因は想定されな
いため対象外。

0 － 0 0 －

36 埼玉スタジアム2002
工事の実施による濃度
の変化（付加率）が5％
未満である。

影響要因は想定されな
いため対象外。

施設等の利用、各施設
間の人の移動に伴う汚
染物質の排出が周辺の
大気環境に与える影響
はほとんどない。

工事の実施による濃度
の変化（付加率）が5％
未満である。

影響要因は想定されな
いため対象外。

-1 － 0 -1 －

工事による大気環境へ
の影響がみられるが、
ミティゲーションの実
施により、大気質の濃
度をほとんど悪化させ
ない程度となる。

影響要因は想定されな
いため対象外。

施設等の利用、各施設
間の人の移動に伴う汚
染物質の排出が周辺の
大気環境に与える影響
はほとんどない。

工事による大気環境へ
の影響がみられるが、
ミティゲーションの実
施により、大気質の濃
度をほとんど悪化させ
ない程度となる。

影響要因は想定されな
いため対象外。

0 － 0 0 －

37 横浜国際総合競技場
工事の実施による濃度
の変化（付加率）が5％
未満である。

影響要因は想定されな
いため対象外。

施設等の利用、各施設
間の人の移動に伴う汚
染物質の排出が周辺の
大気環境に与える影響
はほとんどない。

工事の実施による濃度
の変化（付加率）が5％
未満である。

影響要因は想定されな
いため対象外。

-1 － 0 -1 －

工事による大気環境へ
の影響がみられるが、
ミティゲーションの実
施により、大気質の濃
度をほとんど悪化させ
ない程度となる。

影響要因は想定されな
いため対象外。

施設等の利用、各施設
間の人の移動に伴う汚
染物質の排出が周辺の
大気環境に与える影響
はほとんどない。

工事による大気環境へ
の影響がみられるが、
ミティゲーションの実
施により、大気質の濃
度をほとんど悪化させ
ない程度となる。

影響要因は想定されな
いため対象外。

0 － 0 0 －

OV 選手村
工事の実施による濃度
の変化（付加率）が5％
以上となる。

影響要因は想定されな
いため対象外。

施設等の利用、各施設
間の人の移動に伴う汚
染物質の排出が周辺の
大気環境に与える影響
はほとんどない。

工事の実施による濃度
の変化（付加率）が5％
未満である。

住宅等として利用さ
れ、各施設等の利用に
伴う汚染物質の排出が
周辺の大気環境に与え
る影響はほとんどな
い。

-2 － 0 -1 0

工事による大気環境へ
の影響がみられ、ミ
ティゲーションの実施
により影響の程度が低
減されるが、濃度の変
化（付加率）が5％以上
となる。

影響要因は想定されな
いため対象外。

施設等の利用、各施設
間の人の移動に伴う大
気環境への影響はほと
んどなく、ミティゲー
ションの実施により大
気環境が改善される。

工事による大気環境へ
の影響がみられるが、
ミティゲーションの実
施により、大気質の濃
度をほとんど悪化させ
ない程度となる。

施設等の利用、各施設
間の人の移動に伴う大
気環境への影響はほと
んどなく、ミティゲー
ションの実施により大
気環境が改善される。

-2 － +1 0 +1

IBC/MPC
東京ビッグサイト
(IBC/MPC)

工事の実施による濃度
の変化（付加率）が5％
未満である。

影響要因は想定されな
いため対象外。

施設等の利用、各施設
間の人の移動に伴う汚
染物質の排出が周辺の
大気環境に与える影響
はほとんどない。

影響要因は想定されな
いため対象外。

展示会場等として利用
され、各施設等の利用
に伴う汚染物質の排出
が周辺の大気環境に与
える影響はほとんどな
い。

-1 － 0 － 0

工事による大気環境へ
の影響がみられ、ミ
ティゲーションの実施
により影響の程度が低
減されるが、濃度の変
化（付加率）が5％未満
となる。

影響要因は想定されな
いため対象外。

施設等の利用、各施設
間の人の移動に伴う大
気環境への影響はほと
んどなく、ミティゲー
ションの実施により大
気環境が改善される。

影響要因は想定されな
いため対象外。

施設等の利用、各施設
間の人の移動に伴う大
気環境への影響はほと
んどなく、ミティゲー
ションの実施により大
気環境が改善される。

-1 － +1 － +1

4－3



評価指標別予測結果表（汚濁負荷(COD､T-N､T-P､BOD､SS等)の排出量）

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

1
オリンピックスタジアム
(国立霞ヶ丘競技場)

工事の実施に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

工事の実施に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

施設の供用に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

0 － 0 0 0

工事の実施に伴って公
共用水域の水質に影響
を及ぼすことはないこ
とから、ミティゲー
ションは想定していな
い。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用に伴うし尿
等の汚水による影響は
ないことから、ミティ
ゲーションは想定して
いない。

工事の実施に伴って公
共用水域の水質に影響
を及ぼすことはないこ
とから、ミティゲー
ションは想定していな
い。

施設の供用に伴うし尿
等の汚水による影響は
ないことから、ミティ
ゲーションは想定して
いない。

0 － 0 0 0

2 東京体育館

工事の実施に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

工事の実施に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

オリンピックによる新
たな恒久施設はなく、
開催後の状況に開催前
との変化はないことか
ら対象外とする。

0 － 0 0 －

工事の実施に伴って公
共用水域の水質に影響
を及ぼすことはないこ
とから、ミティゲー
ションは想定していな
い。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用に伴うし尿
等の汚水による影響は
ないことから、ミティ
ゲーションは想定して
いない。

工事の実施に伴って公
共用水域の水質に影響
を及ぼすことはないこ
とから、ミティゲー
ションは想定していな
い。

オリンピックによる新
たな恒久施設はなく、
開催後の状況に開催前
との変化はないことか
ら対象外とする。

0 － 0 0 －

3 国立代々木競技場

工事の実施に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

工事の実施に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

オリンピックによる新
たな恒久施設はなく、
開催後の状況に開催前
との変化はないことか
ら対象外とする。

0 － 0 0 －

工事の実施に伴って公
共用水域の水質に影響
を及ぼすことはないこ
とから、ミティゲー
ションは想定していな
い。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用に伴うし尿
等の汚水による影響は
ないことから、ミティ
ゲーションは想定して
いない。

工事の実施に伴って公
共用水域の水質に影響
を及ぼすことはないこ
とから、ミティゲー
ションは想定していな
い。

オリンピックによる新
たな恒久施設はなく、
開催後の状況に開催前
との変化はないことか
ら対象外とする。

0 － 0 0 －

4 日本武道館

工事の実施に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

工事の実施に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

新たな恒久施設は、イ
ベント開催会場等とし
ての一般利用は想定さ
れないことから対象外
とする。

0 － 0 0 －

工事の実施に伴って公
共用水域の水質に影響
を及ぼすことはないこ
とから、ミティゲー
ションは想定していな
い。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用に伴うし尿
等の汚水による影響は
ないことから、ミティ
ゲーションは想定して
いない。

工事の実施に伴って公
共用水域の水質に影響
を及ぼすことはないこ
とから、ミティゲー
ションは想定していな
い。

新たな恒久施設は、イ
ベント開催会場等とし
ての一般利用は想定さ
れないことから対象外
とする。

0 － 0 0 －

5 皇居外苑

工事の実施に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

工事の実施に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

0 － 0 0

工事の実施に伴って公
共用水域の水質に影響
を及ぼすことはないこ
とから、ミティゲー
ションは想定していな
い。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用に伴うし尿
等の汚水による影響は
ないことから、ミティ
ゲーションは想定して
いない。

工事の実施に伴って公
共用水域の水質に影響
を及ぼすことはないこ
とから、ミティゲー
ションは想定していな
い。

0 － 0 0

6 東京国際フォーラム

内装工事のみで汚濁負
荷物質の排出はほとん
どないことから対象外
とする。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

内装工事のみで汚濁負
荷物質の排出はほとん
どないことから対象外
とする。

オリンピックによる新
たな恒久施設はなく、
開催後の状況に開催前
との変化はないことか
ら対象外とする。

－ － 0 － －

内装工事のみで汚濁負
荷物質の排出はほとん
どないことから対象外
とする。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用に伴うし尿
等の汚水による影響は
ないことから、ミティ
ゲーションは想定して
いない。

工事の実施に伴って公
共用水域の水質に影響
を及ぼすことはないこ
とから、ミティゲー
ションは想定していな
い。

オリンピックによる新
たな恒久施設はなく、
開催後の状況に開催前
との変化はないことか
ら対象外とする。

－ － 0 － －

7 国技館

工事の実施に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

工事の実施に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

オリンピックによる新
たな恒久施設はなく、
開催後の状況に開催前
との変化はないことか
ら対象外とする。

0 － 0 0 －

工事の実施に伴って公
共用水域の水質に影響
を及ぼすことはないこ
とから、ミティゲー
ションは想定していな
い。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用に伴うし尿
等の汚水による影響は
ないことから、ミティ
ゲーションは想定して
いない。

工事の実施に伴って公
共用水域の水質に影響
を及ぼすことはないこ
とから、ミティゲー
ションは想定していな
い。

オリンピックによる新
たな恒久施設はなく、
開催後の状況に開催前
との変化はないことか
ら対象外とする。

0 － 0 0 －

8 有明アリーナ

工事の実施に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

工事の実施に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

施設の供用に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

0 － 0 0 0

工事の実施に伴って公
共用水域の水質に影響
を及ぼすことはないこ
とから、ミティゲー
ションは想定していな
い。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用に伴うし尿
等の汚水による影響は
ないことから、ミティ
ゲーションは想定して
いない。

工事の実施に伴って公
共用水域の水質に影響
を及ぼすことはないこ
とから、ミティゲー
ションは想定していな
い。

施設の供用に伴うし尿
等の汚水による影響は
ないことから、ミティ
ゲーションは想定して
いない。

0 － 0 0 0

9 有明ＢＭＸコース

工事の実施に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

工事の実施に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

0 － 0 0

工事の実施に伴って公
共用水域の水質に影響
を及ぼすことはないこ
とから、ミティゲー
ションは想定していな
い。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用に伴うし尿
等の汚水による影響は
ないことから、ミティ
ゲーションは想定して
いない。

工事の実施に伴って公
共用水域の水質に影響
を及ぼすことはないこ
とから、ミティゲー
ションは想定していな
い。

0 － 0 0

10 有明ベロドローム

工事の実施に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

工事の実施に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

0 － 0 0

工事の実施に伴って公
共用水域の水質に影響
を及ぼすことはないこ
とから、ミティゲー
ションは想定していな
い。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用に伴うし尿
等の汚水による影響は
ないことから、ミティ
ゲーションは想定して
いない。

工事の実施に伴って公
共用水域の水質に影響
を及ぼすことはないこ
とから、ミティゲー
ションは想定していな
い。

0 － 0 0

11 有明体操競技場

工事の実施に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

工事の実施に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

0 － 0 0

工事の実施に伴って公
共用水域の水質に影響
を及ぼすことはないこ
とから、ミティゲー
ションは想定していな
い。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用に伴うし尿
等の汚水による影響は
ないことから、ミティ
ゲーションは想定して
いない。

工事の実施に伴って公
共用水域の水質に影響
を及ぼすことはないこ
とから、ミティゲー
ションは想定していな
い。

0 － 0 0

12 有明テニスの森

工事の実施に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

工事の実施に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

施設の供用に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

0 － 0 0 0

工事の実施に伴って公
共用水域の水質に影響
を及ぼすことはないこ
とから、ミティゲー
ションは想定していな
い。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用に伴うし尿
等の汚水による影響は
ないことから、ミティ
ゲーションは想定して
いない。

工事の実施に伴って公
共用水域の水質に影響
を及ぼすことはないこ
とから、ミティゲー
ションは想定していな
い。

施設の供用に伴うし尿
等の汚水による影響は
ないことから、ミティ
ゲーションは想定して
いない。

0 － 0 0 0

13 お台場海浜公園

工事の実施に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

工事の実施に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

0 － 0 0

工事の実施に伴って公
共用水域の水質に影響
を及ぼすことはないこ
とから、ミティゲー
ションは想定していな
い。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用に伴うし尿
等の汚水による影響は
ないことから、ミティ
ゲーションは想定して
いない。

工事の実施に伴って公
共用水域の水質に影響
を及ぼすことはないこ
とから、ミティゲー
ションは想定していな
い。

0 － 0 0

14 潮風公園

工事の実施に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

工事の実施に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

0 － 0 0

工事の実施に伴って公
共用水域の水質に影響
を及ぼすことはないこ
とから、ミティゲー
ションは想定していな
い。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用に伴うし尿
等の汚水による影響は
ないことから、ミティ
ゲーションは想定して
いない。

工事の実施に伴って公
共用水域の水質に影響
を及ぼすことはないこ
とから、ミティゲー
ションは想定していな
い。

0 － 0 0

15～16
東京ビッグサイト・ホール
Ａ、Ｂ

工事の実施に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

工事の実施に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

オリンピックによる新
たな恒久施設はなく、
開催後の状況に開催前
との変化はないことか
ら対象外とする。

0 － 0 0 －

工事の実施に伴って公
共用水域の水質に影響
を及ぼすことはないこ
とから、ミティゲー
ションは想定していな
い。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用に伴うし尿
等の汚水による影響は
ないことから、ミティ
ゲーションは想定して
いない。

工事の実施に伴って公
共用水域の水質に影響
を及ぼすことはないこ
とから、ミティゲー
ションは想定していな
い。

オリンピックによる新
たな恒久施設はなく、
開催後の状況に開催前
との変化はないことか
ら対象外とする。

0 － 0 0 －

二次評価

段階別影響 評価点

開催前 開催中 開催後 開催前 開催中 開催後

評価点

開催中 開催後

会場
一次評価

開催後 開催前

段階別影響

開催中開催前

No. 名称

4－4



評価指標別予測結果表（汚濁負荷(COD､T-N､T-P､BOD､SS等)の排出量）

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

二次評価

段階別影響 評価点

開催前 開催中 開催後 開催前 開催中 開催後

評価点

開催中 開催後

会場
一次評価

開催後 開催前

段階別影響

開催中開催前

No. 名称

17 大井ホッケー競技場

工事の実施に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

工事の実施に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

施設の供用に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

0 － 0 0 0

工事の実施に伴って公
共用水域の水質に影響
を及ぼすことはないこ
とから、ミティゲー
ションは想定していな
い。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用に伴うし尿
等の汚水による影響は
ないことから、ミティ
ゲーションは想定して
いない。

工事の実施に伴って公
共用水域の水質に影響
を及ぼすことはないこ
とから、ミティゲー
ションは想定していな
い。

施設の供用に伴うし尿
等の汚水による影響は
ないことから、ミティ
ゲーションは想定して
いない。

0 － 0 0 0

18
海の森クロスカントリー
コース

工事の実施に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

工事の実施に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

0 － 0 0

工事の実施に伴って公
共用水域の水質に影響
を及ぼすことはないこ
とから、ミティゲー
ションは想定していな
い。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用に伴うし尿
等の汚水による影響は
ないことから、ミティ
ゲーションは想定して
いない。

工事の実施に伴って公
共用水域の水質に影響
を及ぼすことはないこ
とから、ミティゲー
ションは想定していな
い。

0 － 0 0

19 海の森水上競技場

陸域工事に伴う汚濁負
荷物質による影響はな
いものの、海域工事の
実施に伴うって発生す
る濁りによる影響がみ
られる。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

工事の実施に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

施設の供用に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

-1 － 0 0 0

海域工事における影響
がみられるが、濁りの
発生を抑制するための
ミティゲーションによ
り影響が低減される。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用に伴うし尿
等の汚水による影響は
ないことから、ミティ
ゲーションは想定して
いない。

工事の実施に伴って公
共用水域の水質に影響
を及ぼすことはないこ
とから、ミティゲー
ションは想定していな
い。

施設の供用に伴うし尿
等の汚水による影響は
ないことから、ミティ
ゲーションは想定して
いない。

0 － 0 0 0

20
海の森マウンテンバイク
コース

工事の実施に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

工事の実施に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

0 － 0 0

工事の実施に伴って公
共用水域の水質に影響
を及ぼすことはないこ
とから、ミティゲー
ションは想定していな
い。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用に伴うし尿
等の汚水による影響は
ないことから、ミティ
ゲーションは想定して
いない。

工事の実施に伴って公
共用水域の水質に影響
を及ぼすことはないこ
とから、ミティゲー
ションは想定していな
い。

0 － 0 0

21 若洲オリンピックマリーナ

陸域工事に伴う汚濁負
荷物質による影響はな
いものの、海域工事の
実施に伴うって発生す
る濁りによる影響がみ
られる。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

工事の実施に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

施設の供用に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

-1 － 0 0 0

海域工事における影響
がみられるが、濁りの
発生を抑制するための
ミティゲーションによ
り影響が低減される。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用に伴うし尿
等の汚水による影響は
ないことから、ミティ
ゲーションは想定して
いない。

工事の実施に伴って公
共用水域の水質に影響
を及ぼすことはないこ
とから、ミティゲー
ションは想定していな
い。

施設の供用に伴うし尿
等の汚水による影響は
ないことから、ミティ
ゲーションは想定して
いない。

0 － 0 0 0

22 葛西臨海公園

工事の実施に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

工事の実施に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

施設の供用に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

0 － 0 0 0

工事の実施に伴って公
共用水域の水質に影響
を及ぼすことはないこ
とから、ミティゲー
ションは想定していな
い。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用に伴うし尿
等の汚水による影響は
ないことから、ミティ
ゲーションは想定して
いない。

工事の実施に伴って公
共用水域の水質に影響
を及ぼすことはないこ
とから、ミティゲー
ションは想定していな
い。

施設の供用に伴うし尿
等の汚水による影響は
ないことから、ミティ
ゲーションは想定して
いない。

0 － 0 0 0

23～24
夢の島ユース・プラザ・ア
リーナＡ、Ｂ

工事の実施に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

工事の実施に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

施設の供用に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

0 － 0 0 0

工事の実施に伴って公
共用水域の水質に影響
を及ぼすことはないこ
とから、ミティゲー
ションは想定していな
い。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用に伴うし尿
等の汚水による影響は
ないことから、ミティ
ゲーションは想定して
いない。

工事の実施に伴って公
共用水域の水質に影響
を及ぼすことはないこ
とから、ミティゲー
ションは想定していな
い。

施設の供用に伴うし尿
等の汚水による影響は
ないことから、ミティ
ゲーションは想定して
いない。

0 － 0 0 0

25 夢の島公園

工事の実施に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

工事の実施に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

施設の供用に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

0 － 0 0 0

工事の実施に伴って公
共用水域の水質に影響
を及ぼすことはないこ
とから、ミティゲー
ションは想定していな
い。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用に伴うし尿
等の汚水による影響は
ないことから、ミティ
ゲーションは想定して
いない。

工事の実施に伴って公
共用水域の水質に影響
を及ぼすことはないこ
とから、ミティゲー
ションは想定していな
い。

施設の供用に伴うし尿
等の汚水による影響は
ないことから、ミティ
ゲーションは想定して
いない。

0 － 0 0 0

26 夢の島競技場

工事の実施に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

工事の実施に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

オリンピックによる新
たな恒久施設はなく、
開催後の状況に開催前
との変化はないことか
ら対象外とする。

0 － 0 0 －

工事の実施に伴って公
共用水域の水質に影響
を及ぼすことはないこ
とから、ミティゲー
ションは想定していな
い。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用に伴うし尿
等の汚水による影響は
ないことから、ミティ
ゲーションは想定して
いない。

工事の実施に伴って公
共用水域の水質に影響
を及ぼすことはないこ
とから、ミティゲー
ションは想定していな
い。

オリンピックによる新
たな恒久施設はなく、
開催後の状況に開催前
との変化はないことか
ら対象外とする。

0 － 0 0 －

27～28
オリンピックアクアティク
スセンター
ウォーターポロアリーナ

工事の実施に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

工事の実施に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

施設の供用に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

0 － 0 0 0

工事の実施に伴って公
共用水域の水質に影響
を及ぼすことはないこ
とから、ミティゲー
ションは想定していな
い。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用に伴うし尿
等の汚水による影響は
ないことから、ミティ
ゲーションは想定して
いない。

工事の実施に伴って公
共用水域の水質に影響
を及ぼすことはないこ
とから、ミティゲー
ションは想定していな
い。

施設の供用に伴うし尿
等の汚水による影響は
ないことから、ミティ
ゲーションは想定して
いない。

0 － 0 0 0

29
武蔵野の森総合スポーツ施
設

工事の実施に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

工事の実施に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

施設の供用に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

0 － 0 0 0

工事の実施に伴って公
共用水域の水質に影響
を及ぼすことはないこ
とから、ミティゲー
ションは想定していな
い。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用に伴うし尿
等の汚水による影響は
ないことから、ミティ
ゲーションは想定して
いない。

工事の実施に伴って公
共用水域の水質に影響
を及ぼすことはないこ
とから、ミティゲー
ションは想定していな
い。

施設の供用に伴うし尿
等の汚水による影響は
ないことから、ミティ
ゲーションは想定して
いない。

0 － 0 0 0

30 東京スタジアム

工事の実施に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

工事の実施に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

オリンピックによる新
たな恒久施設はなく、
開催後の状況に開催前
との変化はないことか
ら対象外とする。

0 － 0 0 －

工事の実施に伴って公
共用水域の水質に影響
を及ぼすことはないこ
とから、ミティゲー
ションは想定していな
い。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用に伴うし尿
等の汚水による影響は
ないことから、ミティ
ゲーションは想定して
いない。

工事の実施に伴って公
共用水域の水質に影響
を及ぼすことはないこ
とから、ミティゲー
ションは想定していな
い。

オリンピックによる新
たな恒久施設はなく、
開催後の状況に開催前
との変化はないことか
ら対象外とする。

0 － 0 0 －

31 武蔵野の森公園

工事の実施に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

工事の実施に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

0 － 0 0

工事の実施に伴って公
共用水域の水質に影響
を及ぼすことはないこ
とから、ミティゲー
ションは想定していな
い。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用に伴うし尿
等の汚水による影響は
ないことから、ミティ
ゲーションは想定して
いない。

工事の実施に伴って公
共用水域の水質に影響
を及ぼすことはないこ
とから、ミティゲー
ションは想定していな
い。

0 － 0 0

32 陸上自衛隊朝霞訓練場

工事の実施に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

工事の実施に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

0 － 0 0

工事の実施に伴って公
共用水域の水質に影響
を及ぼすことはないこ
とから、ミティゲー
ションは想定していな
い。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用に伴うし尿
等の汚水による影響は
ないことから、ミティ
ゲーションは想定して
いない。

工事の実施に伴って公
共用水域の水質に影響
を及ぼすことはないこ
とから、ミティゲー
ションは想定していな
い。

0 － 0 0

33 霞ヶ関カンツリー倶楽部

工事の実施に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

工事の実施に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

オリンピックによる新
たな恒久施設はなく、
開催後の状況に開催前
との変化はないことか
ら対象外とする。

0 － 0 0 －

工事の実施に伴って公
共用水域の水質に影響
を及ぼすことはないこ
とから、ミティゲー
ションは想定していな
い。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用に伴うし尿
等の汚水による影響は
ないことから、ミティ
ゲーションは想定して
いない。

工事の実施に伴って公
共用水域の水質に影響
を及ぼすことはないこ
とから、ミティゲー
ションは想定していな
い。

オリンピックによる新
たな恒久施設はなく、
開催後の状況に開催前
との変化はないことか
ら対象外とする。

0 － 0 0 －
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評価指標別予測結果表（汚濁負荷(COD､T-N､T-P､BOD､SS等)の排出量）

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

二次評価

段階別影響 評価点

開催前 開催中 開催後 開催前 開催中 開催後

評価点

開催中 開催後

会場
一次評価

開催後 開催前

段階別影響

開催中開催前

No. 名称

34 札幌ドーム

工事の実施に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

工事の実施に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

オリンピックによる新
たな恒久施設はなく、
開催後の状況に開催前
との変化はないことか
ら対象外とする。

0 － 0 0 －

工事の実施に伴って公
共用水域の水質に影響
を及ぼすことはないこ
とから、ミティゲー
ションは想定していな
い。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用に伴うし尿
等の汚水による影響は
ないことから、ミティ
ゲーションは想定して
いない。

工事の実施に伴って公
共用水域の水質に影響
を及ぼすことはないこ
とから、ミティゲー
ションは想定していな
い。

オリンピックによる新
たな恒久施設はなく、
開催後の状況に開催前
との変化はないことか
ら対象外とする。

0 － 0 0 －

35 宮城スタジアム

工事の実施に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

工事の実施に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

オリンピックによる新
たな恒久施設はなく、
開催後の状況に開催前
との変化はないことか
ら対象外とする。

0 － 0 0 －

工事の実施に伴って公
共用水域の水質に影響
を及ぼすことはないこ
とから、ミティゲー
ションは想定していな
い。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用に伴うし尿
等の汚水による影響は
ないことから、ミティ
ゲーションは想定して
いない。

工事の実施に伴って公
共用水域の水質に影響
を及ぼすことはないこ
とから、ミティゲー
ションは想定していな
い。

オリンピックによる新
たな恒久施設はなく、
開催後の状況に開催前
との変化はないことか
ら対象外とする。

0 － 0 0 －

36 埼玉スタジアム2002

工事の実施に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

工事の実施に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

オリンピックによる新
たな恒久施設はなく、
開催後の状況に開催前
との変化はないことか
ら対象外とする。

0 － 0 0 －

工事の実施に伴って公
共用水域の水質に影響
を及ぼすことはないこ
とから、ミティゲー
ションは想定していな
い。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用に伴うし尿
等の汚水による影響は
ないことから、ミティ
ゲーションは想定して
いない。

工事の実施に伴って公
共用水域の水質に影響
を及ぼすことはないこ
とから、ミティゲー
ションは想定していな
い。

オリンピックによる新
たな恒久施設はなく、
開催後の状況に開催前
との変化はないことか
ら対象外とする。

0 － 0 0 －

37 横浜国際総合競技場

工事の実施に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

工事の実施に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

オリンピックによる新
たな恒久施設はなく、
開催後の状況に開催前
との変化はないことか
ら対象外とする。

0 － 0 0 －

工事の実施に伴って公
共用水域の水質に影響
を及ぼすことはないこ
とから、ミティゲー
ションは想定していな
い。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用に伴うし尿
等の汚水による影響は
ないことから、ミティ
ゲーションは想定して
いない。

工事の実施に伴って公
共用水域の水質に影響
を及ぼすことはないこ
とから、ミティゲー
ションは想定していな
い。

オリンピックによる新
たな恒久施設はなく、
開催後の状況に開催前
との変化はないことか
ら対象外とする。

0 － 0 0 －

OV 選手村

工事の実施に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

工事の実施に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

施設の供用に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

0 － 0 0 0

工事の実施に伴って公
共用水域の水質に影響
を及ぼすことはないこ
とから、ミティゲー
ションは想定していな
い。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用に伴うし尿
等の汚水による影響は
ないことから、ミティ
ゲーションは想定して
いない。

工事の実施に伴って公
共用水域の水質に影響
を及ぼすことはないこ
とから、ミティゲー
ションは想定していな
い。

施設の供用に伴うし尿
等の汚水による影響は
ないことから、ミティ
ゲーションは想定して
いない。

0 － 0 0 0

IBC/MPC
東京ビッグサイト
(IBC/MPC)

工事の実施に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

工事の実施に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

施設の供用に伴うし尿
等の汚水は公共下水道
等に排出することか
ら、公共用水域の水質
に影響を及ぼすことは
ない。

0 － 0 0 0

工事の実施に伴って公
共用水域の水質に影響
を及ぼすことはないこ
とから、ミティゲー
ションは想定していな
い。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用に伴うし尿
等の汚水による影響は
ないことから、ミティ
ゲーションは想定して
いない。

工事の実施に伴って公
共用水域の水質に影響
を及ぼすことはないこ
とから、ミティゲー
ションは想定していな
い。

施設の供用に伴うし尿
等の汚水による影響は
ないことから、ミティ
ゲーションは想定して
いない。

0 － 0 0 0

4－6



評価指標別予測結果表（土壌汚染物質の拡散の可能性）

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

1
オリンピックスタジアム
(国立霞ヶ丘競技場)

履歴調査の結果、建設
予定地の土壌汚染の可
能性が想定される。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

工事の内容から土壌汚
染物質の拡散の可能性
はない。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

-1 － － 0 －

土壌汚染の可能性が想
定されるが、工事の際
に汚染が確認された場
合はミティゲーション
の実施により土壌汚染
物質が除去される。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

工事の内容から土壌汚
染物質の拡散の可能性
はないことから、ミ
ティゲーションは想定
していない。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

+1 － － 0 －

2 東京体育館
土地の改変等を伴う工
事は実施しないことか
ら対象外とする。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

土地の改変等を伴う工
事は実施しないことか
ら対象外とする。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

－ － － － －
土地の改変等を伴う工
事は実施しないことか
ら対象外とする。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

土地の改変等を伴う工
事は実施しないことか
ら対象外とする。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

－ － － － －

3 国立代々木競技場
土地の改変等を伴う工
事は実施しないことか
ら対象外とする。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

土地の改変等を伴う工
事は実施しないことか
ら対象外とする。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

－ － － － －
土地の改変等を伴う工
事は実施しないことか
ら対象外とする。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

土地の改変等を伴う工
事は実施しないことか
ら対象外とする。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

－ － － － －

4 日本武道館
履歴調査の結果、土壌
汚染物質の存在の可能
性はない。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

工事の内容から土壌汚
染物質の拡散の可能性
はない。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

0 － － 0 －

履歴調査の結果、土壌
汚染物質の存在の可能
性はないことから、ミ
ティゲーションは想定
していない。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

工事の内容から土壌汚
染物質の拡散の可能性
はないことから、ミ
ティゲーションは想定
していない。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

0 － － 0 －

5 皇居外苑
工事の内容から土壌汚
染物質の拡散の可能性
は非常に小さい。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

工事の内容から土壌汚
染物質の拡散の可能性
はない。

0 － － 0

工事の内容から土壌汚
染物質の拡散の可能性
は非常に小さく、ミ
ティゲーションは想定
していない。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

工事の内容から土壌汚
染物質の拡散の可能性
はないことから、ミ
ティゲーションは想定
していない。

0 － － 0

6 東京国際フォーラム
土地の改変等を伴う工
事は実施しないことか
ら対象外とする。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

土地の改変等を伴う工
事は実施しないことか
ら対象外とする。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

－ － － － －
土地の改変等を伴う工
事は実施しないことか
ら対象外とする。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

土地の改変等を伴う工
事は実施しないことか
ら対象外とする。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

－ － － － －

7 国技館
土地の改変等を伴う工
事は実施しないことか
ら対象外とする。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

土地の改変等を伴う工
事は実施しないことか
ら対象外とする。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

－ － － － －
土地の改変等を伴う工
事は実施しないことか
ら対象外とする。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

土地の改変等を伴う工
事は実施しないことか
ら対象外とする。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

－ － － － －

8 有明アリーナ
履歴調査の結果、土壌
汚染物質の存在の可能
性はない。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

工事の内容から土壌汚
染物質の拡散の可能性
はない。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

0 － － 0 －

履歴調査の結果、土壌
汚染物質の存在の可能
性はないことから、ミ
ティゲーションは想定
していない。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

工事の内容から土壌汚
染物質の拡散の可能性
はないことから、ミ
ティゲーションは想定
していない。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

0 － － 0 －

9 有明ＢＭＸコース
履歴調査の結果、土壌
汚染物質の存在の可能
性はない。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

工事の内容から土壌汚
染物質の拡散の可能性
はない。

0 － － 0

履歴調査の結果、土壌
汚染物質の存在の可能
性はないことから、ミ
ティゲーションは想定
していない。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

工事の内容から土壌汚
染物質の拡散の可能性
はないことから、ミ
ティゲーションは想定
していない。

0 － － 0

10 有明ベロドローム
履歴調査の結果、土壌
汚染物質の存在の可能
性はない。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

工事の内容から土壌汚
染物質の拡散の可能性
はない。

0 － － 0

履歴調査の結果、土壌
汚染物質の存在の可能
性はないことから、ミ
ティゲーションは想定
していない。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

工事の内容から土壌汚
染物質の拡散の可能性
はないことから、ミ
ティゲーションは想定
していない。

0 － － 0

11 有明体操競技場
履歴調査の結果、土壌
汚染物質の存在の可能
性はない。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

工事の内容から土壌汚
染物質の拡散の可能性
はない。

0 － － 0

履歴調査の結果、土壌
汚染物質の存在の可能
性はないことから、ミ
ティゲーションは想定
していない。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

工事の内容から土壌汚
染物質の拡散の可能性
はないことから、ミ
ティゲーションは想定
していない。

0 － － 0

12 有明テニスの森
履歴調査の結果、土壌
汚染物質の存在の可能
性はない。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

工事の内容から土壌汚
染物質の拡散の可能性
はない。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

0 － － 0 －

履歴調査の結果、土壌
汚染物質の存在の可能
性はないことから、ミ
ティゲーションは想定
していない。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

工事の内容から土壌汚
染物質の拡散の可能性
はないことから、ミ
ティゲーションは想定
していない。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

0 － － 0 －

13 お台場海浜公園
工事の内容から土壌汚
染物質の拡散の可能性
は非常に小さい。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

工事の内容から土壌汚
染物質の拡散の可能性
はない。

0 － － 0

工事の内容から土壌汚
染物質の拡散の可能性
は非常に小さく、ミ
ティゲーションは想定
していない。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

工事の内容から土壌汚
染物質の拡散の可能性
はないことから、ミ
ティゲーションは想定
していない。

0 － － 0

14 潮風公園
工事の内容から土壌汚
染物質の拡散の可能性
は非常に小さい。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

工事の内容から土壌汚
染物質の拡散の可能性
はない。

0 － － 0

工事の内容から土壌汚
染物質の拡散の可能性
は非常に小さく、ミ
ティゲーションは想定
していない。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

工事の内容から土壌汚
染物質の拡散の可能性
はないことから、ミ
ティゲーションは想定
していない。

0 － － 0

15～16
東京ビッグサイト・ホール
Ａ、Ｂ

土地の改変等を伴う工
事は実施しないことか
ら対象外とする。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

土地の改変等を伴う工
事は実施しないことか
ら対象外とする。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

－ － － － －
土地の改変等を伴う工
事は実施しないことか
ら対象外とする。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

土地の改変等を伴う工
事は実施しないことか
ら対象外とする。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

－ － － － －

17 大井ホッケー競技場
履歴調査の結果、土壌
汚染物質の存在の可能
性はない。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

工事の内容から土壌汚
染物質の拡散の可能性
はない。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

0 － － 0 －

履歴調査の結果、土壌
汚染物質の存在の可能
性はないことから、ミ
ティゲーションは想定
していない。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

工事の内容から土壌汚
染物質の拡散の可能性
はないことから、ミ
ティゲーションは想定
していない。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

0 － － 0 －

18
海の森クロスカントリー
コース

工事の内容から土壌汚
染物質の拡散の可能性
は非常に小さい。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

工事の内容から土壌汚
染物質の拡散の可能性
はない。

0 － － 0

工事の内容から土壌汚
染物質の拡散の可能性
は非常に小さく、ミ
ティゲーションは想定
していない。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

工事の内容から土壌汚
染物質の拡散の可能性
はないことから、ミ
ティゲーションは想定
していない。

0 － － 0

19 海の森水上競技場
履歴調査の結果、建設
予定地の土壌汚染の可
能性が想定される。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

工事の内容から土壌汚
染物質の拡散の可能性
はない。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

-1 － － 0 －

土壌汚染の可能性が想
定されるが、工事の際
に汚染が確認された場
合はミティゲーション
の実施により土壌汚染
物質が除去される。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

工事の内容から土壌汚
染物質の拡散の可能性
はないことから、ミ
ティゲーションは想定
していない。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

+1 － － 0 －

20
海の森マウンテンバイク
コース

工事の内容から土壌汚
染物質の拡散の可能性
は非常に小さい。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

工事の内容から土壌汚
染物質の拡散の可能性
はない。

0 － － 0

工事の内容から土壌汚
染物質の拡散の可能性
は非常に小さく、ミ
ティゲーションは想定
していない。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

工事の内容から土壌汚
染物質の拡散の可能性
はないことから、ミ
ティゲーションは想定
していない。

0 － － 0

21 若洲オリンピックマリーナ
工事の内容から土壌汚
染物質の拡散の可能性
は非常に小さい。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

工事の内容から土壌汚
染物質の拡散の可能性
はない。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

0 － － 0 －

工事の内容から土壌汚
染物質の拡散の可能性
は非常に小さく、ミ
ティゲーションは想定
していない。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

工事の内容から土壌汚
染物質の拡散の可能性
はないことから、ミ
ティゲーションは想定
していない。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

0 － － 0 －

二次評価

段階別影響 評価点

開催前 開催中 開催後 開催前 開催中 開催後

評価点

開催中 開催後

会場
一次評価

開催後 開催前

段階別影響

開催中開催前

No. 名称
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評価指標別予測結果表（土壌汚染物質の拡散の可能性）

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

二次評価

段階別影響 評価点

開催前 開催中 開催後 開催前 開催中 開催後

評価点

開催中 開催後

会場
一次評価

開催後 開催前

段階別影響

開催中開催前

No. 名称

22 葛西臨海公園
履歴調査の結果、土壌
汚染物質の存在の可能
性はない。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

工事の内容から土壌汚
染物質の拡散の可能性
はない。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

0 － － 0 －

履歴調査の結果、土壌
汚染物質の存在の可能
性はないことから、ミ
ティゲーションは想定
していない。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

工事の内容から土壌汚
染物質の拡散の可能性
はないことから、ミ
ティゲーションは想定
していない。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

0 － － 0 －

23～24
夢の島ユース・プラザ・ア
リーナＡ、Ｂ

履歴調査の結果、建設
予定地の土壌汚染の可
能性が想定される。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

仮設撤去において土地
の改変等を伴う工事は
実施しないことから対
象外とする。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

-1 － － － －

土壌汚染の可能性が想
定されるが、工事の際
に汚染が確認された場
合はミティゲーション
の実施により土壌汚染
物質が除去される。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

仮設撤去において土地
の改変等を伴う工事は
実施しないことから対
象外とする。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

+1 － － － －

25 夢の島公園
履歴調査の結果、建設
予定地の土壌汚染の可
能性が想定される。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

工事の内容から土壌汚
染物質の拡散の可能性
はない。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

-1 － － 0 －

土壌汚染の可能性が想
定されるが、工事の際
に汚染が確認された場
合はミティゲーション
の実施により土壌汚染
物質が除去される。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

工事の内容から土壌汚
染物質の拡散の可能性
はないことから、ミ
ティゲーションは想定
していない。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

+1 － － 0 －

26 夢の島競技場
土地の改変等を伴う工
事は実施しないことか
ら対象外とする。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

土地の改変等を伴う工
事は実施しないことか
ら対象外とする。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

－ － － － －
土地の改変等を伴う工
事は実施しないことか
ら対象外とする。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

土地の改変等を伴う工
事は実施しないことか
ら対象外とする。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

－ － － － －

27～28
オリンピックアクアティク
スセンター
ウォーターポロアリーナ

履歴調査の結果、土壌
汚染物質の存在の可能
性はない。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

比較的規模の大きい撤
去工事を行うが、履歴
調査の結果から、土壌
汚染物質の拡散の可能
性はない。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

0 － － 0 －

履歴調査の結果、土壌
汚染物質の存在の可能
性はないことから、ミ
ティゲーションは想定
していない。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

履歴調査の結果から土
壌汚染物質の拡散の可
能性はないことから、
ミティゲーションは想
定していない。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

0 － － 0 －

29
武蔵野の森総合スポーツ施
設

履歴調査の結果、土壌
汚染物質の存在の可能
性はない。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

工事の内容から土壌汚
染物質の拡散の可能性
はない。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

0 － － 0 －

履歴調査の結果、土壌
汚染物質の存在の可能
性はないことから、ミ
ティゲーションは想定
していない。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

工事の内容から土壌汚
染物質の拡散の可能性
はないことから、ミ
ティゲーションは想定
していない。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

0 － － 0 －

30 東京スタジアム
土地の改変等を伴う工
事は実施しないことか
ら対象外とする。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

土地の改変等を伴う工
事は実施しないことか
ら対象外とする。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

－ － － － －
土地の改変等を伴う工
事は実施しないことか
ら対象外とする。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

土地の改変等を伴う工
事は実施しないことか
ら対象外とする。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

－ － － － －

31 武蔵野の森公園
工事の内容から土壌汚
染物質の拡散の可能性
は非常に小さい。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

工事の内容から土壌汚
染物質の拡散の可能性
はない。

0 － － 0

工事の内容から土壌汚
染物質の拡散の可能性
は非常に小さく、ミ
ティゲーションは想定
していない。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

工事の内容から土壌汚
染物質の拡散の可能性
はないことから、ミ
ティゲーションは想定
していない。

0 － － 0

32 陸上自衛隊朝霞訓練場
工事の内容から土壌汚
染物質の拡散の可能性
は非常に小さい。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

工事の内容から土壌汚
染物質の拡散の可能性
はない。

0 － － 0

工事の内容から土壌汚
染物質の拡散の可能性
は非常に小さく、ミ
ティゲーションは想定
していない。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

工事の内容から土壌汚
染物質の拡散の可能性
はないことから、ミ
ティゲーションは想定
していない。

0 － － 0

33 霞ヶ関カンツリー倶楽部
土地の改変等を伴う工
事は実施しないことか
ら対象外とする。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

土地の改変等を伴う工
事は実施しないことか
ら対象外とする。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

－ － － － －
土地の改変等を伴う工
事は実施しないことか
ら対象外とする。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

土地の改変等を伴う工
事は実施しないことか
ら対象外とする。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

－ － － － －

34 札幌ドーム
土地の改変等を伴う工
事は実施しないことか
ら対象外とする。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

土地の改変等を伴う工
事は実施しないことか
ら対象外とする。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

－ － － － －
土地の改変等を伴う工
事は実施しないことか
ら対象外とする。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

土地の改変等を伴う工
事は実施しないことか
ら対象外とする。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

－ － － － －

35 宮城スタジアム
土地の改変等を伴う工
事は実施しないことか
ら対象外とする。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

土地の改変等を伴う工
事は実施しないことか
ら対象外とする。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

－ － － － －
土地の改変等を伴う工
事は実施しないことか
ら対象外とする。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

土地の改変等を伴う工
事は実施しないことか
ら対象外とする。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

－ － － － －

36 埼玉スタジアム2002
土地の改変等を伴う工
事は実施しないことか
ら対象外とする。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

土地の改変等を伴う工
事は実施しないことか
ら対象外とする。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

－ － － － －
土地の改変等を伴う工
事は実施しないことか
ら対象外とする。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

土地の改変等を伴う工
事は実施しないことか
ら対象外とする。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

－ － － － －

37 横浜国際総合競技場
土地の改変等を伴う工
事は実施しないことか
ら対象外とする。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

土地の改変等を伴う工
事は実施しないことか
ら対象外とする。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

－ － － － －
土地の改変等を伴う工
事は実施しないことか
ら対象外とする。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

土地の改変等を伴う工
事は実施しないことか
ら対象外とする。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

－ － － － －

OV 選手村
履歴調査の結果、土壌
汚染物質の存在の可能
性はない。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

工事の内容から土壌汚
染物質の拡散の可能性
はない。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

0 － － 0 －

履歴調査の結果、土壌
汚染物質の存在の可能
性はないことから、ミ
ティゲーションは想定
していない。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

工事の内容から土壌汚
染物質の拡散の可能性
はないことから、ミ
ティゲーションは想定
していない。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

0 － － 0 －

IBC/MPC
東京ビッグサイト
(IBC/MPC)

履歴調査の結果、土壌
汚染物質の存在の可能
性はない。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

工事の内容から土壌汚
染物質の拡散の可能性
はない。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

0 － － 0 －

履歴調査の結果、土壌
汚染物質の存在の可能
性はないことから、ミ
ティゲーションは想定
していない。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

工事の内容から土壌汚
染物質の拡散の可能性
はないことから、ミ
ティゲーションは想定
していない。

影響要因が想定されな
いことから対象外とす
る。

0 － － 0 －
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評価指標別予測結果表（生物の生育・生息基盤の状況）

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

1
オリンピックスタジアム
(国立霞ヶ丘競技場)

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

重要な生物・生態系の
賦存地の改変はない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

重要な生物・生態系の
賦存地の改変はない。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

重要な生物・生態系の
賦存地の改変はない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

重要な生物・生態系の
賦存地の改変はない。

－ 0 － 0

2 東京体育館

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

3 国立代々木競技場

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

4 日本武道館

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

5 皇居外苑

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

6 東京国際フォーラム

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

7 国技館

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

8 有明アリーナ

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

重要な生物・生態系の
賦存地の改変はない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

重要な生物・生態系の
賦存地の改変はない。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

重要な生物・生態系の
賦存地の改変はない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

重要な生物・生態系の
賦存地の改変はない。

－ 0 － 0

9 有明ＢＭＸコース

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

重要な生物・生態系の
賦存地の改変はない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

重要な生物・生態系の
賦存地の改変はない。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

重要な生物・生態系の
賦存地の改変はない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

重要な生物・生態系の
賦存地の改変はない。

－ 0 － 0

10 有明ベロドローム

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

重要な生物・生態系の
賦存地の改変はない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

重要な生物・生態系の
賦存地の改変はない。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

重要な生物・生態系の
賦存地の改変はない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

重要な生物・生態系の
賦存地の改変はない。

－ 0 － 0

11 有明体操競技場

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

重要な生物・生態系の
賦存地の改変はない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

重要な生物・生態系の
賦存地の改変はない。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

重要な生物・生態系の
賦存地の改変はない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

重要な生物・生態系の
賦存地の改変はない。

－ 0 － 0

12 有明テニスの森

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

重要な生物・生態系の
賦存地の改変はない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

重要な生物・生態系の
賦存地の改変はない。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

重要な生物・生態系の
賦存地の改変はない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

重要な生物・生態系の
賦存地の改変はない。

－ 0 － 0

13 お台場海浜公園

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

重要な生物・生態系の
賦存地の改変はない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

重要な生物・生態系の
賦存地の改変はない。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

重要な生物・生態系の
賦存地の改変はない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

重要な生物・生態系の
賦存地の改変はない。

－ 0 － 0

14 潮風公園

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

重要な生物・生態系の
賦存地の改変はない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

重要な生物・生態系の
賦存地の改変はない。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

重要な生物・生態系の
賦存地の改変はない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

重要な生物・生態系の
賦存地の改変はない。

－ 0 － 0

15～16
東京ビッグサイト・ホール
Ａ、Ｂ

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

17 大井ホッケー競技場

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

重要な生物・生態系の
賦存地の改変はない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

重要な生物・生態系の
賦存地の改変はない。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

重要な生物・生態系の
賦存地の改変はない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

重要な生物・生態系の
賦存地の改変はない。

－ 0 － 0

18
海の森クロスカントリー
コース

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

重要な生物・生態系の
賦存地の改変はない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

重要な生物・生態系の
賦存地の改変はない。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

重要な生物・生態系の
賦存地の改変はない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

重要な生物・生態系の
賦存地の改変はない。

－ 0 － 0

19 海の森水上競技場

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

重要な生物・生態系の
賦存地の改変はない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

重要な生物・生態系の
賦存地の改変はない。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

重要な生物・生態系の
賦存地の改変はない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

重要な生物・生態系の
賦存地の改変はない。

－ 0 － 0

二次評価

段階別影響 評価点

開催前 開催中 開催後 開催前 開催中 開催後

評価点

開催中 開催後

会場
一次評価

開催後 開催前

段階別影響

開催中開催前

No. 名称
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評価指標別予測結果表（生物の生育・生息基盤の状況）

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

二次評価

段階別影響 評価点

開催前 開催中 開催後 開催前 開催中 開催後

評価点

開催中 開催後

会場
一次評価

開催後 開催前

段階別影響

開催中開催前

No. 名称

20
海の森マウンテンバイク
コース

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

重要な生物・生態系の
賦存地の改変はない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

重要な生物・生態系の
賦存地の改変はない。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

重要な生物・生態系の
賦存地の改変はない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

重要な生物・生態系の
賦存地の改変はない。

－ 0 － 0

21 若洲オリンピックマリーナ

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

重要な生物・生態系の
賦存地の改変はない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

重要な生物・生態系の
賦存地の改変はない。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

重要な生物・生態系の
賦存地の改変はない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

重要な生物・生態系の
賦存地の改変はない。

－ 0 － 0

22 葛西臨海公園

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

重要な生物・生態系の
賦存地の改変はない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

重要な生物・生態系の
賦存地の改変はない。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

重要な生物・生態系の
賦存地の改変はない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

重要な生物・生態系の
賦存地の改変はない。

－ 0 － 0

23～24
夢の島ユース・プラザ・ア
リーナＡ、Ｂ

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

重要な生物・生態系の
賦存地の改変はない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

重要な生物・生態系の
賦存地の改変はない。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

重要な生物・生態系の
賦存地の改変はない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

重要な生物・生態系の
賦存地の改変はない。

－ 0 － 0

25 夢の島公園

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

重要な生物・生態系の
賦存地の改変はない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

重要な生物・生態系の
賦存地の改変はない。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

重要な生物・生態系の
賦存地の改変はない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

重要な生物・生態系の
賦存地の改変はない。

－ 0 － 0

26 夢の島競技場

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

重要な生物・生態系の
賦存地の改変はない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

重要な生物・生態系の
賦存地の改変はない。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

重要な生物・生態系の
賦存地の改変はない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

重要な生物・生態系の
賦存地の改変はない。

－ 0 － 0

27～28
オリンピックアクアティク
スセンター
ウォーターポロアリーナ

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

重要な生物・生態系の
賦存地の改変はない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

重要な生物・生態系の
賦存地の改変はない。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

重要な生物・生態系の
賦存地の改変はない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

重要な生物・生態系の
賦存地の改変はない。

－ 0 － 0

29
武蔵野の森総合スポーツ施
設

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

重要な生物・生態系の
賦存地の改変はない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

重要な生物・生態系の
賦存地の改変はない。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

重要な生物・生態系の
賦存地の改変はない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

重要な生物・生態系の
賦存地の改変はない。

－ 0 － 0

30 東京スタジアム

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

31 武蔵野の森公園

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

重要な生物・生態系の
賦存地の改変はない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

重要な生物・生態系の
賦存地の改変はない。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

重要な生物・生態系の
賦存地の改変はない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

重要な生物・生態系の
賦存地の改変はない。

－ 0 － 0

32 陸上自衛隊朝霞訓練場

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

重要な生物・生態系の
賦存地の改変はない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

重要な生物・生態系の
賦存地の改変はない。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

重要な生物・生態系の
賦存地の改変はない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

重要な生物・生態系の
賦存地の改変はない。

－ 0 － 0

33 霞ヶ関カンツリー倶楽部

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

重要な生物・生態系の
賦存地の改変はない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

重要な生物・生態系の
賦存地の改変はない。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

重要な生物・生態系の
賦存地の改変はない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

重要な生物・生態系の
賦存地の改変はない。

－ 0 － 0

34 札幌ドーム

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

35 宮城スタジアム

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

36 埼玉スタジアム2002

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

37 横浜国際総合競技場

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

OV 選手村

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

重要な生物・生態系の
賦存地の改変はない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

重要な生物・生態系の
賦存地の改変はない。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

重要な生物・生態系の
賦存地の改変はない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

重要な生物・生態系の
賦存地の改変はない。

－ 0 － 0

IBC/MPC
東京ビッグサイト
(IBC/MPC)

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

重要な生物・生態系の
賦存地の改変はない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

重要な生物・生態系の
賦存地の改変はない。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

重要な生物・生態系の
賦存地の改変はない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

重要な生物・生態系の
賦存地の改変はない。

－ 0 － 0
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評価指標別予測結果表（雨水の地下浸透能力）

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

1
オリンピックスタジアム
(国立霞ヶ丘競技場)

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

新設(恒久)は現況の公
園内の樹林上に設置さ
れることより、浸透域
が減少する。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

新設(恒久)は現況の公
園内の樹林上に設置さ
れることより、浸透域
が減少する。

－ -1 － -1

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

雨水浸透施設設置によ
り、現況と同程度の浸
透を確保できると想定
した。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

雨水浸透施設設置によ
り、現況と同程度の浸
透を確保できると想定
した。

－ 0 － 0

2 東京体育館

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

新設(恒久)は現況の公
園内の樹林上に設置さ
れることより、浸透域
が減少する。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

新設(恒久)は現況の公
園内の樹林上に設置さ
れることより、浸透域
が減少する。

－ -1 － -1

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

雨水浸透施設設置によ
り、現況と同程度の浸
透を確保できると想定
した。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

雨水浸透施設設置によ
り、現況と同程度の浸
透を確保できると想定
した。

－ 0 － 0

3 国立代々木競技場

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

浸透域の一部が改変さ
れるが、被覆率はほと
んど現況と変わらな
い。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

浸透域の一部が改変さ
れるが、被覆率はほと
んど現況と変わらな
い。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

浸透域の一部が改変さ
れるが、被覆率はほと
んど現況と変わらな
い。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

浸透域の一部が改変さ
れるが、被覆率はほと
んど現況と変わらな
い。

－ 0 － 0

4 日本武道館

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

新設の地下室により一
部浸透域の改変が行わ
れるが、ほとんど現況
と変わらない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

新設の地下室により一
部浸透域の改変が行わ
れるが、ほとんど現況
と変わらない。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

新設の地下室により一
部浸透域の改変が行わ
れるが、ほとんど現況
と変わらない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

新設の地下室により一
部浸透域の改変が行わ
れるが、ほとんど現況
と変わらない。

－ 0 － 0

5 皇居外苑

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

浸透域の改変は行われ
ることはなく、現況と
変わらない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

浸透域の改変は行われ
ることはなく、現況と
変わらない。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

浸透域の改変は行われ
ることはなく、現況と
変わらない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

浸透域の改変は行われ
ることはなく、現況と
変わらない。

－ 0 － 0

6 東京国際フォーラム

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面の改変が行われ
ないため対象外とす
る。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面の改変が行われ
ないため対象外とす
る。

－ － － －

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面の改変が行われ
ないため対象外とす
る。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面の改変が行われ
ないため対象外とす
る。

－ － － －

7 国技館

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

浸透域の改変は行われ
ることはなく、現況と
変わらない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

浸透域の改変は行われ
ることはなく、現況と
変わらない。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

浸透域の改変は行われ
ることはなく、現況と
変わらない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

浸透域の改変は行われ
ることはなく、現況と
変わらない。

－ 0 － 0

8 有明アリーナ

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

海面埋立地であるため
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

海面埋立地であるため
対象外とする。

－ － － －

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

海面埋立地であるため
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

海面埋立地であるため
対象外とする。

－ － － －

9 有明ＢＭＸコース

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

海面埋立地であるため
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

海面埋立地であるため
対象外とする。

－ － － －

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

海面埋立地であるため
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

海面埋立地であるため
対象外とする。

－ － － －

10 有明ベロドローム

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

海面埋立地であるため
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

海面埋立地であるため
対象外とする。

－ － － －

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

海面埋立地であるため
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

海面埋立地であるため
対象外とする。

－ － － －

11 有明体操競技場

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

海面埋立地であるため
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

海面埋立地であるため
対象外とする。

－ － － －

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

海面埋立地であるため
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

海面埋立地であるため
対象外とする。

－ － － －

12 有明テニスの森

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

海面埋立地であるため
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

海面埋立地であるため
対象外とする。

－ － － －

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

海面埋立地であるため
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

海面埋立地であるため
対象外とする。

－ － － －

13 お台場海浜公園

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

海面埋立地であるため
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

海面埋立地であるため
対象外とする。

－ － － －

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

海面埋立地であるため
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

海面埋立地であるため
対象外とする。

－ － － －

14 潮風公園

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

海面埋立地であるため
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

海面埋立地であるため
対象外とする。

－ － － －

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

海面埋立地であるため
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

海面埋立地であるため
対象外とする。

－ － － －

15～16
東京ビッグサイト・ホール
Ａ、Ｂ

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

海面埋立地であるため
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

海面埋立地であるため
対象外とする。

－ － － －

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

海面埋立地であるため
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

海面埋立地であるため
対象外とする。

－ － － －

17 大井ホッケー競技場

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

海面埋立地であるため
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

海面埋立地であるため
対象外とする。

－ － － －

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

海面埋立地であるため
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

海面埋立地であるため
対象外とする。

－ － － －

18
海の森クロスカントリー
コース

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

海面埋立地であるため
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

海面埋立地であるため
対象外とする。

－ － － －

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

海面埋立地であるため
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

海面埋立地であるため
対象外とする。

－ － － －

19 海の森水上競技場

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

海面埋立地であるため
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

海面埋立地であるため
対象外とする。

－ － － －

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

海面埋立地であるため
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

海面埋立地であるため
対象外とする。

－ － － －

二次評価

段階別影響 評価点

開催前 開催中 開催後 開催前 開催中 開催後

評価点

開催中 開催後

会場
一次評価

開催後 開催前

段階別影響

開催中開催前

No. 名称

4－11



評価指標別予測結果表（雨水の地下浸透能力）

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

二次評価

段階別影響 評価点

開催前 開催中 開催後 開催前 開催中 開催後

評価点

開催中 開催後

会場
一次評価

開催後 開催前

段階別影響

開催中開催前

No. 名称

20
海の森マウンテンバイク
コース

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

海面埋立地であるため
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

海面埋立地であるため
対象外とする。

－ － － －

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

海面埋立地であるため
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

海面埋立地であるため
対象外とする。

－ － － －

21 若洲オリンピックマリーナ

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

海面埋立地であるため
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

海面埋立地であるため
対象外とする。

－ － － －

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

海面埋立地であるため
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

海面埋立地であるため
対象外とする。

－ － － －

22 葛西臨海公園

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

海面埋立地であるため
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

海面埋立地であるため
対象外とする。

－ － － －

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

海面埋立地であるため
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

海面埋立地であるため
対象外とする。

－ － － －

23～24
夢の島ユース・プラザ・ア
リーナＡ、Ｂ

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

海面埋立地であるため
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

海面埋立地であるため
対象外とする。

－ － － －

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

海面埋立地であるため
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

海面埋立地であるため
対象外とする。

－ － － －

25 夢の島公園

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

海面埋立地であるため
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

海面埋立地であるため
対象外とする。

－ － － －

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

海面埋立地であるため
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

海面埋立地であるため
対象外とする。

－ － － －

26 夢の島競技場

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

海面埋立地であるため
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

海面埋立地であるため
対象外とする。

－ － － －

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

海面埋立地であるため
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

海面埋立地であるため
対象外とする。

－ － － －

27～28
オリンピックアクアティク
スセンター
ウォーターポロアリーナ

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

海面埋立地であるため
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

海面埋立地であるため
対象外とする。

－ － － －

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

海面埋立地であるため
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

海面埋立地であるため
対象外とする。

－ － － －

29
武蔵野の森総合スポーツ施
設

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

浸透域(グランド)の一
部に仮設が設置される
が、被覆率はほとんど
現況と変わらない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

仮設は撤去されること
により、浸透域の改変
は行われることはな
い。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

浸透域(グランド)の一
部に仮設が設置される
が、被覆率はほとんど
現況と変わらない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

仮設は撤去されること
により、浸透域の改変
は行われることはな
い。

－ 0 － 0

30 東京スタジアム

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

浸透域(グランド)の一
部に仮設が設置される
が、被覆率はほとんど
現況と変わらない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

仮設は撤去されること
により、浸透域の改変
は行われることはな
い。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

浸透域(グランド)の一
部に仮設が設置される
が、被覆率はほとんど
現況と変わらない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

仮設は撤去されること
により、浸透域の改変
は行われることはな
い。

－ 0 － 0

31 武蔵野の森公園

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

仮設により浸透域の一
部が改変されるが、被
覆率はほとんど現況と
変わらない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

仮設は撤去されること
により、浸透域の改変
は行われることはな
い。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

仮設により浸透域の一
部が改変されるが、被
覆率はほとんど現況と
変わらない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

仮設は撤去されること
により、浸透域の改変
は行われることはな
い。

－ 0 － 0

32 陸上自衛隊朝霞訓練場

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

仮設により浸透域の一
部が改変されるが、被
覆率はほとんど現況と
変わらない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

仮設は撤去されること
により、浸透域の改変
は行われることはな
い。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

仮設により浸透域の一
部が改変されるが、被
覆率はほとんど現況と
変わらない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

仮設は撤去されること
により、浸透域の改変
は行われることはな
い。

－ 0 － 0

33 霞ヶ関カンツリー倶楽部

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面の改変が行われ
ないため対象外とす
る。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面の改変が行われ
ないため対象外とす
る。

－ － － －

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面の改変が行われ
ないため対象外とす
る。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面の改変が行われ
ないため対象外とす
る。

－ － － －

34 札幌ドーム

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面の改変が行われ
ないため対象外とす
る。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面の改変が行われ
ないため対象外とす
る。

－ － － －

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面の改変が行われ
ないため対象外とす
る。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面の改変が行われ
ないため対象外とす
る。

－ － － －

35 宮城スタジアム

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面の改変が行われ
ないため対象外とす
る。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面の改変が行われ
ないため対象外とす
る。

－ － － －

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面の改変が行われ
ないため対象外とす
る。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面の改変が行われ
ないため対象外とす
る。

－ － － －

36 埼玉スタジアム2002

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面の改変が行われ
ないため対象外とす
る。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面の改変が行われ
ないため対象外とす
る。

－ － － －

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面の改変が行われ
ないため対象外とす
る。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面の改変が行われ
ないため対象外とす
る。

－ － － －

37 横浜国際総合競技場

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面の改変が行われ
ないため対象外とす
る。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面の改変が行われ
ないため対象外とす
る。

－ － － －

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面の改変が行われ
ないため対象外とす
る。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面の改変が行われ
ないため対象外とす
る。

－ － － －

OV 選手村

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

海面埋立地であるため
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

海面埋立地であるため
対象外とする。

－ － － －

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

海面埋立地であるため
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

海面埋立地であるため
対象外とする。

－ － － －

IBC/MPC
東京ビッグサイト
(IBC/MPC)

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

海面埋立地であるため
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

海面埋立地であるため
対象外とする。

－ － － －

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

海面埋立地であるため
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

海面埋立地であるため
対象外とする。

－ － － －
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評価指標別予測結果表（周辺の生物の生育・生息環境の連続性）

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

1
オリンピックスタジアム
(国立霞ヶ丘競技場)

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

まとまりのある又は連
続した樹林が改変され
ることから、生物の生
育・生息場所に消失・
分断が生じる。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

まとまりのある又は連
続した樹林が改変され
ることから、生物の生
育・生息場所に消失・
分断が生じる。

－ -1 － -1

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

ミティゲーションの実
施により、周辺の生物
の生育・生息環境の連
続性が現況レベルまで
改善する。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

ミティゲーションの実
施により、周辺の生物
の生育・生息環境の連
続性が現況レベルまで
改善する。

－ 0 － 0

2 東京体育館

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

3 国立代々木競技場

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

4 日本武道館

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

5 皇居外苑

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

6 東京国際フォーラム

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

7 国技館

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

8 有明アリーナ

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

生物の生育・生息場所
は改変されない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

仮設の撤去や施設の後
利用の対象は、駐車
場、砂利・舗装面、運
動場、芝生であり、評
価対象とする環境では
ないため、現況と変わ
らない。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

生物の生育・生息場所
は改変されない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

周辺の生物の生育・生
息場所の連続性は現況
と変わらない。

－ 0 － 0

9 有明ＢＭＸコース

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

生物の生育・生息場所
は改変されない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

仮設の撤去や施設の後
利用の対象は、駐車
場、砂利・舗装面、運
動場、芝生であり、評
価対象とする環境では
ないため、現況と変わ
らない。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

生物の生育・生息場所
は改変されない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

周辺の生物の生育・生
息場所の連続性は現況
と変わらない。

－ 0 － 0

10 有明ベロドローム

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

生物の生育・生息場所
は改変されない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

仮設の撤去や施設の後
利用の対象は、駐車
場、砂利・舗装面、運
動場、芝生であり、評
価対象とする環境では
ないため、現況と変わ
らない。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

生物の生育・生息場所
は改変されない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

周辺の生物の生育・生
息場所の連続性は現況
と変わらない。

－ 0 － 0

11 有明体操競技場

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

生物の生育・生息場所
は改変されない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

仮設の撤去や施設の後
利用の対象は、駐車
場、砂利・舗装面、運
動場、芝生であり、評
価対象とする環境では
ないため、現況と変わ
らない。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

生物の生育・生息場所
は改変されない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

周辺の生物の生育・生
息場所の連続性は現況
と変わらない。

－ 0 － 0

12 有明テニスの森

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

生物の生育・生息場所
は改変されない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

仮設の撤去や施設の後
利用の対象は、駐車
場、砂利・舗装面、運
動場、芝生であり、評
価対象とする環境では
ないため、現況と変わ
らない。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

生物の生育・生息場所
は改変されない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

周辺の生物の生育・生
息場所の連続性は現況
と変わらない。

－ 0 － 0

13 お台場海浜公園

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

生物の生育・生息場所
は改変されない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

生物の生育・生息場所
の分断はなく、現況と
変わらない。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

生物の生育・生息場所
は改変されない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

周辺の生物の生育・生
息場所の連続性は現況
と変わらない。

－ 0 － 0

14 潮風公園

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

生物の生育・生息場所
は改変されない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

仮設の撤去や施設の後
利用の対象は、駐車
場、砂利・舗装面、運
動場、芝生であり、評
価対象とする環境では
ないため、現況と変わ
らない。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

生物の生育・生息場所
は改変されない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

周辺の生物の生育・生
息場所の連続性は現況
と変わらない。

－ 0 － 0

15～16
東京ビッグサイト・ホール
Ａ、Ｂ

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

開催中 開催後開催後

No.

二次評価

段階別影響 評価点

開催前 開催中 開催後 開催前開催中

名称

会場
段階別影響

開催中開催前

一次評価

開催後 開催前

評価点
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工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

開催中 開催後開催後

No.

二次評価

段階別影響 評価点

開催前 開催中 開催後 開催前開催中

名称

会場
段階別影響

開催中開催前

一次評価

開催後 開催前

評価点

17 大井ホッケー競技場

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

生物の生育・生息場所
は改変されない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

仮設の撤去や施設の後
利用の対象は、駐車
場、砂利・舗装面、運
動場、芝生であり、評
価対象とする環境では
ないため、現況と変わ
らない。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

生物の生育・生息場所
は改変されない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

周辺の生物の生育・生
息場所の連続性は現況
と変わらない。

－ 0 － 0

18
海の森クロスカントリー
コース

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

生物の生育・生息場所
は改変されない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

仮設の撤去や施設の後
利用の対象は、駐車
場、砂利・舗装面、運
動場、芝生であり、評
価対象とする環境では
ないため、現況と変わ
らない。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

ミティゲーションの実
施により、広域に亘っ
て生物の生育・生息場
所が増大し、連続性が
向上する。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

ミティゲーションの実
施により、広域に亘っ
て生物の生育・生息場
所が増大し、連続性が
向上する。

－ +2 － +2

19 海の森水上競技場

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

生物の生育・生息場所
は改変されない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

仮設の撤去や施設の後
利用の対象は、駐車
場、砂利・舗装面、運
動場、芝生であり、評
価対象とする環境では
ないため、現況と変わ
らない。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

生物の生育・生息場所
は改変されない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

周辺の生物の生育・生
息場所の連続性は現況
と変わらない。

－ 0 － 0

20
海の森マウンテンバイク
コース

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

生物の生育・生息場所
は改変されない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

仮設の撤去や施設の後
利用の対象は、駐車
場、砂利・舗装面、運
動場、芝生であり、評
価対象とする環境では
ないため、現況と変わ
らない。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

生物の生育・生息場所
は改変されない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

周辺の生物の生育・生
息場所の連続性は現況
と変わらない。

－ 0 － 0

21 若洲オリンピックマリーナ

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

生物の生育・生息場所
は改変されない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

仮設の撤去や施設の後
利用の対象は、駐車
場、砂利・舗装面、運
動場、芝生であり、評
価対象とする環境では
ないため、現況と変わ
らない。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

生物の生育・生息場所
は改変されない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

周辺の生物の生育・生
息場所の連続性は現況
と変わらない。

－ 0 － 0

22 葛西臨海公園

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

まとまりのある又は連
続した樹林が改変され
ることから、生物の生
育・生息場所に消失・
分断が生じる。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

まとまりのある又は連
続した樹林が改変され
ることから、生物の生
育・生息場所に消失・
分断が生じる。

－ -1 － -1

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

ミティゲーションの実
施により、周辺の生物
の生育・生息環境の連
続性が部分的に改善す
るものの、現況レベル
まで改善しない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

ミティゲーションの実
施により、周辺の生物
の生育・生息環境の連
続性が部分的に改善す
るものの、現況レベル
まで改善しない。

－ -1 － -1

23～24
夢の島ユース・プラザ・ア
リーナＡ、Ｂ

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

生物の生育・生息場所
は改変されない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

仮設の撤去や施設の後
利用の対象は、駐車
場、砂利・舗装面、運
動場、芝生であり、評
価対象とする環境では
ないため、現況と変わ
らない。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

生物の生育・生息場所
は改変されない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

周辺の生物の生育・生
息場所の連続性は現況
と変わらない。

－ 0 － 0

25 夢の島公園

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

まとまりのある又は連
続した樹林が改変され
ることから、生物の生
育・生息場所に消失・
分断が生じる。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

まとまりのある又は連
続した樹林が改変され
ることから、生物の生
育・生息場所に消失・
分断が生じる。

－ -1 － -1

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

ミティゲーションの実
施により、周辺の生物
の生育・生息環境の連
続性が現況レベルまで
改善する。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

ミティゲーションの実
施により、周辺の生物
の生育・生息環境の連
続性が現況レベルまで
改善する。

－ 0 － 0

26 夢の島競技場

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

まとまりのある又は連
続した樹林が改変され
ることから、生物の生
育・生息場所に消失・
分断が生じる。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

まとまりのある又は連
続した樹林が改変され
ることから、生物の生
育・生息場所に消失・
分断が生じる。

－ -1 － -1

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

ミティゲーションの実
施により、周辺の生物
の生育・生息環境の連
続性が現況レベルまで
改善する。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

ミティゲーションの実
施により、周辺の生物
の生育・生息環境の連
続性が現況レベルまで
改善する。

－ 0 － 0

27～28
オリンピックアクアティク
スセンター
ウォーターポロアリーナ

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

まとまりのある又は連
続した樹林が改変され
ることから、生物の生
育・生息場所に消失・
分断が生じる。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

まとまりのある又は連
続した樹林が改変され
ることから、生物の生
育・生息場所に消失・
分断が生じる。

－ -1 － -1

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

ミティゲーションの実
施により、周辺の生物
の生育・生息環境の連
続性が部分的に改善す
るものの、現況レベル
まで改善しない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

ミティゲーションの実
施により、周辺の生物
の生育・生息環境の連
続性が部分的に改善す
るものの、現況レベル
まで改善しない。

－ -1 － -1

29
武蔵野の森総合スポーツ施
設

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

生物の生育・生息場所
は改変されない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

仮設の撤去や施設の後
利用の対象は、駐車
場、砂利・舗装面、運
動場、芝生であり、評
価対象とする環境では
ないため、現況と変わ
らない。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

生物の生育・生息場所
は改変されない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

周辺の生物の生育・生
息場所の連続性は現況
と変わらない。

－ 0 － 0

30 東京スタジアム

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

31 武蔵野の森公園

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

生物の生育・生息場所
は改変されない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

仮設の撤去や施設の後
利用の対象は、駐車
場、砂利・舗装面、運
動場、芝生であり、評
価対象とする環境では
ないため、現況と変わ
らない。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

生物の生育・生息場所
は改変されない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

周辺の生物の生育・生
息場所の連続性は現況
と変わらない。

－ 0 － 0

32 陸上自衛隊朝霞訓練場

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

33 霞ヶ関カンツリー倶楽部

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

生物の生育・生息場所
は改変されない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

仮設の撤去や施設の後
利用の対象は、駐車
場、砂利・舗装面、運
動場、芝生であり、評
価対象とする環境では
ないため、現況と変わ
らない。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

生物の生育・生息場所
は改変されない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

周辺の生物の生育・生
息場所の連続性は現況
と変わらない。

－ 0 － 0

4－14



評価指標別予測結果表（周辺の生物の生育・生息環境の連続性）

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

開催中 開催後開催後

No.

二次評価

段階別影響 評価点

開催前 開催中 開催後 開催前開催中

名称

会場
段階別影響

開催中開催前

一次評価

開催後 開催前

評価点

34 札幌ドーム

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

35 宮城スタジアム

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

36 埼玉スタジアム2002

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

37 横浜国際総合競技場

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

OV 選手村

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

まとまりのある又は連
続した樹林が改変され
ることから、生物の生
育・生息場所に消失・
分断が生じる。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

まとまりのある又は連
続した樹林が改変され
ることから、生物の生
育・生息場所に消失・
分断が生じる。

－ -1 － -1

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

ミティゲーションの実
施により、周辺の生物
の生育・生息環境の連
続性が部分的に改善す
るものの、現況レベル
まで改善しない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

ミティゲーションの実
施により、周辺の生物
の生育・生息環境の連
続性が現況レベルまで
改善する。

－ -1 － 0

IBC/MPC
東京ビッグサイト
(IBC/MPC)

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

生物の生育・生息場所
は改変されない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

仮設の撤去や施設の後
利用の対象は、駐車
場、砂利・舗装面、運
動場、芝生であり、評
価対象とする環境では
ないため、現況と変わ
らない。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

生物の生育・生息場所
は改変されない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

周辺の生物の生育・生
息場所の連続性は現況
と変わらない。

－ 0 － 0

4－15



評価指標別予測結果表（重要な生物・生態系）

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

1
オリンピックスタジアム
(国立霞ヶ丘競技場)

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

重要な生物・生態系の
指定地域の改変はな
い。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

重要な生物・生態系の
指定地域の改変はな
い。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

重要な生物・生態系の
指定地域の改変はな
い。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

重要な生物・生態系の
指定地域の改変はな
い。

－ 0 － 0

2 東京体育館

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

3 国立代々木競技場

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

4 日本武道館

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

5 皇居外苑

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

6 東京国際フォーラム

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

7 国技館

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

8 有明アリーナ

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

重要な生物・生態系の
指定地域の改変はな
い。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

重要な生物・生態系の
指定地域の改変はな
い。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

重要な生物・生態系の
指定地域の改変はな
い。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

重要な生物・生態系の
指定地域の改変はな
い。

－ 0 － 0

9 有明ＢＭＸコース

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

重要な生物・生態系の
指定地域の改変はな
い。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

重要な生物・生態系の
指定地域の改変はな
い。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

重要な生物・生態系の
指定地域の改変はな
い。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

重要な生物・生態系の
指定地域の改変はな
い。

－ 0 － 0

10 有明ベロドローム

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

重要な生物・生態系の
指定地域の改変はな
い。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

重要な生物・生態系の
指定地域の改変はな
い。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

重要な生物・生態系の
指定地域の改変はな
い。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

重要な生物・生態系の
指定地域の改変はな
い。

－ 0 － 0

11 有明体操競技場

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

重要な生物・生態系の
指定地域の改変はな
い。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

重要な生物・生態系の
指定地域の改変はな
い。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

重要な生物・生態系の
指定地域の改変はな
い。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

重要な生物・生態系の
指定地域の改変はな
い。

－ 0 － 0

12 有明テニスの森

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

重要な生物・生態系の
指定地域の改変はな
い。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

重要な生物・生態系の
指定地域の改変はな
い。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

重要な生物・生態系の
指定地域の改変はな
い。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

重要な生物・生態系の
指定地域の改変はな
い。

－ 0 － 0

13 お台場海浜公園

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

重要な生物・生態系の
指定地域の改変はな
い。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

重要な生物・生態系の
指定地域の改変はな
い。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

重要な生物・生態系の
指定地域の改変はな
い。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

重要な生物・生態系の
指定地域の改変はな
い。

－ 0 － 0

14 潮風公園

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

重要な生物・生態系の
指定地域の改変はな
い。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

重要な生物・生態系の
指定地域の改変はな
い。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

重要な生物・生態系の
指定地域の改変はな
い。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

重要な生物・生態系の
指定地域の改変はな
い。

－ 0 － 0

15～16
東京ビッグサイト・ホール
Ａ、Ｂ

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

二次評価

段階別影響 評価点

開催前 開催中 開催後 開催前 開催中 開催後

評価点

開催中 開催後

会場
一次評価

開催後 開催前

段階別影響

開催中開催前

No. 名称
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工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

二次評価

段階別影響 評価点

開催前 開催中 開催後 開催前 開催中 開催後

評価点

開催中 開催後

会場
一次評価

開催後 開催前

段階別影響

開催中開催前

No. 名称

17 大井ホッケー競技場

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

重要な生物・生態系の
指定地域の改変はな
い。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

重要な生物・生態系の
指定地域の改変はな
い。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

重要な生物・生態系の
指定地域の改変はな
い。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

重要な生物・生態系の
指定地域の改変はな
い。

－ 0 － 0

18
海の森クロスカントリー
コース

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

重要な生物・生態系の
指定地域の改変はな
い。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

重要な生物・生態系の
指定地域の改変はな
い。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

重要な生物・生態系の
指定地域の改変はな
い。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

重要な生物・生態系の
指定地域の改変はな
い。

－ 0 － 0

19 海の森水上競技場

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

重要な生物・生態系の
指定地域の改変はな
い。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

重要な生物・生態系の
指定地域の改変はな
い。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

重要な生物・生態系の
指定地域の改変はな
い。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

重要な生物・生態系の
指定地域の改変はな
い。

－ 0 － 0

20
海の森マウンテンバイク
コース

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

重要な生物・生態系の
指定地域の改変はな
い。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

重要な生物・生態系の
指定地域の改変はな
い。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

重要な生物・生態系の
指定地域の改変はな
い。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

重要な生物・生態系の
指定地域の改変はな
い。

－ 0 － 0

21 若洲オリンピックマリーナ

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

重要な生物・生態系の
指定地域の改変はな
い。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

重要な生物・生態系の
指定地域の改変はな
い。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

重要な生物・生態系の
指定地域の改変はな
い。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

重要な生物・生態系の
指定地域の改変はな
い。

－ 0 － 0

22 葛西臨海公園

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

重要な生物・生態系の
指定地域の改変はな
い。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

重要な生物・生態系の
指定地域の改変はな
い。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

重要な生物・生態系の
指定地域の改変はな
い。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

重要な生物・生態系の
指定地域の改変はな
い。

－ 0 － 0

23～24
夢の島ユース・プラザ・ア
リーナＡ、Ｂ

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

重要な生物・生態系の
指定地域の改変はな
い。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

重要な生物・生態系の
指定地域の改変はな
い。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

重要な生物・生態系の
指定地域の改変はな
い。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

重要な生物・生態系の
指定地域の改変はな
い。

－ 0 － 0

25 夢の島公園

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

重要な生物・生態系の
指定地域の改変はな
い。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

重要な生物・生態系の
指定地域の改変はな
い。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

重要な生物・生態系の
指定地域の改変はな
い。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

重要な生物・生態系の
指定地域の改変はな
い。

－ 0 － 0

26 夢の島競技場

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

重要な生物・生態系の
指定地域の改変はな
い。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

重要な生物・生態系の
指定地域の改変はな
い。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

重要な生物・生態系の
指定地域の改変はな
い。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

重要な生物・生態系の
指定地域の改変はな
い。

－ 0 － 0

27～28
オリンピックアクアティク
スセンター
ウォーターポロアリーナ

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

重要な生物・生態系の
指定地域の改変はな
い。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

重要な生物・生態系の
指定地域の改変はな
い。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

重要な生物・生態系の
指定地域の改変はな
い。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

重要な生物・生態系の
指定地域の改変はな
い。

－ 0 － 0

29
武蔵野の森総合スポーツ施
設

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

重要な生物・生態系の
指定地域の改変はな
い。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

重要な生物・生態系の
指定地域の改変はな
い。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

重要な生物・生態系の
指定地域の改変はな
い。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

重要な生物・生態系の
指定地域の改変はな
い。

－ 0 － 0

30 東京スタジアム

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

31 武蔵野の森公園

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

重要な生物・生態系の
指定地域の改変はな
い。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

重要な生物・生態系の
指定地域の改変はな
い。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

重要な生物・生態系の
指定地域の改変はな
い。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

重要な生物・生態系の
指定地域の改変はな
い。

－ 0 － 0

32 陸上自衛隊朝霞訓練場

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

重要な生物・生態系の
指定地域の改変はな
い。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

重要な生物・生態系の
指定地域の改変はな
い。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

重要な生物・生態系の
指定地域の改変はな
い。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

重要な生物・生態系の
指定地域の改変はな
い。

－ 0 － 0

33 霞ヶ関カンツリー倶楽部

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

重要な生物・生態系の
指定地域の改変はな
い。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

重要な生物・生態系の
指定地域の改変はな
い。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

重要な生物・生態系の
指定地域の改変はな
い。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

重要な生物・生態系の
指定地域の改変はな
い。

－ 0 － 0

4－17



評価指標別予測結果表（重要な生物・生態系）

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

二次評価

段階別影響 評価点

開催前 開催中 開催後 開催前 開催中 開催後

評価点

開催中 開催後

会場
一次評価

開催後 開催前

段階別影響

開催中開催前

No. 名称

34 札幌ドーム

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

35 宮城スタジアム

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

36 埼玉スタジアム2002

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

37 横浜国際総合競技場

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

OV 選手村

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

重要な生物・生態系の
指定地域の改変はな
い。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

重要な生物・生態系の
指定地域の改変はな
い。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

重要な生物・生態系の
指定地域の改変はな
い。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

重要な生物・生態系の
指定地域の改変はな
い。

－ 0 － 0

IBC/MPC
東京ビッグサイト
(IBC/MPC)

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

重要な生物・生態系の
指定地域の改変はな
い。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

重要な生物・生態系の
指定地域の改変はな
い。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

重要な生物・生態系の
指定地域の改変はな
い。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

重要な生物・生態系の
指定地域の改変はな
い。

－ 0 － 0

4－18



評価指標別予測結果表（生物相の豊かさ(鳥類相で代表)）

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

1
オリンピックスタジアム
(国立霞ヶ丘競技場)

工事に伴う騒音や作業
員の立ち入り等によ
り、生息が困難となる
可能性のある種が存在
する。

生息が困難となる可能
性のある種は存在しな
いことから、現況と変
わらない。

生息が困難となる可能
性のある種は存在しな
いことから、現況と変
わらない。

工事に伴う騒音や作業
員の立ち入りにより、
生息が困難となる可能
性のある種が存在す
る。

生息が困難となる可能
性のある種は存在しな
いことから、現況と変
わらない。

-1 0 0 -1 0

工事に伴う作業員の立
ち入り等により、生息
が困難となる可能性の
ある種が存在する。

生息が困難となる可能
性のある種は存在しな
いことから、現況と変
わらない。

生息が困難となる可能
性のある種は存在しな
いことから、現況と変
わらない。

工事に伴う作業員の立
ち入り等により、生息
が困難となる可能性の
ある種が存在する。

生息が困難となる可能
性のある種は存在しな
いことから、現況と変
わらない。

-1 0 0 -1 0

2 東京体育館
鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

－ － － － －
鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

－ － － － －

3 国立代々木競技場
鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

－ － － － －
鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

－ － － － －

4 日本武道館
鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

－ － － － －
鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

－ － － － －

5 皇居外苑
鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

－ － － － －
鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

－ － － － －

6 東京国際フォーラム
鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

－ － － － －
鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

－ － － － －

7 国技館
鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

－ － － － －
鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

－ － － － －

8 有明アリーナ
鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

－ － － － －
鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

－ － － － －

9 有明ＢＭＸコース
鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

－ － － － －
鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

－ － － － －

10 有明ベロドローム
鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

－ － － － －
鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

－ － － － －

11 有明体操競技場
鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

－ － － － －
鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

－ － － － －

12 有明テニスの森

工事に伴う騒音や作業
員の立ち入り等によ
り、生息が困難となる
可能性のある種が存在
する。

生息が困難となる可能
性のある種は存在しな
いことから、現況と変
わらない。

生息が困難となる可能
性のある種は存在しな
いことから、現況と変
わらない。

工事に伴う騒音や作業
員の立ち入りにより、
生息が困難となる可能
性のある種が存在す
る。

生息が困難となる可能
性のある種は存在しな
いことから、現況と変
わらない。

-1 0 0 -1 0

工事に伴う作業員の立
ち入り等により、生息
が困難となる可能性の
ある種が存在する。

生息が困難となる可能
性のある種は存在しな
いことから、現況と変
わらない。

生息が困難となる可能
性のある種は存在しな
いことから、現況と変
わらない。

工事に伴う作業員の立
ち入り等により、生息
が困難となる可能性の
ある種が存在する。

生息が困難となる可能
性のある種は存在しな
いことから、現況と変
わらない。

-1 0 0 -1 0

13 お台場海浜公園

工事に伴う騒音や作業
員の立ち入り等によ
り、生息が困難となる
可能性のある種が存在
する。

砂浜にデッキが設置さ
れることから、生息が
困難となる可能性のあ
る種が存在する。

水辺がトライアスロン
の競技エリアとなるた
め、生息が困難となる
可能性のある種が存在
する。

工事に伴う騒音や作業
員の立ち入りにより、
生息が困難となる可能
性のある種が存在す
る。

砂浜に設置されたデッ
キが撤去されることか
ら、生息が困難となる
可能性のある種は存在
しない。

-1 -1 -1 -1 0

工事に伴う作業員の立
ち入り等により、生息
が困難となる可能性の
ある種が存在する。

施設の存在に伴う生息
地の改変により、生息
が困難となる可能性の
ある種が存在する。

開催中の競技の実施に
より、生息が困難とな
る可能性のある種が存
在する。

工事に伴う作業員の立
ち入り等により、生息
が困難となる可能性の
ある種が存在する。

砂浜に設置されたデッ
キが撤去されることか
ら、生息が困難となる
可能性のある種は存在
しない。

-1 -1 -1 -1 0

14 潮風公園

工事に伴う騒音や作業
員の立ち入り等によ
り、生息が困難となる
可能性のある種が存在
する。

生息が困難となる可能
性のある種は存在しな
いことから、現況と変
わらない。

生息が困難となる可能
性のある種は存在しな
いことから、現況と変
わらない。

工事に伴う騒音や作業
員の立ち入りにより、
生息が困難となる可能
性のある種が存在す
る。

生息が困難となる可能
性のある種は存在しな
いことから、現況と変
わらない。

-1 0 0 -1 0

工事に伴う作業員の立
ち入り等により、生息
が困難となる可能性の
ある種が存在する。

生息が困難となる可能
性のある種は存在しな
いことから、現況と変
わらない。

生息が困難となる可能
性のある種は存在しな
いことから、現況と変
わらない。

工事に伴う作業員の立
ち入り等により、生息
が困難となる可能性の
ある種が存在する。

生息が困難となる可能
性のある種は存在しな
いことから、現況と変
わらない。

-1 0 0 -1 0

15～16
東京ビッグサイト・ホール
Ａ、Ｂ

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

－ － － － －
鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

－ － － － －

17 大井ホッケー競技場

工事に伴う騒音や作業
員の立ち入り等によ
り、生息が困難となる
可能性のある種が存在
する。

生息が困難となる可能
性のある種は存在しな
いことから、現況と変
わらない。

生息が困難となる可能
性のある種は存在しな
いことから、現況と変
わらない。

工事に伴う騒音や作業
員の立ち入りにより、
生息が困難となる可能
性のある種が存在す
る。

生息が困難となる可能
性のある種は存在しな
いことから、現況と変
わらない。

-1 0 0 -1 0

工事に伴う作業員の立
ち入り等により、生息
が困難となる可能性の
ある種が存在する。

生息が困難となる可能
性のある種は存在しな
いことから、現況と変
わらない。

生息が困難となる可能
性のある種は存在しな
いことから、現況と変
わらない。

工事に伴う作業員の立
ち入り等により、生息
が困難となる可能性の
ある種が存在する。

生息が困難となる可能
性のある種は存在しな
いことから、現況と変
わらない。

-1 0 0 -1 0

18
海の森クロスカントリー
コース

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

－ － － － －
鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

－ － － － －

19 海の森水上競技場
鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

－ － － － －
鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

－ － － － －

20
海の森マウンテンバイク
コース

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

－ － － － －
鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

－ － － － －

二次評価

段階別影響 評価点

開催前 開催中 開催後 開催前 開催中 開催後

評価点

開催中 開催後

会場
一次評価

開催後 開催前

段階別影響

開催中開催前

No. 名称
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評価指標別予測結果表（生物相の豊かさ(鳥類相で代表)）

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

二次評価

段階別影響 評価点

開催前 開催中 開催後 開催前 開催中 開催後

評価点

開催中 開催後

会場
一次評価

開催後 開催前

段階別影響

開催中開催前

No. 名称

21 若洲オリンピックマリーナ

工事に伴う騒音や作業
員の立ち入り等によ
り、生息が困難となる
可能性のある種が存在
する。

人工磯が改変されるこ
とから、生息が困難と
成る可能性のある種が
存在する。

水辺がセーリングの競
技エリアとなるため、
生息が困難となる可能
性のある種が存在す
る。

工事に伴う騒音や作業
員の立ち入りにより、
生息が困難となる可能
性のある種が存在す
る。

人工磯が消失した状態
が継続することから、
生息が困難となる可能
性のある種が存在す
る。

-1 -1 -1 -1 -1

工事に伴う作業員の立
ち入り等により、生息
が困難となる可能性の
ある種が存在する。

施設の存在に伴う生息
地の改変により、生息
が困難となる可能性の
ある種が存在する。

開催中の競技の実施に
より、生息が困難とな
る可能性のある種が存
在する。

工事に伴う作業員の立
ち入り等により、生息
が困難となる可能性の
ある種が存在する。

開催後の仮設の撤去や
施設の後利用に伴う生
息地の改変により、生
息が困難となる可能性
のある種が存在する。

-1 -1 -1 -1 -1

22 葛西臨海公園

工事に伴う騒音や作業
員の立ち入り等によ
り、生息が困難となる
可能性のある種が存在
する。

生息が困難となる可能
性のある種は存在しな
いことから、現況と変
わらない。

生息が困難となる可能
性のある種は存在しな
いことから、現況と変
わらない。

工事に伴う騒音や作業
員の立ち入りにより、
生息が困難となる可能
性のある種が存在す
る。

生息が困難となる可能
性のある種は存在しな
いことから、現況と変
わらない。

-1 0 0 -1 0

工事に伴う作業員の立
ち入り等により、生息
が困難となる可能性の
ある種が存在する。

生息が困難となる可能
性のある種は存在しな
いことから、現況と変
わらない。

生息が困難となる可能
性のある種は存在しな
いことから、現況と変
わらない。

工事に伴う作業員の立
ち入り等により、生息
が困難となる可能性の
ある種が存在する。

生息が困難となる可能
性のある種は存在しな
いことから、現況と変
わらない。

-1 0 0 -1 0

23～24
夢の島ユース・プラザ・ア
リーナＡ、Ｂ

工事に伴う騒音や作業
員の立ち入り等によ
り、生息が困難となる
可能性のある種が存在
する。

生息が困難となる可能
性のある種は存在しな
いことから、現況と変
わらない。

生息が困難となる可能
性のある種は存在しな
いことから、現況と変
わらない。

工事に伴う騒音や作業
員の立ち入りにより、
生息が困難となる可能
性のある種が存在す
る。

生息が困難となる可能
性のある種は存在しな
いことから、現況と変
わらない。

-1 0 0 -1 0

工事に伴う作業員の立
ち入り等により、生息
が困難となる可能性の
ある種が存在する。

生息が困難となる可能
性のある種は存在しな
いことから、現況と変
わらない。

生息が困難となる可能
性のある種は存在しな
いことから、現況と変
わらない。

工事に伴う作業員の立
ち入り等により、生息
が困難となる可能性の
ある種が存在する。

生息が困難となる可能
性のある種は存在しな
いことから、現況と変
わらない。

-1 0 0 -1 0

25 夢の島公園

工事に伴う騒音や作業
員の立ち入り等によ
り、生息が困難となる
可能性のある種が存在
する。

生息が困難となる可能
性のある種は存在しな
いことから、現況と変
わらない。

生息が困難となる可能
性のある種は存在しな
いことから、現況と変
わらない。

工事に伴う騒音や作業
員の立ち入りにより、
生息が困難となる可能
性のある種が存在す
る。

生息が困難となる可能
性のある種は存在しな
いことから、現況と変
わらない。

-1 0 0 -1 0

工事に伴う作業員の立
ち入り等により、生息
が困難となる可能性の
ある種が存在する。

生息が困難となる可能
性のある種は存在しな
いことから、現況と変
わらない。

生息が困難となる可能
性のある種は存在しな
いことから、現況と変
わらない。

工事に伴う作業員の立
ち入り等により、生息
が困難となる可能性の
ある種が存在する。

生息が困難となる可能
性のある種は存在しな
いことから、現況と変
わらない。

-1 0 0 -1 0

26 夢の島競技場

工事に伴う騒音や作業
員の立ち入り等によ
り、生息が困難となる
可能性のある種が存在
する。

生息が困難となる可能
性のある種は存在しな
いことから、現況と変
わらない。

生息が困難となる可能
性のある種は存在しな
いことから、現況と変
わらない。

工事に伴う騒音や作業
員の立ち入りにより、
生息が困難となる可能
性のある種が存在す
る。

生息が困難となる可能
性のある種は存在しな
いことから、現況と変
わらない。

-1 0 0 -1 0

工事に伴う作業員の立
ち入り等により、生息
が困難となる可能性の
ある種が存在する。

生息が困難となる可能
性のある種は存在しな
いことから、現況と変
わらない。

生息が困難となる可能
性のある種は存在しな
いことから、現況と変
わらない。

工事に伴う作業員の立
ち入り等により、生息
が困難となる可能性の
ある種が存在する。

生息が困難となる可能
性のある種は存在しな
いことから、現況と変
わらない。

-1 0 0 -1 0

27～28
オリンピックアクアティク
スセンター
ウォーターポロアリーナ

工事に伴う騒音や作業
員の立ち入り等によ
り、生息が困難となる
可能性のある種が存在
する。

生息が困難となる可能
性のある種は存在しな
いことから、現況と変
わらない。

生息が困難となる可能
性のある種は存在しな
いことから、現況と変
わらない。

工事に伴う騒音や作業
員の立ち入りにより、
生息が困難となる可能
性のある種が存在す
る。

生息が困難となる可能
性のある種は存在しな
いことから、現況と変
わらない。

-1 0 0 -1 0

工事に伴う作業員の立
ち入り等により、生息
が困難となる可能性の
ある種が存在する。

生息が困難となる可能
性のある種は存在しな
いことから、現況と変
わらない。

生息が困難となる可能
性のある種は存在しな
いことから、現況と変
わらない。

工事に伴う作業員の立
ち入り等により、生息
が困難となる可能性の
ある種が存在する。

生息が困難となる可能
性のある種は存在しな
いことから、現況と変
わらない。

-1 0 0 -1 0

29
武蔵野の森総合スポーツ施
設

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

－ － － － －
鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

－ － － － －

30 東京スタジアム
鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

－ － － － －
鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

－ － － － －

31 武蔵野の森公園
鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

－ － － － －
鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

－ － － － －

32 陸上自衛隊朝霞訓練場
鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

－ － － － －
鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

－ － － － －

33 霞ヶ関カンツリー倶楽部
鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

－ － － － －
鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

－ － － － －

34 札幌ドーム
鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

－ － － － －
鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

－ － － － －

35 宮城スタジアム
鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

－ － － － －
鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

－ － － － －

36 埼玉スタジアム2002
鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

－ － － － －
鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

－ － － － －

37 横浜国際総合競技場
鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

－ － － － －
鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

－ － － － －

OV 選手村

工事に伴う騒音や作業
員の立ち入り等によ
り、生息が困難となる
可能性のある種が存在
する。

生息が困難となる可能
性のある種は存在しな
いことから、現況と変
わらない。

生息が困難となる可能
性のある種は存在しな
いことから、現況と変
わらない。

工事に伴う騒音や作業
員の立ち入りにより、
生息が困難となる可能
性のある種が存在す
る。

生息が困難となる可能
性のある種は存在しな
いことから、現況と変
わらない。

-1 0 0 -1 0

工事に伴う作業員の立
ち入り等により、生息
が困難となる可能性の
ある種が存在する。

生息が困難となる可能
性のある種は存在しな
いことから、現況と変
わらない。

生息が困難となる可能
性のある種は存在しな
いことから、現況と変
わらない。

工事に伴う作業員の立
ち入り等により、生息
が困難となる可能性の
ある種が存在する。

生息が困難となる可能
性のある種は存在しな
いことから、現況と変
わらない。

-1 0 0 -1 0

IBC/MPC
東京ビッグサイト
(IBC/MPC)

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

－ － － － －
鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

鳥類の主要な生息場で
ないことから、予測評
価の対象外とする。

－ － － － －
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評価指標別予測結果表（緑地面積(屋上含む)）

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

1
オリンピックスタジアム
(国立霞ヶ丘競技場)

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

現況29.3％の緑被率が
20.3％となり、9.0ポイ
ント減少する。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

現況29.3％の緑被率が
20.3％となり、9.0ポイ
ント減少する。

－ -1 － -1

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

現況29.3％の緑被率は
22.6％となり、緑比率
が6.7ポイント減少す
る。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

緑被率は現況とほぼか
わらない。

－ -1 － 0

2 東京体育館

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

現況29.3％の緑被率が
20.3％となり、9.0ポイ
ント減少する。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

現況29.3％の緑被率が
20.3％となり、9.0ポイ
ント減少する。

－ -1 － -1

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

現況29.3％の緑被率は
22.6％となり、緑比率
が6.7ポイント減少す
る。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

緑被率は現況とほぼか
わらない。

－ -1 － 0

3 国立代々木競技場

改変による影響が最大と
なる「施設の存在による
影響」で予測評価を行う
ことから対象外とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

4 日本武道館

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

5 皇居外苑

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

6 東京国際フォーラム

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

7 国技館

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

8 有明アリーナ

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

現況は未利用地であ
り、改変の影響はな
い。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

現況は未利用地であ
り、改変の影響はな
い。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

現況0％の緑被率が
42.9％となり、緑被率
が42.9ポイント増加す
る。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

現況0％の緑被率は
42.9％となり、緑被率
が42.9ポイント増加す
る。

－ +2 － +2

9 有明ＢＭＸコース

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

現況は未利用地であ
り、改変の影響はな
い。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

現況は未利用地であ
り、改変の影響はな
い。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

現況0％の緑被率が
17.4％となり、緑被率
が17.4ポイント増加す
る。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

開催後は未利用地に戻
るが、海辺沿い数十ｍ
は公園として整備され
ることから、緑被率は
8.1ポイント増加する。

－ +1 － +1

10 有明ベロドローム

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

現況は未利用地であ
り、改変の影響はな
い。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

現況は未利用地であ
り、改変の影響はな
い。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

現況0％の緑被率が
17.4％となり、緑被率
が17.4ポイント増加す
る。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

開催後は未利用地に戻
るが、海辺沿い数十ｍ
は公園として整備され
ることから、緑被率は
8.1ポイント増加する。

－ +1 － +1

11 有明体操競技場

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

現況は未利用地であ
り、改変の影響はな
い。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

現況は未利用地であ
り、改変の影響はな
い。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

現況0％の緑被率が
26.5％となり、緑被率
が26.5ポイント増加す
る。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

開催後は未利用地に戻
るが、海辺沿い数十ｍ
は公園として整備され
ることから、緑被率は
15.0ポイント増加す
る。

－ +2 － +1

12 有明テニスの森

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

現況42.1％の緑被率が
17.2％となり、24.9ポ
イントと大きく減少す
る。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

現況42.1％の緑被率が
17.2％となり、24.9ポ
イントと大きく減少す
る。

－ -2 － -2

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

現況42.1％の緑被率が
29.2％となり、緑被率
が12.9ポイント減少す
る。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

現況42.1％の緑被率が
29.4％となり、12.7ポ
イント減少する。

－ -1 － -1

13 お台場海浜公園

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

現況25.4％の緑被率が
19.6％となり、5.8ポイ
ント減少する。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

現況25.4％の緑被率が
19.6％となり、5.8ポイ
ント減少する。

－ -1 － -1

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

現況25.4％の緑被率が
19.6％となり、緑被率
が5.8ポイント減少す
る。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

緑被率は現況とほぼか
わらない。

－ -1 － 0

14 潮風公園

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

現況53.9％の緑被率が
42.5％となり、11.4ポ
イント減少する。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

現況53.9％の緑被率が
42.5％となり、11.4ポ
イント減少する。

－ -1 － -1

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

一次評価の結果、緑被
率が11.4ポイント減少
する。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

緑被率は現況とほぼか
わらない。

－ -1 － 0

15～16
東京ビッグサイト・ホール
Ａ、Ｂ

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

現況4.0％の緑被率が
3.3％となり、0.7ポイ
ント減少する。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

現況4.0％の緑被率が
3.3％となり、0.7ポイ
ント減少する。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

現況4.0％の緑被率が
9.3％となり、緑被率が
5.3ポイント増加する。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

現況4.0％の緑被率が
9.3％となり、5.3ポイ
ント増加する。

－ +1 － +1

開催中 開催後開催後

No.

二次評価

段階別影響 評価点

開催前 開催中 開催後 開催前開催中

名称

会場
段階別影響

開催中開催前

一次評価

開催後 開催前

評価点
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工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
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工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

開催中 開催後開催後

No.

二次評価

段階別影響 評価点

開催前 開催中 開催後 開催前開催中

名称

会場
段階別影響

開催中開催前

一次評価

開催後 開催前

評価点

17 大井ホッケー競技場

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

現況72.1％の緑被率が
30.1％となり、42.0ポ
イントと大きく減少す
る。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

現況72.1％の緑被率が
30.1％となり、42.0ポ
イントと大きく減少す
る。

－ -2 － -2

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

現況72.1％の緑被率は
41.3％となり、緑比率
が30.8ポイント減少す
る。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

緑被率は現況とほぼか
わらない。

－ -2 － 0

18
海の森クロスカントリー
コース

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

現況は未利用地であ
り、改変の影響はな
い。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

現況は未利用地であ
り、改変の影響はな
い。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

ミティゲーションを行
うことにより、＋20ポ
イント以上緑被率が増
加する。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

＋20ポイント以上緑被
率が増加する。

－ +2 － +2

19 海の森水上競技場

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

現況は未利用地であ
り、改変の影響はな
い。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

現況は未利用地であ
り、改変の影響はな
い。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

ミティゲーションを行
うことにより、＋20ポ
イント以上緑被率が増
加する。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

＋20ポイント以上緑被
率が増加する。

－ +2 － +2

20
海の森マウンテンバイク
コース

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

現況は未利用地であ
り、改変の影響はな
い。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

現況は未利用地であ
り、改変の影響はな
い。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

ほぼ現況と変わらな
い。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

開催後は未利用地に戻
ることから、緑被率は
現況とほぼ変わらな
い。

－ 0 － 0

21 若洲オリンピックマリーナ

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

現況55.1％の緑被率が
15.8％となり、39.3ポ
イントと大きく減少す
る。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

現況55.1％の緑被率が
15.8％となり、39.3ポ
イントと大きく減少す
る。

－ -2 － -2

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

現況55.1％の緑被率が
24.4％となり、緑被率
が30.7ポイント減少す
る。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

緑被率は現況とほぼか
わらない。

－ -2 － 0

22 葛西臨海公園

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

現況63.2％の緑被率が
32.0％となり、31.2ポ
イント減少する。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

現況63.2％の緑被率が
32.0％となり、31.2ポ
イント減少する。

－ -2 － -2

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

現況63.2％の緑被率が
33.4％となり、緑被率
が29.8ポイント減少す
る。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

現況63.2％の緑被率が
48.7％となり、緑被率
が14.5ポイント減少す
る。

－ -2 － -1

23～24
夢の島ユース・プラザ・ア
リーナＡ、Ｂ

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

現況55.5％の緑被率が
31.1％となり、24.4ポ
イントと大きく減少す
る。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

現況55.5％の緑被率が
31.1％となり、24.4ポ
イントと大きく減少す
る。

－ -2 － -2

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

現況55.5％の緑被率は
54.7％となり現況とほ
ぼかわらない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

現況55.5％の緑被率は
61.5％となり、緑被率
が6.0ポイント増加す
る。

－ 0 － +1

25 夢の島公園

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

現況55.5％の緑被率が
31.1％となり、24.4ポ
イントと大きく減少す
る。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

現況55.5％の緑被率が
31.1％となり、24.4ポ
イントと大きく減少す
る。

－ -2 － -2

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

現況55.5％の緑被率は
54.7％となり現況とほ
ぼかわらない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

現況55.5％の緑被率は
61.5％となり、緑被率
が6.0ポイント増加す
る。

－ 0 － +1

26 夢の島競技場

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

現況56.6％の緑被率が
5.9％となり、50.7ポイ
ントと大きく減少す
る。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

現況56.6％の緑被率が
5.9％となり、50.7ポイ
ントと大きく減少す
る。

－ -2 － -2

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

現況56.6％の緑被率が
17.3％となり、緑被率
が39.3ポイント減少す
る。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

緑被率は現況とほぼか
わらない。

－ -2 － 0

27～28
オリンピックアクアティク
スセンター
ウォーターポロアリーナ

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

現況76.5％の緑被率が
51.4％となり、25.1ポ
イントと大きく減少す
る。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

現況76.5％の緑被率が
51.4％となり、25.1ポ
イントと大きく減少す
る。

－ -2 － -2

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

一次評価の結果、緑被
率が25.1ポイント減少
する。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

現況76.5％の緑被率が
61.3％となり、緑被率
が15.2ポイント減少す
る。

－ -2 － -1

29
武蔵野の森総合スポーツ施
設

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

現況36.3％の緑被率が
33.3％となり、3.0ポイ
ント減少する。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

現況36.3％の緑被率が
33.3％となり、3.0ポイ
ント減少する。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

ほぼ現況と変わらな
い。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

ほぼ現況と変わらな
い。

－ 0 － 0

30 東京スタジアム

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

31 武蔵野の森公園

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

現況69.3％の緑被率が
68.3％となり、0.7ポイ
ント減少する。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

現況69.3％の緑被率が
68.3％となり、0.7ポイ
ント減少する。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

ほぼ現況と変わらな
い。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

ほぼ現況と変わらな
い。

－ 0 － 0

32 陸上自衛隊朝霞訓練場

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

防衛施設であり緑地と
しての用途は想定され
ていないことから対象
外とした。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

防衛施設であり緑地と
しての用途は想定され
ていないことから対象
外とした。

－ － － －

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

防衛施設であり緑地と
しての用途は想定され
ていないことから対象
外とした。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

防衛施設であり緑地と
しての用途は想定され
ていないことから対象
外とした。

－ － － －

33 霞ヶ関カンツリー倶楽部

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

現況95.8％の緑被率が
94.8％となり、1.0ポイ
ント減少する。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

現況95.8％の緑被率が
94.8％となり、1.0ポイ
ント減少する。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

ほぼ現況と変わらな
い。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

ほぼ現況と変わらな
い。

－ 0 － 0

4－22



評価指標別予測結果表（緑地面積(屋上含む)）

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

開催中 開催後開催後

No.

二次評価

段階別影響 評価点

開催前 開催中 開催後 開催前開催中

名称

会場
段階別影響

開催中開催前

一次評価

開催後 開催前

評価点

34 札幌ドーム

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面の改変が行われ
ないため対象外とす
る。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面の改変が行われ
ないため対象外とす
る。

－ － － －

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

35 宮城スタジアム

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

36 埼玉スタジアム2002

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

37 横浜国際総合競技場

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

OV 選手村

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

現況7.6％の緑被率が
0.0％となり、7.6ポイ
ント減少する。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

現況7.6％の緑被率が
0.0％となり、7.6ポイ
ント減少する。

－ -1 － -1

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

現況7.6％の緑被率が
65.6％となり、緑被率
が58.0ポイント増加す
る。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

現況7.6％の緑被率が
65.6％となり、緑被率
が58.0ポイント増加す
る。

－ +2 － +2

IBC/MPC
東京ビッグサイト
(IBC/MPC)

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

現況4.0％の緑被率が
3.3％となり、0.7ポイ
ント減少する。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

現況4.0％の緑被率が
3.3％となり、0.7ポイ
ント減少する。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

現況4.0％の緑被率が
9.3％となり、緑被率が
5.3ポイント増加する。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

現況4.0％の緑被率が
9.3％となり、5.3ポイ
ント増加する。

－ +1 － +1

4－23



評価指標別予測結果表（緑化の状況）

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

1
オリンピックスタジアム
(国立霞ヶ丘競技場)

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

樹林地の改変により、
緑化率は17.7％となる
が緑化基準を満たす。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

樹林地の改変により、
緑化率は17.7％となる
が緑化基準を満たす。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

緑化基準を満たしてい
る。

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

緑化率が21.0％とな
り、段階2を達成。

－ 0 － +1

2 東京体育館

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

樹林地の改変により、
緑化率は17.7％となる
が緑化基準を満たす。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

樹林地の改変により、
緑化率は17.7％となる
が緑化基準を満たす。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

緑化基準を満たしてい
る。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

緑化率が21.0％とな
り、段階2を達成。

－ 0 － +1

3 国立代々木競技場

改変による影響が最大と
なる「施設の存在による
影響」で予測評価を行う
ことから対象外とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

改変による影響が一定と
なる「後利用による影響」
で予測評価を行うことか
ら、対象外とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定と
なる「後利用による影響」
で予測評価を行うことか
ら、対象外とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

4 日本武道館

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

5 皇居外苑

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

6 東京国際フォーラム

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

7 国技館

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

8 有明アリーナ

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

現況は未利用地であ
り、緑化率は0％であ
る。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

現況は未利用地であ
り、緑化率は0％であ
る。

－ -1 － -1

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

緑化率が17.4％とな
り、緑化基準を満たし
た。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

緑化率が17.4％とな
り、段階1を達成。

－ 0 － 0

9 有明ＢＭＸコース

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

仮設施設のため対象外
とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

仮設施設のため対象外
とする。

－ － － －
仮設施設のため対象外
とする。

仮設施設のため対象外
とする。

仮設施設のため対象外
とする。

仮設施設のため対象外
とする。

－ － － －

10 有明ベロドローム

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

仮設施設のため対象外
とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

仮設施設のため対象外
とする。

－ － － －

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

仮設施設のため対象外
とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

仮設施設のため対象外
とする。

－ － － －

11 有明体操競技場

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

仮設施設のため対象外
とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

仮設施設のため対象外
とする。

－ － － －

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

仮設施設のため対象外
とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

仮設施設のため対象外
とする。

－ － － －

12 有明テニスの森

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

樹林地の改変により、
緑化率は16.6％となる
が緑化基準を満たす。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

樹林地の改変により、
緑化率は16.6％となる
が緑化基準を満たす。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

緑化率が19.1％とな
り、緑化基準を満たし
た。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

緑化率が19.1％とな
り、段階1を達成。

－ 0 － 0

13 お台場海浜公園

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

仮設施設のため対象外
とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

仮設施設のため対象外
とする。

－ － － －

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

仮設施設のため対象外
とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

仮設施設のため対象外
とする。

－ － － －

14 潮風公園

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

仮設施設のため対象外
とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

仮設施設のため対象外
とする。

－ － － －

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

仮設施設のため対象外
とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

仮設施設のため対象外
とする。

－ － － －

15～16
東京ビッグサイト・ホール
Ａ、Ｂ

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

樹林地の改変により、
緑化率は2.6％となり、
緑化基準を満たさな
い。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

樹林地の改変により、
緑化率は2.6％となり、
緑化基準を満たさな
い。

－ -1 － -1

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

緑化率は8.6％であり、
緑化基準を満たさな
かった。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

緑化率は8.6％であり、
緑化基準を満たさな
かった。

－ -1 － -1

開催中 開催後開催後

No.

二次評価

段階別影響 評価点

開催前 開催中 開催後 開催前開催中

名称

会場
段階別影響

開催中開催前

一次評価

開催後 開催前

評価点
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No.
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開催前 開催中 開催後 開催前開催中

名称

会場
段階別影響

開催中開催前

一次評価

開催後 開催前

評価点

17 大井ホッケー競技場

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

樹林地の改変を受ける
が緑化率は23.2％であ
り段階2の水準を達成。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

樹林地の改変を受ける
が緑化率は23.2％であ
り段階2の水準を達成。

－ +1 － +1

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

段階2の水準を達成して
いる。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

緑化率が38.0％とな
り、段階3を達成。

－ +1 － +2

18
海の森クロスカントリー
コース

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

仮設施設のため対象外
とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

仮設施設のため対象外
とする。

－ － － －

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

仮設施設のため対象外
とする。

仮設施設のため対象外
とする。

仮設施設のため対象外
とする。

－ － － －

19 海の森水上競技場

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

現況は未利用地であ
り、緑化率は0％であ
る。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

現況は未利用地であ
り、緑化率は0％であ
る。

－ -1 － -1

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

緑化率20％以上とな
り、段階2を達成する。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

緑化率20％以上とな
り、段階2を達成。

－ +1 － +1

20
海の森マウンテンバイク
コース

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

仮設施設のため対象外
とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

仮設施設のため対象外
とする。

－ － － －

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

仮設施設のため対象外
とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

仮設施設のため対象外
とする。

－ － － －

21 若洲オリンピックマリーナ

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

樹林地の改変により、
緑化率は8.3％となり、
緑化基準を満たさな
い。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

樹林地の改変により、
緑化率は8.3％となり、
緑化基準を満たさな
い。

－ -1 － -1

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

緑化基準を満たさな
かった。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

緑化率が35.0％とな
り、段階3を達成。

－ -1 － +2

22 葛西臨海公園

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

樹林地の改変により、
緑化率は19.0％とな
り、緑化基準を満たさ
ない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

樹林地の改変により、
緑化率は19.0％とな
り、緑化基準を満たさ
ない。

－ -1 － -1

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

緑化基準を満たしてい
ない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

緑化率が28.4％となり
段階2の水準を達成。

－ -1 － +1

23～24
夢の島ユース・プラザ・ア
リーナＡ、Ｂ

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

樹林地の改変を受ける
が緑化率は21.7％とな
り、段階2の水準を達
成。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

樹林地の改変を受ける
が緑化率は21.7％とな
り、段階2の水準を達
成。

－ +1 － +1

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

緑化率が36.2％とな
り、段階3を達成。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

緑化率が41.7％とな
り、段階3を達成。

－ +2 － +2

25 夢の島公園

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

樹林地の改変を受ける
が緑化率は21.7％とな
り、段階2の水準を達
成。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

樹林地の改変を受ける
が緑化率は21.7％とな
り、段階2の水準を達
成。

－ +1 － +1

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

緑化率が36.2％とな
り、段階3を達成。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

緑化率が41.7％とな
り、段階3を達成。

－ +2 － +2

26 夢の島競技場

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

仮設施設のため対象外
とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

仮設施設のため対象外
とする。

－ － － －

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

仮設施設のため対象外
とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

仮設施設のため対象外
とする。

－ － － －

27～28
オリンピックアクアティク
スセンター
ウォーターポロアリーナ

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

緑化率23.7％であり、
段階2の水準を達成。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

緑化率23.7％であり、
段階2の水準を達成。

－ +1 － +1

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

緑化率が23.7％とな
り、段階2を達成。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

緑化率が27.7％とな
り、段階2を達成。

－ +1 － +1

29
武蔵野の森総合スポーツ施
設

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

緑化率20.8％であり、
段階2の水準を達成。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

緑化率20.8％であり、
段階2の水準を達成。

－ +1 － +1

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

段階2の水準を達成して
いる。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

一次評価の結果と同
様、段階2の水準を達成
している。

－ +1 － +1

30 東京スタジアム

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

31 武蔵野の森公園

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

仮設施設のため対象外
とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

仮設施設のため対象外
とする。

－ － － －

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

仮設施設のため対象外
とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

仮設施設のため対象外
とする。

－ － － －

32 陸上自衛隊朝霞訓練場

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

防衛施設であり緑地と
しての用途は想定され
ていないことから対象
外とした。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

防衛施設であり緑地と
しての用途は想定され
ていないことから対象
外とした。

－ － － －

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

防衛施設であり緑地と
しての用途は想定され
ていないことから対象
外とした。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

防衛施設であり緑地と
しての用途は想定され
ていないことから対象
外とした。

－ － － －

33 霞ヶ関カンツリー倶楽部

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

仮設施設のため対象外
とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

仮設施設のため対象外
とする。

－ － － －

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

仮設施設のため対象外
とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

仮設施設のため対象外
とする。

－ － － －

4－25



評価指標別予測結果表（緑化の状況）

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

開催中 開催後開催後

No.

二次評価

段階別影響 評価点

開催前 開催中 開催後 開催前開催中

名称

会場
段階別影響

開催中開催前

一次評価

開催後 開催前

評価点

34 札幌ドーム

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面の改変が行われ
ないため対象外とす
る。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面の改変が行われ
ないため対象外とす
る。

－ － － －

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

35 宮城スタジアム

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

36 埼玉スタジアム2002

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

37 横浜国際総合競技場

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

OV 選手村

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

樹林地の改変により、
緑化率は0％となる。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

樹林地の改変により、
緑化率は0％となる。

－ -1 － -1

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

緑化率が60.8％とな
り、段階3を達成。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

緑化率が60.8％とな
り、段階3を達成。

－ +2 － +2

IBC/MPC
東京ビッグサイト
(IBC/MPC)

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

樹林地の改変により、
緑化率は2.6％となり、
緑化基準を満たさな
い。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

樹林地の改変により、
緑化率は2.6％となり、
緑化基準を満たさな
い。

－ -1 － -1

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

緑化率は8.5％であり、
緑化基準を満たさな
かった。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

緑化率は8.6％であり、
緑化基準を満たさな
かった。

－ -1 － -1

4－26



評価指標別予測結果表（環境・交通騒音レベル）

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

1
オリンピックスタジアム
(国立霞ヶ丘競技場)

工事の実施に伴う騒音
による周辺の生活環境
への影響がみられる。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用、声援や応
援等による騒音の発生
がみられるが、周辺の
生活環境に影響を及ぼ
すことはない。

工事の実施に伴う騒音
による周辺の生活環境
への影響がみられる。

イベント開催時におけ
る施設の供用、歓声や
応援等の騒音による周
辺の生活環境への影響
がみられる。

-1 － 0 -1 -1

工事の実施に伴う騒音
による影響がみられる
が、ミティゲーション
により周辺の生活環境
に影響を及ぼさない程
度となる。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用、声援や応
援等が周辺の生活環境
に影響を及ぼすことは
ないことから、ミティ
ゲーションは想定して
いない。

工事の実施に伴う騒音
による影響がみられる
が、ミティゲーション
により周辺の生活環境
に影響を及ぼさない程
度となる。

イベント開催時に発生
する騒音による影響が
みられるが、ミティ
ゲーションにより周辺
の生活環境の影響を及
ぼさない程度に抑えら
れる。

0 － 0 0 0

2 東京体育館
工事の実施に伴う騒音
による周辺の生活環境
への影響がみられる。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用、声援や応
援等による騒音の発生
がみられるが、周辺の
生活環境に影響を及ぼ
すことはない。

工事の実施に伴う騒音
による周辺の生活環境
への影響がみられる。

オリンピックによる新
たな恒久施設はなく、
開催後の状況に開催前
との変化はないことか
ら対象外とする。

-1 － 0 -1 －

工事の実施に伴う騒音
による影響がみられる
が、ミティゲーション
により周辺の生活環境
に影響を及ぼさない程
度となる。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用、声援や応
援等が周辺の生活環境
に影響を及ぼすことは
ないことから、ミティ
ゲーションは想定して
いない。

工事の実施に伴う騒音
による影響がみられる
が、ミティゲーション
により周辺の生活環境
に影響を及ぼさない程
度となる。

オリンピックによる新
たな恒久施設はなく、
開催後の状況に開催前
との変化はないことか
ら対象外とする。

0 － 0 0 －

3 国立代々木競技場
工事の実施に伴う騒音
による周辺の生活環境
への影響がみられる。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用、声援や応
援等による騒音の発生
がみられるが、周辺の
生活環境に影響を及ぼ
すことはない。

工事の実施に伴う騒音
による周辺の生活環境
への影響がみられる。

オリンピックによる新
たな恒久施設はなく、
開催後の状況に開催前
との変化はないことか
ら対象外とする。

-1 － 0 -1 －

工事の実施に伴う騒音
による影響がみられる
が、ミティゲーション
により周辺の生活環境
に影響を及ぼさない程
度となる。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用、声援や応
援等が周辺の生活環境
に影響を及ぼすことは
ないことから、ミティ
ゲーションは想定して
いない。

工事の実施に伴う騒音
による影響がみられる
が、ミティゲーション
により周辺の生活環境
に影響を及ぼさない程
度となる。

オリンピックによる新
たな恒久施設はなく、
開催後の状況に開催前
との変化はないことか
ら対象外とする。

0 － 0 0 －

4 日本武道館
工事の実施に伴う騒音
による周辺の生活環境
への影響がみられる。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用、声援や応
援等による騒音の発生
がみられるが、周辺の
生活環境に影響を及ぼ
すことはない。

工事の実施に伴う騒音
による周辺の生活環境
への影響がみられる。

新たな恒久施設は、イ
ベント開催会場等とし
ての一般利用は想定さ
れないことから対象外
とする。

-1 － 0 -1 －

工事の実施に伴う騒音
による影響がみられる
が、ミティゲーション
により周辺の生活環境
に影響を及ぼさない程
度となる。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用、声援や応
援等が周辺の生活環境
に影響を及ぼすことは
ないことから、ミティ
ゲーションは想定して
いない。

工事の実施に伴う騒音
による影響がみられる
が、ミティゲーション
により周辺の生活環境
に影響を及ぼさない程
度となる。

新たな恒久施設は、イ
ベント開催会場等とし
ての一般利用は想定さ
れないことから対象外
とする。

0 － 0 0 －

5 皇居外苑
工事の実施に伴う騒音
による周辺の生活環境
への影響がみられる。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用、声援や応
援等による騒音の発生
がみられるが、周辺の
生活環境に影響を及ぼ
すことはない。

工事の実施に伴う騒音
による周辺の生活環境
への影響がみられる。

-1 － 0 -1

工事の実施に伴う騒音
による影響がみられる
が、ミティゲーション
により周辺の生活環境
に影響を及ぼさない程
度となる。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用、声援や応
援等が周辺の生活環境
に影響を及ぼすことは
ないことから、ミティ
ゲーションは想定して
いない。

工事の実施に伴う騒音
による影響がみられる
が、ミティゲーション
により周辺の生活環境
に影響を及ぼさない程
度となる。

0 － 0 0

6 東京国際フォーラム

騒音の発生要因となる
ような工事は行わない
ことから対象外とす
る。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用、声援や応
援等による騒音の発生
がみられるが、周辺の
生活環境に影響を及ぼ
すことはない。

騒音の発生要因となる
ような工事は行わない
ことから対象外とす
る。

オリンピックによる新
たな恒久施設はなく、
開催後の状況に開催前
との変化はないことか
ら対象外とする。

－ － 0 － －

騒音の発生要因となる
ような工事は行わない
ことから対象外とす
る。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用、声援や応
援等が周辺の生活環境
に影響を及ぼすことは
ないことから、ミティ
ゲーションは想定して
いない。

騒音の発生要因となる
ような工事は行わない
ことから対象外とす
る。

オリンピックによる新
たな恒久施設はなく、
開催後の状況に開催前
との変化はないことか
ら対象外とする。

－ － 0 － －

7 国技館
工事の実施に伴う騒音
による周辺の生活環境
への影響がみられる。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用、声援や応
援等による騒音の発生
がみられるが、周辺の
生活環境に影響を及ぼ
すことはない。

工事の実施に伴う騒音
による周辺の生活環境
への影響がみられる。

オリンピックによる新
たな恒久施設はなく、
開催後の状況に開催前
との変化はないことか
ら対象外とする。

-1 － 0 -1 －

工事の実施に伴う騒音
による影響がみられる
が、ミティゲーション
により周辺の生活環境
に影響を及ぼさない程
度となる。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用、声援や応
援等が周辺の生活環境
に影響を及ぼすことは
ないことから、ミティ
ゲーションは想定して
いない。

工事の実施に伴う騒音
による影響がみられる
が、ミティゲーション
により周辺の生活環境
に影響を及ぼさない程
度となる。

オリンピックによる新
たな恒久施設はなく、
開催後の状況に開催前
との変化はないことか
ら対象外とする。

0 － 0 0 －

8 有明アリーナ
工事の実施に伴う騒音
による周辺の生活環境
への影響がみられる。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用、声援や応
援等による騒音の発生
がみられるが、周辺の
生活環境に影響を及ぼ
すことはない。

工事の実施に伴う騒音
による周辺の生活環境
への影響がみられる。

開催後の後利用は開催
中と同様に屋内でのイ
ベント開催であること
から、周辺の生活環境
に影響を及ぼすことは
ない。

-1 － 0 -1 0

工事の実施に伴う騒音
による影響がみられる
が、ミティゲーション
により周辺の生活環境
に影響を及ぼさない程
度となる。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用、声援や応
援等が周辺の生活環境
に影響を及ぼすことは
ないことから、ミティ
ゲーションは想定して
いない。

工事の実施に伴う騒音
による影響がみられる
が、ミティゲーション
により周辺の生活環境
に影響を及ぼさない程
度となる。

屋内でのイベント開催
であり、周辺の生活環
境への影響はないこと
から、ミティゲーショ
ンは想定していない。

0 － 0 0 0

9 有明ＢＭＸコース
工事の実施に伴う騒音
による周辺の生活環境
への影響がみられる。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用、声援や応
援等による騒音の発生
がみられるが、周辺の
生活環境に影響を及ぼ
すことはない。

工事の実施に伴う騒音
による周辺の生活環境
への影響がみられる。

-1 － 0 -1

工事の実施に伴う騒音
による影響がみられる
が、ミティゲーション
により周辺の生活環境
に影響を及ぼさない程
度となる。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用、声援や応
援等が周辺の生活環境
に影響を及ぼすことは
ないことから、ミティ
ゲーションは想定して
いない。

工事の実施に伴う騒音
による影響がみられる
が、ミティゲーション
により周辺の生活環境
に影響を及ぼさない程
度となる。

0 － 0 0

10 有明ベロドローム
工事の実施に伴う騒音
による周辺の生活環境
への影響がみられる。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用、声援や応
援等による騒音の発生
がみられるが、周辺の
生活環境に影響を及ぼ
すことはない。

工事の実施に伴う騒音
による周辺の生活環境
への影響がみられる。

-1 － 0 -1

工事の実施に伴う騒音
による影響がみられる
が、ミティゲーション
により周辺の生活環境
に影響を及ぼさない程
度となる。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用、声援や応
援等が周辺の生活環境
に影響を及ぼすことは
ないことから、ミティ
ゲーションは想定して
いない。

工事の実施に伴う騒音
による影響がみられる
が、ミティゲーション
により周辺の生活環境
に影響を及ぼさない程
度となる。

0 － 0 0

11 有明体操競技場
工事の実施に伴う騒音
による周辺の生活環境
への影響がみられる。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用、声援や応
援等による騒音の発生
がみられるが、周辺の
生活環境に影響を及ぼ
すことはない。

工事の実施に伴う騒音
による周辺の生活環境
への影響がみられる。

-1 － 0 -1

工事の実施に伴う騒音
による影響がみられる
が、ミティゲーション
により周辺の生活環境
に影響を及ぼさない程
度となる。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用、声援や応
援等が周辺の生活環境
に影響を及ぼすことは
ないことから、ミティ
ゲーションは想定して
いない。

工事の実施に伴う騒音
による影響がみられる
が、ミティゲーション
により周辺の生活環境
に影響を及ぼさない程
度となる。

0 － 0 0

12 有明テニスの森
工事の実施に伴う騒音
による周辺の生活環境
への影響がみられる。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用、声援や応
援等による騒音の発生
がみられるが、周辺の
生活環境に影響を及ぼ
すことはない。

工事の実施に伴う騒音
による周辺の生活環境
への影響がみられる。

開催前の利用形態に変
化はなく、周辺の生活
環境に影響を及ぼすよ
うな新たな騒音の発生
はない。

-1 － 0 -1 0

工事の実施に伴う騒音
による影響がみられる
が、ミティゲーション
により周辺の生活環境
に影響を及ぼさない程
度となる。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用、声援や応
援等が周辺の生活環境
に影響を及ぼすことは
ないことから、ミティ
ゲーションは想定して
いない。

工事の実施に伴う騒音
による影響がみられる
が、ミティゲーション
により周辺の生活環境
に影響を及ぼさない程
度となる。

開催前の後利用におい
て周辺の生活環境への
影響はないことから、
ミティゲーションは想
定していない。

0 － 0 0 0

13 お台場海浜公園
工事の実施に伴う騒音
による周辺の生活環境
への影響がみられる。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用、声援や応
援等による騒音の発生
がみられるが、周辺の
生活環境に影響を及ぼ
すことはない。

工事の実施に伴う騒音
による周辺の生活環境
への影響がみられる。

-1 － 0 -1

工事の実施に伴う騒音
による影響がみられる
が、ミティゲーション
により周辺の生活環境
に影響を及ぼさない程
度となる。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用、声援や応
援等が周辺の生活環境
に影響を及ぼすことは
ないことから、ミティ
ゲーションは想定して
いない。

工事の実施に伴う騒音
による影響がみられる
が、ミティゲーション
により周辺の生活環境
に影響を及ぼさない程
度となる。

0 － 0 0

14 潮風公園
工事の実施に伴う騒音
による周辺の生活環境
への影響がみられる。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用、声援や応
援等による騒音の発生
がみられるが、周辺の
生活環境に影響を及ぼ
すことはない。

工事の実施に伴う騒音
による周辺の生活環境
への影響がみられる。

-1 － 0 -1

工事の実施に伴う騒音
による影響がみられる
が、ミティゲーション
により周辺の生活環境
に影響を及ぼさない程
度となる。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用、声援や応
援等が周辺の生活環境
に影響を及ぼすことは
ないことから、ミティ
ゲーションは想定して
いない。

工事の実施に伴う騒音
による影響がみられる
が、ミティゲーション
により周辺の生活環境
に影響を及ぼさない程
度となる。

0 － 0 0

15～16
東京ビッグサイト・ホール
Ａ、Ｂ

工事の実施に伴う騒音
による周辺の生活環境
への影響がみられる。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用、声援や応
援等による騒音の発生
がみられるが、周辺の
生活環境に影響を及ぼ
すことはない。

工事の実施に伴う騒音
による周辺の生活環境
への影響がみられる。

オリンピックによる新
たな恒久施設はなく、
開催後の状況に開催前
との変化はないことか
ら対象外とする。

-1 － 0 -1 －

工事の実施に伴う騒音
による影響がみられる
が、ミティゲーション
により周辺の生活環境
に影響を及ぼさない程
度となる。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用、声援や応
援等が周辺の生活環境
に影響を及ぼすことは
ないことから、ミティ
ゲーションは想定して
いない。

工事の実施に伴う騒音
による影響がみられる
が、ミティゲーション
により周辺の生活環境
に影響を及ぼさない程
度となる。

オリンピックによる新
たな恒久施設はなく、
開催後の状況に開催前
との変化はないことか
ら対象外とする。

0 － 0 0 －

二次評価

段階別影響 評価点

開催前 開催中 開催後 開催前 開催中 開催後

評価点

開催中 開催後

会場
一次評価

開催後 開催前

段階別影響

開催中開催前

No. 名称
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評価指標別予測結果表（環境・交通騒音レベル）

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
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後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
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競技の
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工事
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後利用
の影響
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影響

招致・PR活動
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施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
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後利用に
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工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

二次評価

段階別影響 評価点

開催前 開催中 開催後 開催前 開催中 開催後

評価点

開催中 開催後

会場
一次評価

開催後 開催前

段階別影響

開催中開催前

No. 名称

17 大井ホッケー競技場
工事の実施に伴う騒音
による周辺の生活環境
への影響がみられる。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用、声援や応
援等による騒音の発生
がみられるが、周辺の
生活環境に影響を及ぼ
すことはない。

工事の実施に伴う騒音
による周辺の生活環境
への影響がみられる。

既存の公園内の施設で
あり周辺に住宅等が存
在していないことか
ら、騒音による周辺の
生活環境への影響はな
い。

-1 － 0 -1 0

工事の実施に伴う騒音
による影響がみられる
が、ミティゲーション
により周辺の生活環境
に影響を及ぼさない程
度となる。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用、声援や応
援等が周辺の生活環境
に影響を及ぼすことは
ないことから、ミティ
ゲーションは想定して
いない。

工事の実施に伴う騒音
による影響がみられる
が、ミティゲーション
により周辺の生活環境
に影響を及ぼさない程
度となる。

既存の公園内の施設で
あり周辺の生活環境へ
の影響はないことか
ら、ミティゲーション
は想定していない。

0 － 0 0 0

18
海の森クロスカントリー
コース

工事の実施に伴う騒音
による周辺の生活環境
への影響がみられる。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用、声援や応
援等による騒音の発生
がみられるが、周辺の
生活環境に影響を及ぼ
すことはない。

工事の実施に伴う騒音
による周辺の生活環境
への影響がみられる。

-1 － 0 -1

工事の実施に伴う騒音
による影響がみられる
が、ミティゲーション
により周辺の生活環境
に影響を及ぼさない程
度となる。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用、声援や応
援等が周辺の生活環境
に影響を及ぼすことは
ないことから、ミティ
ゲーションは想定して
いない。

工事の実施に伴う騒音
による影響がみられる
が、ミティゲーション
により周辺の生活環境
に影響を及ぼさない程
度となる。

0 － 0 0

19 海の森水上競技場
工事の実施に伴う騒音
による周辺の生活環境
への影響がみられる。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用、声援や応
援等による騒音の発生
がみられるが、周辺の
生活環境に影響を及ぼ
すことはない。

工事の実施に伴う騒音
による周辺の生活環境
への影響がみられる。

会場の周辺に住宅等が
存在していないことか
ら、騒音による周辺の
生活環境への影響はな
い。

-1 － 0 -1 0

工事の実施に伴う騒音
による影響がみられる
が、ミティゲーション
により周辺の生活環境
に影響を及ぼさない程
度となる。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用、声援や応
援等が周辺の生活環境
に影響を及ぼすことは
ないことから、ミティ
ゲーションは想定して
いない。

工事の実施に伴う騒音
による影響がみられる
が、ミティゲーション
により周辺の生活環境
に影響を及ぼさない程
度となる。

会場周辺には住宅等が
存在しておらず生活環
境への影響はないこと
から、ミティゲーショ
ンは想定していない。

0 － 0 0 0

20
海の森マウンテンバイク
コース

工事の実施に伴う騒音
による周辺の生活環境
への影響がみられる。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用、声援や応
援等による騒音の発生
がみられるが、周辺の
生活環境に影響を及ぼ
すことはない。

工事の実施に伴う騒音
による周辺の生活環境
への影響がみられる。

-1 － 0 -1

工事の実施に伴う騒音
による影響がみられる
が、ミティゲーション
により周辺の生活環境
に影響を及ぼさない程
度となる。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用、声援や応
援等が周辺の生活環境
に影響を及ぼすことは
ないことから、ミティ
ゲーションは想定して
いない。

工事の実施に伴う騒音
による影響がみられる
が、ミティゲーション
により周辺の生活環境
に影響を及ぼさない程
度となる。

0 － 0 0

21 若洲オリンピックマリーナ
工事の実施に伴う騒音
による周辺の生活環境
への影響がみられる。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用、声援や応
援等による騒音の発生
がみられるが、周辺の
生活環境に影響を及ぼ
すことはない。

工事の実施に伴う騒音
による周辺の生活環境
への影響がみられる。

既存の公園内の施設で
あり周辺に住宅等が存
在していないことか
ら、騒音による周辺の
生活環境への影響はな
い。

-1 － 0 -1 0

工事の実施に伴う騒音
による影響がみられる
が、ミティゲーション
により周辺の生活環境
に影響を及ぼさない程
度となる。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用、声援や応
援等が周辺の生活環境
に影響を及ぼすことは
ないことから、ミティ
ゲーションは想定して
いない。

工事の実施に伴う騒音
による影響がみられる
が、ミティゲーション
により周辺の生活環境
に影響を及ぼさない程
度となる。

既存の公園内の施設で
あり周辺の生活環境へ
の影響はないことか
ら、ミティゲーション
は想定していない。

0 － 0 0 0

22 葛西臨海公園
工事の実施に伴う騒音
による周辺の生活環境
への影響がみられる。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用、声援や応
援等による騒音の発生
がみられるが、周辺の
生活環境に影響を及ぼ
すことはない。

工事の実施に伴う騒音
による周辺の生活環境
への影響がみられる。

既存の公園内の施設で
あり周辺に住宅等が存
在していないことか
ら、騒音による周辺の
生活環境への影響はな
い。

-1 － 0 -1 0

工事の実施に伴う騒音
による影響がみられる
が、ミティゲーション
により周辺の生活環境
に影響を及ぼさない程
度となる。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用、声援や応
援等が周辺の生活環境
に影響を及ぼすことは
ないことから、ミティ
ゲーションは想定して
いない。

工事の実施に伴う騒音
による影響がみられる
が、ミティゲーション
により周辺の生活環境
に影響を及ぼさない程
度となる。

既存の公園内の施設で
あり周辺の生活環境へ
の影響はないことか
ら、ミティゲーション
は想定していない。

0 － 0 0 0

23～24
夢の島ユース・プラザ・ア
リーナＡ、Ｂ

工事の実施に伴う騒音
による周辺の生活環境
への影響がみられる。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用、声援や応
援等による騒音の発生
がみられるが、周辺の
生活環境に影響を及ぼ
すことはない。

工事の実施に伴う騒音
による周辺の生活環境
への影響がみられる。

開催後の後利用は開催
中と同様に屋内でのイ
ベント開催であること
から、周辺の生活環境
に影響を及ぼすことは
ない。

-1 － 0 -1 0

工事の実施に伴う騒音
による影響がみられる
が、ミティゲーション
により周辺の生活環境
に影響を及ぼさない程
度となる。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用、声援や応
援等が周辺の生活環境
に影響を及ぼすことは
ないことから、ミティ
ゲーションは想定して
いない。

工事の実施に伴う騒音
による影響がみられる
が、ミティゲーション
により周辺の生活環境
に影響を及ぼさない程
度となる。

屋内でのイベント開催
であり、周辺の生活環
境への影響はないこと
から、ミティゲーショ
ンは想定していない。

0 － 0 0 0

25 夢の島公園
工事の実施に伴う騒音
による周辺の生活環境
への影響がみられる。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用、声援や応
援等による騒音の発生
がみられるが、周辺の
生活環境に影響を及ぼ
すことはない。

工事の実施に伴う騒音
による周辺の生活環境
への影響がみられる。

既存の公園内の施設で
あり周辺に住宅等が存
在していないことか
ら、騒音による周辺の
生活環境への影響はな
い。

-1 － 0 -1 0

工事の実施に伴う騒音
による影響がみられる
が、ミティゲーション
により周辺の生活環境
に影響を及ぼさない程
度となる。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用、声援や応
援等が周辺の生活環境
に影響を及ぼすことは
ないことから、ミティ
ゲーションは想定して
いない。

工事の実施に伴う騒音
による影響がみられる
が、ミティゲーション
により周辺の生活環境
に影響を及ぼさない程
度となる。

既存の公園内の施設で
あり周辺の生活環境へ
の影響はないことか
ら、ミティゲーション
は想定していない。

0 － 0 0 0

26 夢の島競技場
工事の実施に伴う騒音
による周辺の生活環境
への影響がみられる。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用、声援や応
援等による騒音の発生
がみられるが、周辺の
生活環境に影響を及ぼ
すことはない。

工事の実施に伴う騒音
による周辺の生活環境
への影響がみられる。

オリンピックによる新
たな恒久施設はなく、
開催後の状況に開催前
との変化はないことか
ら対象外とする。

-1 － 0 -1 －

工事の実施に伴う騒音
による影響がみられる
が、ミティゲーション
により周辺の生活環境
に影響を及ぼさない程
度となる。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用、声援や応
援等が周辺の生活環境
に影響を及ぼすことは
ないことから、ミティ
ゲーションは想定して
いない。

工事の実施に伴う騒音
による影響がみられる
が、ミティゲーション
により周辺の生活環境
に影響を及ぼさない程
度となる。

オリンピックによる新
たな恒久施設はなく、
開催後の状況に開催前
との変化はないことか
ら対象外とする。

0 － 0 0 －

27～28
オリンピックアクアティク
スセンター
ウォーターポロアリーナ

工事の実施に伴う騒音
による周辺の生活環境
への影響がみられる。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用、声援や応
援等による騒音の発生
がみられるが、周辺の
生活環境に影響を及ぼ
すことはない。

工事の実施に伴う騒音
による周辺の生活環境
への影響がみられる。

開催後の後利用は開催
中と同様に屋内でのイ
ベント開催であること
から、周辺の生活環境
に影響を及ぼすことは
ない。

-1 － 0 -1 0

工事の実施に伴う騒音
による影響がみられる
が、ミティゲーション
により周辺の生活環境
に影響を及ぼさない程
度となる。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用、声援や応
援等が周辺の生活環境
に影響を及ぼすことは
ないことから、ミティ
ゲーションは想定して
いない。

工事の実施に伴う騒音
による影響がみられる
が、ミティゲーション
により周辺の生活環境
に影響を及ぼさない程
度となる。

屋内でのイベント開催
であり、周辺の生活環
境への影響はないこと
から、ミティゲーショ
ンは想定していない。

0 － 0 0 0

29
武蔵野の森総合スポーツ施
設

工事の実施に伴う騒音
による周辺の生活環境
への影響がみられる。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用、声援や応
援等による騒音の発生
がみられるが、周辺の
生活環境に影響を及ぼ
すことはない。

騒音の発生要因となる
ような工事は行わない
ことから対象外とす
る。

開催後の後利用は開催
中と同様に屋内でのイ
ベント開催であること
から、周辺の生活環境
に影響を及ぼすことは
ない。

-1 － 0 － 0

工事の実施に伴う騒音
による影響がみられる
が、ミティゲーション
により周辺の生活環境
に影響を及ぼさない程
度となる。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用、声援や応
援等が周辺の生活環境
に影響を及ぼすことは
ないことから、ミティ
ゲーションは想定して
いない。

騒音の発生要因となる
ような工事は行わない
ことから対象外とす
る。

屋内でのイベント開催
であり、周辺の生活環
境への影響はないこと
から、ミティゲーショ
ンは想定していない。

0 － 0 － 0

30 東京スタジアム
工事の実施に伴う騒音
による周辺の生活環境
への影響がみられる。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用、声援や応
援等による騒音の発生
がみられるが、周辺の
生活環境に影響を及ぼ
すことはない。

工事の実施に伴う騒音
による周辺の生活環境
への影響がみられる。

オリンピックによる新
たな恒久施設はなく、
開催後の状況に開催前
との変化はないことか
ら対象外とする。

-1 － 0 -1 －

工事の実施に伴う騒音
による影響がみられる
が、ミティゲーション
により周辺の生活環境
に影響を及ぼさない程
度となる。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用、声援や応
援等が周辺の生活環境
に影響を及ぼすことは
ないことから、ミティ
ゲーションは想定して
いない。

工事の実施に伴う騒音
による影響がみられる
が、ミティゲーション
により周辺の生活環境
に影響を及ぼさない程
度となる。

オリンピックによる新
たな恒久施設はなく、
開催後の状況に開催前
との変化はないことか
ら対象外とする。

0 － 0 0 －

31 武蔵野の森公園
工事の実施に伴う騒音
による周辺の生活環境
への影響がみられる。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用、声援や応
援等による騒音の発生
がみられるが、周辺の
生活環境に影響を及ぼ
すことはない。

工事の実施に伴う騒音
による周辺の生活環境
への影響がみられる。

-1 － 0 -1

工事の実施に伴う騒音
による影響がみられる
が、ミティゲーション
により周辺の生活環境
に影響を及ぼさない程
度となる。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用、声援や応
援等が周辺の生活環境
に影響を及ぼすことは
ないことから、ミティ
ゲーションは想定して
いない。

工事の実施に伴う騒音
による影響がみられる
が、ミティゲーション
により周辺の生活環境
に影響を及ぼさない程
度となる。

0 － 0 0

32 陸上自衛隊朝霞訓練場
工事の実施に伴う騒音
による周辺の生活環境
への影響がみられる。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用、声援や応
援等による騒音の発生
がみられるが、周辺の
生活環境に影響を及ぼ
すことはない。

工事の実施に伴う騒音
による周辺の生活環境
への影響がみられる。

-1 － 0 -1

工事の実施に伴う騒音
による影響がみられる
が、ミティゲーション
により周辺の生活環境
に影響を及ぼさない程
度となる。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用、声援や応
援等が周辺の生活環境
に影響を及ぼすことは
ないことから、ミティ
ゲーションは想定して
いない。

工事の実施に伴う騒音
による影響がみられる
が、ミティゲーション
により周辺の生活環境
に影響を及ぼさない程
度となる。

0 － 0 0

33 霞ヶ関カンツリー倶楽部
工事の実施に伴う騒音
による周辺の生活環境
への影響がみられる。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用、声援や応
援等による騒音の発生
がみられるが、周辺の
生活環境に影響を及ぼ
すことはない。

工事の実施に伴う騒音
による周辺の生活環境
への影響がみられる。

オリンピックによる新
たな恒久施設はなく、
開催後の状況に開催前
との変化はないことか
ら対象外とする。

-1 － 0 -1 －

工事の実施に伴う騒音
による影響がみられる
が、ミティゲーション
により周辺の生活環境
に影響を及ぼさない程
度となる。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用、声援や応
援等が周辺の生活環境
に影響を及ぼすことは
ないことから、ミティ
ゲーションは想定して
いない。

工事の実施に伴う騒音
による影響がみられる
が、ミティゲーション
により周辺の生活環境
に影響を及ぼさない程
度となる。

オリンピックによる新
たな恒久施設はなく、
開催後の状況に開催前
との変化はないことか
ら対象外とする。

0 － 0 0 －
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評価指標別予測結果表（環境・交通騒音レベル）

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
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工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

二次評価

段階別影響 評価点

開催前 開催中 開催後 開催前 開催中 開催後

評価点

開催中 開催後

会場
一次評価

開催後 開催前

段階別影響

開催中開催前

No. 名称

34 札幌ドーム
工事の実施に伴う騒音
による周辺の生活環境
への影響がみられる。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用、声援や応
援等による騒音の発生
がみられるが、周辺の
生活環境に影響を及ぼ
すことはない。

工事の実施に伴う騒音
による周辺の生活環境
への影響がみられる。

オリンピックによる新
たな恒久施設はなく、
開催後の状況に開催前
との変化はないことか
ら対象外とする。

-1 － 0 -1 －

工事の実施に伴う騒音
による影響がみられる
が、ミティゲーション
により周辺の生活環境
に影響を及ぼさない程
度となる。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用、声援や応
援等が周辺の生活環境
に影響を及ぼすことは
ないことから、ミティ
ゲーションは想定して
いない。

工事の実施に伴う騒音
による影響がみられる
が、ミティゲーション
により周辺の生活環境
に影響を及ぼさない程
度となる。

オリンピックによる新
たな恒久施設はなく、
開催後の状況に開催前
との変化はないことか
ら対象外とする。

0 － 0 0 －

35 宮城スタジアム
工事の実施に伴う騒音
による周辺の生活環境
への影響がみられる。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用、声援や応
援等による騒音の発生
がみられるが、周辺の
生活環境に影響を及ぼ
すことはない。

工事の実施に伴う騒音
による周辺の生活環境
への影響がみられる。

オリンピックによる新
たな恒久施設はなく、
開催後の状況に開催前
との変化はないことか
ら対象外とする。

-1 － 0 -1 －

工事の実施に伴う騒音
による影響がみられる
が、ミティゲーション
により周辺の生活環境
に影響を及ぼさない程
度となる。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用、声援や応
援等が周辺の生活環境
に影響を及ぼすことは
ないことから、ミティ
ゲーションは想定して
いない。

工事の実施に伴う騒音
による影響がみられる
が、ミティゲーション
により周辺の生活環境
に影響を及ぼさない程
度となる。

オリンピックによる新
たな恒久施設はなく、
開催後の状況に開催前
との変化はないことか
ら対象外とする。

0 － 0 0 －

36 埼玉スタジアム2002
工事の実施に伴う騒音
による周辺の生活環境
への影響がみられる。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用、声援や応
援等による騒音の発生
がみられるが、周辺の
生活環境に影響を及ぼ
すことはない。

工事の実施に伴う騒音
による周辺の生活環境
への影響がみられる。

オリンピックによる新
たな恒久施設はなく、
開催後の状況に開催前
との変化はないことか
ら対象外とする。

-1 － 0 -1 －

工事の実施に伴う騒音
による影響がみられる
が、ミティゲーション
により周辺の生活環境
に影響を及ぼさない程
度となる。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用、声援や応
援等が周辺の生活環境
に影響を及ぼすことは
ないことから、ミティ
ゲーションは想定して
いない。

工事の実施に伴う騒音
による影響がみられる
が、ミティゲーション
により周辺の生活環境
に影響を及ぼさない程
度となる。

オリンピックによる新
たな恒久施設はなく、
開催後の状況に開催前
との変化はないことか
ら対象外とする。

0 － 0 0 －

37 横浜国際総合競技場
工事の実施に伴う騒音
による周辺の生活環境
への影響がみられる。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用、声援や応
援等による騒音の発生
がみられるが、周辺の
生活環境に影響を及ぼ
すことはない。

工事の実施に伴う騒音
による周辺の生活環境
への影響がみられる。

オリンピックによる新
たな恒久施設はなく、
開催後の状況に開催前
との変化はないことか
ら対象外とする。

-1 － 0 -1 －

工事の実施に伴う騒音
による影響がみられる
が、ミティゲーション
により周辺の生活環境
に影響を及ぼさない程
度となる。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用、声援や応
援等が周辺の生活環境
に影響を及ぼすことは
ないことから、ミティ
ゲーションは想定して
いない。

工事の実施に伴う騒音
による影響がみられる
が、ミティゲーション
により周辺の生活環境
に影響を及ぼさない程
度となる。

オリンピックによる新
たな恒久施設はなく、
開催後の状況に開催前
との変化はないことか
ら対象外とする。

0 － 0 0 －

OV 選手村
工事の実施に伴う騒音
による周辺の生活環境
への影響がみられる。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用等に伴う騒
音の発生がみられる
が、周辺の生活環境に
影響を及ぼすことはな
い。

工事の実施に伴う騒音
による周辺の生活環境
への影響がみられる。

住宅として利用される
ことから、周辺の生活
環境に影響を及ぼすよ
うな騒音の発生はな
い。

-1 － 0 -1 0

工事の実施に伴う騒音
による影響がみられる
が、ミティゲーション
により周辺の生活環境
に影響を及ぼさない程
度となる。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用等による騒
音が周辺の生活環境に
影響を及ぼすことはな
いことから、ミティ
ゲーションは想定して
いない。

工事の実施に伴う騒音
による影響がみられる
が、ミティゲーション
により周辺の生活環境
に影響を及ぼさない程
度となる。

住宅として利用され、
周辺の生活環境への影
響はないことから、ミ
ティゲーションは想定
していない。

0 － 0 0 0

IBC/MPC
東京ビッグサイト
(IBC/MPC)

工事の実施に伴う騒音
による周辺の生活環境
への影響がみられる。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用等に伴う騒
音の発生がみられる
が、周辺の生活環境に
影響を及ぼすことはな
い。

騒音の発生要因となる
ような工事は行わない
ことから対象外とす
る。

開催後は展示会場等と
して利用されることか
ら、周辺の生活環境に
影響を及ぼすことはな
い。

-1 － 0 － 0

工事の実施に伴う騒音
による影響がみられる
が、ミティゲーション
により周辺の生活環境
に影響を及ぼさない程
度となる。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の供用等による騒
音が周辺の生活環境に
影響を及ぼすことはな
いことから、ミティ
ゲーションは想定して
いない。

騒音の発生要因となる
ような工事は行わない
ことから対象外とす
る。

展示会場等として利用
され、周辺の生活環境
への影響はないことか
ら、ミティゲーション
は想定していない。

0 － 0 － 0
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評価指標別予測結果表（日照の阻害の有無）

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

1
オリンピックスタジアム
(国立霞ヶ丘競技場)

日影が会場エリア北側
の日影の規制地域にま
で及ぶ。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

日影が会場エリア北側
の日影の規制地域にま
で及ぶ。

-1 － -1

日影が会場の北側の日
影の規制地域にまで及
ぶが、屋根の形状に配
慮する等のミティゲー
ションにより影響が回
避できる。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

日影が会場の北側の日
影の規制地域にまで及
ぶが、屋根の形状に配
慮する等のミティゲー
ションにより影響が回
避できる。

0 － 0

2 東京体育館

施設の高さ、周辺の状
況、仮設のみであるこ
となどから、施設の存
在に伴う日影の影響は
ない。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

開催後に、新たな施設
による日影は生じない
ことから対象外とす
る。

0 － －

施設の存在による影響
はないことから、ミ
ティゲーションは想定
していない。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

新たな施設による日影
は生じないことから対
象外とする。

0 － －

3 国立代々木競技場

施設の高さ、周辺の状
況、仮設のみであるこ
となどから、施設の存
在に伴う日影の影響は
ない。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

開催後に、新たな施設
による日影は生じない
ことから対象外とす
る。

0 － －

施設の存在による影響
はないことから、ミ
ティゲーションは想定
していない。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

新たな施設による日影
は生じないことから対
象外とする。

0 － －

4 日本武道館

施設の高さ、周辺の状
況、仮設のみであるこ
となどから、施設の存
在に伴う日影の影響は
ない。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

開催後に、新たな施設
による日影は生じない
ことから対象外とす
る。

0 － －

施設の存在による影響
はないことから、ミ
ティゲーションは想定
していない。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

新たな施設による日影
は生じないことから対
象外とする。

0 － －

5 皇居外苑

施設の高さ、周辺の状
況、仮設のみであるこ
となどから、施設の存
在に伴う日影の影響は
ない。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

0 －

施設の存在による影響
はないことから、ミ
ティゲーションは想定
していない。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

0 －

6 東京国際フォーラム
新たな施設の建設は行
わないことから対象外
とする。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

開催後に、新たな施設
による日影は生じない
ことから対象外とす
る。

－ － －
新たな施設の建設は行
わないことから対象外
とする。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

－ － －

7 国技館

施設の高さ、周辺の状
況、仮設のみであるこ
となどから、施設の存
在に伴う日影の影響は
ない。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

開催後に、新たな施設
による日影は生じない
ことから対象外とす
る。

0 － －

施設の存在による影響
はないことから、ミ
ティゲーションは想定
していない。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

新たな施設による日影
は生じないことから対
象外とする。

0 － －

8 有明アリーナ

施設の高さ、周辺の状
況、仮設のみであるこ
となどから、施設の存
在に伴う日影の影響は
ない。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

開催後に、新たな施設
による日影は生じない
ことから影響はない。

0 － 0

施設の存在による影響
はないことから、ミ
ティゲーションは想定
していない。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の存在による影響
はないことから、ミ
ティゲーションは想定
していない。

0 － 0

9 有明ＢＭＸコース

施設の高さ、周辺の状
況、仮設のみであるこ
となどから、施設の存
在に伴う日影の影響は
ない。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

0 －

施設の存在による影響
はないことから、ミ
ティゲーションは想定
していない。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

0 －

10 有明ベロドローム

施設の高さ、周辺の状
況、仮設のみであるこ
となどから、施設の存
在に伴う日影の影響は
ない。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

0 －

施設の存在による影響
はないことから、ミ
ティゲーションは想定
していない。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

0 －

11 有明体操競技場

施設の高さ、周辺の状
況、仮設のみであるこ
となどから、施設の存
在に伴う日影の影響は
ない。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

0 －

施設の存在による影響
はないことから、ミ
ティゲーションは想定
していない。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

0 －

12 有明テニスの森
日影は概ね会場エリア
内に留まることから周
辺への影響はない。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

開催後に、新たな施設
による日影は生じない
ことから影響はない。

0 － 0

施設の存在による影響
はないことから、ミ
ティゲーションは想定
していない。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の存在による影響
はないことから、ミ
ティゲーションは想定
していない。

0 － 0

13 お台場海浜公園

施設の高さ、周辺の状
況、仮設のみであるこ
となどから、施設の存
在に伴う日影の影響は
ない。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

0 －

施設の存在による影響
はないことから、ミ
ティゲーションは想定
していない。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

0 －

14 潮風公園

施設の高さ、周辺の状
況、仮設のみであるこ
となどから、施設の存
在に伴う日影の影響は
ない。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

0 －

施設の存在による影響
はないことから、ミ
ティゲーションは想定
していない。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

0 －

15～16
東京ビッグサイト・ホール
Ａ、Ｂ

施設の高さ、周辺の状
況、仮設のみであるこ
となどから、施設の存
在に伴う日影の影響は
ない。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

開催後に、新たな施設
による日影は生じない
ことから対象外とす
る。

0 － －

施設の存在による影響
はないことから、ミ
ティゲーションは想定
していない。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

新たな施設による日影
は生じないことから対
象外とする。

0 － －

17 大井ホッケー競技場
日影は概ね会場エリア
内に留まることから周
辺への影響はない。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

開催後に、新たな施設
による日影は生じない
ことから影響はない。

0 － 0

施設の存在による影響
はないことから、ミ
ティゲーションは想定
していない。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の存在による影響
はないことから、ミ
ティゲーションは想定
していない。

0 － 0

18
海の森クロスカントリー
コース

施設の高さ、周辺の状
況、仮設のみであるこ
となどから、施設の存
在に伴う日影の影響は
ない。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

0 －

施設の存在による影響
はないことから、ミ
ティゲーションは想定
していない。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

0 －

19 海の森水上競技場

施設の高さ、周辺の状
況、仮設のみであるこ
となどから、施設の存
在に伴う日影の影響は
ない。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

開催後に、新たな施設
による日影は生じない
ことから影響はない。

0 － 0

施設の存在による影響
はないことから、ミ
ティゲーションは想定
していない。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の存在による影響
はないことから、ミ
ティゲーションは想定
していない。

0 － 0

20
海の森マウンテンバイク
コース

施設の高さ、周辺の状
況、仮設のみであるこ
となどから、施設の存
在に伴う日影の影響は
ない。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

0 －

施設の存在による影響
はないことから、ミ
ティゲーションは想定
していない。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

0 －

二次評価

段階別影響 評価点

開催前 開催中 開催後 開催前 開催中 開催後

評価点

開催中 開催後

会場
一次評価

開催後 開催前

段階別影響

開催中開催前

No. 名称
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評価指標別予測結果表（日照の阻害の有無）

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

二次評価

段階別影響 評価点

開催前 開催中 開催後 開催前 開催中 開催後

評価点

開催中 開催後

会場
一次評価

開催後 開催前

段階別影響

開催中開催前

No. 名称

21 若洲オリンピックマリーナ

施設の高さ、周辺の状
況、仮設のみであるこ
となどから、施設の存
在に伴う日影の影響は
ない。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

開催後に、新たな施設
による日影は生じない
ことから影響はない。

0 － 0

施設の存在による影響
はないことから、ミ
ティゲーションは想定
していない。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の存在による影響
はないことから、ミ
ティゲーションは想定
していない。

0 － 0

22 葛西臨海公園

施設の高さ、周辺の状
況、仮設のみであるこ
となどから、施設の存
在に伴う日影の影響は
ない。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

開催後に、新たな施設
による日影は生じない
ことから影響はない。

0 － 0

施設の存在による影響
はないことから、ミ
ティゲーションは想定
していない。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の存在による影響
はないことから、ミ
ティゲーションは想定
していない。

0 － 0

23～24
夢の島ユース・プラザ・ア
リーナＡ、Ｂ

日影は概ね会場エリア
内に留まることから周
辺への影響はない。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

開催後に、新たな施設
による日影は生じない
ことから影響はない。

0 － 0

施設の存在による影響
はないことから、ミ
ティゲーションは想定
していない。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の存在による影響
はないことから、ミ
ティゲーションは想定
していない。

0 － 0

25 夢の島公園

施設の高さ、周辺の状
況、仮設のみであるこ
となどから、施設の存
在に伴う日影の影響は
ない。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

開催後に、新たな施設
による日影は生じない
ことから影響はない。

0 － 0

施設の存在による影響
はないことから、ミ
ティゲーションは想定
していない。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の存在による影響
はないことから、ミ
ティゲーションは想定
していない。

0 － 0

26 夢の島競技場

施設の高さ、周辺の状
況、仮設のみであるこ
となどから、施設の存
在に伴う日影の影響は
ない。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

開催後に、新たな施設
による日影は生じない
ことから対象外とす
る。

0 － －

施設の存在による影響
はないことから、ミ
ティゲーションは想定
していない。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

新たな施設による日影
は生じないことから対
象外とする。

0 － －

27～28
オリンピックアクアティク
スセンター
ウォーターポロアリーナ

日影が会場エリア北側
の日影の規制地域にま
で及ぶ。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

日影が会場エリア北側
の日影の規制地域にま
で及ぶ。

-1 － -1

日影が会場の北側の日
影の規制地域にまで及
ぶが、屋根の形状に配
慮する等のミティゲー
ションにより影響が回
避できる。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

日影が会場の北側の日
影の規制地域にまで及
ぶが、屋根の形状に配
慮する等のミティゲー
ションにより影響が回
避できる。

0 － 0

29
武蔵野の森総合スポーツ施
設

日影が会場エリア北側
の日影の規制地域にま
で及ぶ。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

日影が会場エリア北側
の日影の規制地域にま
で及ぶ。

-1 － -1

日影が会場の北側の日
影の規制地域にまで及
ぶが、屋根の形状に配
慮する等のミティゲー
ションにより影響が回
避できる。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

日影が会場の北側の日
影の規制地域にまで及
ぶが、屋根の形状に配
慮する等のミティゲー
ションにより影響が回
避できる。

0 － 0

30 東京スタジアム

施設の高さ、周辺の状
況、仮設のみであるこ
となどから、施設の存
在に伴う日影の影響は
ない。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

開催後に、新たな施設
による日影は生じない
ことから対象外とす
る。

0 － －

施設の存在による影響
はないことから、ミ
ティゲーションは想定
していない。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

新たな施設による日影
は生じないことから対
象外とする。

0 － －

31 武蔵野の森公園

施設の高さ、周辺の状
況、仮設のみであるこ
となどから、施設の存
在に伴う日影の影響は
ない。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の存在による影響
はないことから、ミ
ティゲーションは想定
していない。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

32 陸上自衛隊朝霞訓練場

施設の高さ、周辺の状
況、仮設のみであるこ
となどから、施設の存
在に伴う日影の影響は
ない。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

0 －

施設の存在による影響
はないことから、ミ
ティゲーションは想定
していない。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

0 －

33 霞ヶ関カンツリー倶楽部

施設の高さ、周辺の状
況、仮設のみであるこ
となどから、施設の存
在に伴う日影の影響は
ない。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

開催後に、新たな施設
による日影は生じない
ことから対象外とす
る。

－

施設の存在による影響
はないことから、ミ
ティゲーションは想定
していない。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

新たな施設による日影
は生じないことから対
象外とする。

－

34 札幌ドーム

施設の高さ、周辺の状
況、仮設のみであるこ
となどから、施設の存
在に伴う日影の影響は
ない。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

開催後に、新たな施設
による日影は生じない
ことから対象外とす
る。

0 － －

施設の存在による影響
はないことから、ミ
ティゲーションは想定
していない。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

新たな施設による日影
は生じないことから対
象外とする。

0 － －

35 宮城スタジアム

施設の高さ、周辺の状
況、仮設のみであるこ
となどから、施設の存
在に伴う日影の影響は
ない。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

開催後に、新たな施設
による日影は生じない
ことから対象外とす
る。

0 － －

施設の存在による影響
はないことから、ミ
ティゲーションは想定
していない。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

新たな施設による日影
は生じないことから対
象外とする。

0 － －

36 埼玉スタジアム2002

施設の高さ、周辺の状
況、仮設のみであるこ
となどから、施設の存
在に伴う日影の影響は
ない。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

開催後に、新たな施設
による日影は生じない
ことから対象外とす
る。

0 － －

施設の存在による影響
はないことから、ミ
ティゲーションは想定
していない。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

新たな施設による日影
は生じないことから対
象外とする。

0 － －

37 横浜国際総合競技場

施設の高さ、周辺の状
況、仮設のみであるこ
となどから、施設の存
在に伴う日影の影響は
ない。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

開催後に、新たな施設
による日影は生じない
ことから対象外とす
る。

0 － －

施設の存在による影響
はないことから、ミ
ティゲーションは想定
していない。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

新たな施設による日影
は生じないことから対
象外とする。

0 － －

OV 選手村
日影は概ね会場エリア
内に留まることから周
辺への影響はない。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

開催後に、新たな施設
による日影は生じない
ことから影響はない。

0 － 0

施設の存在による影響
はないことから、ミ
ティゲーションは想定
していない。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の存在による影響
はないことから、ミ
ティゲーションは想定
していない。

0 － 0

IBC/MPC
東京ビッグサイト
(IBC/MPC)

施設の高さ、周辺の状
況、仮設のみであるこ
となどから、施設の存
在に伴う日影の影響は
ない。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

開催後に、新たな施設
による日影は生じない
ことから影響はない。

0 － 0

施設の存在による影響
はないことから、ミ
ティゲーションは想定
していない。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の存在による影響
はないことから、ミ
ティゲーションは想定
していない。

0 － 0
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評価指標別予測結果表（緑視率）

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

1
オリンピックスタジアム
(国立霞ヶ丘競技場)

一次
視認できる緑はすべて
施設手前であり、現況
と変わらない。

仮設が撤去されるが、
緑視率は現況と変わら
ない。

0 0
街路樹を整備するが、
評価地点の緑視率は、
現況と変わらない。

会場エリア内に整備さ
れた樹木を維持する。
緑視率は現況と変わら
ない。

0 0

2 東京体育館 一次
視認できる緑はすべて
施設手前であり、現況
と変わらない。

仮設が撤去されるが、
緑視率は現況と変わら
ない。

0 0
街路樹を整備するが、
評価地点の緑視率は、
現況と変わらない。

会場エリア内に整備さ
れた樹木を維持する。
緑視率は現況と変わら
ない。

0 0

3 国立代々木競技場 一次

仮設の歩行者デッキの
設置により、樹木が影
響を受けるが、緑視率
の減少は約3.6ポイント
であり、現況と変わら
ない。

仮設の歩行者デッキが
撤去された後も、樹木
が改変された状態が続
く。緑視率の減少は約
0.1ポイントであり、現
況と変わらない。

0 0

影響を受ける樹木につ
いては、会場エリア内
への移植を行う。評価
地点の緑視率の減少は
一次評価と同じく約3.6
ポイントであり、現況
と変わらない。

会場エリア内に移植し
ていた樹木を原状復帰
する。緑視率は現況と
変わらない。

0 0

4 日本武道館 一次

仮設の設置に伴い、緑
視が阻害されるが、緑
視率の減少は約2.5ポイ
ントであり、現況と変
わらない。

仮設が撤去されるが、
緑視率は現況と変わら
ない。

0 0

仮設の設置に伴い、緑
視が阻害されるが、緑
視率の減少は約2.5ポイ
ントであり、現況と変
わらない。

仮設が撤去されるが、
緑視率は現況と変わら
ない。

0 0

5 皇居外苑 一次

仮設の設置により、一
部の緑視が阻害される
が、緑視率の減少は約
3.9ポイントであり、現
況と変わらない。

仮設が撤去されるが、
緑視率は現況と変わら
ない。

0 0

仮設の設置により、一
部の緑視が阻害される
が、緑視率の減少は約
3.9ポイントであり、現
況と変わらない。

仮設が撤去されるが、
緑視率は現況と変わら
ない。

0 0

6 東京国際フォーラム 一次
施設内部の改修である
ため、現況と変わらな
い。

施設内部の改修である
ため、現況と変わらな
い。

0 0
施設内部の改修である
ため、現況と変わらな
い。

施設内部の改修である
ため、現況と変わらな
い。

0 0

7 国技館 一次
施設内部の改修である
ため、現況と変わらな
い。

施設内部の改修である
ため、現況と変わらな
い。

0 0
施設内部の改修である
ため、現況と変わらな
い。

施設内部の改修である
ため、現況と変わらな
い。

0 0

8 有明アリーナ 一次

仮設の設置により、一
部の緑が改変される
が、緑視率の減少は約
1.3ポイントであり、現
況と変わらない。

仮設撤去後、恒設が残
り、草地が改変された
状態が続くが、緑視率
の減少は約1.3ポイント
であり、現況と変わら
ない。

0 0

会場エリア内に緑地が
整備され、周辺に街路
樹が整備されるため、
現況と同等の緑視率に
なると想定する。

開催中に整備された樹
木を維持することを想
定する。仮設撤去後
は、草本の種を播くな
どして、現在と同様の
植生となると予測し
た。

0 0

9 有明ＢＭＸコース 一次

仮設の設置により、一
部の緑が改変される
が、緑視率の減少は約
1.3ポイントであり、現
況と変わらない。

仮設撤去後、草地が改
変された状態が続く
が、緑視率の減少は約
1.3ポイントであり、現
況と変わらない。

0 0

会場エリア内に緑地が
整備され、周辺に街路
樹が整備されるため、
現況と同等の緑視率に
なると想定する。

仮設撤去後は、草本の
種を播くなどして、現
在と同様の植生となる
と予測した。

0 0

10 有明ベロドローム 一次

仮設の設置により、一
部の緑が改変される
が、緑視率の減少は約
1.3ポイントであり、現
況と変わらない。

仮設撤去後、草地が改
変された状態が続く
が、緑視率の減少は約
1.3ポイントであり、現
況と変わらない。

0 0

会場エリア内に緑地が
整備され、周辺に街路
樹が整備されるため、
現況と同等の緑視率に
なると想定する。

仮設撤去後は、草本の
種を播くなどして、現
在と同様の植生となる
と予測した。

0 0

11 有明体操競技場 一次

仮設の設置及び整地に
より、一部の緑地が改
変され、緑視率は現況
よりも約9.3ポイント減
少する。

仮設撤去後、草地が改
変された状態が続くた
め、緑視率は現況より
約9.3ポイント減少す
る。

-1 -1

会場エリア内に緑地が
整備され、周辺にも街
路樹が整備されるた
め、現況と同等の緑視
率になると想定する。

仮設の撤去後は、未利
用地に戻るが整地され
た状態が続く。草本の
種を播くなどして、現
在と同様の植生となる
と想定する。

0 0

12 有明テニスの森 一次

施設の設置により、会
場エリア内の大部分が
改変されるが、緑視率
の減少は約0.9ポイント
であり、現況と変わら
ない。

樹木の改変による緑視
率の減少は、約0.9ポイ
ントであり、現況と変
わらない。

0 0

施設の設置の影響を受
ける樹木は会場内に移
植されるが、緑視率の
減少は約0.9ポイントで
あり、現況と変わらな
い。

会場エリア内に移植さ
れた樹木が開催後も維
持されることを想定す
る。緑視率の減少は約
0.9ポイントであり、現
況と変わらない。

0 0

13 お台場海浜公園 一次

仮設の観客席及び仮設
のフェンスの設置によ
り緑視が阻害され、緑
視率は約9.0ポイント減
少する。

仮設の観客席及び仮設
フェンスが撤去される
が、樹木は改変された
状態が続くため、現況
から約1.9ポイントの減
少となる。

-1 0

影響を受ける樹木は、
会場内に移植される
が、緑視率の減少は約
9.0ポイントで一次評価
と変わらない。

仮設撤去後、樹木を現
状復帰することを想定
しており、緑視率は現
況と変わらない。

-1 0

14 潮風公園 一次

仮設の観客席の設置に
より、芝生地が改変さ
れるが、緑視率の減少
は約1.4ポイントであ
り、現況と変わらな
い。

仮設撤去後も、芝生地
は改変された状態が続
くが、緑視率の減少は
約0.4ポイントであり、
現況と変わらない。

0 0

仮設の観客席の設置に
より、芝生地が改変さ
れるが、緑視率の減少
は約1.4ポイントであ
り、現況と変わらな
い。

仮設撤去後、芝生地の
原状復帰を行うことを
想定しており、緑視率
は現況と変わらない。

0 0

15～16
東京ビッグサイト・ホール
Ａ、Ｂ

一次

仮設の歩行者デッキの
設置により緑視が阻害
されるが、緑視率の減
少は約0.3ポイントであ
り、現況と変わらな
い。

仮設の歩行者デッキが
撤去されるが、樹木が
改変された状態が続く
ため、現況から約0.2ポ
イントの減少となる。

0 0

評価地点の緑視率の減
少は約0.3ポイントであ
り、現況と変わらな
い。

仮設撤去後、樹木の原
状復帰を行うため、緑
視率は現況と変わらな
い。

0 0

17 大井ホッケー競技場 一次

恒久施設及び仮設の設
置に伴う整地により、
樹木が影響を受けるた
め、緑視率は現況より
も約10.6ポイント減少
する。

仮設が撤去後も、樹木
が改変された状態が続
くため、緑視率の減少
は、約10.2ポイントで
ある。

-1 -1

影響を受ける樹木につ
いては、会場エリア内
への移植を行うが、評
価地点の緑視率には影
響しない。緑視率は、
一次評価と同様に現況
よりも約10.6ポイント
減少する。

仮設撤去後、樹木の原
状復帰を行うため、緑
視率は現況と変わらな
い。

-1 0

18
海の森クロスカントリー
コース

一次
緑視率は現況と変わら
ないと想定する。

一部が未利用地に戻
る。緑視率は現況と変
わらないと想定する。

0 0

海の森の整備を行い、
現況よりも緑視率が5ポ
イント以上増加すると
想定する。

造成された海の森を維
持するため、緑視率
は、現況よりも5ポイン
ト以上増加する。

+1 +1

19 海の森水上競技場 一次
緑視率は現況と変わら
ないと想定する。

一部が未利用地に戻
る。緑視率は現況と変
わらないと想定する。

0 0

施設の整備に伴い、緑
地を造成するため、緑
視率は増加すると予測
する。

開催後は一部が未利用
地に戻る。緑視率は現
況と変わらないと想定
する。

+1 0

開催中 開催後開催後

No.

二次評価

段階別影響 評価点

開催前 開催中 開催後 開催前開催中

名称

会場
段階別影響

一次・二次

開催中開催前

一次評価

開催後 開催前

評価点

4－32



評価指標別予測結果表（緑視率）
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施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響
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開催中 開催後開催後

No.

二次評価

段階別影響 評価点

開催前 開催中 開催後 開催前開催中

名称

会場
段階別影響

一次・二次

開催中開催前

一次評価

開催後 開催前

評価点

20
海の森マウンテンバイク
コース

一次
緑視率は現況と変わら
ないと想定する。

未利用地に戻るため、
緑視率は現況と変わら
ないと想定する。

0 0

施設の整備に伴い、緑
地を造成するため、緑
視率は増加すると予測
する。

未利用地に戻るため、
緑視率は現況と変わら
ないと想定する。

+1 0

21 若洲オリンピックマリーナ 一次

仮設のフェンス及び会
場内の整地により、緑
視が阻害されるが、緑
視率の減少は約1.2ポイ
ントであり、現況と変
わらない。

仮設撤去後も会場エリ
ア内は整地されている
ため、緑視率は現況よ
りも約22.1ポイント減
少する。

0 -2

影響を受ける樹木は会
場エリア内に移植を行
うが、評価地点の緑視
には影響しない。緑視
率は、一次評価と同様
に約1.2ポイント減少す
る。

仮設撤去後、芝生地の
原状復帰を行うため、
緑視率は現況と変わら
ない。

0 0

22 葛西臨海公園 一次
視認できる緑はすべて
施設手前であり、現況
と変わらない。

仮設の観客席が撤去さ
れるが、恒久施設の存
在により緑視が阻害さ
れた状態であるため、
緑視率は約19.8ポイン
ト減少した状態が続
く。

0 -1

カヌーコース水路間の
芝生化、低木植栽を想
定するが、視認できる
緑はすべて施設手前で
あり、現況と変わらな
い。

恒久のカヌーコースが
残るが、開催中に整備
した芝生や樹木を維持
する。整備された緑地
は現況と同等の緑視率
となるように配置され
ていることを想定す
る。

0 0

23～24
夢の島ユース・プラザ・ア
リーナＡ、Ｂ

一次

恒久のアリーナの設置
による緑視率の低下は
約0.4ポイントであり、
現況と変わらない。

恒久のアリーナの整備
による緑視率の低下は
約0.4ポイントであり、
現況と変わらない。

0 0

屋上緑化及び建物周囲
の緑化の維持を想定す
るが、緑視率の減少は
約0.4ポイントであり、
現況と変わらない。

屋上緑化及び建物周囲
の緑化の維持を想定す
るが、緑視率の減少は
約0.4ポイントであり、
現況と変わらない。

0 0

25 夢の島公園 一次

仮設のアーチェリー
フィールド、広場の整
備により、現況で視認
できる緑のほとんどが
改変され、緑視率は約
32.0ポイント減少す
る。

仮設の施設及び広場は
撤去されるが、現況で
視認できる緑のほとん
どが改変され、緑視率
は約32.0ポイント減少
する。

-2 -2

施設の設置により影響
を受ける樹木は、施設
建設に伴い造成される
広場への移植を行う。
現況と同等の緑視率と
なると想定する。

仮設撤去後に樹木の原
状復帰を行い、恒久施
設の影響により広場へ
移植された樹木は維持
することを想定する。
開催後は植栽に加えて
芝生も現状復帰するこ
とを想定し、評価地点
の緑視率は、5.0ポイン
ト以上増加すると想定
する。

0 +1

26 夢の島競技場 一次

恒久の歩行者デッキの
設置により、現況で広
場となっている部分の
植栽が改変され、緑視
率は約7.8ポイント減少
する。

恒久の歩行者デッキに
より、植栽が改変され
た状態が続く。緑視率
は、開催中と同じく約
7.8ポイント減少する。

-1 -1

影響を受ける樹木につ
いては会場エリア内移
植を行う。移植は現況
と同等の緑視率となる
ように配置されると想
定する。

会場エリア内に移植し
た樹木を維持する。移
植は、現況と同等の緑
視率となるように配置
されていることを想定
する。

0 0

27～28
オリンピックアクアティク
スセンター
ウォーターポロアリーナ

一次

恒久施設の整備により
樹木が影響を受け、緑
視率は約15.0ポイント
減少する。

仮設撤去後も、樹木が
改変された状態が続く
と想定する。緑視率の
減少は開催中と同様に
約15.0ポイントとな
る。

-1 -1

影響を受ける樹木は会
場エリア内移植を行
い、会場周辺の緑化を
図るため、現況と同等
の緑視率となると想定
する。

仮設撤去後、樹木を原
状復帰し、恒久施設の
周囲の緑化や壁面緑化
を図ることにより、現
況と同等の緑視率とな
ることを想定する。

0 0

29
武蔵野の森総合スポーツ施
設

一次

恒久施設の設置により
緑視が阻害されるが、
緑視率の減少は約1.5ポ
イントであり、現況と
変わらない。

恒久施設の設置により
緑視が阻害された状態
が続くため、緑視率の
減少は一次評価と同様
に約1.5ポイントであ
り、現況と変わらな
い。

0 0

施設の整備に伴い、会
場エリア内を緑化し、
現況と同等の緑視率と
なると想定する。

恒久施設の設置に伴い
整備した樹木を開催後
も維持する。樹木は、
現況と同等の緑視率と
なるように配置されて
いることを想定し、現
況と変わらない。

0 0

30 東京スタジアム 一次

仮設はコンパウンドの
みで影響が想定されな
いことから、評価対象
外とする。

仮設はコンパウンドの
みで影響が想定されな
いことから、評価対象
外とする。

－ －

仮設はコンパウンドの
みで影響が想定されな
いことから、評価対象
外とする。

仮設はコンパウンドの
みで影響が想定されな
いことから、評価対象
外とする。

－ －

31 武蔵野の森公園 一次

仮設の設置により、緑
視が阻害されるが、緑
視率の減少は約0.2ポイ
ントであり、現況と変
わらない。

仮設が撤去されるが、
緑視率は現況と変わら
ない。

0 0

樹木の移植を行うが、
緑視率の減少は約0.2ポ
イントであり、現況と
変わらない。

仮設撤去後、改変地の
原状復帰を行う。緑視
率は現況と変わらな
い。

0 0

32 陸上自衛隊朝霞訓練場 一次

仮設の射撃場が設置さ
れるが、視認できる緑
はすべて施設手前であ
り、緑視率は現況と変
わらない。

開催後は評価しない。 0 －

仮設の射撃場が設置さ
れるが、視認できる緑
はすべて施設手前であ
り、緑視率は現況と変
わらない。

開催後は評価しない。 0 －

33 霞ヶ関カンツリー倶楽部 一次

仮設の施設が設置され
るが、評価地点の緑視
率には影響しない。緑
視率は現況と変わらな
い。

仮設が撤去されるが、
緑視率は現況と変わら
ない。

0 0

仮設の設置は可能な限
り街路樹をさけて設置
するが、緑視率には影
響しないため、現況と
変わらない。

仮設撤去後、改変地の
原状復帰を行う。緑視
率は現況と変わらな
い。

0 0

34 札幌ドーム 一次

仮設はコンパウンドの
みで影響が想定されな
いことから、評価対象
外とする。

仮設はコンパウンドの
みで影響が想定されな
いことから、評価対象
外とする。

－ －

仮設はコンパウンドの
みで影響が想定されな
いことから、評価対象
外とする。

仮設はコンパウンドの
みで影響が想定されな
いことから、評価対象
外とする。

－ －

35 宮城スタジアム 一次

仮設はコンパウンドの
みで影響が想定されな
いことから、評価対象
外とする。

仮設はコンパウンドの
みで影響が想定されな
いことから、評価対象
外とする。

－ －

仮設はコンパウンドの
みで影響が想定されな
いことから、評価対象
外とする。

仮設はコンパウンドの
みで影響が想定されな
いことから、評価対象
外とする。

－ －

36 埼玉スタジアム2002 一次

仮設はコンパウンドの
みで影響が想定されな
いことから、評価対象
外とする。

仮設はコンパウンドの
みで影響が想定されな
いことから、評価対象
外とする。

－ －

仮設はコンパウンドの
みで影響が想定されな
いことから、評価対象
外とする。

仮設はコンパウンドの
みで影響が想定されな
いことから、評価対象
外とする。

－ －

37 横浜国際総合競技場 一次

仮設はコンパウンドの
みで影響が想定されな
いことから、評価対象
外とする。

仮設はコンパウンドの
みで影響が想定されな
いことから、評価対象
外とする。

－ －

仮設はコンパウンドの
みで影響が想定されな
いことから、評価対象
外とする。

仮設はコンパウンドの
みで影響が想定されな
いことから、評価対象
外とする。

－ －

OV 選手村 一次

視認できる緑はすべて
施設手前であり、緑視
率は現況と変わらな
い。

視認できる緑はすべて
施設手前であり、緑視
率は現況と変わらな
い。

0 0

会場エリア内への植
樹、屋上緑化・壁面緑
化を行うが、評価地点
からの緑視率は、＋５
ポイント未満であると
想定し、現況と変わら
ない。

開催後も壁面緑化を維
持するが、評価地点か
らの緑視率は開催中と
同様に±5.0ポイント未
満であることを想定
し、現況と変わらな
い。

0 0

4－33



評価指標別予測結果表（緑視率）

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

開催中 開催後開催後

No.

二次評価

段階別影響 評価点

開催前 開催中 開催後 開催前開催中

名称

会場
段階別影響

一次・二次

開催中開催前

一次評価

開催後 開催前

評価点

IBC/MPC
東京ビッグサイト
(IBC/MPC)

一次

仮設の歩行者デッキの
設置により緑視が阻害
されるが、緑視率の減
少は約0.3ポイントであ
り、現況と変わらな
い。

仮設の歩行者デッキが
撤去されるが、樹木が
改変された状態が続く
ため、現況から約0.2ポ
イントの減少となる。

0 0

MPCの屋上を緑化する
が、評価地点の緑視率
の減少は約0.3ポイント
であり、現況と変わら
ない。

仮設撤去後、樹木の原
状復帰を行うため、緑
視率は現況と変わらな
い。

0 0

4－34



評価指標別予測結果表（優れた眺望又は景観の阻害）

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

1
オリンピックスタジアム
(国立霞ヶ丘競技場)

一次
眺望景観及び景観形成
特別地区の景観を阻害
することはない。

眺望景観及び景観形成
特別地区の景観を阻害
することはない。

0 0
眺望景観及び景観形成
特別地区の景観を阻害
することはない。

眺望景観及び景観形成
特別地区の景観を阻害
することはない。

0 0

2 東京体育館 一次
眺望景観及び景観形成
特別地区の景観を阻害
することはない。

眺望景観及び景観形成
特別地区の景観を阻害
することはない。

0 0
眺望景観及び景観形成
特別地区の景観を阻害
することはない。

眺望景観及び景観形成
特別地区の景観を阻害
することはない。

0 0

3 国立代々木競技場 一次
眺望景観及び景観形成
特別地区の景観を阻害
することはない。

眺望景観及び景観形成
特別地区の景観を阻害
することはない。

0 0
眺望景観及び景観形成
特別地区の景観を阻害
することはない。

眺望景観及び景観形成
特別地区の景観を阻害
することはない。

0 0

4 日本武道館 一次
眺望景観及び景観形成
特別地区の景観を阻害
することはない。

眺望景観及び景観形成
特別地区の景観を阻害
することはない。

0 0
眺望景観及び景観形成
特別地区の景観を阻害
することはない。

眺望景観及び景観形成
特別地区の景観を阻害
することはない。

0 0

5 皇居外苑 一次
眺望景観及び景観形成
特別地区の景観を阻害
することはない。

眺望景観及び景観形成
特別地区の景観を阻害
することはない。

0 0
眺望景観及び景観形成
特別地区の景観を阻害
することはない。

眺望景観及び景観形成
特別地区の景観を阻害
することはない。

0 0

6 東京国際フォーラム 一次
眺望景観及び景観形成
特別地区の景観を阻害
することはない。

眺望景観及び景観形成
特別地区の景観を阻害
することはない。

0 0
眺望景観及び景観形成
特別地区の景観を阻害
することはない。

眺望景観及び景観形成
特別地区の景観を阻害
することはない。

0 0

7 国技館 一次
眺望景観及び景観形成
特別地区の景観を阻害
することはない。

眺望景観及び景観形成
特別地区の景観を阻害
することはない。

0 0
眺望景観及び景観形成
特別地区の景観を阻害
することはない。

眺望景観及び景観形成
特別地区の景観を阻害
することはない。

0 0

8 有明アリーナ 一次
眺望景観及び景観形成
特別地区の景観を阻害
することはない。

眺望景観及び景観形成
特別地区の景観を阻害
することはない。

0 0
眺望景観及び景観形成
特別地区の景観を阻害
することはない。

眺望景観及び景観形成
特別地区の景観を阻害
することはない。

0 0

9 有明ＢＭＸコース 一次

水辺から見える場所に
建設されることから、
水辺景観形成特別地区
周縁部を阻害する。

眺望景観及び景観形成
特別地区の景観を阻害
することはない。

-1 0

水辺景観形成特別地区
の景観形成基準（色
彩、意匠など）に準拠
した施設とする。

眺望景観及び景観形成
特別地区の景観を阻害
することはない。

0 0

10 有明ベロドローム 一次

水辺から見える場所に
建設されることから、
水辺景観形成特別地区
周縁部を阻害する。

眺望景観及び景観形成
特別地区の景観を阻害
することはない。

-1 0

水辺景観形成特別地区
の景観形成基準（色
彩、意匠など）に準拠
した施設とする。

眺望景観及び景観形成
特別地区の景観を阻害
することはない。

0 0

11 有明体操競技場 一次

水辺から見える場所に
建設されることから、
水辺景観形成特別地区
周縁部を阻害する。

眺望景観及び景観形成
特別地区の景観を阻害
することはない。

-1 0

水辺景観形成特別地区
の景観形成基準（色
彩、意匠など）に準拠
した施設とする。

眺望景観及び景観形成
特別地区の景観を阻害
することはない。

0 0

12 有明テニスの森 一次
眺望景観及び景観形成
特別地区の景観を阻害
することはない。

眺望景観及び景観形成
特別地区の景観を阻害
することはない。

0 0
眺望景観及び景観形成
特別地区の景観を阻害
することはない。

眺望景観及び景観形成
特別地区の景観を阻害
することはない。

0 0

13 お台場海浜公園 一次

水辺から見える場所に
建設されることから、
水辺景観形成特別地区
周縁部を阻害する。

眺望景観及び景観形成
特別地区の景観を阻害
することはない。

-1 0

水辺景観形成特別地区
の景観形成基準（色
彩、意匠など）に準拠
した施設とする。

眺望景観及び景観形成
特別地区の景観を阻害
することはない。

0 0

14 潮風公園 一次

水辺から見える場所に
建設されることから、
水辺景観形成特別地区
周縁部を阻害する。

眺望景観及び景観形成
特別地区の景観を阻害
することはない。

-1 0

水辺景観形成特別地区
の景観形成基準（色
彩、意匠など）に準拠
した施設とする。

眺望景観及び景観形成
特別地区の景観を阻害
することはない。

0 0

15～16
東京ビッグサイト・ホール
Ａ、Ｂ

一次
眺望景観及び景観形成
特別地区の景観を阻害
することはない。

眺望景観及び景観形成
特別地区の景観を阻害
することはない。

0 0
眺望景観及び景観形成
特別地区の景観を阻害
することはない。

眺望景観及び景観形成
特別地区の景観を阻害
することはない。

0 0

17 大井ホッケー競技場 一次
眺望景観及び景観形成
特別地区の景観を阻害
することはない。

眺望景観及び景観形成
特別地区の景観を阻害
することはない。

0 0
眺望景観及び景観形成
特別地区の景観を阻害
することはない。

眺望景観及び景観形成
特別地区の景観を阻害
することはない。

0 0

18
海の森クロスカントリー
コース

一次
眺望景観及び景観形成
特別地区の景観を阻害
することはない。

眺望景観及び景観形成
特別地区の景観を阻害
することはない。

0 0
眺望景観及び景観形成
特別地区の景観を阻害
することはない。

眺望景観及び景観形成
特別地区の景観を阻害
することはない。

0 0

19 海の森水上競技場 一次
眺望景観及び景観形成
特別地区の景観を阻害
することはない。

眺望景観及び景観形成
特別地区の景観を阻害
することはない。

0 0
眺望景観及び景観形成
特別地区の景観を阻害
することはない。

眺望景観及び景観形成
特別地区の景観を阻害
することはない。

0 0

20
海の森マウンテンバイク
コース

一次
眺望景観及び景観形成
特別地区の景観を阻害
することはない。

眺望景観及び景観形成
特別地区の景観を阻害
することはない。

0 0
眺望景観及び景観形成
特別地区の景観を阻害
することはない。

眺望景観及び景観形成
特別地区の景観を阻害
することはない。

0 0

21 若洲オリンピックマリーナ 一次
眺望景観及び景観形成
特別地区の景観を阻害
することはない。

眺望景観及び景観形成
特別地区の景観を阻害
することはない。

0 0
眺望景観及び景観形成
特別地区の景観を阻害
することはない。

眺望景観及び景観形成
特別地区の景観を阻害
することはない。

0 0

22 葛西臨海公園 一次
眺望景観及び景観形成
特別地区の景観を阻害
することはない。

眺望景観及び景観形成
特別地区の景観を阻害
することはない。

0 0
眺望景観及び景観形成
特別地区の景観を阻害
することはない。

眺望景観及び景観形成
特別地区の景観を阻害
することはない。

0 0

23～24
夢の島ユース・プラザ・ア
リーナＡ、Ｂ

一次
眺望景観及び景観形成
特別地区の景観を阻害
することはない。

眺望景観及び景観形成
特別地区の景観を阻害
することはない。

0 0
眺望景観及び景観形成
特別地区の景観を阻害
することはない。

眺望景観及び景観形成
特別地区の景観を阻害
することはない。

0 0

25 夢の島公園 一次
眺望景観及び景観形成
特別地区の景観を阻害
することはない。

眺望景観及び景観形成
特別地区の景観を阻害
することはない。

0 0
眺望景観及び景観形成
特別地区の景観を阻害
することはない。

眺望景観及び景観形成
特別地区の景観を阻害
することはない。

0 0

26 夢の島競技場 一次
眺望景観及び景観形成
特別地区の景観を阻害
することはない。

眺望景観及び景観形成
特別地区の景観を阻害
することはない。

0 0
眺望景観及び景観形成
特別地区の景観を阻害
することはない。

眺望景観及び景観形成
特別地区の景観を阻害
することはない。

0 0

開催中 開催後開催後

No.

二次評価

段階別影響 評価点

開催前 開催中 開催後 開催前開催中

名称

会場
段階別影響

一次・二次

開催中開催前

一次評価

開催後 開催前

評価点

4－35



評価指標別予測結果表（優れた眺望又は景観の阻害）

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

開催中 開催後開催後

No.

二次評価

段階別影響 評価点

開催前 開催中 開催後 開催前開催中

名称

会場
段階別影響

一次・二次

開催中開催前

一次評価

開催後 開催前

評価点

27～28
オリンピックアクアティク
スセンター
ウォーターポロアリーナ

一次
眺望景観及び景観形成
特別地区の景観を阻害
することはない。

眺望景観及び景観形成
特別地区の景観を阻害
することはない。

0 0
眺望景観及び景観形成
特別地区の景観を阻害
することはない。

眺望景観及び景観形成
特別地区の景観を阻害
することはない。

0 0

29
武蔵野の森総合スポーツ施
設

一次
評価の基準②にあては
まらないため、検討対
象外とする。

評価の基準②にあては
まらないため、検討対
象外とする。

－ －
評価の基準②にあては
まらないため、検討対
象外とする。

評価の基準②にあては
まらないため、検討対
象外とする。

－ －

30 東京スタジアム 一次
評価の基準②にあては
まらないため、検討対
象外とする。

評価の基準②にあては
まらないため、検討対
象外とする。

－ －
評価の基準②にあては
まらないため、検討対
象外とする。

評価の基準②にあては
まらないため、検討対
象外とする。

－ －

31 武蔵野の森公園 一次
評価の基準②にあては
まらないため、検討対
象外とする。

評価の基準②にあては
まらないため、検討対
象外とする。

－ －
評価の基準②にあては
まらないため、検討対
象外とする。

評価の基準②にあては
まらないため、検討対
象外とする。

－ －

32 陸上自衛隊朝霞訓練場 一次
評価の基準②にあては
まらないため、検討対
象外とする。

評価の基準②にあては
まらないため、検討対
象外とする。

－ －
評価の基準②にあては
まらないため、検討対
象外とする。

評価の基準②にあては
まらないため、検討対
象外とする。

－ －

33 霞ヶ関カンツリー倶楽部 一次
評価の基準②にあては
まらないため、検討対
象外とする。

評価の基準②にあては
まらないため、検討対
象外とする。

－ －
評価の基準②にあては
まらないため、検討対
象外とする。

評価の基準②にあては
まらないため、検討対
象外とする。

－ －

34 札幌ドーム 一次
評価の基準②にあては
まらないため、検討対
象外とする。

評価の基準②にあては
まらないため、検討対
象外とする。

－ －
評価の基準②にあては
まらないため、検討対
象外とする。

評価の基準②にあては
まらないため、検討対
象外とする。

－ －

35 宮城スタジアム 一次
評価の基準②にあては
まらないため、検討対
象外とする。

評価の基準②にあては
まらないため、検討対
象外とする。

－ －
評価の基準②にあては
まらないため、検討対
象外とする。

評価の基準②にあては
まらないため、検討対
象外とする。

－ －

36 埼玉スタジアム2002 一次
評価の基準②にあては
まらないため、検討対
象外とする。

評価の基準②にあては
まらないため、検討対
象外とする。

－ －
評価の基準②にあては
まらないため、検討対
象外とする。

評価の基準②にあては
まらないため、検討対
象外とする。

－ －

37 横浜国際総合競技場 一次
評価の基準②にあては
まらないため、検討対
象外とする。

評価の基準②にあては
まらないため、検討対
象外とする。

－ －
評価の基準②にあては
まらないため、検討対
象外とする。

評価の基準②にあては
まらないため、検討対
象外とする。

－ －

OV 選手村 一次
眺望景観及び景観形成
特別地区の景観を阻害
することはない。

眺望景観及び景観形成
特別地区の景観を阻害
することはない。

0 0
会場周辺の電線の地中
化（無電柱化）を実施
する。

会場周辺の電線の地中
化（無電柱化）を実施
する。

+1 +1

IBC/MPC
東京ビッグサイト
(IBC/MPC)

一次
眺望景観及び景観形成
特別地区の景観を阻害
することはない。

眺望景観及び景観形成
特別地区の景観を阻害
することはない。

0 0
眺望景観及び景観形成
特別地区の景観を阻害
することはない。

眺望景観及び景観形成
特別地区の景観を阻害
することはない。

0 0

4－36



評価指標別予測結果表（自然との触れ合い活動の場の変化）

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

1
オリンピックスタジアム
(国立霞ヶ丘競技場)

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

改変部が自然との触れ
合い活動の場の主要部
や周縁部ではない、又
は半分弱にみたないこ
とから、現況と変わら
ない

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

改変部が自然との触れ
合い活動の場の主要部
や周縁部ではない、又
は半分弱にみたないこ
とから、現況と変わら
ない

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

改変部が自然との触れ
合い活動の場でない、
又は現況で自然との触
れ合い活動の場となっ
ていない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

自然との触れ合い活動
の場は現況と変わらな
い。

－ 0 － 0

2 東京体育館

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

3 国立代々木競技場

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

4 日本武道館

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

5 皇居外苑

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

6 東京国際フォーラム

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

7 国技館

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

8 有明アリーナ

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

自然との触れ合い活動
の場となっていないこ
とから、現況と変わら
ない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

自然との触れ合い活動
の場となっていないこ
とから、現況と変わら
ない。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

ミティゲーションの実
施により、自然との触
れ合い活動の場が新た
に創出され、質が一部
向上する。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

ミティゲーションの実
施により、自然との触
れ合い活動の場が新た
に創出され、質が一部
向上する。

－ +1 － +1

9 有明ＢＭＸコース

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

自然との触れ合い活動
の場となっていないこ
とから、現況と変わら
ない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

自然との触れ合い活動
の場となっていないこ
とから、現況と変わら
ない。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

ミティゲーションの実
施により、自然との触
れ合い活動の場が新た
に創出され、質が一部
向上する。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

ミティゲーションの実
施により、自然との触
れ合い活動の場が新た
に創出され、質が一部
向上する。

－ +1 － +1

10 有明ベロドローム

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

自然との触れ合い活動
の場となっていないこ
とから、現況と変わら
ない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

自然との触れ合い活動
の場となっていないこ
とから、現況と変わら
ない。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

ミティゲーションの実
施により、自然との触
れ合い活動の場が新た
に創出され、質が一部
向上する。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

ミティゲーションの実
施により、自然との触
れ合い活動の場が新た
に創出され、質が一部
向上する。

－ +1 － +1

11 有明体操競技場

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

自然との触れ合い活動
の場となっていないこ
とから、現況と変わら
ない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

自然との触れ合い活動
の場となっていないこ
とから、現況と変わら
ない。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

ミティゲーションの実
施により、自然との触
れ合い活動の場が新た
に創出され、質が一部
向上する。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

ミティゲーションの実
施により、自然との触
れ合い活動の場が新た
に創出され、質が一部
向上する。

－ +1 － +1

12 有明テニスの森

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

自然との触れ合い活動
の場の半分以上が改変
される。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

施設の後利用により、
自然との触れ合い活動
の場の半分以上が改変
される。

－ -2 － -2

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

ミティゲーションの実
施により、自然との触
れ合い活動の場が現況
レベルまで改善する。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

ミティゲーションの実
施により、自然との触
れ合い活動の場が現況
レベルまで改善する。

－ 0 － 0

13 お台場海浜公園

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

改変部が自然との触れ
合い活動の場の主要部
や周縁部ではない、又
は半分弱にみたないこ
とから、現況と変わら
ない

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

改変部が自然との触れ
合い活動の場の主要部
や周縁部ではない、又
は半分弱にみたないこ
とから、現況と変わら
ない

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

改変部が自然との触れ
合い活動の場でない、
又は現況で自然との触
れ合い活動の場となっ
ていない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

自然との触れ合い活動
の場は現況と変わらな
い。

－ 0 － 0

14 潮風公園

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

自然との触れ合い活動
の場の周縁部が改変さ
れる。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

施設の後利用により、
自然との触れ合い活動
の場の周縁部が改変さ
れたままとなる。

－ -1 － -1

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

現段階ではミティゲー
ションは想定していな
い。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

ミティゲーションの実
施により、自然との触
れ合い活動の場が現況
レベルまで改善する。

－ -1 － 0

15～16
東京ビッグサイト・ホール
Ａ、Ｂ

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

17 大井ホッケー競技場

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

自然との触れ合い活動
の場の周縁部が改変さ
れる。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

施設の後利用により、
自然との触れ合い活動
の場の周縁部が改変さ
れたままとなる。

－ -1 － -1

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

現段階ではミティゲー
ションは想定していな
い。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

ミティゲーションの実
施により、自然との触
れ合い活動の場が現況
レベルまで改善する。

－ -1 － 0

18
海の森クロスカントリー
コース

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

自然との触れ合い活動
の場となっていないこ
とから、現況と変わら
ない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

自然との触れ合い活動
の場となっていないこ
とから、現況と変わら
ない。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

ミティゲーションの実
施により、自然との触
れ合い活動の場が新た
に創出され、質が全般
的に向上する。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

ミティゲーションの実
施により、自然との触
れ合い活動の場が新た
に創出され、質が全般
的に向上する。

－ +2 － +2

19 海の森水上競技場

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

自然との触れ合い活動
の場となっていないこ
とから、現況と変わら
ない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

自然との触れ合い活動
の場となっていないこ
とから、現況と変わら
ない。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

改変部が自然との触れ
合い活動の場でない、
又は現況で自然との触
れ合い活動の場となっ
ていない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

ミティゲーションの実
施により、自然との触
れ合い活動の場が新た
に創出され、質が全般
的に向上する。

－ 0 － +2

20
海の森マウンテンバイク
コース

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

自然との触れ合い活動
の場となっていないこ
とから、現況と変わら
ない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

自然との触れ合い活動
の場となっていないこ
とから、現況と変わら
ない。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

改変部が自然との触れ
合い活動の場でない、
又は現況で自然との触
れ合い活動の場となっ
ていない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

自然との触れ合い活動
の場は現況と変わらな
い。

－ 0 － 0

21 若洲オリンピックマリーナ

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

自然との触れ合い活動
の場の主要部が改変さ
れる。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

施設の後利用において
も、自然との触れ合い
活動の場の主要部が改
変されたままとなる。

－ -2 － -2

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

現段階ではミティゲー
ションは想定していな
い。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

ミティゲーションの実
施により、自然との触
れ合い活動の場の改善
及び創出を図るが、現
況レベルまでは達しな
い

－ -2 － -1

22 葛西臨海公園

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

自然との触れ合い活動
の場の周縁部が改変さ
れる。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

施設の後利用により、
自然との触れ合い活動
の場の周縁部が改変さ
れたままとなる。

－ -1 － -1

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

現段階ではミティゲー
ションは想定していな
い。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

ミティゲーションの実
施により、自然との触
れ合い活動の場の創出
を図るが、現況レベル
までは達しない。

－ -1 － -1

開催中 開催後開催後

No.

二次評価

段階別影響 評価点

開催前 開催中 開催後 開催前開催中

名称

会場
段階別影響

開催中開催前

一次評価

開催後 開催前

評価点
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評価指標別予測結果表（自然との触れ合い活動の場の変化）

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

開催中 開催後開催後

No.

二次評価

段階別影響 評価点

開催前 開催中 開催後 開催前開催中

名称

会場
段階別影響

開催中開催前

一次評価

開催後 開催前

評価点

23～24
夢の島ユース・プラザ・ア
リーナＡ、Ｂ

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

改変部が自然との触れ
合い活動の場の主要部
や周縁部ではない、又
は半分弱にみたないこ
とから、現況と変わら
ない

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

改変部が自然との触れ
合い活動の場の主要部
や周縁部ではない、又
は半分弱にみたないこ
とから、現況と変わら
ない

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

改変部が自然との触れ
合い活動の場でない、
又は現況で自然との触
れ合い活動の場となっ
ていない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

自然との触れ合い活動
の場は現況と変わらな
い。

－ 0 － 0

25 夢の島公園

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

自然との触れ合い活動
の場の半分以上が改変
される。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

施設の後利用により、
自然との触れ合い活動
の場の半分以上が改変
される。

－ -2 － -2

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

ミティゲーションの実
施により、自然との触
れ合い活動の場が現況
レベルまで改善する。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

ミティゲーションの実
施により、自然との触
れ合い活動の場が現況
レベルまで改善する。

－ 0 － 0

26 夢の島競技場

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

自然との触れ合い活動
の場の半分以上が改変
される。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

施設の後利用により、
自然との触れ合い活動
の場の半分以上が改変
される。

－ -2 － -2

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

ミティゲーションの実
施により、自然との触
れ合い活動の場が部分
的に改善する。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

ミティゲーションの実
施により、自然との触
れ合い活動の場が現況
レベルまで改善する。

－ -1 － 0

27～28
オリンピックアクアティク
スセンター
ウォーターポロアリーナ

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

自然との触れ合い活動
の場の周縁部が改変さ
れる。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

施設の後利用により、
自然との触れ合い活動
の場の周縁部が改変さ
れたままとなる。

－ -1 － -1

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

ミティゲーションの実
施により、自然との触
れ合い活動の場が新た
に創出され、質が一部
向上する。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

ミティゲーションの実
施により、自然との触
れ合い活動の場が新た
に創出され、質が一部
向上する。

－ +1 － +1

29
武蔵野の森総合スポーツ施
設

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

自然との触れ合い活動
の場となっていないこ
とから、現況と変わら
ない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

自然との触れ合い活動
の場となっていないこ
とから、現況と変わら
ない。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

改変部が自然との触れ
合い活動の場でない、
又は現況で自然との触
れ合い活動の場となっ
ていない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

自然との触れ合い活動
の場は現況と変わらな
い。

－ 0 － 0

30 東京スタジアム

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

31 武蔵野の森公園

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

改変部が自然との触れ
合い活動の場の主要部
や周縁部ではない、又
は半分弱にみたないこ
とから、現況と変わら
ない

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

改変部が自然との触れ
合い活動の場の主要部
や周縁部ではない、又
は半分弱にみたないこ
とから、現況と変わら
ない

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

改変部が自然との触れ
合い活動の場でない、
又は現況で自然との触
れ合い活動の場となっ
ていない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

自然との触れ合い活動
の場は現況と変わらな
い。

－ 0 － 0

32 陸上自衛隊朝霞訓練場

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

自然との触れ合い活動
の場となっていないこ
とから、現況と変わら
ない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

自然との触れ合い活動
の場となっていないこ
とから、現況と変わら
ない。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

改変部が自然との触れ
合い活動の場でない、
又は現況で自然との触
れ合い活動の場となっ
ていない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

自然との触れ合い活動
の場は現況と変わらな
い。

－ 0 － 0

33 霞ヶ関カンツリー倶楽部

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

自然との触れ合い活動
の場となっていないこ
とから、現況と変わら
ない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

自然との触れ合い活動
の場となっていないこ
とから、現況と変わら
ない。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

改変部が自然との触れ
合い活動の場でない、
又は現況で自然との触
れ合い活動の場となっ
ていない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

自然との触れ合い活動
の場は現況と変わらな
い。

－ 0 － 0

34 札幌ドーム

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

35 宮城スタジアム

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

36 埼玉スタジアム2002

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

37 横浜国際総合競技場

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

地表面が改変されない
ことから、予測評価の
対象外とする。

－ － － －

OV 選手村

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

自然との触れ合い活動
の場の半分以上が改変
される。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

施設の後利用により、
自然との触れ合い活動
の場の半分以上が改変
される。

－ -2 － -2

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

現段階ではミティゲー
ションは想定していな
い。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

ミティゲーションの実
施により、自然との触
れ合い活動の場が現況
レベルまで改善する。

－ -2 － 0

IBC/MPC
東京ビッグサイト
(IBC/MPC)

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

改変部が自然との触れ
合い活動の場の主要部
や周縁部ではない、又
は半分弱にみたないこ
とから、現況と変わら
ない

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

改変部が自然との触れ
合い活動の場の主要部
や周縁部ではない、又
は半分弱にみたないこ
とから、現況と変わら
ない

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

改変部が自然との触れ
合い活動の場でない、
又は現況で自然との触
れ合い活動の場となっ
ていない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

自然との触れ合い活動
の場は現況と変わらな
い。

－ 0 － 0
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評価指標別予測結果表（自然との触れ合い活動の変化）

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

1
オリンピックスタジアム
(国立霞ヶ丘競技場)

騒音、アクセス規制に
より、自然との触れ合
い活動自体及びアクセ
スが阻害される。

主要なアクセスルート
が物理的に改変・遮断
されないことから、現
況と変わらない。

会場エリア内の入場が
規制されることから、
自然との触れ合い活動
のアクセスが阻害され
る。

騒音、アクセス規制に
より、自然との触れ合
い活動自体及びアクセ
スが阻害される。

主要なアクセスルート
が物理的に改変・遮断
されない、又は現況で
自然との触れ合い活動
が行われてない。

-2 0 -1 -2 0

ミティゲーションの実
施により、現況レベル
まで自然との触れ合い
活動が改善する。

ミティゲーションの実
施により、自然との触
れ合い活動の場へのア
クセス性が向上する。

現段階ではミティゲー
ションは想定していな
い。

ミティゲーションの実
施により、現況レベル
まで自然との触れ合い
活動が改善する。

ミティゲーションの実
施により、自然との触
れ合い活動が向上する
とともに、アクセス性
も向上する。

0 +1 -1 0 +2

2 東京体育館

騒音、アクセス規制に
より、自然との触れ合
い活動自体及びアクセ
スが阻害される。

主要なアクセスルート
が物理的に改変・遮断
されないことから、現
況と変わらない。

会場エリア内の入場が
規制されることから、
自然との触れ合い活動
のアクセスが阻害され
る。

騒音、アクセス規制に
より、自然との触れ合
い活動自体及びアクセ
スが阻害される。

主要なアクセスルート
が物理的に改変・遮断
されない、又は現況で
自然との触れ合い活動
が行われてない。

-2 0 -1 -2 0

ミティゲーションの実
施により、現況レベル
まで自然との触れ合い
活動が改善する。

ミティゲーションの実
施により、自然との触
れ合い活動の場へのア
クセス性が向上する。

現段階ではミティゲー
ションは想定していな
い。

ミティゲーションの実
施により、現況レベル
まで自然との触れ合い
活動が改善する。

ミティゲーションの実
施により、自然との触
れ合い活動が向上する
とともに、アクセス性
も向上する。

0 +1 -1 0 +2

3 国立代々木競技場
現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

0 0 0 0 0
現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

0 0 0 0 0

4 日本武道館

騒音、アクセス規制に
より、自然との触れ合
い活動自体及びアクセ
スが阻害される。

主要なアクセスルート
が物理的に改変・遮断
又はアクセスが規制さ
れることから、自然と
の触れ合い活動が阻害
される。

会場エリア内の入場が
規制されることから、
自然との触れ合い活動
のアクセスが阻害され
る。

騒音、アクセス規制に
より、自然との触れ合
い活動自体及びアクセ
スが阻害される。

主要なアクセスルート
が物理的に改変・遮断
されることから、自然
との触れ合い活動が阻
害される。

-2 -1 -1 -2 -1

ミティゲーションの実
施により、現況レベル
まで自然との触れ合い
活動が改善する。

自然との触れ合い活動
の場へのアクセスが阻
害される。

現段階ではミティゲー
ションは想定していな
い。

ミティゲーションの実
施により、現況レベル
まで自然との触れ合い
活動が改善する。

ミティゲーションの実
施により、自然との触
れ合い活動が向上す
る。

0 -1 -1 0 +1

5 皇居外苑
現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

0 0 0 0 0
現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

0 0 0 0 0

6 東京国際フォーラム
現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

0 0 0 0 0
現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

0 0 0 0 0

7 国技館
現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

0 0 0 0 0
現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

0 0 0 0 0

8 有明アリーナ
現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

0 0 0 0 0
現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

0 0 0 0 0

9 有明ＢＭＸコース
現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

0 0 0 0 0
現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

0 0 0 0 0

10 有明ベロドローム
現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

0 0 0 0 0
現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

0 0 0 0 0

11 有明体操競技場
現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

0 0 0 0 0
現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

0 0 0 0 0

12 有明テニスの森

騒音、アクセス規制に
より、自然との触れ合
い活動自体及びアクセ
スが阻害される。

主要なアクセスルート
が物理的に改変・遮断
又はアクセスが規制さ
れることから、自然と
の触れ合い活動が阻害
される。

会場エリア内の入場が
規制されることから、
自然との触れ合い活動
のアクセスが阻害され
る。

騒音、アクセス規制に
より、自然との触れ合
い活動自体及びアクセ
スが阻害される。

主要なアクセスルート
が物理的に改変・遮断
されることから、自然
との触れ合い活動が阻
害される。

-2 -1 -1 -2 -1

ミティゲーションの実
施により、現況レベル
まで自然との触れ合い
活動が改善する。

ミティゲーションの実
施により、自然との触
れ合い活動の場へのア
クセス性が向上する。

現段階ではミティゲー
ションは想定していな
い。

ミティゲーションの実
施により、現況レベル
まで自然との触れ合い
活動が改善する。

ミティゲーションの実
施により、自然との触
れ合い活動が向上す
る。

0 +1 -1 0 +1

13 お台場海浜公園

騒音、アクセス規制に
より、自然との触れ合
い活動自体及びアクセ
スが阻害される。

主要なアクセスルート
が物理的に改変・遮断
されないことから、現
況と変わらない。

会場エリア内の入場が
規制されることから、
自然との触れ合い活動
のアクセスが阻害され
る。

騒音、アクセス規制に
より、自然との触れ合
い活動自体及びアクセ
スが阻害される。

主要なアクセスルート
が物理的に改変・遮断
されない、又は現況で
自然との触れ合い活動
が行われてない。

-2 0 -1 -2 0

ミティゲーションの実
施により、現況レベル
まで自然との触れ合い
活動が改善する。

主要なアクセスルート
が物理的に改変・遮断
されないことから、現
況と変わらない。

現段階ではミティゲー
ションは想定していな
い。

ミティゲーションの実
施により、現況レベル
まで自然との触れ合い
活動が改善する。

ミティゲーションの実
施により、自然との触
れ合い活動が向上す
る。

0 0 -1 0 +1

14 潮風公園

騒音、アクセス規制に
より、自然との触れ合
い活動自体及びアクセ
スが阻害される。

主要なアクセスルート
が物理的に改変・遮断
又はアクセスが規制さ
れることから、自然と
の触れ合い活動が阻害
される。

会場エリア内の入場が
規制されることから、
自然との触れ合い活動
のアクセスが阻害され
る。

騒音、アクセス規制に
より、自然との触れ合
い活動自体及びアクセ
スが阻害される。

主要なアクセスルート
が物理的に改変・遮断
されることから、自然
との触れ合い活動が阻
害される。

-2 -1 -1 -2 -1

ミティゲーションの実
施により、現況レベル
まで自然との触れ合い
活動が改善する。

ミティゲーションの実
施により、自然との触
れ合い活動が現況レベ
ルまで改善する。

現段階ではミティゲー
ションは想定していな
い。

ミティゲーションの実
施により、現況レベル
まで自然との触れ合い
活動が改善する。

ミティゲーションの実
施により、自然との触
れ合い活動が向上す
る。

0 0 -1 0 +1

15～16
東京ビッグサイト・ホール
Ａ、Ｂ

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

0 0 0 0 0
現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

0 0 0 0 0

17 大井ホッケー競技場

騒音、アクセス規制に
より、自然との触れ合
い活動自体及びアクセ
スが阻害される。

主要なアクセスルート
が物理的に改変・遮断
されないことから、現
況と変わらない。

会場エリア内の入場が
規制されることから、
自然との触れ合い活動
のアクセスが阻害され
る。

騒音、アクセス規制に
より、自然との触れ合
い活動自体及びアクセ
スが阻害される。

主要なアクセスルート
が物理的に改変・遮断
されない、又は現況で
自然との触れ合い活動
が行われてない。

-2 0 -1 -2 0

ミティゲーションの実
施により、現況レベル
まで自然との触れ合い
活動が改善する。

主要なアクセスルート
が物理的に改変・遮断
されないことから、現
況と変わらない。

現段階ではミティゲー
ションは想定していな
い。

ミティゲーションの実
施により、現況レベル
まで自然との触れ合い
活動が改善する。

ミティゲーションの実
施により、自然との触
れ合い活動が向上す
る。

0 0 -1 0 +1

18
海の森クロスカントリー
コース

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

0 0 0 0 0
現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

0 0 0 0 0

19 海の森水上競技場
現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

0 0 0 0 0
現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

0 0 0 0 0

20
海の森マウンテンバイク
コース

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

0 0 0 0 0
現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

0 0 0 0 0

21 若洲オリンピックマリーナ

騒音、アクセス規制に
より、自然との触れ合
い活動自体及びアクセ
スが阻害される。

主要なアクセスルート
が物理的に改変・遮断
又はアクセスが規制さ
れることから、自然と
の触れ合い活動が阻害
される。

会場エリア内の入場が
規制されることから、
自然との触れ合い活動
のアクセスが阻害され
る。

騒音、アクセス規制に
より、自然との触れ合
い活動自体及びアクセ
スが阻害される。

主要なアクセスルート
が物理的に改変・遮断
されることから、自然
との触れ合い活動が阻
害される。

-2 -1 -1 -2 -1

ミティゲーションの実
施により、現況レベル
まで自然との触れ合い
活動が改善する。

ミティゲーションの実
施により、自然との触
れ合い活動が現況レベ
ルまで改善する。

現段階ではミティゲー
ションは想定していな
い。

ミティゲーションの実
施により、現況レベル
まで自然との触れ合い
活動が改善する。

ミティゲーションの実
施により、自然との触
れ合い活動が向上す
る。

0 0 -1 0 +1
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22 葛西臨海公園

騒音、アクセス規制に
より、自然との触れ合
い活動自体及びアクセ
スが阻害される。

主要なアクセスルート
が物理的に改変・遮断
されないことから、現
況と変わらない。

会場エリア内の入場が
規制されることから、
自然との触れ合い活動
のアクセスが阻害され
る。

騒音、アクセス規制に
より、自然との触れ合
い活動自体及びアクセ
スが阻害される。

主要なアクセスルート
が物理的に改変・遮断
されない、又は現況で
自然との触れ合い活動
が行われてない。

-2 0 -1 -2 0

ミティゲーションの実
施により、現況レベル
まで自然との触れ合い
活動が改善する。

ミティゲーションの実
施により、自然との触
れ合い活動が向上する
とともに、アクセス性
も向上する。

現段階ではミティゲー
ションは想定していな
い。

ミティゲーションの実
施により、現況レベル
まで自然との触れ合い
活動が改善する。

ミティゲーションの実
施により、自然との触
れ合い活動が向上す
る。

0 +1 -1 0 +1

23～24
夢の島ユース・プラザ・ア
リーナＡ、Ｂ

騒音、アクセス規制に
より、自然との触れ合
い活動自体及びアクセ
スが阻害される。

主要なアクセスルート
が物理的に改変・遮断
されないことから、現
況と変わらない。

会場エリア内の入場が
規制されることから、
自然との触れ合い活動
のアクセスが阻害され
る。

騒音、アクセス規制に
より、自然との触れ合
い活動自体及びアクセ
スが阻害される。

主要なアクセスルート
が物理的に改変・遮断
されない、又は現況で
自然との触れ合い活動
が行われてない。

-2 0 -1 -2 0

ミティゲーションの実
施により、現況レベル
まで自然との触れ合い
活動が改善する。

ミティゲーションの実
施により、自然との触
れ合い活動が向上する
とともに、アクセス性
も向上する。

現段階ではミティゲー
ションは想定していな
い。

ミティゲーションの実
施により、現況レベル
まで自然との触れ合い
活動が改善する。

ミティゲーションの実
施により、自然との触
れ合い活動が向上する
とともに、アクセス性
も向上する。

0 +1 -1 0 +2

25 夢の島公園

騒音、アクセス規制に
より、自然との触れ合
い活動自体及びアクセ
スが阻害される。

主要なアクセスルート
が物理的に改変・遮断
又はアクセスが規制さ
れることから、自然と
の触れ合い活動が阻害
される。

会場エリア内の入場が
規制されることから、
自然との触れ合い活動
のアクセスが阻害され
る。

騒音、アクセス規制に
より、自然との触れ合
い活動自体及びアクセ
スが阻害される。

主要なアクセスルート
が物理的に改変・遮断
されることから、自然
との触れ合い活動が阻
害される。

-2 -1 -1 -2 -1

ミティゲーションの実
施により、現況レベル
まで自然との触れ合い
活動が改善する。

ミティゲーションの実
施により、自然との触
れ合い活動が向上する
とともに、アクセス性
も向上する。

現段階ではミティゲー
ションは想定していな
い。

ミティゲーションの実
施により、現況レベル
まで自然との触れ合い
活動が改善する。

ミティゲーションの実
施により、自然との触
れ合い活動が向上する
とともに、アクセス性
も向上する。

0 +1 -1 0 +2

26 夢の島競技場

騒音、アクセス規制に
より、自然との触れ合
い活動自体及びアクセ
スが阻害される。

主要なアクセスルート
が物理的に改変・遮断
又はアクセスが規制さ
れることから、自然と
の触れ合い活動が阻害
される。

会場エリア内の入場が
規制されることから、
自然との触れ合い活動
のアクセスが阻害され
る。

騒音、アクセス規制に
より、自然との触れ合
い活動自体及びアクセ
スが阻害される。

主要なアクセスルート
が物理的に改変・遮断
されることから、自然
との触れ合い活動が阻
害される。

-2 -1 -1 -2 -1

ミティゲーションの実
施により、現況レベル
まで自然との触れ合い
活動が改善する。

ミティゲーションの実
施により、自然との触
れ合い活動が向上する
とともに、アクセス性
も向上する。

現段階ではミティゲー
ションは想定していな
い。

ミティゲーションの実
施により、現況レベル
まで自然との触れ合い
活動が改善する。

ミティゲーションの実
施により、自然との触
れ合い活動が向上する
とともに、アクセス性
も向上する。

0 +1 -1 0 +2

27～28
オリンピックアクアティク
スセンター
ウォーターポロアリーナ

騒音、アクセス規制に
より、自然との触れ合
い活動自体及びアクセ
スが阻害される。

主要なアクセスルート
が物理的に改変・遮断
されないことから、現
況と変わらない。

会場エリア内の入場が
規制されることから、
自然との触れ合い活動
のアクセスが阻害され
る。

騒音、アクセス規制に
より、自然との触れ合
い活動自体及びアクセ
スが阻害される。

主要なアクセスルート
が物理的に改変・遮断
されない、又は現況で
自然との触れ合い活動
が行われてない。

-2 0 -1 -2 0

ミティゲーションの実
施により、現況レベル
まで自然との触れ合い
活動が改善する。

ミティゲーションの実
施により、自然との触
れ合い活動が向上する
とともに、アクセス性
も向上する。

現段階ではミティゲー
ションは想定していな
い。

ミティゲーションの実
施により、現況レベル
まで自然との触れ合い
活動が改善する。

ミティゲーションの実
施により、自然との触
れ合い活動が向上する
とともに、アクセス性
も向上する。

0 +1 -1 0 +2

29
武蔵野の森総合スポーツ施
設

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

0 0 0 0 0
現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

0 0 0 0 0

30 東京スタジアム
現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

0 0 0 0 0
現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

0 0 0 0 0

31 武蔵野の森公園

騒音、アクセス規制に
より、自然との触れ合
い活動自体及びアクセ
スが阻害される。

主要なアクセスルート
が物理的に改変・遮断
又はアクセスが規制さ
れることから、自然と
の触れ合い活動が阻害
される。

会場エリア内の入場が
規制されることから、
自然との触れ合い活動
のアクセスが阻害され
る。

騒音、アクセス規制に
より、自然との触れ合
い活動自体及びアクセ
スが阻害される。

主要なアクセスルート
が物理的に改変・遮断
されることから、自然
との触れ合い活動が阻
害される。

-2 -1 -1 -2 -1

ミティゲーションの実
施により、現況レベル
まで自然との触れ合い
活動が改善する。

ミティゲーションの実
施により、自然との触
れ合い活動が現況レベ
ルまで改善する。

現段階ではミティゲー
ションは想定していな
い。

ミティゲーションの実
施により、現況レベル
まで自然との触れ合い
活動が改善する。

ミティゲーションの実
施により、自然との触
れ合い活動が向上す
る。

0 0 -1 0 +1

32 陸上自衛隊朝霞訓練場
現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

0 0 0 0 0
現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

0 0 0 0 0

33 霞ヶ関カンツリー倶楽部
現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

0 0 0 0 0
現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

0 0 0 0 0

34 札幌ドーム
現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

0 0 0 0 0
現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

0 0 0 0 0

35 宮城スタジアム

騒音、アクセス規制に
より、自然との触れ合
い活動自体及びアクセ
スが阻害される。

主要なアクセスルート
が物理的に改変・遮断
されないことから、現
況と変わらない。

会場エリア内の入場が
規制されることから、
自然との触れ合い活動
のアクセスが阻害され
る。

騒音、アクセス規制に
より、自然との触れ合
い活動自体及びアクセ
スが阻害される。

主要なアクセスルート
が物理的に改変・遮断
されない、又は現況で
自然との触れ合い活動
が行われてない。

-2 0 -1 -2 0

ミティゲーションの実
施により、現況レベル
まで自然との触れ合い
活動が改善する。

主要なアクセスルート
が物理的に改変・遮断
されないことから、現
況と変わらない。

現段階ではミティゲー
ションは想定していな
い。

ミティゲーションの実
施により、現況レベル
まで自然との触れ合い
活動が改善する。

ミティゲーションの実
施により、自然との触
れ合い活動が向上す
る。

0 0 -1 0 +1

36 埼玉スタジアム2002

騒音、アクセス規制に
より、自然との触れ合
い活動自体及びアクセ
スが阻害される。

主要なアクセスルート
が物理的に改変・遮断
されないことから、現
況と変わらない。

会場エリア内の入場が
規制されることから、
自然との触れ合い活動
のアクセスが阻害され
る。

騒音、アクセス規制に
より、自然との触れ合
い活動自体及びアクセ
スが阻害される。

主要なアクセスルート
が物理的に改変・遮断
されない、又は現況で
自然との触れ合い活動
が行われてない。

-2 0 -1 -2 0

ミティゲーションの実
施により、現況レベル
まで自然との触れ合い
活動が改善する。

主要なアクセスルート
が物理的に改変・遮断
されないことから、現
況と変わらない。

現段階ではミティゲー
ションは想定していな
い。

ミティゲーションの実
施により、現況レベル
まで自然との触れ合い
活動が改善する。

ミティゲーションの実
施により、自然との触
れ合い活動が向上す
る。

0 0 -1 0 +1

37 横浜国際総合競技場

騒音、アクセス規制に
より、自然との触れ合
い活動自体及びアクセ
スが阻害される。

主要なアクセスルート
が物理的に改変・遮断
されないことから、現
況と変わらない。

会場エリア内の入場が
規制されることから、
自然との触れ合い活動
のアクセスが阻害され
る。

騒音、アクセス規制に
より、自然との触れ合
い活動自体及びアクセ
スが阻害される。

主要なアクセスルート
が物理的に改変・遮断
されない、又は現況で
自然との触れ合い活動
が行われてない。

-2 0 -1 -2 0

ミティゲーションの実
施により、現況レベル
まで自然との触れ合い
活動が改善する。

主要なアクセスルート
が物理的に改変・遮断
されない、又は現況で
自然との触れ合い活動
が行われてない。

現段階ではミティゲー
ションは想定していな
い。

ミティゲーションの実
施により、現況レベル
まで自然との触れ合い
活動が改善する。

ミティゲーションの実
施により、自然との触
れ合い活動が向上す
る。

0 0 -1 0 +1

OV 選手村

騒音、アクセス規制に
より、自然との触れ合
い活動自体及びアクセ
スが阻害される。

主要なアクセスルート
が物理的に改変・遮断
又はアクセスが規制さ
れることから、自然と
の触れ合い活動が阻害
される。

会場エリア内の入場が
規制されることから、
自然との触れ合い活動
のアクセスが阻害され
る。

騒音、アクセス規制に
より、自然との触れ合
い活動自体及びアクセ
スが阻害される。

主要なアクセスルート
が物理的に改変・遮断
されることから、自然
との触れ合い活動が阻
害される。

-2 -1 -1 -2 -1

ミティゲーションの実
施により、現況レベル
まで自然との触れ合い
活動が改善する。

ミティゲーションの実
施により、自然との触
れ合い活動が向上する
とともに、アクセス性
も向上する。

現段階ではミティゲー
ションは想定していな
い。

ミティゲーションの実
施により、現況レベル
まで自然との触れ合い
活動が改善する。

ミティゲーションの実
施により、自然との触
れ合い活動が向上する
とともに、アクセス性
も向上する。

0 +1 -1 0 +2

IBC/MPC
東京ビッグサイト
(IBC/MPC)

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

0 0 0 0 0
現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

現況で自然との触れ合
い活動が行われていな
い。

0 0 0 0 0

4－40



評価指標別予測結果表（街路樹等緑陰の状況(緑陰面積)）

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

1
オリンピックスタジアム
(国立霞ヶ丘競技場)

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

施設周辺の樹木及びア
クセスルートに面した
樹木の一部が改変され
るが、緑陰面積の減少
はわずかであるため、
歩行者が感じる快適性
は変わらない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

施設周辺の樹木及びア
クセスルートに面した
樹木の一部が改変され
るが、緑陰面積の減少
はわずかであるため、
歩行者が感じる快適性
は変わらない。

－ -1 － -1

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

街路樹の整備・充実を
図ることにより、緑陰
面積及び歩行者が感じ
る快適性ともに現況と
変わらない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

アクセスルート周辺に
おいて整備した街路樹
を維持することによ
り、緑陰面積及び歩行
者が感じる快適性とも
に現況と変わらない。

－ 0 － 0

2 東京体育館

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

樹木に影響する改変は
なく、緑陰面積及び歩
行者が感じる快適性と
もに現況と変わらな
い。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

樹木に影響する改変は
なく、緑陰面積及び歩
行者が感じる快適性と
もに現況と変わらな
い。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

樹木に影響する改変は
なく、緑陰面積及び歩
行者が感じる快適性と
もに現況と変わらな
い。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

樹木に影響する改変は
なく、緑陰面積及び歩
行者が感じる快適性と
もに現況と変わらな
い。

－ 0 － 0

3 国立代々木競技場

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

一部の街路樹が改変さ
れるが、緑陰面積の減
少はわずかであるた
め、歩行者が感じる快
適性は変わらない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

街路樹の改変は継続す
る、緑陰面積の減少は
わずかであるため、歩
行者が感じる快適性は
変わらない。

－ -1 － -1

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

歩行者デッキにより改
変される樹木について
は会場エリア内に移植
を行うことにより、緑
陰面積及び歩行者が感
じる快適性ともに現況
と変わらない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

仮設撤去後の原状復
帰、会場エリア内に移
植した樹木の維持によ
り、緑陰面積及び歩行
者が感じる快適性とも
に現況と変わらない。

－ 0 － 0

4 日本武道館

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

樹木に影響する改変は
なく、緑陰面積及び歩
行者が感じる快適性と
もに現況と変わらな
い。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

樹木に影響する改変は
なく、緑陰面積及び歩
行者が感じる快適性と
もに現況と変わらな
い。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

樹木に影響する改変は
なく、緑陰面積及び歩
行者が感じる快適性と
もに現況と変わらな
い。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

樹木に影響する改変は
なく、緑陰面積及び歩
行者が感じる快適性と
もに現況と変わらな
い。

－ 0 － 0

5 皇居外苑

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

樹木に影響する改変は
なく、緑陰面積及び歩
行者が感じる快適性と
もに現況と変わらな
い。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

樹木に影響する改変は
なく、緑陰面積及び歩
行者が感じる快適性と
もに現況と変わらな
い。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

樹木に影響する改変は
なく、緑陰面積及び歩
行者が感じる快適性と
もに現況と変わらな
い。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

樹木に影響する改変は
なく、緑陰面積及び歩
行者が感じる快適性と
もに現況と変わらな
い。

－ 0 － 0

6 東京国際フォーラム

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

樹木に影響する改変は
なく、緑陰面積及び歩
行者が感じる快適性と
もに現況と変わらな
い。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

樹木に影響する改変は
なく、緑陰面積及び歩
行者が感じる快適性と
もに現況と変わらな
い。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

樹木に影響する改変は
なく、緑陰面積及び歩
行者が感じる快適性と
もに現況と変わらな
い。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

樹木に影響する改変は
なく、緑陰面積及び歩
行者が感じる快適性と
もに現況と変わらな
い。

－ 0 － 0

7 国技館

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

樹木に影響する改変は
なく、緑陰面積及び歩
行者が感じる快適性と
もに現況と変わらな
い。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

樹木に影響する改変は
なく、緑陰面積及び歩
行者が感じる快適性と
もに現況と変わらな
い。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

樹木に影響する改変は
なく、緑陰面積及び歩
行者が感じる快適性と
もに現況と変わらな
い。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

樹木に影響する改変は
なく、緑陰面積及び歩
行者が感じる快適性と
もに現況と変わらな
い。

－ 0 － 0

8 有明アリーナ

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

現況は未利用地であ
り、樹木に影響する改
変はなく、緑陰面積及
び歩行者が感じる快適
性ともに現況と変わら
ない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

現況は未利用地であ
り、樹木に影響する改
変はなく、緑陰面積及
び歩行者が感じる快適
性ともに現況と変わら
ない。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

街路樹の整備・充実を
図るとともに、会場エ
リア内の樹木の充実を
図ることにより、緑陰
面積及び歩行者が感じ
る快適性ともに向上す
る

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

アクセスルートの街路
樹を開催後も維持する
ことにより、緑陰面積
及び歩行者が感じる快
適性ともに向上する。

－ +2 － +2

9 有明ＢＭＸコース

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

現況は未利用地であ
り、樹木に影響する改
変はなく、緑陰面積及
び歩行者が感じる快適
性ともに現況と変わら
ない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

現況は未利用地であ
り、樹木に影響する改
変はなく、緑陰面積及
び歩行者が感じる快適
性ともに現況と変わら
ない。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

街路樹の整備・充実を
図るとともに、会場エ
リア内の樹木の充実を
図ることにより、緑陰
面積及び歩行者が感じ
る快適性ともに向上す
る

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

アクセスルートの街路
樹を開催後も維持する
ことにより、緑陰面積
及び歩行者が感じる快
適性ともに向上する。

－ +2 － +2

10 有明ベロドローム

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

現況は未利用地であ
り、樹木に影響する改
変はなく、緑陰面積及
び歩行者が感じる快適
性ともに現況と変わら
ない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

現況は未利用地であ
り、樹木に影響する改
変はなく、緑陰面積及
び歩行者が感じる快適
性ともに現況と変わら
ない。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

街路樹の整備・充実を
図るとともに、会場エ
リア内の樹木の充実を
図ることにより、緑陰
面積及び歩行者が感じ
る快適性ともに向上す
る

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

アクセスルートの街路
樹を開催後も維持する
ことにより、緑陰面積
及び歩行者が感じる快
適性ともに向上する。

－ +2 － +2

11 有明体操競技場

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

現況は未利用地であ
り、樹木に影響する改
変はなく、緑陰面積及
び歩行者が感じる快適
性ともに現況と変わら
ない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

現況は未利用地であ
り、樹木に影響する改
変はなく、緑陰面積及
び歩行者が感じる快適
性ともに現況と変わら
ない。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

街路樹の整備・充実を
図るとともに、会場エ
リア内の樹木の充実を
図ることにより、緑陰
面積及び歩行者が感じ
る快適性ともに向上す
る

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

アクセスルートの街路
樹を開催後も維持する
ことにより、緑陰面積
及び歩行者が感じる快
適性ともに向上する。

－ +2 － +2

12 有明テニスの森

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

会場エリア内の歩道沿
いを含む樹木の大部分
が改変されるため、緑
陰面積が減少し、歩行
者が感じる快適性が低
下する。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

会場エリア内の歩道沿
いを含む樹木の大部分
が改変されるため、緑
陰面積が減少し、歩行
者が感じる快適性が低
下する。

－ -2 － -2

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

施設の整備により改変
される樹木を移植する
ことにより、緑陰面積
及び歩行者が感じる快
適性ともに現況と変わ
らない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

移植した樹木を開催後
も維持することによ
り、緑陰面積及び歩行
者が感じる快適性とも
に現況と変わらない。

－ 0 － 0

13 お台場海浜公園

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

樹木に影響する改変は
なく、緑陰面積及び歩
行者が感じる快適性と
もに現況と変わらな
い。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

樹木に影響する改変は
なく、緑陰面積及び歩
行者が感じる快適性と
もに現況と変わらな
い。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

樹木に影響する改変は
なく、緑陰面積及び歩
行者が感じる快適性と
もに現況と変わらな
い。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

樹木に影響する改変は
なく、緑陰面積及び歩
行者が感じる快適性と
もに現況と変わらな
い。

－ 0 － 0

14 潮風公園

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

仮設の建物の設置によ
り、一部の樹木が改変
されるため、会場エリ
ア内の緑陰面積が減少
する。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

仮設が撤去されるが、
一部の樹木が改変され
た状態が継続するた
め、会場エリア内の緑
陰面積が減少する。

－ -1 － -1

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

改変される樹木につい
ては、会場エリア内に
移植することにより、
緑陰面積及び歩行者が
感じる快適性ともに現
況と変わらない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

仮設撤去後に、樹木の
原状復帰を行うことに
より、緑陰面積及び歩
行者の感じる快適性と
もに現況と変わらな
い。

－ 0 － 0

15～16
東京ビッグサイト・ホール
Ａ、Ｂ

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

樹木に影響する改変は
なく、緑陰面積及び歩
行者が感じる快適性と
もに現況と変わらな
い。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

樹木に影響する改変は
なく、緑陰面積及び歩
行者が感じる快適性と
もに現況と変わらな
い。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

樹木に影響する改変は
なく、緑陰面積及び歩
行者が感じる快適性と
もに現況と変わらな
い。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

樹木に影響する改変は
なく、緑陰面積及び歩
行者が感じる快適性と
もに現況と変わらな
い。

－ 0 － 0

17 大井ホッケー競技場

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

仮設、恒設の建設によ
り、樹木が改変される
ため、会場エリア内の
緑陰面積が減少する。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

樹木が改変された状態
が継続するため、会場
エリア内の緑陰面積は
減少する。

－ -1 － -1

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

改変される樹木につい
ては、会場エリア内へ
移植を行うことによ
り、緑陰面積及び歩行
者が感じる快適性とも
に現況と変わらない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

移植した樹木の維持、
仮設撤去後の原状復帰
により、緑陰面積及び
歩行者が感じる快適性
ともに現況と変わらな
い。

－ 0 － 0

18
海の森クロスカントリー
コース

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

現況は未利用地であ
り、緑陰面積及び歩行
者が感じる快適性とも
に現況と変わらない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

現況は未利用地であ
り、緑陰面積及び歩行
者が感じる快適性とも
に現況と変わらない。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

88haの植樹などを行
う。これにより、緑陰
面積及び歩行者が感じ
る快適性ともに向上す
る。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

海の森として整備され
た樹林を維持すること
により、緑陰面積及び
歩行者が感じる快適性
ともに向上する。

－ +2 － +2

開催中 開催後開催後

No.

二次評価

段階別影響 評価点

開催前 開催中 開催後 開催前開催中

名称

会場
段階別影響

開催中開催前

一次評価

開催後 開催前

評価点
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19 海の森水上競技場

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

現況は未利用地であ
り、緑陰面積及び歩行
者が感じる快適性とも
に現況と変わらない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

現況は未利用地である
ことから、緑陰面積及
び歩行者の感じる快適
性ともに現況と変わら
ない。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

樹木に影響する改変は
なく、緑陰面積及び歩
行者が感じる快適性と
もに現況と変わらな
い。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

樹木に影響する改変は
なく、緑陰面積及び歩
行者が感じる快適性と
もに現況と変わらな
い。

－ 0 － 0

20
海の森マウンテンバイク
コース

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

現況は未利用地であ
り、緑陰面積及び歩行
者が感じる快適性とも
に現況と変わらない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

現況は未利用地であ
り、緑陰面積及び歩行
者が感じる快適性とも
に現況と変わらない。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

樹木に影響する改変は
なく、緑陰面積及び歩
行者が感じる快適性と
もに現況と変わらな
い。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

樹木に影響する改変は
なく、緑陰面積及び歩
行者が感じる快適性と
もに現況と変わらな
い。

－ 0 － 0

21 若洲オリンピックマリーナ

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

ほぼ全面において舗装
による改変を受けるた
め、緑陰面積が減少す
る。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

仮設の建物、観客席が
撤去されるが、舗装面
は開催後も残り、樹木
が改変された状態であ
るため、緑陰面積が減
少した状態が続く。

－ -1 － -1

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

歩道沿いに適度な植栽
を行うが、若洲キャン
プ場が改変された状態
であるため、緑陰面積
は減少する。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

若洲キャンプ場の原状
復帰、植樹を開催後も
維持することにより、
緑陰面積及び歩行者が
感じる快適性ともに現
況と変わらないレベル
となる。

－ -1 － 0

22 葛西臨海公園

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

まとまった樹木が影響
を受けるため、会場エ
リア内において緑陰面
積が減少する。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

恒設の競技エリアの整
備にともない、会場エ
リア内において緑陰面
積が減少した状態が続
く。アクセスルートに
面した樹木に変化はな
く、歩行者が感じる快
適性は変わらない。

－ -1 － -1

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

改変される樹木につい
ては、会場エリア内へ
移植を行うことによ
り、緑陰面積及び歩行
者が感じる快適性とも
に現況と変わらない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

仮設撤去後の原状復
帰、移植を維持するこ
とにより、緑陰面積及
び歩行者が感じる快適
性ともに現況と変わら
ない。

－ 0 － 0

23～24
夢の島ユース・プラザ・ア
リーナＡ、Ｂ

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

恒設のアリーナの整備
により樹木が影響を受
けるため、会場エリア
内の緑陰面積が減少す
る。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

恒設のアリーナの存在
により、緑陰面積が減
少した状態が続く。
アクセスルートに面し
た樹木に変化はなく、
歩行者が感じる快適性
は変わらない。

－ -1 － -1

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

影響を受ける樹木につ
いては、会場エリア内
に移植を行う。また、
アリーナの建物周囲の
樹木の充実を図ること
により、緑陰面積が増
大する。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

移植した樹木の維持及
び建物周囲の樹木を開
催後も維持することに
より、緑陰面積が増大
する。

－ +1 － +1

25 夢の島公園

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

まとまった樹木が影響
を受けるため、緑陰面
積が減少し、歩行者が
感じる快適性が低下す
る。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

会場エリア内及びアク
セスルート上のまと
まった樹木が改変され
た状態が継続している
ため、緑陰面積が減少
し、歩行者が感じる快
適性は低下した状態が
続く。

－ -2 － -2

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

恒設による影響を受け
る樹木は移植を行い、
仮設により影響を受け
る樹木は会場エリア内
に移植を行うため、緑
陰面積及び歩行者が感
じる快適性ともに現況
と変わらない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

仮設の撤去後の原状復
帰、移植した樹木を開
催後も維持することに
より、緑陰面積及び歩
行者が感じる快適性と
もに現況と変わらな
い。

－ 0 － 0

26 夢の島競技場

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

一部の街路樹が改変さ
れるが、緑陰面積の減
少はわずかであるた
め、歩行者が感じる快
適性は変わらない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

会場エリア内の緑陰面
積の減少はわずかであ
るため、歩行者が感じ
る快適性は変わらな
い。

－ -1 － -1

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

影響を受ける樹木につ
いては、会場エリア内
に移植を行うことによ
り、緑陰面積及び歩行
者が感じる快適性とも
に現況と変わらない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

仮設撤去後に原状復
帰、移植を行った樹木
を開催後も維持するこ
とにより、緑陰面積及
び歩行者の感じる快適
性ともに現況と変わら
ない。

－ 0 － 0

27～28
オリンピックアクアティク
スセンター
ウォーターポロアリーナ

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

樹林地となっている部
分が改変されるため、
会場エリア内の緑陰面
積が減少する。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

恒設の存在により、樹
木が改変された状態が
続くため、緑陰面積が
減少する。アクセス
ルートに面した樹木に
変化はなく、歩行者が
感じる快適性は変わら
ない。

－ -1 － -1

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

仮設により影響を受け
る樹木については会場
エリア内に移植を行う
が、恒設により影響を
受ける樹木は会場エリ
ア外へ移植を行うた
め、会場エリア内の緑
陰面積は減少する。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

恒設の建設により影響
を受ける樹木について
は、会場外への移植を
行うため、会場エリア
内では現況よりも緑陰
面積が減少した状態が
続く。

－ -1 － -1

29
武蔵野の森総合スポーツ施
設

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

樹木に影響する改変は
なく、緑陰面積及び歩
行者が感じる快適性と
もに現況と変わらな
い。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

樹木に影響する改変は
なく、緑陰面積及び歩
行者が感じる快適性と
もに現況と変わらな
い。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

樹木に影響する改変は
なく、緑陰面積及び歩
行者が感じる快適性と
もに現況と変わらな
い。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

樹木に影響する改変は
なく、緑陰面積及び歩
行者が感じる快適性と
もに現況と変わらな
い。

－ 0 － 0

30 東京スタジアム

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

樹木に影響する改変は
なく、緑陰面積及び歩
行者が感じる快適性と
もに現況と変わらな
い。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

樹木に影響する改変は
なく、緑陰面積及び歩
行者が感じる快適性と
もに現況と変わらな
い。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

樹木に影響する改変は
なく、緑陰面積及び歩
行者が感じる快適性と
もに現況と変わらな
い。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

樹木に影響する改変は
なく、緑陰面積及び歩
行者が感じる快適性と
もに現況と変わらな
い。

－ 0 － 0

31 武蔵野の森公園

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

樹木に影響する改変は
なく、緑陰面積及び歩
行者が感じる快適性と
もに現況と変わらな
い。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

樹木に影響する改変は
なく、緑陰面積及び歩
行者が感じる快適性と
もに現況と変わらな
い。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

樹木に影響する改変は
なく、緑陰面積及び歩
行者が感じる快適性と
もに現況と変わらな
い。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

樹木に影響する改変は
なく、緑陰面積及び歩
行者が感じる快適性と
もに現況と変わらな
い。

－ 0 － 0

32 陸上自衛隊朝霞訓練場

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

樹木に影響する改変は
なく、緑陰面積及び歩
行者が感じる快適性と
もに現況と変わらな
い。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

陸上自衛隊の専用施設
であり、公共的な利用
が想定されないことか
ら、後利用における予
測評価の対象外とす
る。

－ 0 － －

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

樹木に影響する改変は
なく、緑陰面積及び歩
行者が感じる快適性と
もに現況と変わらな
い。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

陸上自衛隊の西洋施設
であり、公共的な利用
が想定されないことか
ら、後利用における予
測評価の対象外とす
る。

－ 0 － －

33 霞ヶ関カンツリー倶楽部

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

樹木に影響する改変は
なく、緑陰面積及び歩
行者が感じる快適性と
もに現況と変わらな
い。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

樹木に影響する改変は
なく、緑陰面積及び歩
行者が感じる快適性と
もに現況と変わらな
い。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

樹木に影響する改変は
なく、緑陰面積及び歩
行者が感じる快適性と
もに現況と変わらな
い。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

樹木に影響する改変は
なく、緑陰面積及び歩
行者が感じる快適性と
もに現況と変わらな
い。

－ 0 － 0

34 札幌ドーム

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

外部施設はテント等で
あり街路樹等の改変は
行われないことから、
予測評価の対象外とす
る。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

外部施設はテント等で
あり街路樹等の改変は
行われないことから、
予測評価の対象外とす
る。

－ － － －

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

外部施設はテント等で
あり街路樹等の改変は
行われないことから、
予測評価の対象外とす
る。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

外部施設はテント等で
あり街路樹等の改変は
行われないことから、
予測評価の対象外とす
る。

－ － － －

35 宮城スタジアム

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

外部施設はテント等で
あり街路樹等の改変は
行われないことから、
予測評価の対象外とす
る。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

外部施設はテント等で
あり街路樹等の改変は
行われないことから、
予測評価の対象外とす
る。

－ － － －

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

外部施設はテント等で
あり街路樹等の改変は
行われないことから、
予測評価の対象外とす
る。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

外部施設はテント等で
あり街路樹等の改変は
行われないことから、
予測評価の対象外とす
る。

－ － － －
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評価指標別予測結果表（街路樹等緑陰の状況(緑陰面積)）

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

開催中 開催後開催後

No.

二次評価

段階別影響 評価点

開催前 開催中 開催後 開催前開催中

名称

会場
段階別影響

開催中開催前

一次評価

開催後 開催前

評価点

36 埼玉スタジアム2002

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

外部施設はテント等で
あり街路樹等の改変は
行われないことから、
予測評価の対象外とす
る。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

外部施設はテント等で
あり街路樹等の改変は
行われないことから、
予測評価の対象外とす
る。

－ － － －

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

外部施設はテント等で
あり街路樹等の改変は
行われないことから、
予測評価の対象外とす
る。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

外部施設はテント等で
あり街路樹等の改変は
行われないことから、
予測評価の対象外とす
る。

－ － － －

37 横浜国際総合競技場

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

外部施設はテント等で
あり街路樹等の改変は
行われないことから、
予測評価の対象外とす
る。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

外部施設はテント等で
あり街路樹等の改変は
行われないことから、
予測評価の対象外とす
る。

－ － － －

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

外部施設はテント等で
あり街路樹等の改変は
行われないことから、
予測評価の対象外とす
る。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

外部施設はテント等で
あり街路樹等の改変は
行われないことから、
予測評価の対象外とす
る。

－ － － －

OV 選手村

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

晴海ふ頭公園内の樹木
が改変されるため、会
場エリア内で緑陰面積
が減少する。
アクセスルートに面し
た樹木に変化はなく、
歩行者が感じる快適性
は変わらない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

晴海ふ頭公園内の樹木
が改変されるため、会
場エリア内で緑陰面積
が減少する。アクセス
ルートに面した樹木に
変化はなく、歩行者が
感じる快適性は変わら
ない。

－ -1 － -1

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

会場エリア内の緑化の
充実を図る。また、ア
クセスルートの街路樹
の整備・充実を図るこ
とにより、緑陰面積が
増大し、歩行者が感じ
る快適性が向上する。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

街路樹を開催後も維持
することにより、緑陰
面積及び歩行者が感じ
る快適性ともに向上す
る。

－ +2 － +2

IBC/MPC
東京ビッグサイト
(IBC/MPC)

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

施設の整備により、改
変される樹木はないこ
とから、緑陰面積及び
歩行者が感じる快適性
ともに現況と変わらな
い。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

施設の整備により改変
される樹木はないこと
から、緑陰面積及び歩
行者が感じる快適性と
もに変化はない。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

樹木に影響する改変は
なく、緑陰面積及び歩
行者が感じる快適性と
もに現況と変わらな
い。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

樹木に影響する改変は
なく、緑陰面積及び歩
行者が感じる快適性と
もに現況と変わらな
い。

－ 0 － 0
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評価指標別予測結果表（史跡・文化財の保護・保全の状況）

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

1
オリンピックスタジアム
(国立霞ヶ丘競技場)

改変による影響が最大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

建設工事に伴い、土地
の改変が行われるが、
工事の実施前に現地踏
査を行い、その結果を
受けて発掘調査を含め
た適切な措置を行う。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

工事の実施前に現地踏
査を行い、その結果を
受けて発掘調査を含め
た適切な措置を行う。

－ 0 － 0

改変による影響が最大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

建設工事に伴い、土地
の改変が行われるが、
工事の実施前に現地踏
査を行い、その結果を
受けて発掘調査を含め
た適切な措置を行う。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

工事の実施前に現地踏
査を行い、その結果を
受けて発掘調査を含め
た適切な措置を行う。

－ 0 － 0

2 東京体育館

改変による影響が最大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

建設工事に伴い、土地
の改変が行われるが、
工事の実施前に現地踏
査を行い、その結果を
受けて発掘調査を含め
た適切な措置を行う。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

工事の実施前に現地踏
査を行い、その結果を
受けて発掘調査を含め
た適切な措置を行う。

－ 0 － 0

改変による影響が最大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

建設工事に伴い、土地
の改変が行われるが、
工事の実施前に現地踏
査を行い、その結果を
受けて発掘調査を含め
た適切な措置を行う。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

工事の実施前に現地踏
査を行い、その結果を
受けて発掘調査を含め
た適切な措置を行う。

－ 0 － 0

3 国立代々木競技場

改変による影響が最大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

仮設は埋蔵文化財包蔵
地に影響を与えること
は少ないと考えられる
が、事前調査を行い、
適切に工事を行う。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

文化財等の保全及び管
理に支障はない。

－ 0 － 0

改変による影響が最大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

仮設は埋蔵文化財包蔵
地に影響を与えること
は少ないと考えられる
が、事前調査を行い、
適切に工事を行う。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

文化財等の保全及び管
理に支障はない。

－ 0 － 0

4 日本武道館

改変による影響が最大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が開削され、土
地の改変が行われる
が、工事の実施前に現
地踏査を行い、その結
果を受けて発掘調査を
含めた適切な措置を行
う。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

工事の実施前に現地踏
査を行い、その結果を
受けて発掘調査を含め
た適切な措置を行う。

－ 0 － 0

改変による影響が最大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

地表面が開削され、土
地の改変が行われる
が、工事の実施前に現
地踏査を行い、その結
果を受けて発掘調査を
含めた適切な措置を行
う。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

工事の実施前に現地踏
査を行い、その結果を
受けて発掘調査を含め
た適切な措置を行う。

－ 0 － 0

5 皇居外苑

改変による影響が最大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

仮設は埋蔵文化財包蔵
地に影響を与えること
は少ないと考えられる
が、事前調査を行い、
適切に工事を行う。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

仮設が撤去されるた
め、埋蔵文化財に影響
を与えることはない。

－ 0 － 0

改変による影響が最大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

仮設は埋蔵文化財包蔵
地に影響を与えること
は少ないと考えられる
が、事前調査を行い、
適切に工事を行う。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

仮設が撤去されるた
め、埋蔵文化財に影響
を与えることはない。

－ 0 － 0

6 東京国際フォーラム

改変による影響が最大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

工事による改変は、既
存施設内部の改築・改
修のみである。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

文化財等の保全及び管
理に支障はない。

－ 0 － 0

改変による影響が最大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

工事による改変は、既
存施設内部の改築・改
修のみである。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

文化財等の保全及び管
理に支障はない。

－ 0 － 0

7 国技館

改変による影響が最大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

工事による改変は、既
存施設内部の改築・改
修のみである。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

文化財等の保全及び管
理に支障はない。

－ 0 － 0

改変による影響が最大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

工事による改変は、既
存施設内部の改築・改
修のみである。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

文化財等の保全及び管
理に支障はない。

－ 0 － 0

8 有明アリーナ

改変による影響が最大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

周辺に史跡・文化財は
存在しない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

周辺に史跡・文化財は
存在しない。

－ 0 － 0

改変による影響が最大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

周辺に史跡・文化財は
存在しない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

周辺に史跡・文化財は
存在しない。

－ 0 － 0

9 有明ＢＭＸコース

改変による影響が最大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

周辺に史跡・文化財は
存在しない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

周辺に史跡・文化財は
存在しない。

－ 0 － 0

改変による影響が最大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

周辺に史跡・文化財は
存在しない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

周辺に史跡・文化財は
存在しない。

－ 0 － 0

10 有明ベロドローム

改変による影響が最大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

周辺に史跡・文化財は
存在しない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

周辺に史跡・文化財は
存在しない。

－ 0 － 0

改変による影響が最大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

周辺に史跡・文化財は
存在しない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

周辺に史跡・文化財は
存在しない。

－ 0 － 0

11 有明体操競技場

改変による影響が最大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

周辺に史跡・文化財は
存在しない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

周辺に史跡・文化財は
存在しない。

－ 0 － 0

改変による影響が最大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

周辺に史跡・文化財は
存在しない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

周辺に史跡・文化財は
存在しない。

－ 0 － 0

12 有明テニスの森

改変による影響が最大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

周辺に史跡・文化財は
存在しない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

周辺に史跡・文化財は
存在しない。

－ 0 － 0

改変による影響が最大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

周辺に史跡・文化財は
存在しない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

周辺に史跡・文化財は
存在しない。

－ 0 － 0

13 お台場海浜公園

改変による影響が最大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

周辺に史跡・文化財は
存在しない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

周辺に史跡・文化財は
存在しない。

－ 0 － 0

改変による影響が最大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

周辺に史跡・文化財は
存在しない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

周辺に史跡・文化財は
存在しない。

－ 0 － 0

14 潮風公園

改変による影響が最大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

周辺に史跡・文化財は
存在しない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

周辺に史跡・文化財は
存在しない。

－ 0 － 0

改変による影響が最大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

周辺に史跡・文化財は
存在しない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

周辺に史跡・文化財は
存在しない。

－ 0 － 0

15～16
東京ビッグサイト・ホール
Ａ、Ｂ

改変による影響が最大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

周辺に史跡・文化財は
存在しない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

周辺に史跡・文化財は
存在しない。

－ 0 － 0

改変による影響が最大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

周辺に史跡・文化財は
存在しない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

周辺に史跡・文化財は
存在しない。

－ 0 － 0

17 大井ホッケー競技場

改変による影響が最大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

周辺に史跡・文化財は
存在しない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

周辺に史跡・文化財は
存在しない。

－ 0 － 0

改変による影響が最大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

周辺に史跡・文化財は
存在しない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

周辺に史跡・文化財は
存在しない。

－ 0 － 0

18
海の森クロスカントリー
コース

改変による影響が最大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

周辺に史跡・文化財は
存在しない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

周辺に史跡・文化財は
存在しない。

－ 0 － 0

改変による影響が最大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

周辺に史跡・文化財は
存在しない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

周辺に史跡・文化財は
存在しない。

－ 0 － 0

開催中 開催後開催後

No.

二次評価

段階別影響 評価点

開催前 開催中 開催後 開催前開催中

名称

会場
段階別影響

開催中開催前

一次評価

開催後 開催前

評価点
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No.

二次評価

段階別影響 評価点

開催前 開催中 開催後 開催前開催中
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開催中開催前

一次評価

開催後 開催前

評価点

19 海の森水上競技場

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

周辺に史跡・文化財は
存在しない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

周辺に史跡・文化財は
存在しない。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

周辺に史跡・文化財は
存在しない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

周辺に史跡・文化財は
存在しない。

－ 0 － 0

20
海の森マウンテンバイク
コース

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

周辺に史跡・文化財は
存在しない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

周辺に史跡・文化財は
存在しない。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

周辺に史跡・文化財は
存在しない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

周辺に史跡・文化財は
存在しない。

－ 0 － 0

21 若洲オリンピックマリーナ

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

周辺に史跡・文化財は
存在しない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

周辺に史跡・文化財は
存在しない。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

周辺に史跡・文化財は
存在しない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

周辺に史跡・文化財は
存在しない。

－ 0 － 0

22 葛西臨海公園

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

周辺に史跡・文化財は
存在しない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

周辺に史跡・文化財は
存在しない。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

周辺に史跡・文化財は
存在しない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

周辺に史跡・文化財は
存在しない。

－ 0 － 0

23～24
夢の島ユース・プラザ・ア
リーナＡ、Ｂ

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

周辺に史跡・文化財は
存在しない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

周辺に史跡・文化財は
存在しない。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

周辺に史跡・文化財は
存在しない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

周辺に史跡・文化財は
存在しない。

－ 0 － 0

25 夢の島公園

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

周辺に史跡・文化財は
存在しない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

周辺に史跡・文化財は
存在しない。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

周辺に史跡・文化財は
存在しない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

周辺に史跡・文化財は
存在しない。

－ 0 － 0

26 夢の島競技場

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

周辺に史跡・文化財は
存在しない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

周辺に史跡・文化財は
存在しない。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

周辺に史跡・文化財は
存在しない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

周辺に史跡・文化財は
存在しない。

－ 0 － 0

27～28
オリンピックアクアティク
スセンター
ウォーターポロアリーナ

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

周辺に史跡・文化財は
存在しない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

周辺に史跡・文化財は
存在しない。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

周辺に史跡・文化財は
存在しない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

周辺に史跡・文化財は
存在しない。

－ 0 － 0

29
武蔵野の森総合スポーツ施
設

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

土地の改変が行われる
が、既に発掘調査等が
実施され、消滅遺跡と
なっている。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

土地の改変が行われる
が、既に発掘調査等が
実施され、消滅遺跡と
なっている。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

土地の改変が行われる
が、既に発掘調査等が
実施され、消滅遺跡と
なっている。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

土地の改変が行われる
が、既に発掘調査等が
実施され、消滅遺跡と
なっている。

－ 0 － 0

30 東京スタジアム

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

土地の改変が行われる
が、既に発掘調査等が
実施され、消滅遺跡と
なっている。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

土地の改変が行われる
が、既に発掘調査等が
実施され、消滅遺跡と
なっている。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

土地の改変が行われる
が、既に発掘調査等が
実施され、消滅遺跡と
なっている。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

土地の改変が行われる
が、既に発掘調査等が
実施され、消滅遺跡と
なっている。

－ 0 － 0

31 武蔵野の森公園

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

周辺に史跡・文化財は
存在しない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

文化財等の保全及び管
理に支障はない。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

改変域に史跡・文化財
は存在しない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

文化財等の保全及び管
理に支障はない。

－ 0 － 0

32 陸上自衛隊朝霞訓練場

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

改変域に史跡・文化財
は存在しない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

文化財等の保全及び管
理に支障はない。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

改変域に史跡・文化財
は存在しない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

文化財等の保全及び管
理に支障はない。

－ 0 － 0

33 霞ヶ関カンツリー倶楽部

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

周辺に史跡・文化財は
存在しない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

文化財等の保全及び管
理に支障はない。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

既存施設利用が主であ
るため、史跡・文化財
に影響はない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

文化財等の保全及び管
理に支障はない。

－ 0 － 0

34 札幌ドーム

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

既存施設利用が主であ
るため、史跡・文化財
に影響はない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

文化財等の保全及び管
理に支障はない。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

既存施設利用が主であ
るため、史跡・文化財
に影響はない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

文化財等の保全及び管
理に支障はない。

－ 0 － 0

35 宮城スタジアム

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

既存施設利用が主であ
るため、史跡・文化財
に影響はない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

文化財等の保全及び管
理に支障はない。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

既存施設利用が主であ
るため、史跡・文化財
に影響はない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

文化財等の保全及び管
理に支障はない。

－ 0 － 0

36 埼玉スタジアム2002

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

既存施設利用が主であ
るため、史跡・文化財
に影響はない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

文化財等の保全及び管
理に支障はない。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

既存施設利用が主であ
るため、史跡・文化財
に影響はない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

文化財等の保全及び管
理に支障はない。

－ 0 － 0

37 横浜国際総合競技場

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

既存施設利用が主であ
るため、史跡・文化財
に影響はない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

文化財等の保全及び管
理に支障はない。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

既存施設利用が主であ
るため、史跡・文化財
に影響はない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

文化財等の保全及び管
理に支障はない。

－ 0 － 0

4－45



評価指標別予測結果表（史跡・文化財の保護・保全の状況）

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

開催中 開催後開催後

No.

二次評価

段階別影響 評価点

開催前 開催中 開催後 開催前開催中

名称

会場
段階別影響

開催中開催前

一次評価

開催後 開催前

評価点

OV 選手村

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

周辺に史跡・文化財は
存在しない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

文化財等の保全及び管
理に支障はない。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

周辺に史跡・文化財は
存在しない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

文化財等の保全及び管
理に支障はない。

－ 0 － 0

IBC/MPC
東京ビッグサイト
(IBC/MPC)

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

周辺に史跡・文化財は
存在しない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

文化財等の保全及び管
理に支障はない。

－ 0 － 0

改変による影響が 大
となる「施設の存在に
よる影響」で予測評価
を行うことから対象外
とする。

周辺に史跡・文化財は
存在しない。

改変による影響が一定
となる「後利用による
影響」で予測評価を行
うことから、対象外と
する。

文化財等の保全及び管
理に支障はない。

－ 0 － 0

4－46



評価指標別予測結果表（上水利用量の削減）

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

1
オリンピックスタジアム
(国立霞ヶ丘競技場)

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量
の削減が図られる。

競技の実施時における
会場の利用者による水
利用については、「施
設の存在による影響」
に含めるものとして、
ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量
の削減が図られる。

－ 0 － － 0

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水のほか、雨水及び
再生水（中水含む）の
利用施設が設置され、
水の有効利用が図られ
る。

競技の実施時における
会場の利用者による水
利用については、「施
設の存在による影響」
に含めるものとして、
ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水のほか、雨水及び
再生水（中水含む）の
利用施設が設置され、
水の有効利用が図られ
る。

－ +2 － － +2

2 東京体育館

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水のほか、再生水
（中水含む）の利用に
より上水利用量の削減
が図られる。

競技の実施時における
会場の利用者による水
利用については、「施
設の存在による影響」
に含めるものとして、
ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水のほか、再生水
（中水含む）の利用に
より上水利用量の削減
が図られる。

－ +1 － － +1

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水のほか、再生水
（中水含む）の利用に
より上水利用量の削減
が図られる。

競技の実施時における
会場の利用者による水
利用については、「施
設の存在による影響」
に含めるものとして、
ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水のほか、再生水
（中水含む）の利用に
より上水利用量の削減
が図られる。

－ +1 － － +1

3 国立代々木競技場

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量
の削減が図られる。

競技の実施時における
会場の利用者による水
利用については、「施
設の存在による影響」
に含めるものとして、
ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量
の削減が図られる。

－ 0 － － 0

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量
の削減が図られる。

競技の実施時における
会場の利用者による水
利用については、「施
設の存在による影響」
に含めるものとして、
ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量
の削減が図られる。

－ 0 － － 0

4 日本武道館

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量
の削減が図られる。

競技の実施時における
会場の利用者による水
利用については、「施
設の存在による影響」
に含めるものとして、
ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量
の削減が図られる。

－ 0 － － 0

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量
の削減が図られる。

競技の実施時における
会場の利用者による水
利用については、「施
設の存在による影響」
に含めるものとして、
ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量
の削減が図られる。

－ 0 － － 0

5 皇居外苑

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量
の削減が図られる。

競技の実施時における
会場の利用者による水
利用については、「施
設の存在による影響」
に含めるものとして、
ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

後利用はないことから
対象外とする。

－ 0 － － －

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量
の削減が図られる。

競技の実施時における
会場の利用者による水
利用については、「施
設の存在による影響」
に含めるものとして、
ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

後利用はないことから
対象外とする。

－ 0 － － －

6 東京国際フォーラム

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水のほか、雨水及び
再生水（中水含む）の
利用により上水利用量
の削減が図られる。

競技の実施時における
会場の利用者による水
利用については、「施
設の存在による影響」
に含めるものとして、
ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水のほか、雨水及び
再生水（中水含む）の
利用により上水利用量
の削減が図られる。

－ +2 － － +2

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水のほか、雨水及び
再生水（中水含む）の
利用により上水利用量
の削減が図られる。

競技の実施時における
会場の利用者による水
利用については、「施
設の存在による影響」
に含めるものとして、
ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水のほか、雨水及び
再生水（中水含む）の
利用により上水利用量
の削減が図られる。

－ +2 － － +2

7 国技館

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水のほか、雨水の利
用により上水利用量の
削減が図られる。

競技の実施時における
会場の利用者による水
利用については、「施
設の存在による影響」
に含めるものとして、
ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水のほか、雨水の利
用により上水利用量の
削減が図られる。

－ +1 － － +1

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水のほか、雨水の利
用により上水利用量の
削減が図られる。

競技の実施時における
会場の利用者による水
利用については、「施
設の存在による影響」
に含めるものとして、
ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水のほか、雨水の利
用により上水利用量の
削減が図られる。

－ +1 － － +1

8 有明アリーナ

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量
の削減が図られる。

競技の実施時における
会場の利用者による水
利用については、「施
設の存在による影響」
に含めるものとして、
ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量
の削減が図られる。

－ 0 － － 0

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水のほか、雨水及び
再生水（中水含む）の
利用施設が設置され、
水の有効利用が図られ
る。

競技の実施時における
会場の利用者による水
利用については、「施
設の存在による影響」
に含めるものとして、
ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水のほか、雨水及び
再生水（中水含む）の
利用施設が設置され、
水の有効利用が図られ
る。

－ +2 － － +2

9 有明ＢＭＸコース

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量
の削減が図られる。

競技の実施時における
会場の利用者による水
利用については、「施
設の存在による影響」
に含めるものとして、
ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

後利用はないことから
対象外とする。

－ 0 － － －

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量
の削減が図られる。

競技の実施時における
会場の利用者による水
利用については、「施
設の存在による影響」
に含めるものとして、
ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

後利用はないことから
対象外とする。

－ 0 － － －

10 有明ベロドローム

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量
の削減が図られる。

競技の実施時における
会場の利用者による水
利用については、「施
設の存在による影響」
に含めるものとして、
ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

後利用はないことから
対象外とする。

－ 0 － － －

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量
の削減が図られる。

競技の実施時における
会場の利用者による水
利用については、「施
設の存在による影響」
に含めるものとして、
ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

後利用はないことから
対象外とする。

－ 0 － － －

11 有明体操競技場

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量
の削減が図られる。

競技の実施時における
会場の利用者による水
利用については、「施
設の存在による影響」
に含めるものとして、
ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

後利用はないことから
対象外とする。

－ 0 － － －

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量
の削減が図られる。

競技の実施時における
会場の利用者による水
利用については、「施
設の存在による影響」
に含めるものとして、
ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

後利用はないことから
対象外とする。

－ 0 － － －

12 有明テニスの森

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水のほか、雨水の利
用により上水利用量の
削減が図られる。

競技の実施時における
会場の利用者による水
利用については、「施
設の存在による影響」
に含めるものとして、
ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水のほか、雨水の利
用により上水利用量の
削減が図られる。

－ +1 － － +1

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水のほか、雨水の利
用により上水利用量の
削減が図られる。

競技の実施時における
会場の利用者による水
利用については、「施
設の存在による影響」
に含めるものとして、
ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水のほか、雨水の利
用により上水利用量の
削減が図られる。

－ +1 － － +1

13 お台場海浜公園

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量
の削減が図られる。

競技の実施時における
会場の利用者による水
利用については、「施
設の存在による影響」
に含めるものとして、
ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

後利用はないことから
対象外とする。

－ 0 － － －

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量
の削減が図られる。

競技の実施時における
会場の利用者による水
利用については、「施
設の存在による影響」
に含めるものとして、
ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

後利用はないことから
対象外とする。

－ 0 － － －

二次評価

段階別影響 評価点

開催前 開催中 開催後 開催前 開催中 開催後

評価点

開催中 開催後

会場
一次評価

開催後 開催前

段階別影響

開催中開催前

No. 名称
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評価指標別予測結果表（上水利用量の削減）

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

二次評価

段階別影響 評価点

開催前 開催中 開催後 開催前 開催中 開催後

評価点

開催中 開催後

会場
一次評価

開催後 開催前

段階別影響

開催中開催前

No. 名称

14 潮風公園

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量
の削減が図られる。

競技の実施時における
会場の利用者による水
利用については、「施
設の存在による影響」
に含めるものとして、
ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

後利用はないことから
対象外とする。

－ 0 － － －

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量
の削減が図られる。

競技の実施時における
会場の利用者による水
利用については、「施
設の存在による影響」
に含めるものとして、
ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

後利用はないことから
対象外とする。

－ 0 － － －

15～16
東京ビッグサイト・ホール
Ａ、Ｂ

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水のほか、雨水及び
再生水（中水含む）の
利用により上水利用量
の削減が図られる。

競技の実施時における
会場の利用者による水
利用については、「施
設の存在による影響」
に含めるものとして、
ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水のほか、雨水及び
再生水（中水含む）の
利用により上水利用量
の削減が図られる。

－ +2 － － +2

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水のほか、雨水及び
再生水（中水含む）の
利用により上水利用量
の削減が図られる。

競技の実施時における
会場の利用者による水
利用については、「施
設の存在による影響」
に含めるものとして、
ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水のほか、雨水及び
再生水（中水含む）の
利用により上水利用量
の削減が図られる。

－ +2 － － +2

17 大井ホッケー競技場

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量
の削減が図られる。

競技の実施時における
会場の利用者による水
利用については、「施
設の存在による影響」
に含めるものとして、
ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量
の削減が図られる。

－ 0 － － 0

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水のほか、雨水また
は再生水（中水含む）
の利用施設が設置さ
れ、水の有効利用が図
られる。

競技の実施時における
会場の利用者による水
利用については、「施
設の存在による影響」
に含めるものとして、
ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水のほか、雨水また
は再生水（中水含む）
の利用施設が設置さ
れ、水の有効利用が図
られる。

－ +1 － － +1

18
海の森クロスカントリー
コース

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量
の削減が図られる。

競技の実施時における
会場の利用者による水
利用については、「施
設の存在による影響」
に含めるものとして、
ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

後利用はないことから
対象外とする。

－ 0 － － －

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量
の削減が図られる。

競技の実施時における
会場の利用者による水
利用については、「施
設の存在による影響」
に含めるものとして、
ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

後利用はないことから
対象外とする。

－ 0 － － －

19 海の森水上競技場

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量
の削減が図られる。

競技の実施時における
会場の利用者による水
利用については、「施
設の存在による影響」
に含めるものとして、
ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量
の削減が図られる。

－ 0 － － 0

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水のほか、雨水また
は再生水（中水含む）
の利用施設が設置さ
れ、水の有効利用が図
られる。

競技の実施時における
会場の利用者による水
利用については、「施
設の存在による影響」
に含めるものとして、
ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水のほか、雨水また
は再生水（中水含む）
の利用施設が設置さ
れ、水の有効利用が図
られる。

－ +1 － － +1

20
海の森マウンテンバイク
コース

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量
の削減が図られる。

競技の実施時における
会場の利用者による水
利用については、「施
設の存在による影響」
に含めるものとして、
ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

後利用はないことから
対象外とする。

－ 0 － － －

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量
の削減が図られる。

競技の実施時における
会場の利用者による水
利用については、「施
設の存在による影響」
に含めるものとして、
ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

後利用はないことから
対象外とする。

－ 0 － － －

21 若洲オリンピックマリーナ

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量
の削減が図られる。

競技の実施時における
会場の利用者による水
利用については、「施
設の存在による影響」
に含めるものとして、
ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量
の削減が図られる。

－ 0 － － 0

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水のほか、雨水また
は再生水（中水含む）
の利用施設が設置さ
れ、水の有効利用が図
られる。

競技の実施時における
会場の利用者による水
利用については、「施
設の存在による影響」
に含めるものとして、
ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水のほか、雨水また
は再生水（中水含む）
の利用施設が設置さ
れ、水の有効利用が図
られる。

－ +1 － － +1

22 葛西臨海公園

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量
の削減が図られる。

競技の実施時における
会場の利用者による水
利用については、「施
設の存在による影響」
に含めるものとして、
ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量
の削減が図られる。

－ 0 － － 0

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水のほか、雨水また
は再生水（中水含む）
の利用施設が設置さ
れ、水の有効利用が図
られる。

競技の実施時における
会場の利用者による水
利用については、「施
設の存在による影響」
に含めるものとして、
ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水のほか、雨水また
は再生水（中水含む）
の利用施設が設置さ
れ、水の有効利用が図
られる。

－ +1 － － +1

23～24
夢の島ユース・プラザ・ア
リーナＡ、Ｂ

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量
の削減が図られる。

競技の実施時における
会場の利用者による水
利用については、「施
設の存在による影響」
に含めるものとして、
ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量
の削減が図られる。

－ 0 － － 0

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水のほか、雨水及び
再生水（中水含む）の
利用施設が設置され、
水の有効利用が図られ
る。

競技の実施時における
会場の利用者による水
利用については、「施
設の存在による影響」
に含めるものとして、
ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水のほか、雨水及び
再生水（中水含む）の
利用施設が設置され、
水の有効利用が図られ
る。

－ +2 － － +2

25 夢の島公園

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量
の削減が図られる。

競技の実施時における
会場の利用者による水
利用については、「施
設の存在による影響」
に含めるものとして、
ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

後利用はないことから
対象外とする。

－ 0 － － －

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量
の削減が図られる。

競技の実施時における
会場の利用者による水
利用については、「施
設の存在による影響」
に含めるものとして、
ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

後利用はないことから
対象外とする。

－ 0 － － －

26 夢の島競技場

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量
の削減が図られる。

競技の実施時における
会場の利用者による水
利用については、「施
設の存在による影響」
に含めるものとして、
ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量
の削減が図られる。

－ 0 － － 0

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量
の削減が図られる。

競技の実施時における
会場の利用者による水
利用については、「施
設の存在による影響」
に含めるものとして、
ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量
の削減が図られる。

－ 0 － － 0

27～28
オリンピックアクアティク
スセンター
ウォーターポロアリーナ

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量
の削減が図られる。

競技の実施時における
会場の利用者による水
利用については、「施
設の存在による影響」
に含めるものとして、
ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量
の削減が図られる。

－ 0 － － 0

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水のほか、雨水及び
再生水（中水含む）の
利用施設が設置され、
水の有効利用が図られ
る。

競技の実施時における
会場の利用者による水
利用については、「施
設の存在による影響」
に含めるものとして、
ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水のほか、雨水及び
再生水（中水含む）の
利用施設が設置され、
水の有効利用が図られ
る。

－ +2 － － +2

29
武蔵野の森総合スポーツ施
設

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量
の削減が図られる。

競技の実施時における
会場の利用者による水
利用については、「施
設の存在による影響」
に含めるものとして、
ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量
の削減が図られる。

－ 0 － － 0

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水のほか、雨水また
は再生水（中水含む）
の利用施設が設置さ
れ、水の有効利用が図
られる。

競技の実施時における
会場の利用者による水
利用については、「施
設の存在による影響」
に含めるものとして、
ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水のほか、雨水また
は再生水（中水含む）
の利用施設が設置さ
れ、水の有効利用が図
られる。

－ +1 － － +1

4－48



評価指標別予測結果表（上水利用量の削減）

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

二次評価

段階別影響 評価点

開催前 開催中 開催後 開催前 開催中 開催後

評価点

開催中 開催後

会場
一次評価

開催後 開催前

段階別影響

開催中開催前

No. 名称

30 東京スタジアム

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水のほか、雨水の利
用により上水利用量の
削減が図られる。

競技の実施時における
会場の利用者による水
利用については、「施
設の存在による影響」
に含めるものとして、
ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水のほか、雨水の利
用により上水利用量の
削減が図られる。

－ +1 － － +1

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水のほか、雨水の利
用により上水利用量の
削減が図られる。

競技の実施時における
会場の利用者による水
利用については、「施
設の存在による影響」
に含めるものとして、
ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水のほか、雨水の利
用により上水利用量の
削減が図られる。

－ +1 － － +1

31 武蔵野の森公園

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量
の削減が図られる。

競技の実施時における
会場の利用者による水
利用については、「施
設の存在による影響」
に含めるものとして、
ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

後利用はないことから
対象外とする。

－ 0 － － －

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量
の削減が図られる。

競技の実施時における
会場の利用者による水
利用については、「施
設の存在による影響」
に含めるものとして、
ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

後利用はないことから
対象外とする。

－ 0 － － －

32 陸上自衛隊朝霞訓練場

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量
の削減が図られる。

競技の実施時における
会場の利用者による水
利用については、「施
設の存在による影響」
に含めるものとして、
ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

陸上自衛隊朝霞訓練場
は、陸上自衛隊の専用
施設であることから、
後利用時の評価の対象
外とする。

－ 0 － － －

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量
の削減が図られる。

競技の実施時における
会場の利用者による水
利用については、「施
設の存在による影響」
に含めるものとして、
ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

陸上自衛隊朝霞訓練場
は、陸上自衛隊の専用
施設であることから、
後利用時の評価の対象
外とする。

－ 0 － － －

33 霞ヶ関カンツリー倶楽部

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量
の削減が図られる。

競技の実施時における
会場の利用者による水
利用については、「施
設の存在による影響」
に含めるものとして、
ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量
の削減が図られる。

－ 0 － － 0

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量
の削減が図られる。

競技の実施時における
会場の利用者による水
利用については、「施
設の存在による影響」
に含めるものとして、
ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量
の削減が図られる。

－ 0 － － 0

34 札幌ドーム

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量
の削減が図られる。

競技の実施時における
会場の利用者による水
利用については、「施
設の存在による影響」
に含めるものとして、
ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量
の削減が図られる。

－ 0 － － 0

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量
の削減が図られる。

競技の実施時における
会場の利用者による水
利用については、「施
設の存在による影響」
に含めるものとして、
ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量
の削減が図られる。

－ 0 － － 0

35 宮城スタジアム

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量
の削減が図られる。

競技の実施時における
会場の利用者による水
利用については、「施
設の存在による影響」
に含めるものとして、
ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量
の削減が図られる。

－ 0 － － 0

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量
の削減が図られる。

競技の実施時における
会場の利用者による水
利用については、「施
設の存在による影響」
に含めるものとして、
ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量
の削減が図られる。

－ 0 － － 0

36 埼玉スタジアム2002

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水のほか、雨水の利
用により上水利用量の
削減が図られる。

競技の実施時における
会場の利用者による水
利用については、「施
設の存在による影響」
に含めるものとして、
ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水のほか、雨水の利
用により上水利用量の
削減が図られる。

－ +1 － － +1

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水のほか、雨水の利
用により上水利用量の
削減が図られる。

競技の実施時における
会場の利用者による水
利用については、「施
設の存在による影響」
に含めるものとして、
ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水のほか、雨水の利
用により上水利用量の
削減が図られる。

－ +1 － － +1

37 横浜国際総合競技場

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水のほか、雨水及び
再生水（中水含む）の
利用により上水利用量
の削減が図られる。

競技の実施時における
会場の利用者による水
利用については、「施
設の存在による影響」
に含めるものとして、
ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水のほか、雨水及び
再生水（中水含む）の
利用により上水利用量
の削減が図られる。

－ +2 － － +2

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水のほか、雨水及び
再生水（中水含む）の
利用により上水利用量
の削減が図られる。

競技の実施時における
会場の利用者による水
利用については、「施
設の存在による影響」
に含めるものとして、
ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水のほか、雨水及び
再生水（中水含む）の
利用により上水利用量
の削減が図られる。

－ +2 － － +2

OV 選手村

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量
の削減が図られる。

競技の実施時における
会場の利用者による水
利用については、「施
設の存在による影響」
に含めるものとして、
ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水により上水利用量
の削減が図られる。

－ 0 － － 0

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水のほか、雨水及び
再生水（中水含む）の
利用施設が設置され、
水の有効利用が図られ
る。

競技の実施時における
会場の利用者による水
利用については、「施
設の存在による影響」
に含めるものとして、
ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水のほか、雨水及び
再生水（中水含む）の
利用施設が設置され、
水の有効利用が図られ
る。

－ +2 － － +2

IBC/MPC
東京ビッグサイト
(IBC/MPC)

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水のほか、雨水及び
再生水（中水含む）の
利用により上水利用量
の削減が図られる。

競技の実施時における
会場の利用者による水
利用については、「施
設の存在による影響」
に含めるものとして、
ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水のほか、雨水及び
再生水（中水含む）の
利用により上水利用量
の削減が図られる。

－ +2 － － +2

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水のほか、雨水及び
再生水（中水含む）の
利用により上水利用量
の削減が図られる。

競技の実施時における
会場の利用者による水
利用については、「施
設の存在による影響」
に含めるものとして、
ここでは予測評価の対
象外とする。

工事の実施に伴う水の
利用については、散水
や洗車による一時的な
利用が見込まれるが、
大量の水利用は想定さ
れないことから、予測
評価の対象外とする。

節水のほか、雨水及び
再生水（中水含む）の
利用により上水利用量
の削減が図られる。

－ +2 － － +2
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評価指標別予測結果表（廃棄物発生量の減量化）

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

1
オリンピックスタジアム
(国立霞ヶ丘競技場)

標準的な工事と同程度
の廃棄物の削減対策が
なされ、現在の廃棄物
の発生水準と同等の減
量化が行われる。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

競技の実施に伴い排出
される一般廃棄物は、
現在と同程度の減量化
が行われ、 終処分量
は現状の水準と変わら
ない。

標準的な工事と同程度
の廃棄物の削減対策が
なされ、現在の廃棄物
の発生水準と同等の減
量化が行われる。

後利用で排出される一
般廃棄物は、現在と同
程度の減量化が行わ
れ、 終処分量は現状
の水準と変わらない。

0 － 0 0 0

建設廃棄物の対策はリ
サイクルによるものが
大部分であり、減量に
よる 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

既に容器包装廃棄物の
リサイクル分別などが
実施されており、廃棄
物の発生抑制策による

終処分量の大幅な削
減は見込めない。

建設廃棄物の対策はリ
サイクルによるものが
大部分であり、減量に
よる 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

既に容器包装廃棄物の
リサイクル分別などが
実施されており、廃棄
物の発生抑制策による

終処分量の大幅な削
減は見込めない。

0 － 0 0 0

2 東京体育館

標準的な工事と同程度
の廃棄物の削減対策が
なされ、現在の廃棄物
の発生水準と同等の減
量化が行われる。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

競技の実施に伴い排出
される一般廃棄物は、
現在と同程度の減量化
が行われ、 終処分量
は現状の水準と変わら
ない。

標準的な工事と同程度
の廃棄物の削減対策が
なされ、現在の廃棄物
の発生水準と同等の減
量化が行われる。

後利用で排出される一
般廃棄物は、現在と同
程度の減量化が行わ
れ、 終処分量は現状
の水準と変わらない。

0 － 0 0 0

建設廃棄物の対策はリ
サイクルによるものが
大部分であり、減量に
よる 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

既に容器包装廃棄物の
リサイクル分別などが
実施されており、廃棄
物の発生抑制策による

終処分量の大幅な削
減は見込めない。

建設廃棄物の対策はリ
サイクルによるものが
大部分であり、減量に
よる 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

既に容器包装廃棄物の
リサイクル分別などが
実施されており、廃棄
物の発生抑制策による

終処分量の大幅な削
減は見込めない。

0 － 0 0 0

3 国立代々木競技場

標準的な工事と同程度
の廃棄物の削減対策が
なされ、現在の廃棄物
の発生水準と同等の減
量化が行われる。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

競技の実施に伴い排出
される一般廃棄物は、
現在と同程度の減量化
が行われ、 終処分量
は現状の水準と変わら
ない。

標準的な工事と同程度
の廃棄物の削減対策が
なされ、現在の廃棄物
の発生水準と同等の減
量化が行われる。

後利用で排出される一
般廃棄物は、現在と同
程度の減量化が行わ
れ、 終処分量は現状
の水準と変わらない。

0 － 0 0 0

建設廃棄物の対策はリ
サイクルによるものが
大部分であり、減量に
よる 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

既に容器包装廃棄物の
リサイクル分別などが
実施されており、廃棄
物の発生抑制策による

終処分量の大幅な削
減は見込めない。

建設廃棄物の対策はリ
サイクルによるものが
大部分であり、減量に
よる 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

既に容器包装廃棄物の
リサイクル分別などが
実施されており、廃棄
物の発生抑制策による

終処分量の大幅な削
減は見込めない。

0 － 0 0 0

4 日本武道館

標準的な工事と同程度
の廃棄物の削減対策が
なされ、現在の廃棄物
の発生水準と同等の減
量化が行われる。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

競技の実施に伴い排出
される一般廃棄物は、
現在と同程度の減量化
が行われ、 終処分量
は現状の水準と変わら
ない。

標準的な工事と同程度
の廃棄物の削減対策が
なされ、現在の廃棄物
の発生水準と同等の減
量化が行われる。

後利用で排出される一
般廃棄物は、現在と同
程度の減量化が行わ
れ、 終処分量は現状
の水準と変わらない。

0 － 0 0 0

建設廃棄物の対策はリ
サイクルによるものが
大部分であり、減量に
よる 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

既に容器包装廃棄物の
リサイクル分別などが
実施されており、廃棄
物の発生抑制策による

終処分量の大幅な削
減は見込めない。

建設廃棄物の対策はリ
サイクルによるものが
大部分であり、減量に
よる 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

既に容器包装廃棄物の
リサイクル分別などが
実施されており、廃棄
物の発生抑制策による

終処分量の大幅な削
減は見込めない。

0 － 0 0 0

5 皇居外苑

標準的な工事と同程度
の廃棄物の削減対策が
なされ、現在の廃棄物
の発生水準と同等の減
量化が行われる。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

競技の実施に伴い排出
される一般廃棄物は、
現在と同程度の減量化
が行われ、 終処分量
は現状の水準と変わら
ない。

標準的な工事と同程度
の廃棄物の削減対策が
なされ、現在の廃棄物
の発生水準と同等の減
量化が行われる。

後利用はないことから
対象外とする。

0 － 0 0 －

建設廃棄物の対策はリ
サイクルによるものが
大部分であり、減量に
よる 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

既に容器包装廃棄物の
リサイクル分別などが
実施されており、廃棄
物の発生抑制策による

終処分量の大幅な削
減は見込めない。

建設廃棄物の対策はリ
サイクルによるものが
大部分であり、減量に
よる 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

後利用はないことから
対象外とする。

0 － 0 0 －

6 東京国際フォーラム
影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

競技の実施に伴い排出
される一般廃棄物は、
現在と同程度の減量化
が行われ、 終処分量
は現状の水準と変わら
ない。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

後利用で排出される一
般廃棄物は、現在と同
程度の減量化が行わ
れ、 終処分量は現状
の水準と変わらない。

－ － 0 － 0
影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

既に容器包装廃棄物の
リサイクル分別などが
実施されており、廃棄
物の発生抑制策による

終処分量の大幅な削
減は見込めない。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

既に容器包装廃棄物の
リサイクル分別などが
実施されており、廃棄
物の発生抑制策による

終処分量の大幅な削
減は見込めない。

－ － 0 － 0

7 国技館

標準的な工事と同程度
の廃棄物の削減対策が
なされ、現在の廃棄物
の発生水準と同等の減
量化が行われる。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

競技の実施に伴い排出
される一般廃棄物は、
現在と同程度の減量化
が行われ、 終処分量
は現状の水準と変わら
ない。

標準的な工事と同程度
の廃棄物の削減対策が
なされ、現在の廃棄物
の発生水準と同等の減
量化が行われる。

後利用で排出される一
般廃棄物は、現在と同
程度の減量化が行わ
れ、 終処分量は現状
の水準と変わらない。

0 － 0 0 0

建設廃棄物の対策はリ
サイクルによるものが
大部分であり、減量に
よる 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

既に容器包装廃棄物の
リサイクル分別などが
実施されており、廃棄
物の発生抑制策による

終処分量の大幅な削
減は見込めない。

建設廃棄物の対策はリ
サイクルによるものが
大部分であり、減量に
よる 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

既に容器包装廃棄物の
リサイクル分別などが
実施されており、廃棄
物の発生抑制策による

終処分量の大幅な削
減は見込めない。

0 － 0 0 0

8 有明アリーナ

標準的な工事と同程度
の廃棄物の削減対策が
なされ、現在の廃棄物
の発生水準と同等の減
量化が行われる。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

競技の実施に伴い排出
される一般廃棄物は、
現在と同程度の減量化
が行われ、 終処分量
は現状の水準と変わら
ない。

標準的な工事と同程度
の廃棄物の削減対策が
なされ、現在の廃棄物
の発生水準と同等の減
量化が行われる。

後利用で排出される一
般廃棄物は、現在と同
程度の減量化が行わ
れ、 終処分量は現状
の水準と変わらない。

0 － 0 0 0

建設廃棄物の対策はリ
サイクルによるものが
大部分であり、減量に
よる 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

既に容器包装廃棄物の
リサイクル分別などが
実施されており、廃棄
物の発生抑制策による

終処分量の大幅な削
減は見込めない。

建設廃棄物の対策はリ
サイクルによるものが
大部分であり、減量に
よる 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

既に容器包装廃棄物の
リサイクル分別などが
実施されており、廃棄
物の発生抑制策による

終処分量の大幅な削
減は見込めない。

0 － 0 0 0

9 有明ＢＭＸコース

標準的な工事と同程度
の廃棄物の削減対策が
なされ、現在の廃棄物
の発生水準と同等の減
量化が行われる。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

競技の実施に伴い排出
される一般廃棄物は、
現在と同程度の減量化
が行われ、 終処分量
は現状の水準と変わら
ない。

標準的な工事と同程度
の廃棄物の削減対策が
なされ、現在の廃棄物
の発生水準と同等の減
量化が行われる。

後利用はないことから
対象外とする。

0 － 0 0 －

建設廃棄物の対策はリ
サイクルによるものが
大部分であり、減量に
よる 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

既に容器包装廃棄物の
リサイクル分別などが
実施されており、廃棄
物の発生抑制策による

終処分量の大幅な削
減は見込めない。

建設廃棄物の対策はリ
サイクルによるものが
大部分であり、減量に
よる 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

後利用はないことから
対象外とする。

0 － 0 0 －

10 有明ベロドローム

標準的な工事と同程度
の廃棄物の削減対策が
なされ、現在の廃棄物
の発生水準と同等の減
量化が行われる。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

競技の実施に伴い排出
される一般廃棄物は、
現在と同程度の減量化
が行われ、 終処分量
は現状の水準と変わら
ない。

標準的な工事と同程度
の廃棄物の削減対策が
なされ、現在の廃棄物
の発生水準と同等の減
量化が行われる。

後利用はないことから
対象外とする。

0 － 0 0 －

建設廃棄物の対策はリ
サイクルによるものが
大部分であり、減量に
よる 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

既に容器包装廃棄物の
リサイクル分別などが
実施されており、廃棄
物の発生抑制策による

終処分量の大幅な削
減は見込めない。

建設廃棄物の対策はリ
サイクルによるものが
大部分であり、減量に
よる 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

後利用はないことから
対象外とする。

0 － 0 0 －

11 有明体操競技場

標準的な工事と同程度
の廃棄物の削減対策が
なされ、現在の廃棄物
の発生水準と同等の減
量化が行われる。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

競技の実施に伴い排出
される一般廃棄物は、
現在と同程度の減量化
が行われ、 終処分量
は現状の水準と変わら
ない。

標準的な工事と同程度
の廃棄物の削減対策が
なされ、現在の廃棄物
の発生水準と同等の減
量化が行われる。

後利用はないことから
対象外とする。

0 － 0 0 －

建設廃棄物の対策はリ
サイクルによるものが
大部分であり、減量に
よる 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

既に容器包装廃棄物の
リサイクル分別などが
実施されており、廃棄
物の発生抑制策による

終処分量の大幅な削
減は見込めない。

建設廃棄物の対策はリ
サイクルによるものが
大部分であり、減量に
よる 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

後利用はないことから
対象外とする。

0 － 0 0 －

12 有明テニスの森

標準的な工事と同程度
の廃棄物の削減対策が
なされ、現在の廃棄物
の発生水準と同等の減
量化が行われる。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

競技の実施に伴い排出
される一般廃棄物は、
現在と同程度の減量化
が行われ、 終処分量
は現状の水準と変わら
ない。

標準的な工事と同程度
の廃棄物の削減対策が
なされ、現在の廃棄物
の発生水準と同等の減
量化が行われる。

後利用で排出される一
般廃棄物は、現在と同
程度の減量化が行わ
れ、 終処分量は現状
の水準と変わらない。

0 － 0 0 0

建設廃棄物の対策はリ
サイクルによるものが
大部分であり、減量に
よる 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

既に容器包装廃棄物の
リサイクル分別などが
実施されており、廃棄
物の発生抑制策による

終処分量の大幅な削
減は見込めない。

建設廃棄物の対策はリ
サイクルによるものが
大部分であり、減量に
よる 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

既に容器包装廃棄物の
リサイクル分別などが
実施されており、廃棄
物の発生抑制策による

終処分量の大幅な削
減は見込めない。

0 － 0 0 0

13 お台場海浜公園

標準的な工事と同程度
の廃棄物の削減対策が
なされ、現在の廃棄物
の発生水準と同等の減
量化が行われる。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

競技の実施に伴い排出
される一般廃棄物は、
現在と同程度の減量化
が行われ、 終処分量
は現状の水準と変わら
ない。

標準的な工事と同程度
の廃棄物の削減対策が
なされ、現在の廃棄物
の発生水準と同等の減
量化が行われる。

後利用はないことから
対象外とする。

0 － 0 0 －

建設廃棄物の対策はリ
サイクルによるものが
大部分であり、減量に
よる 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

既に容器包装廃棄物の
リサイクル分別などが
実施されており、廃棄
物の発生抑制策による

終処分量の大幅な削
減は見込めない。

建設廃棄物の対策はリ
サイクルによるものが
大部分であり、減量に
よる 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

後利用はないことから
対象外とする。

0 － 0 0 －

14 潮風公園

標準的な工事と同程度
の廃棄物の削減対策が
なされ、現在の廃棄物
の発生水準と同等の減
量化が行われる。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

競技の実施に伴い排出
される一般廃棄物は、
現在と同程度の減量化
が行われ、 終処分量
は現状の水準と変わら
ない。

標準的な工事と同程度
の廃棄物の削減対策が
なされ、現在の廃棄物
の発生水準と同等の減
量化が行われる。

後利用はないことから
対象外とする。

0 － 0 0 －

建設廃棄物の対策はリ
サイクルによるものが
大部分であり、減量に
よる 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

既に容器包装廃棄物の
リサイクル分別などが
実施されており、廃棄
物の発生抑制策による

終処分量の大幅な削
減は見込めない。

建設廃棄物の対策はリ
サイクルによるものが
大部分であり、減量に
よる 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

後利用はないことから
対象外とする。

0 － 0 0 －

15～16
東京ビッグサイト・ホール
Ａ、Ｂ

標準的な工事と同程度
の廃棄物の削減対策が
なされ、現在の廃棄物
の発生水準と同等の減
量化が行われる。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

競技の実施に伴い排出
される一般廃棄物は、
現在と同程度の減量化
が行われ、 終処分量
は現状の水準と変わら
ない。

標準的な工事と同程度
の廃棄物の削減対策が
なされ、現在の廃棄物
の発生水準と同等の減
量化が行われる。

後利用で排出される一
般廃棄物は、現在と同
程度の減量化が行わ
れ、 終処分量は現状
の水準と変わらない。

0 － 0 0 0

建設廃棄物の対策はリ
サイクルによるものが
大部分であり、減量に
よる 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

既に容器包装廃棄物の
リサイクル分別などが
実施されており、廃棄
物の発生抑制策による

終処分量の大幅な削
減は見込めない。

建設廃棄物の対策はリ
サイクルによるものが
大部分であり、減量に
よる 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

既に容器包装廃棄物の
リサイクル分別などが
実施されており、廃棄
物の発生抑制策による

終処分量の大幅な削
減は見込めない。

0 － 0 0 0

17 大井ホッケー競技場

標準的な工事と同程度
の廃棄物の削減対策が
なされ、現在の廃棄物
の発生水準と同等の減
量化が行われる。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

競技の実施に伴い排出
される一般廃棄物は、
現在と同程度の減量化
が行われ、 終処分量
は現状の水準と変わら
ない。

標準的な工事と同程度
の廃棄物の削減対策が
なされ、現在の廃棄物
の発生水準と同等の減
量化が行われる。

後利用で排出される一
般廃棄物は、現在と同
程度の減量化が行わ
れ、 終処分量は現状
の水準と変わらない。

0 － 0 0 0

建設廃棄物の対策はリ
サイクルによるものが
大部分であり、減量に
よる 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

既に容器包装廃棄物の
リサイクル分別などが
実施されており、廃棄
物の発生抑制策による

終処分量の大幅な削
減は見込めない。

建設廃棄物の対策はリ
サイクルによるものが
大部分であり、減量に
よる 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

既に容器包装廃棄物の
リサイクル分別などが
実施されており、廃棄
物の発生抑制策による

終処分量の大幅な削
減は見込めない。

0 － 0 0 0

二次評価

段階別影響 評価点

開催前 開催中 開催後 開催前 開催中 開催後

評価点

開催中 開催後

会場
一次評価

開催後 開催前

段階別影響

開催中開催前

No. 名称
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評価指標別予測結果表（廃棄物発生量の減量化）

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

二次評価

段階別影響 評価点

開催前 開催中 開催後 開催前 開催中 開催後

評価点

開催中 開催後

会場
一次評価

開催後 開催前

段階別影響

開催中開催前

No. 名称

18
海の森クロスカントリー
コース

標準的な工事と同程度
の廃棄物の削減対策が
なされ、現在の廃棄物
の発生水準と同等の減
量化が行われる。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

競技の実施に伴い排出
される一般廃棄物は、
現在と同程度の減量化
が行われ、 終処分量
は現状の水準と変わら
ない。

標準的な工事と同程度
の廃棄物の削減対策が
なされ、現在の廃棄物
の発生水準と同等の減
量化が行われる。

後利用はないことから
対象外とする。

0 － 0 0 －

建設廃棄物の対策はリ
サイクルによるものが
大部分であり、減量に
よる 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

既に容器包装廃棄物の
リサイクル分別などが
実施されており、廃棄
物の発生抑制策による

終処分量の大幅な削
減は見込めない。

建設廃棄物の対策はリ
サイクルによるものが
大部分であり、減量に
よる 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

後利用はないことから
対象外とする。

0 － 0 0 －

19 海の森水上競技場

標準的な工事と同程度
の廃棄物の削減対策が
なされ、現在の廃棄物
の発生水準と同等の減
量化が行われる。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

競技の実施に伴い排出
される一般廃棄物は、
現在と同程度の減量化
が行われ、 終処分量
は現状の水準と変わら
ない。

標準的な工事と同程度
の廃棄物の削減対策が
なされ、現在の廃棄物
の発生水準と同等の減
量化が行われる。

後利用で排出される一
般廃棄物は、現在と同
程度の減量化が行わ
れ、 終処分量は現状
の水準と変わらない。

0 － 0 0 0

建設廃棄物の対策はリ
サイクルによるものが
大部分であり、減量に
よる 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

既に容器包装廃棄物の
リサイクル分別などが
実施されており、廃棄
物の発生抑制策による

終処分量の大幅な削
減は見込めない。

建設廃棄物の対策はリ
サイクルによるものが
大部分であり、減量に
よる 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

既に容器包装廃棄物の
リサイクル分別などが
実施されており、廃棄
物の発生抑制策による

終処分量の大幅な削
減は見込めない。

0 － 0 0 0

20
海の森マウンテンバイク
コース

標準的な工事と同程度
の廃棄物の削減対策が
なされ、現在の廃棄物
の発生水準と同等の減
量化が行われる。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

競技の実施に伴い排出
される一般廃棄物は、
現在と同程度の減量化
が行われ、 終処分量
は現状の水準と変わら
ない。

標準的な工事と同程度
の廃棄物の削減対策が
なされ、現在の廃棄物
の発生水準と同等の減
量化が行われる。

後利用はないことから
対象外とする。

0 － 0 0 －

建設廃棄物の対策はリ
サイクルによるものが
大部分であり、減量に
よる 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

既に容器包装廃棄物の
リサイクル分別などが
実施されており、廃棄
物の発生抑制策による

終処分量の大幅な削
減は見込めない。

建設廃棄物の対策はリ
サイクルによるものが
大部分であり、減量に
よる 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

後利用はないことから
対象外とする。

0 － 0 0 －

21 若洲オリンピックマリーナ

標準的な工事と同程度
の廃棄物の削減対策が
なされ、現在の廃棄物
の発生水準と同等の減
量化が行われる。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

競技の実施に伴い排出
される一般廃棄物は、
現在と同程度の減量化
が行われ、 終処分量
は現状の水準と変わら
ない。

標準的な工事と同程度
の廃棄物の削減対策が
なされ、現在の廃棄物
の発生水準と同等の減
量化が行われる。

後利用で排出される一
般廃棄物は、現在と同
程度の減量化が行わ
れ、 終処分量は現状
の水準と変わらない。

0 － 0 0 0

建設廃棄物の対策はリ
サイクルによるものが
大部分であり、減量に
よる 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

既に容器包装廃棄物の
リサイクル分別などが
実施されており、廃棄
物の発生抑制策による

終処分量の大幅な削
減は見込めない。

建設廃棄物の対策はリ
サイクルによるものが
大部分であり、減量に
よる 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

既に容器包装廃棄物の
リサイクル分別などが
実施されており、廃棄
物の発生抑制策による

終処分量の大幅な削
減は見込めない。

0 － 0 0 0

22 葛西臨海公園

標準的な工事と同程度
の廃棄物の削減対策が
なされ、現在の廃棄物
の発生水準と同等の減
量化が行われる。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

競技の実施に伴い排出
される一般廃棄物は、
現在と同程度の減量化
が行われ、 終処分量
は現状の水準と変わら
ない。

標準的な工事と同程度
の廃棄物の削減対策が
なされ、現在の廃棄物
の発生水準と同等の減
量化が行われる。

後利用で排出される一
般廃棄物は、現在と同
程度の減量化が行わ
れ、 終処分量は現状
の水準と変わらない。

0 － 0 0 0

建設廃棄物の対策はリ
サイクルによるものが
大部分であり、減量に
よる 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

既に容器包装廃棄物の
リサイクル分別などが
実施されており、廃棄
物の発生抑制策による

終処分量の大幅な削
減は見込めない。

建設廃棄物の対策はリ
サイクルによるものが
大部分であり、減量に
よる 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

既に容器包装廃棄物の
リサイクル分別などが
実施されており、廃棄
物の発生抑制策による

終処分量の大幅な削
減は見込めない。

0 － 0 0 0

23～24
夢の島ユース・プラザ・ア
リーナＡ、Ｂ

標準的な工事と同程度
の廃棄物の削減対策が
なされ、現在の廃棄物
の発生水準と同等の減
量化が行われる。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

競技の実施に伴い排出
される一般廃棄物は、
現在と同程度の減量化
が行われ、 終処分量
は現状の水準と変わら
ない。

標準的な工事と同程度
の廃棄物の削減対策が
なされ、現在の廃棄物
の発生水準と同等の減
量化が行われる。

後利用で排出される一
般廃棄物は、現在と同
程度の減量化が行わ
れ、 終処分量は現状
の水準と変わらない。

0 － 0 0 0

建設廃棄物の対策はリ
サイクルによるものが
大部分であり、減量に
よる 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

既に容器包装廃棄物の
リサイクル分別などが
実施されており、廃棄
物の発生抑制策による

終処分量の大幅な削
減は見込めない。

建設廃棄物の対策はリ
サイクルによるものが
大部分であり、減量に
よる 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

既に容器包装廃棄物の
リサイクル分別などが
実施されており、廃棄
物の発生抑制策による

終処分量の大幅な削
減は見込めない。

0 － 0 0 0

25 夢の島公園

標準的な工事と同程度
の廃棄物の削減対策が
なされ、現在の廃棄物
の発生水準と同等の減
量化が行われる。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

競技の実施に伴い排出
される一般廃棄物は、
現在と同程度の減量化
が行われ、 終処分量
は現状の水準と変わら
ない。

標準的な工事と同程度
の廃棄物の削減対策が
なされ、現在の廃棄物
の発生水準と同等の減
量化が行われる。

後利用はないことから
対象外とする。

0 － 0 0 －

建設廃棄物の対策はリ
サイクルによるものが
大部分であり、減量に
よる 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

既に容器包装廃棄物の
リサイクル分別などが
実施されており、廃棄
物の発生抑制策による

終処分量の大幅な削
減は見込めない。

建設廃棄物の対策はリ
サイクルによるものが
大部分であり、減量に
よる 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

後利用はないことから
対象外とする。

0 － 0 0 －

26 夢の島競技場

標準的な工事と同程度
の廃棄物の削減対策が
なされ、現在の廃棄物
の発生水準と同等の減
量化が行われる。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

競技の実施に伴い排出
される一般廃棄物は、
現在と同程度の減量化
が行われ、 終処分量
は現状の水準と変わら
ない。

標準的な工事と同程度
の廃棄物の削減対策が
なされ、現在の廃棄物
の発生水準と同等の減
量化が行われる。

後利用で排出される一
般廃棄物は、現在と同
程度の減量化が行わ
れ、 終処分量は現状
の水準と変わらない。

0 － 0 0 0

建設廃棄物の対策はリ
サイクルによるものが
大部分であり、減量に
よる 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

既に容器包装廃棄物の
リサイクル分別などが
実施されており、廃棄
物の発生抑制策による

終処分量の大幅な削
減は見込めない。

建設廃棄物の対策はリ
サイクルによるものが
大部分であり、減量に
よる 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

既に容器包装廃棄物の
リサイクル分別などが
実施されており、廃棄
物の発生抑制策による

終処分量の大幅な削
減は見込めない。

0 － 0 0 0

27～28
オリンピックアクアティク
スセンター
ウォーターポロアリーナ

標準的な工事と同程度
の廃棄物の削減対策が
なされ、現在の廃棄物
の発生水準と同等の減
量化が行われる。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

競技の実施に伴い排出
される一般廃棄物は、
現在と同程度の減量化
が行われ、 終処分量
は現状の水準と変わら
ない。

標準的な工事と同程度
の廃棄物の削減対策が
なされ、現在の廃棄物
の発生水準と同等の減
量化が行われる。

後利用で排出される一
般廃棄物は、現在と同
程度の減量化が行わ
れ、 終処分量は現状
の水準と変わらない。

0 － 0 0 0

建設廃棄物の対策はリ
サイクルによるものが
大部分であり、減量に
よる 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

既に容器包装廃棄物の
リサイクル分別などが
実施されており、廃棄
物の発生抑制策による

終処分量の大幅な削
減は見込めない。

建設廃棄物の対策はリ
サイクルによるものが
大部分であり、減量に
よる 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

既に容器包装廃棄物の
リサイクル分別などが
実施されており、廃棄
物の発生抑制策による

終処分量の大幅な削
減は見込めない。

0 － 0 0 0

29
武蔵野の森総合スポーツ施
設

標準的な工事と同程度
の廃棄物の削減対策が
なされ、現在の廃棄物
の発生水準と同等の減
量化が行われる。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

競技の実施に伴い排出
される一般廃棄物は、
現在と同程度の減量化
が行われ、 終処分量
は現状の水準と変わら
ない。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

後利用で排出される一
般廃棄物は、現在と同
程度の減量化が行わ
れ、 終処分量は現状
の水準と変わらない。

0 － 0 － 0

建設廃棄物の対策はリ
サイクルによるものが
大部分であり、減量に
よる 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

既に容器包装廃棄物の
リサイクル分別などが
実施されており、廃棄
物の発生抑制策による

終処分量の大幅な削
減は見込めない。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

既に容器包装廃棄物の
リサイクル分別などが
実施されており、廃棄
物の発生抑制策による

終処分量の大幅な削
減は見込めない。

0 － 0 － 0

30 東京スタジアム

標準的な工事と同程度
の廃棄物の削減対策が
なされ、現在の廃棄物
の発生水準と同等の減
量化が行われる。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

競技の実施に伴い排出
される一般廃棄物は、
現在と同程度の減量化
が行われ、 終処分量
は現状の水準と変わら
ない。

標準的な工事と同程度
の廃棄物の削減対策が
なされ、現在の廃棄物
の発生水準と同等の減
量化が行われる。

後利用で排出される一
般廃棄物は、現在と同
程度の減量化が行わ
れ、 終処分量は現状
の水準と変わらない。

0 － 0 0 0

建設廃棄物の対策はリ
サイクルによるものが
大部分であり、減量に
よる 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

既に容器包装廃棄物の
リサイクル分別などが
実施されており、廃棄
物の発生抑制策による

終処分量の大幅な削
減は見込めない。

建設廃棄物の対策はリ
サイクルによるものが
大部分であり、減量に
よる 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

既に容器包装廃棄物の
リサイクル分別などが
実施されており、廃棄
物の発生抑制策による

終処分量の大幅な削
減は見込めない。

0 － 0 0 0

31 武蔵野の森公園

標準的な工事と同程度
の廃棄物の削減対策が
なされ、現在の廃棄物
の発生水準と同等の減
量化が行われる。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

競技の実施に伴い排出
される一般廃棄物は、
現在と同程度の減量化
が行われ、 終処分量
は現状の水準と変わら
ない。

標準的な工事と同程度
の廃棄物の削減対策が
なされ、現在の廃棄物
の発生水準と同等の減
量化が行われる。

後利用はないことから
対象外とする。

0 － 0 0 －

建設廃棄物の対策はリ
サイクルによるものが
大部分であり、減量に
よる 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

既に容器包装廃棄物の
リサイクル分別などが
実施されており、廃棄
物の発生抑制策による

終処分量の大幅な削
減は見込めない。

建設廃棄物の対策はリ
サイクルによるものが
大部分であり、減量に
よる 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

後利用はないことから
対象外とする。

0 － 0 0 －

32 陸上自衛隊朝霞訓練場

標準的な工事と同程度
の廃棄物の削減対策が
なされ、現在の廃棄物
の発生水準と同等の減
量化が行われる。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

競技の実施に伴い排出
される一般廃棄物は、
現在と同程度の減量化
が行われ、 終処分量
は現状の水準と変わら
ない。

標準的な工事と同程度
の廃棄物の削減対策が
なされ、現在の廃棄物
の発生水準と同等の減
量化が行われる。

後利用はないことから
対象外とする。

0 － 0 0 －

建設廃棄物の対策はリ
サイクルによるものが
大部分であり、減量に
よる 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

既に容器包装廃棄物の
リサイクル分別などが
実施されており、廃棄
物の発生抑制策による

終処分量の大幅な削
減は見込めない。

建設廃棄物の対策はリ
サイクルによるものが
大部分であり、減量に
よる 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

後利用はないことから
対象外とする。

0 － 0 0 －

33 霞ヶ関カンツリー倶楽部

標準的な工事と同程度
の廃棄物の削減対策が
なされ、現在の廃棄物
の発生水準と同等の減
量化が行われる。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

競技の実施に伴い排出
される一般廃棄物は、
現在と同程度の減量化
が行われ、 終処分量
は現状の水準と変わら
ない。

標準的な工事と同程度
の廃棄物の削減対策が
なされ、現在の廃棄物
の発生水準と同等の減
量化が行われる。

後利用で排出される一
般廃棄物は、現在と同
程度の減量化が行わ
れ、 終処分量は現状
の水準と変わらない。

0 － 0 0 0

建設廃棄物の対策はリ
サイクルによるものが
大部分であり、減量に
よる 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

既に容器包装廃棄物の
リサイクル分別などが
実施されており、廃棄
物の発生抑制策による

終処分量の大幅な削
減は見込めない。

建設廃棄物の対策はリ
サイクルによるものが
大部分であり、減量に
よる 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

既に容器包装廃棄物の
リサイクル分別などが
実施されており、廃棄
物の発生抑制策による

終処分量の大幅な削
減は見込めない。

0 － 0 0 0

34 札幌ドーム

標準的な工事と同程度
の廃棄物の削減対策が
なされ、現在の廃棄物
の発生水準と同等の減
量化が行われる。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

競技の実施に伴い排出
される一般廃棄物は、
現在と同程度の減量化
が行われ、 終処分量
は現状の水準と変わら
ない。

標準的な工事と同程度
の廃棄物の削減対策が
なされ、現在の廃棄物
の発生水準と同等の減
量化が行われる。

後利用で排出される一
般廃棄物は、現在と同
程度の減量化が行わ
れ、 終処分量は現状
の水準と変わらない。

0 － 0 0 0

建設廃棄物の対策はリ
サイクルによるものが
大部分であり、減量に
よる 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

既に容器包装廃棄物の
リサイクル分別などが
実施されており、廃棄
物の発生抑制策による

終処分量の大幅な削
減は見込めない。

建設廃棄物の対策はリ
サイクルによるものが
大部分であり、減量に
よる 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

既に容器包装廃棄物の
リサイクル分別などが
実施されており、廃棄
物の発生抑制策による

終処分量の大幅な削
減は見込めない。

0 － 0 0 0

35 宮城スタジアム

標準的な工事と同程度
の廃棄物の削減対策が
なされ、現在の廃棄物
の発生水準と同等の減
量化が行われる。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

競技の実施に伴い排出
される一般廃棄物は、
現在と同程度の減量化
が行われ、 終処分量
は現状の水準と変わら
ない。

標準的な工事と同程度
の廃棄物の削減対策が
なされ、現在の廃棄物
の発生水準と同等の減
量化が行われる。

後利用で排出される一
般廃棄物は、現在と同
程度の減量化が行わ
れ、 終処分量は現状
の水準と変わらない。

0 － 0 0 0

建設廃棄物の対策はリ
サイクルによるものが
大部分であり、減量に
よる 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

既に容器包装廃棄物の
リサイクル分別などが
実施されており、廃棄
物の発生抑制策による

終処分量の大幅な削
減は見込めない。

建設廃棄物の対策はリ
サイクルによるものが
大部分であり、減量に
よる 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

既に容器包装廃棄物の
リサイクル分別などが
実施されており、廃棄
物の発生抑制策による

終処分量の大幅な削
減は見込めない。

0 － 0 0 0
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評価指標別予測結果表（廃棄物発生量の減量化）

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

二次評価

段階別影響 評価点

開催前 開催中 開催後 開催前 開催中 開催後

評価点

開催中 開催後

会場
一次評価

開催後 開催前

段階別影響

開催中開催前

No. 名称

36 埼玉スタジアム2002

標準的な工事と同程度
の廃棄物の削減対策が
なされ、現在の廃棄物
の発生水準と同等の減
量化が行われる。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

競技の実施に伴い排出
される一般廃棄物は、
現在と同程度の減量化
が行われ、 終処分量
は現状の水準と変わら
ない。

標準的な工事と同程度
の廃棄物の削減対策が
なされ、現在の廃棄物
の発生水準と同等の減
量化が行われる。

後利用で排出される一
般廃棄物は、現在と同
程度の減量化が行わ
れ、 終処分量は現状
の水準と変わらない。

0 － 0 0 0

建設廃棄物の対策はリ
サイクルによるものが
大部分であり、減量に
よる 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

既に容器包装廃棄物の
リサイクル分別などが
実施されており、廃棄
物の発生抑制策による

終処分量の大幅な削
減は見込めない。

建設廃棄物の対策はリ
サイクルによるものが
大部分であり、減量に
よる 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

既に容器包装廃棄物の
リサイクル分別などが
実施されており、廃棄
物の発生抑制策による

終処分量の大幅な削
減は見込めない。

0 － 0 0 0

37 横浜国際総合競技場

標準的な工事と同程度
の廃棄物の削減対策が
なされ、現在の廃棄物
の発生水準と同等の減
量化が行われる。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

競技の実施に伴い排出
される一般廃棄物は、
現在と同程度の減量化
が行われ、 終処分量
は現状の水準と変わら
ない。

標準的な工事と同程度
の廃棄物の削減対策が
なされ、現在の廃棄物
の発生水準と同等の減
量化が行われる。

後利用で排出される一
般廃棄物は、現在と同
程度の減量化が行わ
れ、 終処分量は現状
の水準と変わらない。

0 － 0 0 0

建設廃棄物の対策はリ
サイクルによるものが
大部分であり、減量に
よる 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

既に容器包装廃棄物の
リサイクル分別などが
実施されており、廃棄
物の発生抑制策による

終処分量の大幅な削
減は見込めない。

建設廃棄物の対策はリ
サイクルによるものが
大部分であり、減量に
よる 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

既に容器包装廃棄物の
リサイクル分別などが
実施されており、廃棄
物の発生抑制策による

終処分量の大幅な削
減は見込めない。

0 － 0 0 0

OV 選手村

標準的な工事と同程度
の廃棄物の削減対策が
なされ、現在の廃棄物
の発生水準と同等の減
量化が行われる。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

競技の実施に伴い排出
される一般廃棄物は、
現在と同程度の減量化
が行われ、 終処分量
は現状の水準と変わら
ない。

標準的な工事と同程度
の廃棄物の削減対策が
なされ、現在の廃棄物
の発生水準と同等の減
量化が行われる。

後利用で排出される一
般廃棄物は、現在と同
程度の減量化が行わ
れ、 終処分量は現状
の水準と変わらない。

0 － 0 0 0

建設廃棄物の対策はリ
サイクルによるものが
大部分であり、減量に
よる 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

既に容器包装廃棄物の
リサイクル分別などが
実施されており、廃棄
物の発生抑制策による

終処分量の大幅な削
減は見込めない。

建設廃棄物の対策はリ
サイクルによるものが
大部分であり、減量に
よる 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

既に容器包装廃棄物の
リサイクル分別などが
実施されており、廃棄
物の発生抑制策による

終処分量の大幅な削
減は見込めない。

0 － 0 0 0

IBC/MPC
東京ビッグサイト
(IBC/MPC)

標準的な工事と同程度
の廃棄物の削減対策が
なされ、現在の廃棄物
の発生水準と同等の減
量化が行われる。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

競技の実施に伴い排出
される一般廃棄物は、
現在と同程度の減量化
が行われ、 終処分量
は現状の水準と変わら
ない。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

後利用で排出される一
般廃棄物は、現在と同
程度の減量化が行わ
れ、 終処分量は現状
の水準と変わらない。

0 － 0 － 0

建設廃棄物の対策はリ
サイクルによるものが
大部分であり、減量に
よる 終処分量の大幅
な削減は見込めない。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

既に容器包装廃棄物の
リサイクル分別などが
実施されており、廃棄
物の発生抑制策による

終処分量の大幅な削
減は見込めない。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

既に容器包装廃棄物の
リサイクル分別などが
実施されており、廃棄
物の発生抑制策による

終処分量の大幅な削
減は見込めない。

0 － 0 － 0

4－52



評価指標別予測結果表（廃棄物の有効利用）

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

1
オリンピックスタジアム
(国立霞ヶ丘競技場)

建設廃棄物の有効利用
の取り組みについて、
現在の標準的な工事と
同程度の廃棄物の有効
利用がなされる。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

競技の実施に伴い排出
される一般廃棄物は、
現在と同程度の有効利
用がなされ、 終処分
量は現状の水準と変わ
らない。

建設廃棄物の有効利用
の取り組みについて、
現在の標準的な工事と
同程度の廃棄物の有効
利用がなされる。

後利用で排出される一
般廃棄物は、現在と同
程度の有効利用がなさ
れ、 終処分量は現状
の水準と変わらない。

0 － 0 0 0

「東京都建設リサイク
ル推進計画」等に基づ
く有効利用策の促進に
より、建設廃棄物の
終処分量は現在の水準
から20％以上削減され
る。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

資源ごみ回収やごみ処
理過程資源化、熱回収
等の促進により、一般
廃棄物の 終処分量は
現在の水準から30％程
度削減される。

「東京都建設リサイク
ル推進計画」等に基づ
く有効利用策の促進に
より、建設廃棄物の
終処分量は現在の水準
から20％以上削減され
る。

資源ごみ回収やごみ処
理過程資源化、熱回収
等の促進により、一般
廃棄物の 終処分量は
現在の水準から30％程
度削減される。

+1 － +1 +1 +1

2 東京体育館

建設廃棄物の有効利用
の取り組みについて、
現在の標準的な工事と
同程度の廃棄物の有効
利用がなされる。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

競技の実施に伴い排出
される一般廃棄物は、
現在と同程度の有効利
用がなされ、 終処分
量は現状の水準と変わ
らない。

建設廃棄物の有効利用
の取り組みについて、
現在の標準的な工事と
同程度の廃棄物の有効
利用がなされる。

後利用で排出される一
般廃棄物は、現在と同
程度の有効利用がなさ
れ、 終処分量は現状
の水準と変わらない。

0 － 0 0 0

「東京都建設リサイク
ル推進計画」等に基づ
く有効利用策の促進に
より、建設廃棄物の
終処分量は現在の水準
から20％以上削減され
る。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

資源ごみ回収やごみ処
理過程資源化、熱回収
等の促進により、一般
廃棄物の 終処分量は
現在の水準から30％程
度削減される。

「東京都建設リサイク
ル推進計画」等に基づ
く有効利用策の促進に
より、建設廃棄物の
終処分量は現在の水準
から20％以上削減され
る。

資源ごみ回収やごみ処
理過程資源化、熱回収
等の促進により、一般
廃棄物の 終処分量は
現在の水準から30％程
度削減される。

+1 － +1 +1 +1

3 国立代々木競技場

建設廃棄物の有効利用
の取り組みについて、
現在の標準的な工事と
同程度の廃棄物の有効
利用がなされる。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

競技の実施に伴い排出
される一般廃棄物は、
現在と同程度の有効利
用がなされ、 終処分
量は現状の水準と変わ
らない。

建設廃棄物の有効利用
の取り組みについて、
現在の標準的な工事と
同程度の廃棄物の有効
利用がなされる。

後利用で排出される一
般廃棄物は、現在と同
程度の有効利用がなさ
れ、 終処分量は現状
の水準と変わらない。

0 － 0 0 0

「東京都建設リサイク
ル推進計画」等に基づ
く有効利用策の促進に
より、建設廃棄物の
終処分量は現在の水準
から20％以上削減され
る。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

資源ごみ回収やごみ処
理過程資源化、熱回収
等の促進により、一般
廃棄物の 終処分量は
現在の水準から30％程
度削減される。

「東京都建設リサイク
ル推進計画」等に基づ
く有効利用策の促進に
より、建設廃棄物の
終処分量は現在の水準
から20％以上削減され
る。

資源ごみ回収やごみ処
理過程資源化、熱回収
等の促進により、一般
廃棄物の 終処分量は
現在の水準から30％程
度削減される。

+1 － +1 +1 +1

4 日本武道館

建設廃棄物の有効利用
の取り組みについて、
現在の標準的な工事と
同程度の廃棄物の有効
利用がなされる。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

競技の実施に伴い排出
される一般廃棄物は、
現在と同程度の有効利
用がなされ、 終処分
量は現状の水準と変わ
らない。

建設廃棄物の有効利用
の取り組みについて、
現在の標準的な工事と
同程度の廃棄物の有効
利用がなされる。

後利用で排出される一
般廃棄物は、現在と同
程度の有効利用がなさ
れ、 終処分量は現状
の水準と変わらない。

0 － 0 0 0

「東京都建設リサイク
ル推進計画」等に基づ
く有効利用策の促進に
より、建設廃棄物の
終処分量は現在の水準
から38％程度削減され
る。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

資源ごみ回収やごみ処
理過程資源化、熱回収
等の促進により、一般
廃棄物の 終処分量は
現在の水準から30％程
度削減される。

「東京都建設リサイク
ル推進計画」等に基づ
く有効利用策の促進に
より、建設廃棄物の
終処分量は現在の水準
から38％程度削減され
る。

資源ごみ回収やごみ処
理過程資源化、熱回収
等の促進により、一般
廃棄物の 終処分量は
現在の水準から30％程
度削減される。

+1 － +1 +1 +1

5 皇居外苑

建設廃棄物の有効利用
の取り組みについて、
現在の標準的な工事と
同程度の廃棄物の有効
利用がなされる。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

競技の実施に伴い排出
される一般廃棄物は、
現在と同程度の有効利
用がなされ、 終処分
量は現状の水準と変わ
らない。

建設廃棄物の有効利用
の取り組みについて、
現在の標準的な工事と
同程度の廃棄物の有効
利用がなされる。

後利用はないことから
対象外とする。

0 － 0 0 －

「東京都建設リサイク
ル推進計画」等に基づ
く有効利用策の促進に
より、建設廃棄物の
終処分量は現在の水準
から20％以上削減され
る。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

資源ごみ回収やごみ処
理過程資源化、熱回収
等の促進により、一般
廃棄物の 終処分量は
現在の水準から30％程
度削減される。

「東京都建設リサイク
ル推進計画」等に基づ
く有効利用策の促進に
より、建設廃棄物の
終処分量は現在の水準
から20％以上削減され
る。

後利用はないことから
対象外とする。

+1 － +1 +1 －

6 東京国際フォーラム
影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

競技の実施に伴い排出
される一般廃棄物は、
現在と同程度の有効利
用がなされ、 終処分
量は現状の水準と変わ
らない。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

後利用で排出される一
般廃棄物は、現在と同
程度の有効利用がなさ
れ、 終処分量は現状
の水準と変わらない。

－ － 0 － 0
影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

資源ごみ回収やごみ処
理過程資源化、熱回収
等の促進により、一般
廃棄物の 終処分量は
現在の水準から30％程
度削減される。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

資源ごみ回収やごみ処
理過程資源化、熱回収
等の促進により、一般
廃棄物の 終処分量は
現在の水準から30％程
度削減される。

－ － +1 － +1

7 国技館

建設廃棄物の有効利用
の取り組みについて、
現在の標準的な工事と
同程度の廃棄物の有効
利用がなされる。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

競技の実施に伴い排出
される一般廃棄物は、
現在と同程度の有効利
用がなされ、 終処分
量は現状の水準と変わ
らない。

建設廃棄物の有効利用
の取り組みについて、
現在の標準的な工事と
同程度の廃棄物の有効
利用がなされる。

後利用で排出される一
般廃棄物は、現在と同
程度の有効利用がなさ
れ、 終処分量は現状
の水準と変わらない。

0 － 0 0 0

「東京都建設リサイク
ル推進計画」等に基づ
く有効利用策の促進に
より、建設廃棄物の
終処分量は現在の水準
から20％以上削減され
る。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

資源ごみ回収やごみ処
理過程資源化、熱回収
等の促進により、一般
廃棄物の 終処分量は
現在の水準から30％程
度削減される。

「東京都建設リサイク
ル推進計画」等に基づ
く有効利用策の促進に
より、建設廃棄物の
終処分量は現在の水準
から20％以上削減され
る。

資源ごみ回収やごみ処
理過程資源化、熱回収
等の促進により、一般
廃棄物の 終処分量は
現在の水準から30％程
度削減される。

+1 － +1 +1 +1

8 有明アリーナ

建設廃棄物の有効利用
の取り組みについて、
現在の標準的な工事と
同程度の廃棄物の有効
利用がなされる。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

競技の実施に伴い排出
される一般廃棄物は、
現在と同程度の有効利
用がなされ、 終処分
量は現状の水準と変わ
らない。

建設廃棄物の有効利用
の取り組みについて、
現在の標準的な工事と
同程度の廃棄物の有効
利用がなされる。

後利用で排出される一
般廃棄物は、現在と同
程度の有効利用がなさ
れ、 終処分量は現状
の水準と変わらない。

0 － 0 0 0

「東京都建設リサイク
ル推進計画」等に基づ
く有効利用策の促進に
より、建設廃棄物の
終処分量は現在の水準
から20％以上削減され
る。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

資源ごみ回収やごみ処
理過程資源化、熱回収
等の促進により、一般
廃棄物の 終処分量は
現在の水準から30％程
度削減される。

「東京都建設リサイク
ル推進計画」等に基づ
く有効利用策の促進に
より、建設廃棄物の
終処分量は現在の水準
から20％以上削減され
る。

資源ごみ回収やごみ処
理過程資源化、熱回収
等の促進により、一般
廃棄物の 終処分量は
現在の水準から30％程
度削減される。

+1 － +1 +1 +1

9 有明ＢＭＸコース

建設廃棄物の有効利用
の取り組みについて、
現在の標準的な工事と
同程度の廃棄物の有効
利用がなされる。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

競技の実施に伴い排出
される一般廃棄物は、
現在と同程度の有効利
用がなされ、 終処分
量は現状の水準と変わ
らない。

建設廃棄物の有効利用
の取り組みについて、
現在の標準的な工事と
同程度の廃棄物の有効
利用がなされる。

後利用はないことから
対象外とする。

0 － 0 0 －

「東京都建設リサイク
ル推進計画」等に基づ
く有効利用策の促進に
より、建設廃棄物の
終処分量は現在の水準
から20％以上削減され
る。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

資源ごみ回収やごみ処
理過程資源化、熱回収
等の促進により、一般
廃棄物の 終処分量は
現在の水準から30％程
度削減される。

「東京都建設リサイク
ル推進計画」等に基づ
く有効利用策の促進に
より、建設廃棄物の
終処分量は現在の水準
から20％以上削減され
る。

後利用はないことから
対象外とする。

+1 － +1 +1 －

10 有明ベロドローム

建設廃棄物の有効利用
の取り組みについて、
現在の標準的な工事と
同程度の廃棄物の有効
利用がなされる。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

競技の実施に伴い排出
される一般廃棄物は、
現在と同程度の有効利
用がなされ、 終処分
量は現状の水準と変わ
らない。

建設廃棄物の有効利用
の取り組みについて、
現在の標準的な工事と
同程度の廃棄物の有効
利用がなされる。

後利用はないことから
対象外とする。

0 － 0 0 －

「東京都建設リサイク
ル推進計画」等に基づ
く有効利用策の促進に
より、建設廃棄物の
終処分量は現在の水準
から20％以上削減され
る。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

資源ごみ回収やごみ処
理過程資源化、熱回収
等の促進により、一般
廃棄物の 終処分量は
現在の水準から30％程
度削減される。

「東京都建設リサイク
ル推進計画」等に基づ
く有効利用策の促進に
より、建設廃棄物の
終処分量は現在の水準
から20％以上削減され
る。

後利用はないことから
対象外とする。

+1 － +1 +1 －

11 有明体操競技場

建設廃棄物の有効利用
の取り組みについて、
現在の標準的な工事と
同程度の廃棄物の有効
利用がなされる。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

競技の実施に伴い排出
される一般廃棄物は、
現在と同程度の有効利
用がなされ、 終処分
量は現状の水準と変わ
らない。

建設廃棄物の有効利用
の取り組みについて、
現在の標準的な工事と
同程度の廃棄物の有効
利用がなされる。

後利用はないことから
対象外とする。

0 － 0 0 －

「東京都建設リサイク
ル推進計画」等に基づ
く有効利用策の促進に
より、建設廃棄物の
終処分量は現在の水準
から20％以上削減され
る。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

資源ごみ回収やごみ処
理過程資源化、熱回収
等の促進により、一般
廃棄物の 終処分量は
現在の水準から30％程
度削減される。

「東京都建設リサイク
ル推進計画」等に基づ
く有効利用策の促進に
より、建設廃棄物の
終処分量は現在の水準
から20％以上削減され
る。

後利用はないことから
対象外とする。

+1 － +1 +1 －

12 有明テニスの森

建設廃棄物の有効利用
の取り組みについて、
現在の標準的な工事と
同程度の廃棄物の有効
利用がなされる。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

競技の実施に伴い排出
される一般廃棄物は、
現在と同程度の有効利
用がなされ、 終処分
量は現状の水準と変わ
らない。

建設廃棄物の有効利用
の取り組みについて、
現在の標準的な工事と
同程度の廃棄物の有効
利用がなされる。

後利用で排出される一
般廃棄物は、現在と同
程度の有効利用がなさ
れ、 終処分量は現状
の水準と変わらない。

0 － 0 0 0

「東京都建設リサイク
ル推進計画」等に基づ
く有効利用策の促進に
より、建設廃棄物の
終処分量は現在の水準
から20％以上削減され
る。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

資源ごみ回収やごみ処
理過程資源化、熱回収
等の促進により、一般
廃棄物の 終処分量は
現在の水準から30％程
度削減される。

「東京都建設リサイク
ル推進計画」等に基づ
く有効利用策の促進に
より、建設廃棄物の
終処分量は現在の水準
から20％以上削減され
る。

資源ごみ回収やごみ処
理過程資源化、熱回収
等の促進により、一般
廃棄物の 終処分量は
現在の水準から30％程
度削減される。

+1 － +1 +1 +1

13 お台場海浜公園

建設廃棄物の有効利用
の取り組みについて、
現在の標準的な工事と
同程度の廃棄物の有効
利用がなされる。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

競技の実施に伴い排出
される一般廃棄物は、
現在と同程度の有効利
用がなされ、 終処分
量は現状の水準と変わ
らない。

建設廃棄物の有効利用
の取り組みについて、
現在の標準的な工事と
同程度の廃棄物の有効
利用がなされる。

後利用はないことから
対象外とする。

0 － 0 0 －

「東京都建設リサイク
ル推進計画」等に基づ
く有効利用策の促進に
より、建設廃棄物の
終処分量は現在の水準
から20％以上削減され
る。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

資源ごみ回収やごみ処
理過程資源化、熱回収
等の促進により、一般
廃棄物の 終処分量は
現在の水準から30％程
度削減される。

「東京都建設リサイク
ル推進計画」等に基づ
く有効利用策の促進に
より、建設廃棄物の
終処分量は現在の水準
から20％以上削減され
る。

後利用はないことから
対象外とする。

+1 － +1 +1 －

14 潮風公園

建設廃棄物の有効利用
の取り組みについて、
現在の標準的な工事と
同程度の廃棄物の有効
利用がなされる。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

競技の実施に伴い排出
される一般廃棄物は、
現在と同程度の有効利
用がなされ、 終処分
量は現状の水準と変わ
らない。

建設廃棄物の有効利用
の取り組みについて、
現在の標準的な工事と
同程度の廃棄物の有効
利用がなされる。

後利用はないことから
対象外とする。

0 － 0 0 －

「東京都建設リサイク
ル推進計画」等に基づ
く有効利用策の促進に
より、建設廃棄物の
終処分量は現在の水準
から20％以上削減され
る。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

資源ごみ回収やごみ処
理過程資源化、熱回収
等の促進により、一般
廃棄物の 終処分量は
現在の水準から30％程
度削減される。

「東京都建設リサイク
ル推進計画」等に基づ
く有効利用策の促進に
より、建設廃棄物の
終処分量は現在の水準
から20％以上削減され
る。

後利用はないことから
対象外とする。

+1 － +1 +1 －

15～16
東京ビッグサイト・ホール
Ａ、Ｂ

建設廃棄物の有効利用
の取り組みについて、
現在の標準的な工事と
同程度の廃棄物の有効
利用がなされる。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

競技の実施に伴い排出
される一般廃棄物は、
現在と同程度の有効利
用がなされ、 終処分
量は現状の水準と変わ
らない。

建設廃棄物の有効利用
の取り組みについて、
現在の標準的な工事と
同程度の廃棄物の有効
利用がなされる。

後利用で排出される一
般廃棄物は、現在と同
程度の有効利用がなさ
れ、 終処分量は現状
の水準と変わらない。

0 － 0 0 0

「東京都建設リサイク
ル推進計画」等に基づ
く有効利用策の促進に
より、建設廃棄物の
終処分量は現在の水準
から20％以上削減され
る。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

資源ごみ回収やごみ処
理過程資源化、熱回収
等の促進により、一般
廃棄物の 終処分量は
現在の水準から30％程
度削減される。

「東京都建設リサイク
ル推進計画」等に基づ
く有効利用策の促進に
より、建設廃棄物の
終処分量は現在の水準
から20％以上削減され
る。

資源ごみ回収やごみ処
理過程資源化、熱回収
等の促進により、一般
廃棄物の 終処分量は
現在の水準から30％程
度削減される。

+1 － +1 +1 +1
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17 大井ホッケー競技場

建設廃棄物の有効利用
の取り組みについて、
現在の標準的な工事と
同程度の廃棄物の有効
利用がなされる。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

競技の実施に伴い排出
される一般廃棄物は、
現在と同程度の有効利
用がなされ、 終処分
量は現状の水準と変わ
らない。

建設廃棄物の有効利用
の取り組みについて、
現在の標準的な工事と
同程度の廃棄物の有効
利用がなされる。

後利用で排出される一
般廃棄物は、現在と同
程度の有効利用がなさ
れ、 終処分量は現状
の水準と変わらない。

0 － 0 0 0

「東京都建設リサイク
ル推進計画」等に基づ
く有効利用策の促進に
より、建設廃棄物の
終処分量は現在の水準
から20％以上削減され
る。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

資源ごみ回収やごみ処
理過程資源化、熱回収
等の促進により、一般
廃棄物の 終処分量は
現在の水準から30％程
度削減される。

「東京都建設リサイク
ル推進計画」等に基づ
く有効利用策の促進に
より、建設廃棄物の
終処分量は現在の水準
から20％以上削減され
る。

資源ごみ回収やごみ処
理過程資源化、熱回収
等の促進により、一般
廃棄物の 終処分量は
現在の水準から30％程
度削減される。

+1 － +1 +1 +1

18
海の森クロスカントリー
コース

建設廃棄物の有効利用
の取り組みについて、
現在の標準的な工事と
同程度の廃棄物の有効
利用がなされる。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

競技の実施に伴い排出
される一般廃棄物は、
現在と同程度の有効利
用がなされ、 終処分
量は現状の水準と変わ
らない。

建設廃棄物の有効利用
の取り組みについて、
現在の標準的な工事と
同程度の廃棄物の有効
利用がなされる。

後利用はないことから
対象外とする。

0 － 0 0 －

「東京都建設リサイク
ル推進計画」等に基づ
く有効利用策の促進に
より、建設廃棄物の
終処分量は現在の水準
から20％以上削減され
る。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

資源ごみ回収やごみ処
理過程資源化、熱回収
等の促進により、一般
廃棄物の 終処分量は
現在の水準から30％程
度削減される。

「東京都建設リサイク
ル推進計画」等に基づ
く有効利用策の促進に
より、建設廃棄物の
終処分量は現在の水準
から20％以上削減され
る。

後利用はないことから
対象外とする。

+1 － +1 +1 －

19 海の森水上競技場

建設廃棄物の有効利用
の取り組みについて、
現在の標準的な工事と
同程度の廃棄物の有効
利用がなされる。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

競技の実施に伴い排出
される一般廃棄物は、
現在と同程度の有効利
用がなされ、 終処分
量は現状の水準と変わ
らない。

建設廃棄物の有効利用
の取り組みについて、
現在の標準的な工事と
同程度の廃棄物の有効
利用がなされる。

後利用で排出される一
般廃棄物は、現在と同
程度の有効利用がなさ
れ、 終処分量は現状
の水準と変わらない。

0 － 0 0 0

「東京都建設リサイク
ル推進計画」等に基づ
く有効利用策の促進に
より、建設廃棄物の
終処分量は現在の水準
から20％以上削減され
る。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

資源ごみ回収やごみ処
理過程資源化、熱回収
等の促進により、一般
廃棄物の 終処分量は
現在の水準から30％程
度削減される。

「東京都建設リサイク
ル推進計画」等に基づ
く有効利用策の促進に
より、建設廃棄物の
終処分量は現在の水準
から20％以上削減され
る。

資源ごみ回収やごみ処
理過程資源化、熱回収
等の促進により、一般
廃棄物の 終処分量は
現在の水準から30％程
度削減される。

+1 － +1 +1 +1

20
海の森マウンテンバイク
コース

建設廃棄物の有効利用
の取り組みについて、
現在の標準的な工事と
同程度の廃棄物の有効
利用がなされる。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

競技の実施に伴い排出
される一般廃棄物は、
現在と同程度の有効利
用がなされ、 終処分
量は現状の水準と変わ
らない。

建設廃棄物の有効利用
の取り組みについて、
現在の標準的な工事と
同程度の廃棄物の有効
利用がなされる。

後利用はないことから
対象外とする。

0 － 0 0 －

「東京都建設リサイク
ル推進計画」等に基づ
く有効利用策の促進に
より、建設廃棄物の
終処分量は現在の水準
から20％以上削減され
る。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

資源ごみ回収やごみ処
理過程資源化、熱回収
等の促進により、一般
廃棄物の 終処分量は
現在の水準から30％程
度削減される。

「東京都建設リサイク
ル推進計画」等に基づ
く有効利用策の促進に
より、建設廃棄物の
終処分量は現在の水準
から20％以上削減され
る。

後利用はないことから
対象外とする。

+1 － +1 +1 －

21 若洲オリンピックマリーナ

建設廃棄物の有効利用
の取り組みについて、
現在の標準的な工事と
同程度の廃棄物の有効
利用がなされる。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

競技の実施に伴い排出
される一般廃棄物は、
現在と同程度の有効利
用がなされ、 終処分
量は現状の水準と変わ
らない。

建設廃棄物の有効利用
の取り組みについて、
現在の標準的な工事と
同程度の廃棄物の有効
利用がなされる。

後利用で排出される一
般廃棄物は、現在と同
程度の有効利用がなさ
れ、 終処分量は現状
の水準と変わらない。

0 － 0 0 0

「東京都建設リサイク
ル推進計画」等に基づ
く有効利用策の促進に
より、建設廃棄物の
終処分量は現在の水準
から20％以上削減され
る。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

資源ごみ回収やごみ処
理過程資源化、熱回収
等の促進により、一般
廃棄物の 終処分量は
現在の水準から30％程
度削減される。

「東京都建設リサイク
ル推進計画」等に基づ
く有効利用策の促進に
より、建設廃棄物の
終処分量は現在の水準
から20％以上削減され
る。

資源ごみ回収やごみ処
理過程資源化、熱回収
等の促進により、一般
廃棄物の 終処分量は
現在の水準から30％程
度削減される。

+1 － +1 +1 +1

22 葛西臨海公園

建設廃棄物の有効利用
の取り組みについて、
現在の標準的な工事と
同程度の廃棄物の有効
利用がなされる。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

競技の実施に伴い排出
される一般廃棄物は、
現在と同程度の有効利
用がなされ、 終処分
量は現状の水準と変わ
らない。

建設廃棄物の有効利用
の取り組みについて、
現在の標準的な工事と
同程度の廃棄物の有効
利用がなされる。

後利用で排出される一
般廃棄物は、現在と同
程度の有効利用がなさ
れ、 終処分量は現状
の水準と変わらない。

0 － 0 0 0

「東京都建設リサイク
ル推進計画」等に基づ
く有効利用策の促進に
より、建設廃棄物の
終処分量は現在の水準
から20％以上削減され
る。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

資源ごみ回収やごみ処
理過程資源化、熱回収
等の促進により、一般
廃棄物の 終処分量は
現在の水準から30％程
度削減される。

「東京都建設リサイク
ル推進計画」等に基づ
く有効利用策の促進に
より、建設廃棄物の
終処分量は現在の水準
から20％以上削減され
る。

資源ごみ回収やごみ処
理過程資源化、熱回収
等の促進により、一般
廃棄物の 終処分量は
現在の水準から30％程
度削減される。

+1 － +1 +1 +1

23～24
夢の島ユース・プラザ・ア
リーナＡ、Ｂ

建設廃棄物の有効利用
の取り組みについて、
現在の標準的な工事と
同程度の廃棄物の有効
利用がなされる。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

競技の実施に伴い排出
される一般廃棄物は、
現在と同程度の有効利
用がなされ、 終処分
量は現状の水準と変わ
らない。

建設廃棄物の有効利用
の取り組みについて、
現在の標準的な工事と
同程度の廃棄物の有効
利用がなされる。

後利用で排出される一
般廃棄物は、現在と同
程度の有効利用がなさ
れ、 終処分量は現状
の水準と変わらない。

0 － 0 0 0

「東京都建設リサイク
ル推進計画」等に基づ
く有効利用策の促進に
より、建設廃棄物の
終処分量は現在の水準
から20％以上削減され
る。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

資源ごみ回収やごみ処
理過程資源化、熱回収
等の促進により、一般
廃棄物の 終処分量は
現在の水準から30％程
度削減される。

「東京都建設リサイク
ル推進計画」等に基づ
く有効利用策の促進に
より、建設廃棄物の
終処分量は現在の水準
から20％以上削減され
る。

資源ごみ回収やごみ処
理過程資源化、熱回収
等の促進により、一般
廃棄物の 終処分量は
現在の水準から30％程
度削減される。

+1 － +1 +1 +1

25 夢の島公園

建設廃棄物の有効利用
の取り組みについて、
現在の標準的な工事と
同程度の廃棄物の有効
利用がなされる。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

競技の実施に伴い排出
される一般廃棄物は、
現在と同程度の有効利
用がなされ、 終処分
量は現状の水準と変わ
らない。

建設廃棄物の有効利用
の取り組みについて、
現在の標準的な工事と
同程度の廃棄物の有効
利用がなされる。

後利用はないことから
対象外とする。

0 － 0 0 －

「東京都建設リサイク
ル推進計画」等に基づ
く有効利用策の促進に
より、建設廃棄物の
終処分量は現在の水準
から20％以上削減され
る。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

資源ごみ回収やごみ処
理過程資源化、熱回収
等の促進により、一般
廃棄物の 終処分量は
現在の水準から30％程
度削減される。

「東京都建設リサイク
ル推進計画」等に基づ
く有効利用策の促進に
より、建設廃棄物の
終処分量は現在の水準
から20％以上削減され
る。

後利用はないことから
対象外とする。

+1 － +1 +1 －

26 夢の島競技場

建設廃棄物の有効利用
の取り組みについて、
現在の標準的な工事と
同程度の廃棄物の有効
利用がなされる。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

競技の実施に伴い排出
される一般廃棄物は、
現在と同程度の有効利
用がなされ、 終処分
量は現状の水準と変わ
らない。

建設廃棄物の有効利用
の取り組みについて、
現在の標準的な工事と
同程度の廃棄物の有効
利用がなされる。

後利用で排出される一
般廃棄物は、現在と同
程度の有効利用がなさ
れ、 終処分量は現状
の水準と変わらない。

0 － 0 0 0

「東京都建設リサイク
ル推進計画」等に基づ
く有効利用策の促進に
より、建設廃棄物の
終処分量は現在の水準
から20％以上削減され
る。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

資源ごみ回収やごみ処
理過程資源化、熱回収
等の促進により、一般
廃棄物の 終処分量は
現在の水準から30％程
度削減される。

「東京都建設リサイク
ル推進計画」等に基づ
く有効利用策の促進に
より、建設廃棄物の
終処分量は現在の水準
から20％以上削減され
る。

資源ごみ回収やごみ処
理過程資源化、熱回収
等の促進により、一般
廃棄物の 終処分量は
現在の水準から30％程
度削減される。

+1 － +1 +1 +1

27～28
オリンピックアクアティク
スセンター
ウォーターポロアリーナ

建設廃棄物の有効利用
の取り組みについて、
現在の標準的な工事と
同程度の廃棄物の有効
利用がなされる。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

競技の実施に伴い排出
される一般廃棄物は、
現在と同程度の有効利
用がなされ、 終処分
量は現状の水準と変わ
らない。

建設廃棄物の有効利用
の取り組みについて、
現在の標準的な工事と
同程度の廃棄物の有効
利用がなされる。

後利用で排出される一
般廃棄物は、現在と同
程度の有効利用がなさ
れ、 終処分量は現状
の水準と変わらない。

0 － 0 0 0

「東京都建設リサイク
ル推進計画」等に基づ
く有効利用策の促進に
より、建設廃棄物の
終処分量は現在の水準
から20％以上削減され
る。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

資源ごみ回収やごみ処
理過程資源化、熱回収
等の促進により、一般
廃棄物の 終処分量は
現在の水準から30％程
度削減される。

「東京都建設リサイク
ル推進計画」等に基づ
く有効利用策の促進に
より、建設廃棄物の
終処分量は現在の水準
から20％以上削減され
る。

資源ごみ回収やごみ処
理過程資源化、熱回収
等の促進により、一般
廃棄物の 終処分量は
現在の水準から30％程
度削減される。

+1 － +1 +1 +1

29
武蔵野の森総合スポーツ施
設

建設廃棄物の有効利用
の取り組みについて、
現在の標準的な工事と
同程度の廃棄物の有効
利用がなされる。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

競技の実施に伴い排出
される一般廃棄物は、
現在と同程度の有効利
用がなされ、 終処分
量は現状の水準と変わ
らない。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

後利用で排出される一
般廃棄物は、現在と同
程度の有効利用がなさ
れ、 終処分量は現状
の水準と変わらない。

0 － 0 － 0

「東京都建設リサイク
ル推進計画」等に基づ
く有効利用策の促進に
より、建設廃棄物の
終処分量は現在の水準
から20％以上削減され
る

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

資源ごみ回収やごみ処
理過程資源化、熱回収
等の促進により、一般
廃棄物の 終処分量は
現在の水準から30％程
度削減される。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

資源ごみ回収やごみ処
理過程資源化、熱回収
等の促進により、一般
廃棄物の 終処分量は
現在の水準から30％程
度削減される。

+1 － +1 － +1

30 東京スタジアム

建設廃棄物の有効利用
の取り組みについて、
現在の標準的な工事と
同程度の廃棄物の有効
利用がなされる。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

競技の実施に伴い排出
される一般廃棄物は、
現在と同程度の有効利
用がなされ、 終処分
量は現状の水準と変わ
らない。

建設廃棄物の有効利用
の取り組みについて、
現在の標準的な工事と
同程度の廃棄物の有効
利用がなされる。

後利用で排出される一
般廃棄物は、現在と同
程度の有効利用がなさ
れ、 終処分量は現状
の水準と変わらない。

0 － 0 0 0

「東京都建設リサイク
ル推進計画」等に基づ
く有効利用策の促進に
より、建設廃棄物の
終処分量は現在の水準
から20％以上削減され
る。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

資源ごみ回収やごみ処
理過程資源化、熱回収
等の促進により、一般
廃棄物の 終処分量は
現在の水準から30％程
度削減される。

「東京都建設リサイク
ル推進計画」等に基づ
く有効利用策の促進に
より、建設廃棄物の
終処分量は現在の水準
から20％以上削減され
る。

資源ごみ回収やごみ処
理過程資源化、熱回収
等の促進により、一般
廃棄物の 終処分量は
現在の水準から30％程
度削減される。

+1 － +1 +1 +1

31 武蔵野の森公園

建設廃棄物の有効利用
の取り組みについて、
現在の標準的な工事と
同程度の廃棄物の有効
利用がなされる。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

競技の実施に伴い排出
される一般廃棄物は、
現在と同程度の有効利
用がなされ、 終処分
量は現状の水準と変わ
らない。

建設廃棄物の有効利用
の取り組みについて、
現在の標準的な工事と
同程度の廃棄物の有効
利用がなされる。

後利用はないことから
対象外とする。

0 － 0 0 －

「東京都建設リサイク
ル推進計画」等に基づ
く有効利用策の促進に
より、建設廃棄物の
終処分量は現在の水準
から20％以上削減され
る。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

資源ごみ回収やごみ処
理過程資源化、熱回収
等の促進により、一般
廃棄物の 終処分量は
現在の水準から30％程
度削減される。

「東京都建設リサイク
ル推進計画」等に基づ
く有効利用策の促進に
より、建設廃棄物の
終処分量は現在の水準
から20％以上削減され
る。

後利用はないことから
対象外とする。

+1 － +1 +1 －

32 陸上自衛隊朝霞訓練場

建設廃棄物の有効利用
の取り組みについて、
現在の標準的な工事と
同程度の廃棄物の有効
利用がなされる。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

競技の実施に伴い排出
される一般廃棄物は、
現在と同程度の有効利
用がなされ、 終処分
量は現状の水準と変わ
らない。

建設廃棄物の有効利用
の取り組みについて、
現在の標準的な工事と
同程度の廃棄物の有効
利用がなされる。

後利用はないことから
対象外とする。

0 － 0 0 －

「東京都建設リサイク
ル推進計画」等に基づ
く有効利用策の促進に
より、建設廃棄物の
終処分量は現在の水準
から20％以上削減され
る。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

資源ごみ回収やごみ処
理過程資源化、熱回収
等の促進により、一般
廃棄物の 終処分量は
現在の水準から30％程
度削減される。

「東京都建設リサイク
ル推進計画」等に基づ
く有効利用策の促進に
より、建設廃棄物の
終処分量は現在の水準
から20％以上削減され
る。

後利用はないことから
対象外とする。

+1 － +1 +1 －

33 霞ヶ関カンツリー倶楽部

建設廃棄物の有効利用
の取り組みについて、
現在の標準的な工事と
同程度の廃棄物の有効
利用がなされる。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

競技の実施に伴い排出
される一般廃棄物は、
現在と同程度の有効利
用がなされ、 終処分
量は現状の水準と変わ
らない。

建設廃棄物の有効利用
の取り組みについて、
現在の標準的な工事と
同程度の廃棄物の有効
利用がなされる。

後利用で排出される一
般廃棄物は、現在と同
程度の有効利用がなさ
れ、 終処分量は現状
の水準と変わらない。

0 － 0 0 0

「東京都建設リサイク
ル推進計画」等に基づ
く有効利用策の促進に
より、建設廃棄物の
終処分量は現在の水準
から20％以上削減され
る。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

資源ごみ回収やごみ処
理過程資源化、熱回収
等の促進により、一般
廃棄物の 終処分量は
現在の水準から30％程
度削減される。

「東京都建設リサイク
ル推進計画」等に基づ
く有効利用策の促進に
より、建設廃棄物の
終処分量は現在の水準
から20％以上削減され
る。

資源ごみ回収やごみ処
理過程資源化、熱回収
等の促進により、一般
廃棄物の 終処分量は
現在の水準から30％程
度削減される。

+1 － +1 +1 +1
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評価指標別予測結果表（廃棄物の有効利用）

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

開催中 開催後開催後

No.

二次評価

段階別影響 評価点

開催前 開催中 開催後 開催前開催中

名称

会場
段階別影響

開催中開催前

一次評価

開催後 開催前

評価点

34 札幌ドーム

建設廃棄物の有効利用
の取り組みについて、
現在の標準的な工事と
同程度の廃棄物の有効
利用がなされる。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

競技の実施に伴い排出
される一般廃棄物は、
現在と同程度の有効利
用がなされ、 終処分
量は現状の水準と変わ
らない。

建設廃棄物の有効利用
の取り組みについて、
現在の標準的な工事と
同程度の廃棄物の有効
利用がなされる。

後利用で排出される一
般廃棄物は、現在と同
程度の有効利用がなさ
れ、 終処分量は現状
の水準と変わらない。

0 － 0 0 0

「東京都建設リサイク
ル推進計画」等に基づ
く有効利用策の促進に
より、建設廃棄物の
終処分量は現在の水準
から20％以上削減され
る。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

資源ごみ回収やごみ処
理過程資源化、熱回収
等の促進により、一般
廃棄物の 終処分量は
現在の水準から30％程
度削減される。

「東京都建設リサイク
ル推進計画」等に基づ
く有効利用策の促進に
より、建設廃棄物の
終処分量は現在の水準
から20％以上削減され
る。

資源ごみ回収やごみ処
理過程資源化、熱回収
等の促進により、一般
廃棄物の 終処分量は
現在の水準から30％程
度削減される。

+1 － +1 +1 +1

35 宮城スタジアム

建設廃棄物の有効利用
の取り組みについて、
現在の標準的な工事と
同程度の廃棄物の有効
利用がなされる。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

競技の実施に伴い排出
される一般廃棄物は、
現在と同程度の有効利
用がなされ、 終処分
量は現状の水準と変わ
らない。

建設廃棄物の有効利用
の取り組みについて、
現在の標準的な工事と
同程度の廃棄物の有効
利用がなされる。

後利用で排出される一
般廃棄物は、現在と同
程度の有効利用がなさ
れ、 終処分量は現状
の水準と変わらない。

0 － 0 0 0

「東京都建設リサイク
ル推進計画」等に基づ
く有効利用策の促進に
より、建設廃棄物の
終処分量は現在の水準
から20％以上削減され
る。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

資源ごみ回収やごみ処
理過程資源化、熱回収
等の促進により、一般
廃棄物の 終処分量は
現在の水準から30％程
度削減される。

「東京都建設リサイク
ル推進計画」等に基づ
く有効利用策の促進に
より、建設廃棄物の
終処分量は現在の水準
から20％以上削減され
る。

資源ごみ回収やごみ処
理過程資源化、熱回収
等の促進により、一般
廃棄物の 終処分量は
現在の水準から30％程
度削減される。

+1 － +1 +1 +1

36 埼玉スタジアム2002

建設廃棄物の有効利用
の取り組みについて、
現在の標準的な工事と
同程度の廃棄物の有効
利用がなされる。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

競技の実施に伴い排出
される一般廃棄物は、
現在と同程度の有効利
用がなされ、 終処分
量は現状の水準と変わ
らない。

建設廃棄物の有効利用
の取り組みについて、
現在の標準的な工事と
同程度の廃棄物の有効
利用がなされる。

後利用で排出される一
般廃棄物は、現在と同
程度の有効利用がなさ
れ、 終処分量は現状
の水準と変わらない。

0 － 0 0 0

「東京都建設リサイク
ル推進計画」等に基づ
く有効利用策の促進に
より、建設廃棄物の
終処分量は現在の水準
から20％以上削減され
る。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

資源ごみ回収やごみ処
理過程資源化、熱回収
等の促進により、一般
廃棄物の 終処分量は
現在の水準から30％程
度削減される。

「東京都建設リサイク
ル推進計画」等に基づ
く有効利用策の促進に
より、建設廃棄物の
終処分量は現在の水準
から20％以上削減され
る。

資源ごみ回収やごみ処
理過程資源化、熱回収
等の促進により、一般
廃棄物の 終処分量は
現在の水準から30％程
度削減される。

+1 － +1 +1 +1

37 横浜国際総合競技場

建設廃棄物の有効利用
の取り組みについて、
現在の標準的な工事と
同程度の廃棄物の有効
利用がなされる。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

競技の実施に伴い排出
される一般廃棄物は、
現在と同程度の有効利
用がなされ、 終処分
量は現状の水準と変わ
らない。

建設廃棄物の有効利用
の取り組みについて、
現在の標準的な工事と
同程度の廃棄物の有効
利用がなされる。

後利用で排出される一
般廃棄物は、現在と同
程度の有効利用がなさ
れ、 終処分量は現状
の水準と変わらない。

0 － 0 0 0

「東京都建設リサイク
ル推進計画」等に基づ
く有効利用策の促進に
より、建設廃棄物の
終処分量は現在の水準
から20％以上削減され
る。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

資源ごみ回収やごみ処
理過程資源化、熱回収
等の促進により、一般
廃棄物の 終処分量は
現在の水準から30％程
度削減される。

「東京都建設リサイク
ル推進計画」等に基づ
く有効利用策の促進に
より、建設廃棄物の
終処分量は現在の水準
から20％以上削減され
る。

資源ごみ回収やごみ処
理過程資源化、熱回収
等の促進により、一般
廃棄物の 終処分量は
現在の水準から30％程
度削減される。

+1 － +1 +1 +1

OV 選手村

建設廃棄物の有効利用
の取り組みについて、
現在の標準的な工事と
同程度の廃棄物の有効
利用がなされる。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

競技の実施に伴い排出
される一般廃棄物は、
現在と同程度の有効利
用がなされ、 終処分
量は現状の水準と変わ
らない。

建設廃棄物の有効利用
の取り組みについて、
現在の標準的な工事と
同程度の廃棄物の有効
利用がなされる。

後利用で排出される一
般廃棄物は、現在と同
程度の有効利用がなさ
れ、 終処分量は現状
の水準と変わらない。

0 － 0 0 0

「東京都建設リサイク
ル推進計画」等に基づ
く有効利用策の促進に
より、建設廃棄物の
終処分量は現在の水準
から38％程度削減され
る。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

資源ごみ回収やごみ処
理過程資源化、熱回収
等の促進により、一般
廃棄物の 終処分量は
現在の水準から30％程
度削減される。

「東京都建設リサイク
ル推進計画」等に基づ
く有効利用策の促進に
より、建設廃棄物の
終処分量は現在の水準
から38％程度削減され
る。

資源ごみ回収やごみ処
理過程資源化、熱回収
等の促進により、一般
廃棄物の 終処分量は
現在の水準から30％程
度削減される。

+1 － +1 +1 +1

IBC/MPC
東京ビッグサイト
(IBC/MPC)

建設廃棄物の有効利用
の取り組みについて、
現在の標準的な工事と
同程度の廃棄物の有効
利用がなされる。

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

競技の実施に伴い排出
される一般廃棄物は、
現在と同程度の有効利
用がなされ、 終処分
量は現状の水準と変わ
らない。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

後利用で排出される一
般廃棄物は、現在と同
程度の有効利用がなさ
れ、 終処分量は現状
の水準と変わらない。

0 － 0 － 0

「東京都建設リサイク
ル推進計画」等に基づ
く有効利用策の促進に
より、建設廃棄物の
終処分量は現在の水準
から20％以上削減され
る

施設の存在による廃棄
物の発生については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

資源ごみ回収やごみ処
理過程資源化、熱回収
等の促進により、一般
廃棄物の 終処分量は
現在の水準から30％程
度削減される。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

資源ごみ回収やごみ処
理過程資源化、熱回収
等の促進により、一般
廃棄物の 終処分量は
現在の水準から30％程
度削減される。

+1 － +1 － +1
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評価指標別予測結果表（エコマテリアルの使用）

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

1
オリンピックスタジアム
(国立霞ヶ丘競技場)

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

施設の存在時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

競技の実施時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

後利用時におけるエコ
マテリアルの利用は想
定されないため対象外
とする。

+1 － － +1 －

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

施設の存在時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

競技の実施時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

後利用時におけるエコ
マテリアルの利用は想
定されないため対象外
とする。

+1 － － +1 －

2 東京体育館

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

施設の存在時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

競技の実施時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

後利用時におけるエコ
マテリアルの利用は想
定されないため対象外
とする。

+1 － － +1 －

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

施設の存在時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

競技の実施時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

後利用時におけるエコ
マテリアルの利用は想
定されないため対象外
とする。

+1 － － +1 －

3 国立代々木競技場

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

施設の存在時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

競技の実施時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

後利用時におけるエコ
マテリアルの利用は想
定されないため対象外
とする。

+1 － － +1 －

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

施設の存在時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

競技の実施時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

後利用時におけるエコ
マテリアルの利用は想
定されないため対象外
とする。

+1 － － +1 －

4 日本武道館

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

施設の存在時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

競技の実施時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

後利用時におけるエコ
マテリアルの利用は想
定されないため対象外
とする。

+1 － － +1 －

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

施設の存在時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

競技の実施時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

後利用時におけるエコ
マテリアルの利用は想
定されないため対象外
とする。

+1 － － +1 －

5 皇居外苑

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

施設の存在時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

競技の実施時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

後利用時におけるエコ
マテリアルの利用は想
定されないため対象外
とする。

+1 － － +1 －

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

施設の存在時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

競技の実施時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

後利用時におけるエコ
マテリアルの利用は想
定されないため対象外
とする。

+1 － － +1 －

6 東京国際フォーラム
影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の存在時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

競技の実施時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

後利用時におけるエコ
マテリアルの利用は想
定されないため対象外
とする。

－ － － － －
影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

施設の存在時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

競技の実施時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

後利用時におけるエコ
マテリアルの利用は想
定されないため対象外
とする。

－ － － － －

7 国技館

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

施設の存在時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

競技の実施時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

後利用時におけるエコ
マテリアルの利用は想
定されないため対象外
とする。

+1 － － +1 －

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

施設の存在時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

競技の実施時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

後利用時におけるエコ
マテリアルの利用は想
定されないため対象外
とする。

+1 － － +1 －

8 有明アリーナ

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

施設の存在時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

競技の実施時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

後利用時におけるエコ
マテリアルの利用は想
定されないため対象外
とする。

+1 － － +1 －

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

施設の存在時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

競技の実施時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

後利用時におけるエコ
マテリアルの利用は想
定されないため対象外
とする。

+1 － － +1 －

9 有明ＢＭＸコース

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

施設の存在時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

競技の実施時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

後利用時におけるエコ
マテリアルの利用は想
定されないため対象外
とする。

+1 － － +1 －

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

施設の存在時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

競技の実施時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

後利用時におけるエコ
マテリアルの利用は想
定されないため対象外
とする。

+1 － － +1 －

10 有明ベロドローム

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

施設の存在時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

競技の実施時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

後利用時におけるエコ
マテリアルの利用は想
定されないため対象外
とする。

+1 － － +1 －

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

施設の存在時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

競技の実施時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

後利用時におけるエコ
マテリアルの利用は想
定されないため対象外
とする。

+1 － － +1 －

11 有明体操競技場

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

施設の存在時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

競技の実施時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

後利用時におけるエコ
マテリアルの利用は想
定されないため対象外
とする。

+1 － － +1 －

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

施設の存在時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

競技の実施時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

後利用時におけるエコ
マテリアルの利用は想
定されないため対象外
とする。

+1 － － +1 －

12 有明テニスの森

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

施設の存在時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

競技の実施時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

後利用時におけるエコ
マテリアルの利用は想
定されないため対象外
とする。

+1 － － +1 －

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

施設の存在時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

競技の実施時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

後利用時におけるエコ
マテリアルの利用は想
定されないため対象外
とする。

+1 － － +1 －

13 お台場海浜公園

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

施設の存在時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

競技の実施時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

後利用時におけるエコ
マテリアルの利用は想
定されないため対象外
とする。

+1 － － +1 －

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

施設の存在時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

競技の実施時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

後利用時におけるエコ
マテリアルの利用は想
定されないため対象外
とする。

+1 － － +1 －

14 潮風公園

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

施設の存在時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

競技の実施時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

後利用時におけるエコ
マテリアルの利用は想
定されないため対象外
とする。

+1 － － +1 －

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

施設の存在時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

競技の実施時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

後利用時におけるエコ
マテリアルの利用は想
定されないため対象外
とする。

+1 － － +1 －

15～16
東京ビッグサイト・ホール
Ａ、Ｂ

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

施設の存在時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

競技の実施時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

後利用時におけるエコ
マテリアルの利用は想
定されないため対象外
とする。

+1 － － +1 －

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

施設の存在時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

競技の実施時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

後利用時におけるエコ
マテリアルの利用は想
定されないため対象外
とする。

+1 － － +1 －

17 大井ホッケー競技場

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

施設の存在時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

競技の実施時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

後利用時におけるエコ
マテリアルの利用は想
定されないため対象外
とする。

+1 － － +1 －

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

施設の存在時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

競技の実施時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

後利用時におけるエコ
マテリアルの利用は想
定されないため対象外
とする。

+1 － － +1 －

18
海の森クロスカントリー
コース

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

施設の存在時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

競技の実施時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

後利用時におけるエコ
マテリアルの利用は想
定されないため対象外
とする。

+1 － － +1 －

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

施設の存在時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

競技の実施時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

後利用時におけるエコ
マテリアルの利用は想
定されないため対象外
とする。

+1 － － +1 －

19 海の森水上競技場

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

施設の存在時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

競技の実施時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

後利用時におけるエコ
マテリアルの利用は想
定されないため対象外
とする。

+1 － － +1 －

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

施設の存在時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

競技の実施時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

後利用時におけるエコ
マテリアルの利用は想
定されないため対象外
とする。

+1 － － +1 －

20
海の森マウンテンバイク
コース

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

施設の存在時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

競技の実施時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

後利用時におけるエコ
マテリアルの利用は想
定されないため対象外
とする。

+1 － － +1 －

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

施設の存在時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

競技の実施時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

後利用時におけるエコ
マテリアルの利用は想
定されないため対象外
とする。

+1 － － +1 －

21 若洲オリンピックマリーナ

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

施設の存在時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

競技の実施時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

後利用時におけるエコ
マテリアルの利用は想
定されないため対象外
とする。

+1 － － +1 －

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

施設の存在時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

競技の実施時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

後利用時におけるエコ
マテリアルの利用は想
定されないため対象外
とする。

+1 － － +1 －

開催中 開催後開催後

No.

二次評価

段階別影響 評価点

開催前 開催中 開催後 開催前開催中

名称

会場
段階別影響

開催中開催前

一次評価

開催後 開催前

評価点

4－56
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22 葛西臨海公園

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

施設の存在時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

競技の実施時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

後利用時におけるエコ
マテリアルの利用は想
定されないため対象外
とする。

+1 － － +1 －

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

施設の存在時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

競技の実施時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

後利用時におけるエコ
マテリアルの利用は想
定されないため対象外
とする。

+1 － － +1 －

23～24
夢の島ユース・プラザ・ア
リーナＡ、Ｂ

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

施設の存在時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

競技の実施時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

後利用時におけるエコ
マテリアルの利用は想
定されないため対象外
とする。

+1 － － +1 －

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

施設の存在時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

競技の実施時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

後利用時におけるエコ
マテリアルの利用は想
定されないため対象外
とする。

+1 － － +1 －

25 夢の島公園

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

施設の存在時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

競技の実施時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

後利用時におけるエコ
マテリアルの利用は想
定されないため対象外
とする。

+1 － － +1 －

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

施設の存在時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

競技の実施時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

後利用時におけるエコ
マテリアルの利用は想
定されないため対象外
とする。

+1 － － +1 －

26 夢の島競技場

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

施設の存在時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

競技の実施時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

後利用時におけるエコ
マテリアルの利用は想
定されないため対象外
とする。

+1 － － +1 －

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

施設の存在時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

競技の実施時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

後利用時におけるエコ
マテリアルの利用は想
定されないため対象外
とする。

+1 － － +1 －

27～28
オリンピックアクアティク
スセンター
ウォーターポロアリーナ

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

施設の存在時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

競技の実施時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

後利用時におけるエコ
マテリアルの利用は想
定されないため対象外
とする。

+1 － － +1 －

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

施設の存在時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

競技の実施時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

後利用時におけるエコ
マテリアルの利用は想
定されないため対象外
とする。

+1 － － +1 －

29
武蔵野の森総合スポーツ施
設

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

施設の存在時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

競技の実施時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

後利用時におけるエコ
マテリアルの利用は想
定されないため対象外
とする。

+1 － － － －

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

施設の存在時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

競技の実施時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

後利用時におけるエコ
マテリアルの利用は想
定されないため対象外
とする。

+1 － － － －

30 東京スタジアム

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

施設の存在時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

競技の実施時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

後利用時におけるエコ
マテリアルの利用は想
定されないため対象外
とする。

+1 － － +1 －

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

施設の存在時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

競技の実施時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

後利用時におけるエコ
マテリアルの利用は想
定されないため対象外
とする。

+1 － － +1 －

31 武蔵野の森公園

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

施設の存在時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

競技の実施時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

後利用時におけるエコ
マテリアルの利用は想
定されないため対象外
とする。

+1 － － +1 －

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

施設の存在時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

競技の実施時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

後利用時におけるエコ
マテリアルの利用は想
定されないため対象外
とする。

+1 － － +1 －

32 陸上自衛隊朝霞訓練場

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

施設の存在時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

競技の実施時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

後利用時におけるエコ
マテリアルの利用は想
定されないため対象外
とする。

+1 － － +1 －

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

施設の存在時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

競技の実施時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

後利用時におけるエコ
マテリアルの利用は想
定されないため対象外
とする。

+1 － － +1 －

33 霞ヶ関カンツリー倶楽部

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

施設の存在時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

競技の実施時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

後利用時におけるエコ
マテリアルの利用は想
定されないため対象外
とする。

+1 － － +1 －

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

施設の存在時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

競技の実施時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

後利用時におけるエコ
マテリアルの利用は想
定されないため対象外
とする。

+1 － － +1 －

34 札幌ドーム

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

施設の存在時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

競技の実施時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

後利用時におけるエコ
マテリアルの利用は想
定されないため対象外
とする。

+1 － － +1 －

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

施設の存在時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

競技の実施時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

後利用時におけるエコ
マテリアルの利用は想
定されないため対象外
とする。

+1 － － +1 －

35 宮城スタジアム

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

施設の存在時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

競技の実施時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

後利用時におけるエコ
マテリアルの利用は想
定されないため対象外
とする。

+1 － － +1 －

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

施設の存在時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

競技の実施時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

後利用時におけるエコ
マテリアルの利用は想
定されないため対象外
とする。

+1 － － +1 －

36 埼玉スタジアム2002

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

施設の存在時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

競技の実施時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

後利用時におけるエコ
マテリアルの利用は想
定されないため対象外
とする。

+1 － － +1 －

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

施設の存在時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

競技の実施時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

後利用時におけるエコ
マテリアルの利用は想
定されないため対象外
とする。

+1 － － +1 －

37 横浜国際総合競技場

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

施設の存在時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

競技の実施時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

後利用時におけるエコ
マテリアルの利用は想
定されないため対象外
とする。

+1 － － +1 －

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

施設の存在時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

競技の実施時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

後利用時におけるエコ
マテリアルの利用は想
定されないため対象外
とする。

+1 － － +1 －

OV 選手村

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

施設の存在時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

競技の実施時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

後利用時におけるエコ
マテリアルの利用は想
定されないため対象外
とする。

+1 － － +1 －

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

施設の存在時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

競技の実施時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

後利用時におけるエコ
マテリアルの利用は想
定されないため対象外
とする。

+1 － － +1 －

IBC/MPC
東京ビッグサイト
(IBC/MPC)

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

施設の存在時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

競技の実施時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

後利用時におけるエコ
マテリアルの利用は想
定されないため対象外
とする。

+1 － － － －

再生可能資材や再生資
材が 大限に利用さ
れ、現在の水準を上回
る。

施設の存在時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

競技の実施時における
エコマテリアルの利用
は想定されないため対
象外とする。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

後利用時におけるエコ
マテリアルの利用は想
定されないため対象外
とする。

+1 － － － －
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評価指標別予測結果表（温室効果ガスの削減量）

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

1
オリンピックスタジアム
(国立霞ヶ丘競技場)

一般的な施設の建設工
事と同程度の排出量に
なる。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」に含めて扱う。

同等施設の標準的な排
出量となる。

一般的な施設の建設工
事と同程度の排出量に
なる。

同等施設の標準的な排
出量となる。

0 － 0 0 0

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の削減が図られ
る。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

高水準の省エネル
ギー技術の活用等によ
り、49.7％程度の削減
が図られる。

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の削減が図られ
る。

高水準の省エネル
ギー技術の活用等によ
り、50％程度の削減が
図られる。

+2 － +2 +2 +2

2 東京体育館
一般的な施設の建設工
事と同程度の排出量に
なる。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」に含めて扱う。

東京都環境確保条例に
基づく排出総量削減義
務が課されており、
16.6％程度の削減が見
込まれる。

一般的な施設の建設工
事と同程度の排出量に
なる。

東京都環境確保条例に
基づく排出総量削減義
務が課されており、
17％程度の削減が見込
まれる。

0 － +1 0 +1

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の削減が図られ
る。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

高効率設備の採用等に
より、17.1％程度の削
減が見込まれる。

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の削減が図られ
る。

東京都環境確保条例に
基づく排出総量削減義
務が課されており、
17％程度の削減が見込
まれる。

+2 － +1 +2 +1

3 国立代々木競技場
一般的な施設の建設工
事と同程度の排出量に
なる。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」に含めて扱う。

同等施設の標準的な排
出量となる。

一般的な施設の建設工
事と同程度の排出量に
なる。

同等施設の標準的な排
出量となる。

0 － 0 0 0

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の削減が図られ
る。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

省エネルギー対策の実
施等により、11.6％程
度の削減が図られる。

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の削減が図られ
る。

省エネルギー対策の実
施等により、10％程度
の削減が図られる。

+2 － +1 +2 +1

4 日本武道館
一般的な施設の建設工
事と同程度の排出量に
なる。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」に含めて扱う。

同等施設の標準的な排
出量となる。

一般的な施設の建設工
事と同程度の排出量に
なる。

同等施設の標準的な排
出量となる。

0 － 0 0 0

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の削減が図られ
る。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

省エネルギー対策の実
施等により、13.2％程
度の削減が図られる。

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の削減が図られ
る。

省エネルギー対策の実
施等により、11.8％程
度の削減が図られる。

+2 － +1 +2 +1

5 皇居外苑
一般的な施設の建設工
事と同程度の排出量に
なる。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」に含めて扱う。

同等施設の標準的な排
出量となる。

一般的な施設の建設工
事と同程度の排出量に
なる。

後利用はないことから
対象外とする。

0 － 0 0 －

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の削減が図られ
る。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

高効率設備の採用等に
より、20％程度の削減
が図られる。

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の削減が図られ
る。

後利用はないことから
対象外とする。

+2 － +2 +2 －

6 東京国際フォーラム
影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」に含めて扱う。

東京都環境確保条例に
基づく排出総量削減義
務が課されており、
17％程度の削減が見込
まれる。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

東京都環境確保条例に
基づく排出総量削減義
務が課されており、
17％程度の削減が見込
まれる。

－ － +1 － +1
影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

東京都環境確保条例に
基づく排出総量削減義
務が課されており、
17％程度の削減が見込
まれる。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

東京都環境確保条例に
基づく排出総量削減義
務が課されており、
17％程度の削減が見込
まれる。

－ － +1 － +1

7 国技館
一般的な施設の建設工
事と同程度の排出量に
なる。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」に含めて扱う。

同等施設の標準的な排
出量となる。

一般的な施設の建設工
事と同程度の排出量に
なる。

同等施設の標準的な排
出量となる。

0 － 0 0 0

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の削減が図られ
る。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

省エネルギー対策の実
施等により、10.9％程
度の削減が図られる。

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の削減が図られ
る。

省エネルギー対策の実
施等により、10％程度
の削減が図られる。

+2 － +1 +2 +1

8 有明アリーナ
一般的な施設の建設工
事と同程度の排出量に
なる。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」に含めて扱う。

同等施設の標準的な排
出量となる。

一般的な施設の建設工
事と同程度の排出量に
なる。

同等施設の標準的な排
出量となる。

0 － 0 0 0

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の削減が図られ
る。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

高水準の省エネル
ギー技術の活用等によ
り、49.5％程度の削減
が図られる。

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の削減が図られ
る。

高水準の省エネル
ギー技術の活用等によ
り、50％程度の削減が
図られる。

+2 － +2 +2 +2

9 有明ＢＭＸコース
一般的な施設の建設工
事と同程度の排出量に
なる。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」に含めて扱う。

同等施設の標準的な排
出量となる。

一般的な施設の建設工
事と同程度の排出量に
なる。

後利用はないことから
対象外とする。

0 － 0 0 －

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の削減が図られ
る。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

高効率設備の採用等に
より、20％程度の削減
が図られる。

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の削減が図られ
る。

後利用はないことから
対象外とする。

+2 － +2 +2 －

10 有明ベロドローム
一般的な施設の建設工
事と同程度の排出量に
なる。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」に含めて扱う。

同等施設の標準的な排
出量となる。

一般的な施設の建設工
事と同程度の排出量に
なる。

後利用はないことから
対象外とする。

0 － 0 0 －

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の削減が図られ
る。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

高効率設備の採用等に
より、20％程度の削減
が図られる。

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の削減が図られ
る。

後利用はないことから
対象外とする。

+2 － +2 +2 －

11 有明体操競技場
一般的な施設の建設工
事と同程度の排出量に
なる。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」に含めて扱う。

同等施設の標準的な排
出量となる。

一般的な施設の建設工
事と同程度の排出量に
なる。

後利用はないことから
対象外とする。

0 － 0 0 －

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の削減が図られ
る。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

高効率設備の採用等に
より、20％程度の削減
が図られる。

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の削減が図られ
る。

後利用はないことから
対象外とする。

+2 － +2 +2 －

12 有明テニスの森
一般的な施設の建設工
事と同程度の排出量に
なる。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」に含めて扱う。

同等施設の標準的な排
出量となる。

一般的な施設の建設工
事と同程度の排出量に
なる。

同等施設の標準的な排
出量となる。

0 － 0 0 0

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の削減が図られ
る。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

高水準の省エネル
ギー技術の活用等によ
り、24.4％程度の削減
が図られる。

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の削減が図られ
る。

高水準の省エネル
ギー技術の活用等によ
り、24.6％程度の削減
が図られる。

+2 － +2 +2 +2

13 お台場海浜公園
一般的な施設の建設工
事と同程度の排出量に
なる。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」に含めて扱う。

同等施設の標準的な排
出量となる。

一般的な施設の建設工
事と同程度の排出量に
なる。

後利用はないことから
対象外とする。

0 － 0 0 －

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の削減が図られ
る。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

高効率設備の採用等に
より、20％程度の削減
が図られる。

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の削減が図られ
る。

後利用はないことから
対象外とする。

+2 － +2 +2 －

14 潮風公園
一般的な施設の建設工
事と同程度の排出量に
なる。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」に含めて扱う。

同等施設の標準的な排
出量となる。

一般的な施設の建設工
事と同程度の排出量に
なる。

後利用はないことから
対象外とする。

0 － 0 0 －

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の削減が図られ
る。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

高効率設備の採用等に
より、20％程度の削減
が図られる。

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の削減が図られ
る。

後利用はないことから
対象外とする。

+2 － +2 +2 －

15～16
東京ビッグサイト・ホール
Ａ、Ｂ

一般的な施設の建設工
事と同程度の排出量に
なる。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」に含めて扱う。

東京都環境確保条例に
基づく排出総量削減義
務が課されており、
16％程度の削減が見込
まれる。

一般的な施設の建設工
事と同程度の排出量に
なる。

東京都環境確保条例に
基づく排出総量削減義
務が課されており、
17％程度の削減が見込
まれる。

0 － +1 0 +1

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の削減が図られ
る。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

高効率設備の採用等に
より、17.2％程度の削
減が見込まれる。

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の削減が図られ
る。

東京都環境確保条例に
基づく排出総量削減義
務が課されており、
17％程度の削減が見込
まれる。

+2 － +1 +2 +1

17 大井ホッケー競技場
一般的な施設の建設工
事と同程度の排出量に
なる。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」に含めて扱う。

同等施設の標準的な排
出量となる。

一般的な施設の建設工
事と同程度の排出量に
なる。

同等施設の標準的な排
出量となる。

0 － 0 0 0

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の削減が図られ
る。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

高水準の省エネル
ギー技術の活用等によ
り、37.2％程度の削減
が図られる。

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の削減が図られ
る。

高水準の省エネル
ギー技術の活用等によ
り、50％程度の削減が
図られる。

+2 － +2 +2 +2

18
海の森クロスカントリー
コース

一般的な施設の建設工
事と同程度の排出量に
なる。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」に含めて扱う。

同等施設の標準的な排
出量となる。

一般的な施設の建設工
事と同程度の排出量に
なる。

後利用はないことから
対象外とする。

0 － 0 0 －

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の削減が図られ
る。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

高効率設備の採用等に
より、20％程度の削減
が図られる。

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の削減が図られ
る。

後利用はないことから
対象外とする。

+2 － +2 +2 －

19 海の森水上競技場
一般的な施設の建設工
事と同程度の排出量に
なる。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」に含めて扱う。

同等施設の標準的な排
出量となる。

一般的な施設の建設工
事と同程度の排出量に
なる。

同等施設の標準的な排
出量となる。

0 － 0 0 0

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の削減が図られ
る。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

高水準の省エネル
ギー技術の活用等によ
り、33.2％程度の削減
が図られる。

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の削減が図られ
る。

高水準の省エネル
ギー技術の活用等によ
り、50％程度の削減が
図られる。

+2 － +2 +2 +2
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20
海の森マウンテンバイク
コース

一般的な施設の建設工
事と同程度の排出量に
なる。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」に含めて扱う。

同等施設の標準的な排
出量となる。

一般的な施設の建設工
事と同程度の排出量に
なる。

後利用はないことから
対象外とする。

0 － 0 0 －

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の削減が図られ
る。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

高効率設備の採用等に
より、20％程度の削減
が図られる。

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の削減が図られ
る。

後利用はないことから
対象外とする。

+2 － +2 +2 －

21 若洲オリンピックマリーナ
一般的な施設の建設工
事と同程度の排出量に
なる。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」に含めて扱う。

同等施設の標準的な排
出量となる。

一般的な施設の建設工
事と同程度の排出量に
なる。

同等施設の標準的な排
出量となる。

0 － 0 0 0

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の削減が図られ
る。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

高水準の省エネル
ギー技術の活用等によ
り、26.4％程度の削減
が図られる。

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の削減が図られ
る。

高水準の省エネル
ギー技術の活用等によ
り、50％程度の削減が
図られる。

+2 － +2 +2 +2

22 葛西臨海公園
一般的な施設の建設工
事と同程度の排出量に
なる。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」に含めて扱う。

同等施設の標準的な排
出量となる。

一般的な施設の建設工
事と同程度の排出量に
なる。

同等施設の標準的な排
出量となる。

0 － 0 0 0

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の削減が図られ
る。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

高水準の省エネル
ギー技術の活用等によ
り、23.1％程度の削減
が図られる。

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の削減が図られ
る。

高水準の省エネル
ギー技術の活用等によ
り、50％程度の削減が
図られる。

+2 － +2 +2 +2

23～24
夢の島ユース・プラザ・ア
リーナＡ、Ｂ

一般的な施設の建設工
事と同程度の排出量に
なる。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」に含めて扱う。

同等施設の標準的な排
出量となる。

一般的な施設の建設工
事と同程度の排出量に
なる。

同等施設の標準的な排
出量となる。

0 － 0 0 0

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の削減が図られ
る。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

高水準の省エネル
ギー技術の活用等によ
り、49.5％程度の削減
が図られる。

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の削減が図られ
る。

高水準の省エネル
ギー技術の活用等によ
り、50％程度の削減が
図られる。

+2 － +2 +2 +2

25 夢の島公園
一般的な施設の建設工
事と同程度の排出量に
なる。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」に含めて扱う。

同等施設の標準的な排
出量となる。

一般的な施設の建設工
事と同程度の排出量に
なる。

後利用はないことから
対象外とする。

0 － 0 0 －

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の削減が図られ
る。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

高効率設備の採用等に
より、20％程度の削減
が図られる。

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の削減が図られ
る。

後利用はないことから
対象外とする。

+2 － +2 +2 －

26 夢の島競技場
一般的な施設の建設工
事と同程度の排出量に
なる。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」に含めて扱う。

同等施設の標準的な排
出量となる。

一般的な施設の建設工
事と同程度の排出量に
なる。

同等施設の標準的な排
出量となる。

0 － 0 0 0

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の削減が図られ
る。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

高効率設備の採用等に
より、18.9％程度の削
減が図られる。

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の削減が図られ
る。

省エネルギー対策の実
施等により、10％程度
の削減が図られる。

+2 － +1 +2 +1

27～28
オリンピックアクアティク
スセンター
ウォーターポロアリーナ

一般的な施設の建設工
事と同程度の排出量に
なる。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」に含めて扱う。

同等施設の標準的な排
出量となる。

一般的な施設の建設工
事と同程度の排出量に
なる。

同等施設の標準的な排
出量となる。

0 － 0 0 0

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の削減が図られ
る。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

高水準の省エネル
ギー技術の活用等によ
り、33.3％程度の削減
が図られる。

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の削減が図られ
る。

高水準の省エネル
ギー技術の活用等によ
り、50％程度の削減が
図られる。

+2 － +2 +2 +2

29
武蔵野の森総合スポーツ施
設

一般的な施設の建設工
事と同程度の排出量に
なる。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」に含めて扱う。

同等施設の標準的な排
出量となる。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

同等施設の標準的な排
出量となる。

0 － 0 － 0

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の削減が図られ
る。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

高水準の省エネル
ギー技術の活用等によ
り、50％程度の削減が
図られる。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

高水準の省エネル
ギー技術の活用等によ
り、50％程度の削減が
図られる。

+2 － +2 － +2

30 東京スタジアム
一般的な施設の建設工
事と同程度の排出量に
なる。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」に含めて扱う。

同等施設の標準的な排
出量となる。

一般的な施設の建設工
事と同程度の排出量に
なる。

同等施設の標準的な排
出量となる。

0 － 0 0 0

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の削減が図られ
る。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

省エネルギー対策の実
施等により、10.2％程
度の削減が図られる。

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の削減が図られ
る。

省エネルギー対策の実
施等により、10％程度
の削減が図られる。

+2 － +1 +2 +1

31 武蔵野の森公園
一般的な施設の建設工
事と同程度の排出量に
なる。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」に含めて扱う。

同等施設の標準的な排
出量となる。

一般的な施設の建設工
事と同程度の排出量に
なる。

後利用はないことから
対象外とする。

0 － 0 0 －

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の削減が図られ
る。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

高効率設備の採用等に
より、20％程度の削減
が図られる。

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の削減が図られ
る。

後利用はないことから
対象外とする。

+2 － +2 +2 －

32 陸上自衛隊朝霞訓練場
一般的な施設の建設工
事と同程度の排出量に
なる。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」に含めて扱う。

同等施設の標準的な排
出量となる。

一般的な施設の建設工
事と同程度の排出量に
なる。

後利用はないことから
対象外とする。

0 － 0 0 －

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の削減が図られ
る。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

高効率設備の採用等に
より、20％程度の削減
が図られる。

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の削減が図られ
る。

後利用はないことから
対象外とする。

+2 － +2 +2 －

33 霞ヶ関カンツリー倶楽部
一般的な施設の建設工
事と同程度の排出量に
なる。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」に含めて扱う。

同等施設の標準的な排
出量となる。

一般的な施設の建設工
事と同程度の排出量に
なる。

同等施設の標準的な排
出量となる。

0 － 0 0 0

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の削減が図られ
る。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

高効率設備の採用等に
より、16.7％程度の削
減が図られる。

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の削減が図られ
る。

省エネルギー対策の実
施等により、10％程度
の削減が図られる。

+2 － +1 +2 +1

34 札幌ドーム
一般的な施設の建設工
事と同程度の排出量に
なる。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」に含めて扱う。

第一種エネルギー指定
管理工場に指定されて
おり、7.8％程度の削減
が見込まれる。

一般的な施設の建設工
事と同程度の排出量に
なる。

第一種エネルギー指定
管理工場に指定されて
おり、8％程度の削減が
見込まれる。

0 － +1 0 +1

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の削減が図られ
る。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

省エネルギー対策の実
施等により、10.2％程
度の削減が図られる。

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の削減が図られ
る。

省エネルギー対策の実
施等により、10％程度
の削減が図られる。

+2 － +1 +2 +1

35 宮城スタジアム
一般的な施設の建設工
事と同程度の排出量に
なる。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」に含めて扱う。

第一種エネルギー指定
管理工場に指定されて
おり、7.8％程度の削減
が見込まれる。

一般的な施設の建設工
事と同程度の排出量に
なる。

第一種エネルギー指定
管理工場に指定されて
おり、8％程度の削減が
見込まれる。

0 － +1 0 +1

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の削減が図られ
る。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

省エネルギー対策の実
施等により10.2％程度
の削減が図られる。

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の削減が図られ
る。

省エネルギー対策の実
施等により、10％程度
の削減が図られる。

+2 － +1 +2 +1

36 埼玉スタジアム2002
一般的な施設の建設工
事と同程度の排出量に
なる。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」に含めて扱う。

第一種エネルギー指定
管理工場に指定されて
おり、7.5％程度の削減
が見込まれる。

一般的な施設の建設工
事と同程度の排出量に
なる。

第一種エネルギー指定
管理工場に指定されて
おり、8％程度の削減が
見込まれる。

0 － +1 0 +1

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の削減が図られ
る。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

省エネルギー対策の実
施等により10.7％程度
の削減が図られる。

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の削減が図られ
る。

省エネルギー対策の実
施等により、10％程度
の削減が図られる。

+2 － +1 +2 +1

37 横浜国際総合競技場
一般的な施設の建設工
事と同程度の排出量に
なる。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」に含めて扱う。

第二種エネルギー指定
管理工場に指定されて
おり、7.8％程度の削減
が見込まれる。

一般的な施設の建設工
事と同程度の排出量に
なる。

第二種エネルギー指定
管理工場に指定されて
おり、8％程度の削減が
見込まれる。

0 － +1 0 +1

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の削減が図られ
る。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

省エネルギー対策の実
施等により10.2％程度
の削減が図られる。

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の削減が図られ
る。

省エネルギー対策の実
施等により、10％程度
の削減が図られる。

+2 － +1 +2 +1

OV 選手村
一般的な施設の建設工
事と同程度の排出量に
なる。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」に含めて扱う。

同等施設の標準的な排
出量となる。

一般的な施設の建設工
事と同程度の排出量に
なる。

同等施設の標準的な排
出量となる。

0 － 0 0 0

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の削減が図られ
る。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

高水準の省エネル
ギー技術の活用等によ
り、42.4％程度の削減
が図られる。

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の削減が図られ
る。

高水準の省エネル
ギー技術の活用等によ
り、50％程度の削減が
図られる。

+2 － +2 +2 +2

IBC/MPC
東京ビッグサイト
(IBC/MPC)

一般的な施設の建設工
事と同程度の排出量に
なる。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」に含めて扱う。

東京都環境確保条例に
基づく排出総量削減義
務が課されており、
14.2％程度の削減が見
込まれる。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

東京都環境確保条例に
基づく排出総量削減義
務が課されており、
14.2％程度の削減が見
込まれる。

0 － +1 － +1

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の削減が図られ
る。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

高水準の省エネル
ギー技術の活用等によ
り、22.5％程度の削減
が図られる。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

高水準の省エネル
ギー技術の活用等によ
り、22.5％程度の削減
が図られる。

+2 － +2 － +2
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評価指標別予測結果表（エネルギー使用量の増減）

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

1
オリンピックスタジアム
(国立霞ヶ丘競技場)

一次
一般的な施設の建設工
事と同程度の消費量に
なる。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」に含めて扱う。

同等施設の標準的な消
費量となる。

一般的な施設の建設工
事と同程度の消費量に
なる。

同等施設の標準的な消
費量となる。

0 － 0 0 0

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の低減が図られ
る。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

高水準の省エネル
ギー技術の活用等によ
り、49.7％程度の低減
が図られる。

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の低減が図られ
る。

高水準の省エネル
ギー技術の活用等によ
り、50％程度の低減が
図られる。

+2 － +2 +2 +2

2 東京体育館 一次
一般的な施設の建設工
事と同程度の消費量に
なる。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」に含めて扱う。

東京都環境確保条例に
基づく排出総量低減義
務が課されており、
16.6％程度の低減が見
込まれる。

一般的な施設の建設工
事と同程度の消費量に
なる。

東京都環境確保条例に
基づく排出総量低減義
務が課されており、
17％程度の低減が見込
まれる。

0 － +1 0 +1

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の低減が図られ
る。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

高効率設備の採用等に
より、17.1％程度の低
減が見込まれる。

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の低減が図られ
る。

東京都環境確保条例に
基づく排出総量低減義
務が課されており、
17％程度の低減が見込
まれる。

+2 － +1 +2 +1

3 国立代々木競技場 一次
一般的な施設の建設工
事と同程度の消費量に
なる。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」に含めて扱う。

同等施設の標準的な消
費量となる。

一般的な施設の建設工
事と同程度の消費量に
なる。

同等施設の標準的な消
費量となる。

0 － 0 0 0

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の低減が図られ
る。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

省エネルギー対策の実
施等により、11.6％程
度の低減が図られる。

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の低減が図られ
る。

省エネルギー対策の実
施等により、10％程度
の低減が図られる。

+2 － +1 +2 +1

4 日本武道館 一次
一般的な施設の建設工
事と同程度の消費量に
なる。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」に含めて扱う。

同等施設の標準的な消
費量となる。

一般的な施設の建設工
事と同程度の消費量に
なる。

同等施設の標準的な消
費量となる。

0 － 0 0 0

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の低減が図られ
る。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

省エネルギー対策の実
施等により、13.2％程
度の低減が図られる。

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の低減が図られ
る。

省エネルギー対策の実
施等により、11.8％程
度の低減が図られる。

+2 － +1 +2 +1

5 皇居外苑 一次
一般的な施設の建設工
事と同程度の消費量に
なる。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」に含めて扱う。

同等施設の標準的な消
費量となる。

一般的な施設の建設工
事と同程度の消費量に
なる。

後利用はないことから
対象外とする。

0 － 0 0 －

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の低減が図られ
る。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

高効率設備の採用等に
より、20％程度の低減
が図られる。

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の低減が図られ
る。

後利用はないことから
対象外とする。

+2 － +2 +2 －

6 東京国際フォーラム 一次
影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」に含めて扱う。

東京都環境確保条例に
基づく排出総量低減義
務が課されており、
17％程度の低減が見込
まれる。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

東京都環境確保条例に
基づく排出総量低減義
務が課されており、
17％程度の低減が見込
まれる。

－ － +1 － +1
影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

東京都環境確保条例に
基づく排出総量低減義
務が課されており、
17％程度の低減が見込
まれる。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

東京都環境確保条例に
基づく排出総量低減義
務が課されており、
17％程度の低減が見込
まれる。

－ － +1 － +1

7 国技館 一次
一般的な施設の建設工
事と同程度の消費量に
なる。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」に含めて扱う。

同等施設の標準的な消
費量となる。

一般的な施設の建設工
事と同程度の消費量に
なる。

同等施設の標準的な消
費量となる。

0 － 0 0 0

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の低減が図られ
る。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

省エネルギー対策の実
施等により、10.9％程
度の低減が図られる。

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の低減が図られ
る。

省エネルギー対策の実
施等により、10％程度
の低減が図られる。

+2 － +1 +2 +1

8 有明アリーナ 一次
一般的な施設の建設工
事と同程度の消費量に
なる。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」に含めて扱う。

同等施設の標準的な消
費量となる。

一般的な施設の建設工
事と同程度の消費量に
なる。

同等施設の標準的な消
費量となる。

0 － 0 0 0

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の低減が図られ
る。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

高水準の省エネル
ギー技術の活用等によ
り、49.5％程度の低減
が図られる。

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の低減が図られ
る。

高水準の省エネル
ギー技術の活用等によ
り、50％程度の低減が
図られる。

+2 － +2 +2 +2

9 有明ＢＭＸコース 一次
一般的な施設の建設工
事と同程度の消費量に
なる。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」に含めて扱う。

同等施設の標準的な消
費量となる。

一般的な施設の建設工
事と同程度の消費量に
なる。

後利用はないことから
対象外とする。

0 － 0 0 －

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の低減が図られ
る。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

高効率設備の採用等に
より、20％程度の低減
が図られる。

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の低減が図られ
る。

後利用はないことから
対象外とする。

+2 － +2 +2 －

10 有明ベロドローム 一次
一般的な施設の建設工
事と同程度の消費量に
なる。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」に含めて扱う。

同等施設の標準的な消
費量となる。

一般的な施設の建設工
事と同程度の消費量に
なる。

後利用はないことから
対象外とする。

0 － 0 0 －

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の低減が図られ
る。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

高効率設備の採用等に
より、20％程度の低減
が図られる。

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の低減が図られ
る。

後利用はないことから
対象外とする。

+2 － +2 +2 －

11 有明体操競技場 一次
一般的な施設の建設工
事と同程度の消費量に
なる。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」に含めて扱う。

同等施設の標準的な消
費量となる。

一般的な施設の建設工
事と同程度の消費量に
なる。

後利用はないことから
対象外とする。

0 － 0 0 －

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の低減が図られ
る。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

高効率設備の採用等に
より、20％程度の低減
が図られる。

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の低減が図られ
る。

後利用はないことから
対象外とする。

+2 － +2 +2 －

12 有明テニスの森 一次
一般的な施設の建設工
事と同程度の消費量に
なる。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」に含めて扱う。

同等施設の標準的な消
費量となる。

一般的な施設の建設工
事と同程度の消費量に
なる。

同等施設の標準的な消
費量となる。

0 － 0 0 0

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の低減が図られ
る。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

高水準の省エネル
ギー技術の活用等によ
り、24.4％程度の低減
が図られる。

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の低減が図られ
る。

高水準の省エネル
ギー技術の活用等によ
り、24.6％程度の低減
が図られる。

+2 － +2 +2 +2

13 お台場海浜公園 一次
一般的な施設の建設工
事と同程度の消費量に
なる。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」に含めて扱う。

同等施設の標準的な消
費量となる。

一般的な施設の建設工
事と同程度の消費量に
なる。

後利用はないことから
対象外とする。

0 － 0 0 －

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の低減が図られ
る。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

高効率設備の採用等に
より、20％程度の低減
が図られる。

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の低減が図られ
る。

後利用はないことから
対象外とする。

+2 － +2 +2 －

14 潮風公園 一次
一般的な施設の建設工
事と同程度の消費量に
なる。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」に含めて扱う。

同等施設の標準的な消
費量となる。

一般的な施設の建設工
事と同程度の消費量に
なる。

後利用はないことから
対象外とする。

0 － 0 0 －

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の低減が図られ
る。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

高効率設備の採用等に
より、20％程度の低減
が図られる。

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の低減が図られ
る。

後利用はないことから
対象外とする。

+2 － +2 +2 －

15～16
東京ビッグサイト・ホール
Ａ、Ｂ

一次
一般的な施設の建設工
事と同程度の消費量に
なる。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」に含めて扱う。

東京都環境確保条例に
基づく排出総量低減義
務が課されており、
16％程度の低減が見込
まれる。

一般的な施設の建設工
事と同程度の消費量に
なる。

東京都環境確保条例に
基づく排出総量低減義
務が課されており、
17％程度の低減が見込
まれる。

0 － +1 0 +1

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の低減が図られ
る。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

高効率設備の採用等に
より、17.2％程度の低
減が見込まれる。

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の低減が図られ
る。

東京都環境確保条例に
基づく排出総量低減義
務が課されており、
17％程度の低減が見込
まれる。

+2 － +1 +2 +1

17 大井ホッケー競技場 一次
一般的な施設の建設工
事と同程度の消費量に
なる。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」に含めて扱う。

同等施設の標準的な消
費量となる。

一般的な施設の建設工
事と同程度の消費量に
なる。

同等施設の標準的な消
費量となる。

0 － 0 0 0

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の低減が図られ
る。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

高水準の省エネル
ギー技術の活用等によ
り、37.2％程度の低減
が図られる。

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の低減が図られ
る。

高水準の省エネル
ギー技術の活用等によ
り、50％程度の低減が
図られる。

+2 － +2 +2 +2

18
海の森クロスカントリー
コース

一次
一般的な施設の建設工
事と同程度の消費量に
なる。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」に含めて扱う。

同等施設の標準的な消
費量となる。

一般的な施設の建設工
事と同程度の消費量に
なる。

後利用はないことから
対象外とする。

0 － 0 0 －

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の低減が図られ
る。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

高効率設備の採用等に
より、20％程度の低減
が図られる。

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の低減が図られ
る。

後利用はないことから
対象外とする。

+2 － +2 +2 －

19 海の森水上競技場 一次
一般的な施設の建設工
事と同程度の消費量に
なる。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」に含めて扱う。

同等施設の標準的な消
費量となる。

一般的な施設の建設工
事と同程度の消費量に
なる。

同等施設の標準的な消
費量となる。

0 － 0 0 0

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の低減が図られ
る。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

高水準の省エネル
ギー技術の活用等によ
り、33.2％程度の低減
が図られる。

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の低減が図られ
る。

高水準の省エネル
ギー技術の活用等によ
り、50％程度の低減が
図られる。

+2 － +2 +2 +2

二次評価

段階別影響 評価点

開催前 開催中 開催後 開催前 開催中 開催後

評価点

開催中 開催後

会場
一次評価

開催後 開催前

段階別影響

一次・二次

開催中開催前

No. 名称
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工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
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後利用に
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工事
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招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

二次評価

段階別影響 評価点

開催前 開催中 開催後 開催前 開催中 開催後

評価点

開催中 開催後

会場
一次評価

開催後 開催前

段階別影響

一次・二次

開催中開催前

No. 名称

20
海の森マウンテンバイク
コース

一次
一般的な施設の建設工
事と同程度の消費量に
なる。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」に含めて扱う。

同等施設の標準的な消
費量となる。

一般的な施設の建設工
事と同程度の消費量に
なる。

後利用はないことから
対象外とする。

0 － 0 0 －

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の低減が図られ
る。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

高効率設備の採用等に
より、20％程度の低減
が図られる。

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の低減が図られ
る。

後利用はないことから
対象外とする。

+2 － +2 +2 －

21 若洲オリンピックマリーナ 一次
一般的な施設の建設工
事と同程度の消費量に
なる。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」に含めて扱う。

同等施設の標準的な消
費量となる。

一般的な施設の建設工
事と同程度の消費量に
なる。

同等施設の標準的な消
費量となる。

0 － 0 0 0

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の低減が図られ
る。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

高水準の省エネル
ギー技術の活用等によ
り、26.4％程度の低減
が図られる。

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の低減が図られ
る。

高水準の省エネル
ギー技術の活用等によ
り、50％程度の低減が
図られる。

+2 － +2 +2 +2

22 葛西臨海公園 一次
一般的な施設の建設工
事と同程度の消費量に
なる。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」に含めて扱う。

同等施設の標準的な消
費量となる。

一般的な施設の建設工
事と同程度の消費量に
なる。

同等施設の標準的な消
費量となる。

0 － 0 0 0

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の低減が図られ
る。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

高水準の省エネル
ギー技術の活用等によ
り、23.1％程度の低減
が図られる。

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の低減が図られ
る。

高水準の省エネル
ギー技術の活用等によ
り、50％程度の低減が
図られる。

+2 － +2 +2 +2

23～24
夢の島ユース・プラザ・ア
リーナＡ、Ｂ

一次
一般的な施設の建設工
事と同程度の消費量に
なる。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」に含めて扱う。

同等施設の標準的な消
費量となる。

一般的な施設の建設工
事と同程度の消費量に
なる。

同等施設の標準的な消
費量となる。

0 － 0 0 0

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の低減が図られ
る。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

高水準の省エネル
ギー技術の活用等によ
り、49.5％程度の低減
が図られる。

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の低減が図られ
る。

高水準の省エネル
ギー技術の活用等によ
り、50％程度の低減が
図られる。

+2 － +2 +2 +2

25 夢の島公園 一次
一般的な施設の建設工
事と同程度の消費量に
なる。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」に含めて扱う。

同等施設の標準的な消
費量となる。

一般的な施設の建設工
事と同程度の消費量に
なる。

後利用はないことから
対象外とする。

0 － 0 0 －

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の低減が図られ
る。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

高効率設備の採用等に
より、20％程度の低減
が図られる。

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の低減が図られ
る。

後利用はないことから
対象外とする。

+2 － +2 +2 －

26 夢の島競技場 一次
一般的な施設の建設工
事と同程度の消費量に
なる。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」に含めて扱う。

同等施設の標準的な消
費量となる。

一般的な施設の建設工
事と同程度の消費量に
なる。

同等施設の標準的な消
費量となる。

0 － 0 0 0

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の低減が図られ
る。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

高効率設備の採用等に
より、18.9％程度の低
減が図られる。

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の低減が図られ
る。

省エネルギー対策の実
施等により、10％程度
の低減が図られる。

+2 － +1 +2 +1

27～28
オリンピックアクアティク
スセンター
ウォーターポロアリーナ

一次
一般的な施設の建設工
事と同程度の消費量に
なる。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」に含めて扱う。

同等施設の標準的な消
費量となる。

一般的な施設の建設工
事と同程度の消費量に
なる。

同等施設の標準的な消
費量となる。

0 － 0 0 0

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の低減が図られ
る。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

高水準の省エネル
ギー技術の活用等によ
り、33.3％程度の低減
が図られる。

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の低減が図られ
る。

高水準の省エネル
ギー技術の活用等によ
り、50％程度の低減が
図られる。

+2 － +2 +2 +2

29
武蔵野の森総合スポーツ施
設

一次
一般的な施設の建設工
事と同程度の消費量に
なる。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」に含めて扱う。

同等施設の標準的な消
費量となる。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

同等施設の標準的な消
費量となる。

0 － 0 － 0

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の低減が図られ
る。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

高水準の省エネル
ギー技術の活用等によ
り、50％程度の低減が
図られる。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

高水準の省エネル
ギー技術の活用等によ
り、50％程度の低減が
図られる。

+2 － +2 － +2

30 東京スタジアム 一次
一般的な施設の建設工
事と同程度の消費量に
なる。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」に含めて扱う。

同等施設の標準的な消
費量となる。

一般的な施設の建設工
事と同程度の消費量に
なる。

同等施設の標準的な消
費量となる。

0 － 0 0 0

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の低減が図られ
る。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

省エネルギー対策の実
施等により、10.2％程
度の低減が図られる。

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の低減が図られ
る。

省エネルギー対策の実
施等により、10％程度
の低減が図られる。

+2 － +1 +2 +1

31 武蔵野の森公園 一次
一般的な施設の建設工
事と同程度の消費量に
なる。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」に含めて扱う。

同等施設の標準的な消
費量となる。

一般的な施設の建設工
事と同程度の消費量に
なる。

後利用はないことから
対象外とする。

0 － 0 0 －

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の低減が図られ
る。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

高効率設備の採用等に
より、20％程度の低減
が図られる。

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の低減が図られ
る。

後利用はないことから
対象外とする。

+2 － +2 +2 －

32 陸上自衛隊朝霞訓練場 一次
一般的な施設の建設工
事と同程度の消費量に
なる。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」に含めて扱う。

同等施設の標準的な消
費量となる。

一般的な施設の建設工
事と同程度の消費量に
なる。

後利用はないことから
対象外とする。

0 － 0 0 －

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の低減が図られ
る。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

高効率設備の採用等に
より、20％程度の低減
が図られる。

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の低減が図られ
る。

後利用はないことから
対象外とする。

+2 － +2 +2 －

33 霞ヶ関カンツリー倶楽部 一次
一般的な施設の建設工
事と同程度の消費量に
なる。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」に含めて扱う。

同等施設の標準的な消
費量となる。

一般的な施設の建設工
事と同程度の消費量に
なる。

同等施設の標準的な消
費量となる。

0 － 0 0 0

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の低減が図られ
る。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

高効率設備の採用等に
より、16.7％程度の低
減が図られる。

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の低減が図られ
る。

省エネルギー対策の実
施等により、10％程度
の低減が図られる。

+2 － +1 +2 +1

34 札幌ドーム 一次
一般的な施設の建設工
事と同程度の消費量に
なる。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」に含めて扱う。

第一種エネルギー指定
管理工場に指定されて
おり、7.8％程度の低減
が見込まれる。

一般的な施設の建設工
事と同程度の消費量に
なる。

第一種エネルギー指定
管理工場に指定されて
おり、8％程度の低減が
見込まれる。

0 － +1 0 +1

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の低減が図られ
る。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

省エネルギー対策の実
施等により、10.2％程
度の低減が図られる。

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の低減が図られ
る。

省エネルギー対策の実
施等により、10％程度
の低減が図られる。

+2 － +1 +2 +1

35 宮城スタジアム 一次
一般的な施設の建設工
事と同程度の消費量に
なる。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」に含めて扱う。

第一種エネルギー指定
管理工場に指定されて
おり、7.8％程度の低減
が見込まれる。

一般的な施設の建設工
事と同程度の消費量に
なる。

第一種エネルギー指定
管理工場に指定されて
おり、8％程度の低減が
見込まれる。

0 － +1 0 +1

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の低減が図られ
る。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

省エネルギー対策の実
施等により10.2％程度
の低減が図られる。

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の低減が図られ
る。

省エネルギー対策の実
施等により、10％程度
の低減が図られる。

+2 － +1 +2 +1

36 埼玉スタジアム2002 一次
一般的な施設の建設工
事と同程度の消費量に
なる。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」に含めて扱う。

第一種エネルギー指定
管理工場に指定されて
おり、7.5％程度の低減
が見込まれる。

一般的な施設の建設工
事と同程度の消費量に
なる。

第一種エネルギー指定
管理工場に指定されて
おり、8％程度の低減が
見込まれる。

0 － +1 0 +1

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の低減が図られ
る。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

省エネルギー対策の実
施等により10.7％程度
の低減が図られる。

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の低減が図られ
る。

省エネルギー対策の実
施等により、10％程度
の低減が図られる。

+2 － +1 +2 +1

37 横浜国際総合競技場 一次
一般的な施設の建設工
事と同程度の消費量に
なる。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」に含めて扱う。

第二種エネルギー指定
管理工場に指定されて
おり、7.8％程度の低減
が見込まれる。

一般的な施設の建設工
事と同程度の消費量に
なる。

第二種エネルギー指定
管理工場に指定されて
おり、8％程度の低減が
見込まれる。

0 － +1 0 +1

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の低減が図られ
る。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

省エネルギー対策の実
施等により10.2％程度
の低減が図られる。

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の低減が図られ
る。

省エネルギー対策の実
施等により、10％程度
の低減が図られる。

+2 － +1 +2 +1

OV 選手村 一次
一般的な施設の建設工
事と同程度の消費量に
なる。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」に含めて扱う。

同等施設の標準的な消
費量となる。

一般的な施設の建設工
事と同程度の消費量に
なる。

同等施設の標準的な消
費量となる。

0 － 0 0 0

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の低減が図られ
る。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

高水準の省エネル
ギー技術の活用等によ
り、42.4％程度の低減
が図られる。

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の低減が図られ
る。

高水準の省エネル
ギー技術の活用等によ
り、50％程度の低減が
図られる。

+2 － +2 +2 +2

IBC/MPC
東京ビッグサイト
(IBC/MPC)

一次
一般的な施設の建設工
事と同程度の消費量に
なる。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」に含めて扱う。

東京都環境確保条例に
基づく排出総量低減義
務が課されており、
14.2％程度の低減が見
込まれる。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

東京都環境確保条例に
基づく排出総量低減義
務が課されており、
14.2％程度の低減が見
込まれる。

0 － +1 － +1

低燃費型建設機械の採
用等により、約20～
40％の低減が図られ
る。

開催中の施設の存在に
よる影響については、
「競技の実施による影
響」で扱い、ここでは
対象外とする。

高水準の省エネル
ギー技術の活用等によ
り、22.5％程度の低減
が図られる。

影響要因は想定されな
いことから対象外とす
る。

高水準の省エネル
ギー技術の活用等によ
り、22.5％程度の低減
が図られる。

+2 － +2 － +2
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評価指標別予測結果表（土地の転用）

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

1
オリンピックスタジアム
(国立霞ヶ丘競技場)

改変エリアは現在公
園、運動場及び商業用
地となっており、自然
地や農地は存在しな
い。

0

改変エリアは現在公
園、運動場及び商業用
地となっており、自然
地や農地は存在しな
い。

0

2 東京体育館

改変エリアは現在公
園、運動場及び商業用
地となっており、自然
地や農地は存在しな
い。

0

改変エリアは現在公
園、運動場及び商業用
地となっており、自然
地や農地は存在しな
い。

0

3 国立代々木競技場

改変エリアは現在公
園、運動場及び商業用
地となっており、自然
地や農地は存在しな
い。

0

改変エリアは現在公
園、運動場及び商業用
地となっており、自然
地や農地は存在しな
い。

0

4 日本武道館

改変エリアは現在公
園、運動場及び商業用
地となっており、自然
地や農地は存在しな
い。

0

改変エリアは現在公
園、運動場及び商業用
地となっており、自然
地や農地は存在しな
い。

0

5 皇居外苑

改変エリアは現在道
路、公園、運動場と
なっており、自然地や
農地は存在しない。

0

改変エリアは現在道
路、公園、運動場と
なっており、自然地や
農地は存在しない。

0

6 東京国際フォーラム
敷地内における設営等
にとどまるため土地の
改変はない。

0
敷地内における設営等
にとどまるため土地の
改変はない。

0

7 国技館
改変エリアは公共用地
となっており、自然地
や農地は存在しない。

0
改変エリアは公共用地
となっており、自然地
や農地は存在しない。

0

8 有明アリーナ

改変エリアは現在未利
用地となっており、自
然地や農地は存在しな
い。

0

改変エリアは現在未利
用地となっており、自
然地や農地は存在しな
い。

0

9 有明ＢＭＸコース

改変エリアは現在未利
用地となっており、自
然地や農地は存在しな
い。

0

改変エリアは現在未利
用地となっており、自
然地や農地は存在しな
い。

0

10 有明ベロドローム

改変エリアは現在未利
用地となっており、自
然地や農地は存在しな
い。

0

改変エリアは現在未利
用地となっており、自
然地や農地は存在しな
い。

0

11 有明体操競技場

改変エリアは現在未利
用地となっており、自
然地や農地は存在しな
い。

0

改変エリアは現在未利
用地となっており、自
然地や農地は存在しな
い。

0

12 有明テニスの森

改変エリアは現在屋外
利用地、公園、運動場
等となっており、自然
地や農地は存在しな
い。

0

改変エリアは現在屋外
利用地、公園、運動場
等となっており、自然
地や農地は存在しな
い。

0

13 お台場海浜公園

改変エリアは現在屋外
利用地、公園、運動場
等となっており、自然
地や農地は存在しな
い。

0

改変エリアは現在屋外
利用地、公園、運動場
等となっており、自然
地や農地は存在しな
い。

0

14 潮風公園

改変エリアは現在屋外
利用地、公園、運動場
等となっており、自然
地や農地は存在しな
い。

0

改変エリアは現在屋外
利用地、公園、運動場
等となっており、自然
地や農地は存在しな
い。

0

15～16
東京ビッグサイト・ホール
Ａ、Ｂ

改変エリアは現在商業
用地、屋外利用地等と
なっており、自然地や
農地は存在しない。

0

改変エリアは現在商業
用地、屋外利用地等と
なっており、自然地や
農地は存在しない。

0

17 大井ホッケー競技場

改変エリアは現在公
園、運動場及び商業用
地となっており、自然
地や農地は存在しない
運動場となっており、
自然地や農地は存在し
ない。

0

改変エリアは現在公
園、運動場及び商業用
地となっており、自然
地や農地は存在しない
運動場となっており、
自然地や農地は存在し
ない。

0

18
海の森クロスカントリー
コース

改変エリアは現在未利
用地となっており、自
然地や農地は存在しな
い。

0

改変エリアは現在未利
用地となっており、自
然地や農地は存在しな
い。

0

19 海の森水上競技場

改変エリアは現在未利
用地となっており、自
然地や農地は存在しな
い。

0

改変エリアは現在未利
用地となっており、自
然地や農地は存在しな
い。

0

20
海の森マウンテンバイク
コース

改変エリアは現在未利
用地となっており、自
然地や農地は存在しな
い。

0

改変エリアは現在未利
用地となっており、自
然地や農地は存在しな
い。

0

21 若洲オリンピックマリーナ

改変エリアは現在敷地
内の屋外利用地や公
園、運動場となってお
り自然地や農地は存在
しない。

0

改変エリアは現在敷地
内の屋外利用地や公
園、運動場となってお
り自然地や農地は存在
しない。

0

開催中 開催後開催後

No.

二次評価

段階別影響 評価点

開催前 開催中 開催後 開催前開催中

名称

会場
段階別影響

開催中開催前

一次評価

開催後 開催前

評価点
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評価指標別予測結果表（土地の転用）

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

開催中 開催後開催後

No.

二次評価

段階別影響 評価点

開催前 開催中 開催後 開催前開催中

名称

会場
段階別影響

開催中開催前

一次評価

開催後 開催前

評価点

22 葛西臨海公園

改変エリアは屋外利用
地や公園、運動場等で
あり自然地や農地は存
在しない。

0

改変エリアは屋外利用
地や公園、運動場等で
あり自然地や農地は存
在しない。

0

23～24
夢の島ユース・プラザ・ア
リーナＡ、Ｂ

改変エリアは未利用
地、公園、運動場と
なっており自然地や農
地は存在しない。

0

改変エリアは未利用
地、公園、運動場と
なっており自然地や農
地は存在しない。

0

25 夢の島公園

改変エリアは公園、運
動場となっており自然
地や農地は存在しな
い。

0

改変エリアは公園、運
動場となっており自然
地や農地は存在しな
い。

0

26 夢の島競技場

改変エリアは公園、運
動場となっており自然
地や農地は存在しな
い。

0

改変エリアは公園、運
動場となっており自然
地や農地は存在しな
い。

0

27～28
オリンピックアクアティク
スセンター
ウォーターポロアリーナ

改変エリアは公園、運
動場となっており自然
地や農地は存在しな
い。

0

改変エリアは公園、運
動場となっており自然
地や農地は存在しな
い。

0

29
武蔵野の森総合スポーツ施
設

改変エリアは未利用地
となっており、自然地
や農地は存在しない。

0
改変エリアは未利用地
となっており、自然地
や農地は存在しない。

0

30 東京スタジアム

改変エリアは一時的な
プレハブ等の仮設に留
まり土地の改変はな
い。

0

改変エリアは一時的な
プレハブ等の仮設に留
まり土地の改変はな
い。

0

31 武蔵野の森公園

改変エリアは現在屋外
利用地、公園、運動場
等となっており、自然
地や農地は存在しな
い。

0

改変エリアは現在屋外
利用地、公園、運動場
等となっており、自然
地や農地は存在しな
い。

0

32 陸上自衛隊朝霞訓練場

改変エリアは一時的な
プレハブ等の仮設に留
まり土地の改変はな
い。

0

改変エリアは一時的な
プレハブ等の仮設に留
まり土地の改変はな
い。

0

33 霞ヶ関カンツリー倶楽部

改変エリアはゴルフ場
内の整理された区画で
あり、自然地や農地等
は存在しない。

0

改変エリアはゴルフ場
内の整理された区画で
あり、自然地や農地等
は存在しない。

0

34 札幌ドーム

改変エリアは一時的な
プレハブ等の仮設に留
まり土地の改変はな
い。

0

改変エリアは一時的な
プレハブ等の仮設に留
まり土地の改変はな
い。

0

35 宮城スタジアム

改変エリアは一時的な
プレハブ等の仮設に留
まり土地の改変はな
い。

0

改変エリアは一時的な
プレハブ等の仮設に留
まり土地の改変はな
い。

0

36 埼玉スタジアム2002

改変エリアは一時的な
プレハブ等の仮設に留
まり土地の改変はな
い。

0

改変エリアは一時的な
プレハブ等の仮設に留
まり土地の改変はな
い。

0

37 横浜国際総合競技場

改変エリアは一時的な
プレハブ等の仮設に留
まり土地の改変はな
い。

0

改変エリアは一時的な
プレハブ等の仮設に留
まり土地の改変はな
い。

0

OV 選手村

改変エリアは未利用地
や屋外利用地、公園、
運動場となっており自
然地や農地は存在しな
い。

0

改変エリアは未利用地
や屋外利用地、公園、
運動場となっており自
然地や農地は存在しな
い。

0

IBC/MPC
東京ビッグサイト
(IBC/MPC)

改変エリアは主に屋外
利用地であり自然地や
農地は存在しない。

0
改変エリアは主に屋外
利用地であり自然地や
農地は存在しない。

0
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評価指標別予測結果表（土地の有効利用）

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

1
オリンピックスタジアム
(国立霞ヶ丘競技場)

未利用地の有効利用は
ない。

未利用地の有効利用は
ない。

0 0
未利用地の有効利用は
ない。

未利用地の有効利用は
ない。

0 0

2 東京体育館
未利用地の有効利用は
ない。

未利用地の有効利用は
ない。

0 0
未利用地の有効利用は
ない。

未利用地の有効利用は
ない。

0 0

3 国立代々木競技場
未利用地の有効利用は
ない。

未利用地の有効利用は
ない。

0 0
未利用地の有効利用は
ない。

未利用地の有効利用は
ない。

0 0

4 日本武道館
未利用地の有効利用は
ない。

未利用地の有効利用は
ない。

0 0
未利用地の有効利用は
ない。

未利用地の有効利用は
ない。

0 0

5 皇居外苑
未利用地の有効利用は
ない。

未利用地の有効利用は
ない。

0 0
未利用地の有効利用は
ない。

未利用地の有効利用は
ない。

0 0

6 東京国際フォーラム
未利用地の有効利用は
ない。

未利用地の有効利用は
ない。

0 0
未利用地の有効利用は
ない。

未利用地の有効利用は
ない。

0 0

7 国技館
未利用地の有効利用は
ない。

未利用地の有効利用は
ない。

0 0
未利用地の有効利用は
ない。

未利用地の有効利用は
ない。

0 0

8 有明アリーナ

会場の大部分が未利用
地であり、開催中に競
技会場として有効活用
される。

大規模体育館としての
有効利用が継続され
る。

+2 +2

会場の大部分が未利用
地であり、開催中に競
技会場として有効活用
される。

大規模体育館としての
有効利用が継続され
る。

+2 +2

9 有明ＢＭＸコース

会場の大部分が未利用
地であり、開催中に競
技会場として有効活用
される。

一部海浜公園として整
備されるが大部分は未
利用地に戻る。

+2 +1

会場の大部分が未利用
地であり、開催中に競
技会場として有効活用
される。

一部海浜公園として整
備されるが大部分は未
利用地に戻る。

+2 +1

10 有明ベロドローム

会場の大部分が未利用
地であり、開催中に競
技会場として有効活用
される。

一部海浜公園として整
備されるが大部分は未
利用地に戻る。

+2 +1

会場の大部分が未利用
地であり、開催中に競
技会場として有効活用
される。

一部海浜公園として整
備されるが大部分は未
利用地に戻る。

+2 +1

11 有明体操競技場

会場の大部分が未利用
地であり、開催中に競
技会場として有効活用
される。

一部海浜公園として整
備されるが大部分は未
利用地に戻る。

+2 +1

会場の大部分が未利用
地であり、開催中に競
技会場として有効活用
される。

一部海浜公園として整
備されるが大部分は未
利用地に戻る。

+2 +1

12 有明テニスの森
未利用地の有効利用は
ない。

未利用地の有効利用は
ない。

0 0
未利用地の有効利用は
ない。

未利用地の有効利用は
ない。

0 0

13 お台場海浜公園
未利用地の有効利用は
ない。

未利用地の有効利用は
ない。

0 0
未利用地の有効利用は
ない。

未利用地の有効利用は
ない。

0 0

14 潮風公園
未利用地の有効利用は
ない。

未利用地の有効利用は
ない。

0 0
未利用地の有効利用は
ない。

未利用地の有効利用は
ない。

0 0

15～16
東京ビッグサイト・ホール
Ａ、Ｂ

未利用地の有効利用は
ない。

未利用地の有効利用は
ない。

0 0
未利用地の有効利用は
ない。

未利用地の有効利用は
ない。

0 0

17 大井ホッケー競技場
未利用地の有効利用は
ない。

未利用地の有効利用は
ない。

0 0
未利用地の有効利用は
ない。

未利用地の有効利用は
ない。

0 0

18
海の森クロスカントリー
コース

会場の大部分が未利用
地であり、開催中に競
技会場として有効活用
される。

公共公園として都民の
憩いの場として有効利
用が継続される。

+2 +2

会場の大部分が未利用
地であり、開催中に競
技会場として有効活用
される。

公共公園として都民の
憩いの場として有効利
用が継続される。

+2 +2

19 海の森水上競技場

会場の大部分が未利用
地であり、開催中に競
技会場として有効活用
される。

都民の水辺のレクリ
エーションとして有効
利用が継続される。

+2 +2

会場の大部分が未利用
地であり、開催中に競
技会場として有効活用
される。

都民の水辺のレクリ
エーションとして有効
利用が継続される。

+2 +2

20
海の森マウンテンバイク
コース

会場の大部分が未利用
地であり、開催中に競
技会場として有効活用
される。

会場の後利用が想定さ
れず未利用地に戻る。

+2 0

会場の大部分が未利用
地であり、開催中に競
技会場として有効活用
される。

会場の後利用が想定さ
れず未利用地に戻る。

+2 0

21 若洲オリンピックマリーナ
未利用地の有効利用は
ない。

未利用地の有効利用は
ない。

0 0
未利用地の有効利用は
ない。

未利用地の有効利用は
ない。

0 0

22 葛西臨海公園
未利用地の有効利用は
ない。

未利用地の有効利用は
ない。

0 0
未利用地の有効利用は
ない。

未利用地の有効利用は
ない。

0 0

23～24
夢の島ユース・プラザ・ア
リーナＡ、Ｂ

会場の一部が未利用地
であり開催中に競技会
場として有効活用され
る。

大規模体育館としての
有効利用が継続され
る。

+1 +1

会場の一部が未利用地
であり開催中に競技会
場として有効活用され
る。

大規模体育館としての
有効利用が継続され
る。

+1 +1

25 夢の島公園
未利用地の有効利用は
ない。

未利用地の有効利用は
ない。

0 0
未利用地の有効利用は
ない。

未利用地の有効利用は
ない。

0 0

26 夢の島競技場
未利用地の有効利用は
ない。

未利用地の有効利用は
ない。

0 0
未利用地の有効利用は
ない。

未利用地の有効利用は
ない。

0 0

27～28
オリンピックアクアティク
スセンター
ウォーターポロアリーナ

未利用地の有効利用は
ない。

未利用地の有効利用は
ない。

0 0
未利用地の有効利用は
ない。

未利用地の有効利用は
ない。

0 0

開催中 開催後開催後

No.

二次評価

段階別影響 評価点

開催前 開催中 開催後 開催前開催中

名称
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段階別影響

開催中開催前

一次評価

開催後 開催前

評価点
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評価指標別予測結果表（土地の有効利用）
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No.

二次評価

段階別影響 評価点

開催前 開催中 開催後 開催前開催中

名称

会場
段階別影響

開催中開催前

一次評価

開催後 開催前

評価点

29
武蔵野の森総合スポーツ施
設

会場の大部分が未利用
地であり、開催中に競
技会場として有効活用
される。

国内及び国際スポーツ
大会の開催施設として
有効利用が継続され
る。

+2 +2

会場の大部分が未利用
地であり、開催中に競
技会場として有効活用
される。

国内及び国際スポーツ
大会の開催施設として
有効利用が継続され
る。

+2 +2

30 東京スタジアム
未利用地の有効利用は
ない。

未利用地の有効利用は
ない。

0 0
未利用地の有効利用は
ない。

未利用地の有効利用は
ない。

0 0

31 武蔵野の森公園
未利用地の有効利用は
ない。

未利用地の有効利用は
ない。

0 0
未利用地の有効利用は
ない。

未利用地の有効利用は
ない。

0 0

32 陸上自衛隊朝霞訓練場
未利用地の有効利用は
ない。

未利用地の有効利用は
ない。

0 0
未利用地の有効利用は
ない。

未利用地の有効利用は
ない。

0 0

33 霞ヶ関カンツリー倶楽部
未利用地の有効利用は
ない。

未利用地の有効利用は
ない。

0 0
未利用地の有効利用は
ない。

未利用地の有効利用は
ない。

0 0

34 札幌ドーム
未利用地の有効利用は
ない。

未利用地の有効利用は
ない。

0 0
未利用地の有効利用は
ない。

未利用地の有効利用は
ない。

0 0

35 宮城スタジアム
未利用地の有効利用は
ない。

未利用地の有効利用は
ない。

0 0
未利用地の有効利用は
ない。

未利用地の有効利用は
ない。

0 0

36 埼玉スタジアム2002
未利用地の有効利用は
ない。

未利用地の有効利用は
ない。

0 0
未利用地の有効利用は
ない。

未利用地の有効利用は
ない。

0 0

37 横浜国際総合競技場
未利用地の有効利用は
ない。

未利用地の有効利用は
ない。

0 0
未利用地の有効利用は
ない。

未利用地の有効利用は
ない。

0 0

OV 選手村

会場の一部が未利用地
であり開催中に選手村
として有効活用され
る。

都民の居住コミュニ
ティとして有効利用が
継続される。

+1 +1

会場の一部が未利用地
であり開催中に選手村
として有効活用され
る。

都民の居住コミュニ
ティとして有効利用が
継続される。

+1 +1

IBC/MPC
東京ビッグサイト
(IBC/MPC)

未利用地の有効利用は
ない。

未利用地の有効利用は
ない。

0 0
未利用地の有効利用は
ない。

未利用地の有効利用は
ない。

0 0
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評価指標別予測結果表（生活移動動線の分断又は進展）

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

1
オリンピックスタジアム
(国立霞ヶ丘競技場)

既に公共的な利用がな
されている施設の場所
であり、改変エリアは
生活移動動線に影響し
ない。

屋外競技による影響は
一時的であり、生活移
動動線への影響はほと
んど現況と変わらな
い。

移動動線は確保されて
おり、後利用時も生活
移動動線への影響はな
い。

0 0 0

既に公共的な利用がな
されている施設の場所
であり、改変エリアは
生活移動動線に影響し
ない。

屋外競技による影響は
一時的であり、生活移
動動線への影響はほと
んど現況と変わらな
い。

移動動線は確保されて
おり、後利用時も生活
移動動線への影響はな
い。

0 0 0

2 東京体育館

既に公共的な利用がな
されている施設の場所
であり、改変エリアは
生活移動動線に影響し
ない。

移動動線は確保されて
おり、競技中も現況と
変わらない。

0 0

既に公共的な利用がな
されている施設の場所
であり、改変エリアは
生活移動動線に影響し
ない。

移動動線は確保されて
おり、競技中も現況と
変わらない。

0 0

3 国立代々木競技場

既に公共的な利用がな
されている施設の場所
であり、改変エリアは
生活移動動線に影響し
ない。

移動動線は確保されて
おり、競技中も現況と
変わらない。

0 0

既に公共的な利用がな
されている施設の場所
であり、改変エリアは
生活移動動線に影響し
ない。

移動動線は確保されて
おり、競技中も現況と
変わらない。

0 0

4 日本武道館

既に公共的な利用がな
されている施設の場所
であり、改変エリアは
生活移動動線に影響し
ない。

移動動線は確保されて
おり、競技中も現況と
変わらない。

移動動線は確保されて
おり、後利用時も生活
移動動線への影響はな
い。

0 0 0

既に公共的な利用がな
されている施設の場所
であり、改変エリアは
生活移動動線に影響し
ない。

移動動線は確保されて
おり、競技中も現況と
変わらない。

移動動線は確保されて
おり、後利用時も生活
移動動線への影響はな
い。

0 0 0

5 皇居外苑

既に公共的な利用がな
されている施設の場所
であり、改変エリアは
生活移動動線に影響し
ない。

屋外競技による影響は
一時的であり、生活移
動動線への影響はほと
んど現況と変わらな
い。

移動動線は確保されて
おり、後利用時も生活
移動動線への影響はな
い。

0 0 0

既に公共的な利用がな
されている施設の場所
であり、改変エリアは
生活移動動線に影響し
ない。

屋外競技による影響は
一時的であり、生活移
動動線への影響はほと
んど現況と変わらな
い。

移動動線は確保されて
おり、後利用時も生活
移動動線への影響はな
い。

0 0 0

6 東京国際フォーラム

既に公共的な利用がな
されている施設の場所
であり、改変エリアは
生活移動動線に影響し
ない。

移動動線は確保されて
おり、競技中も現況と
変わらない。

0 0

既に公共的な利用がな
されている施設の場所
であり、改変エリアは
生活移動動線に影響し
ない。

移動動線は確保されて
おり、競技中も現況と
変わらない。

0 0

7 国技館

既に公共的な利用がな
されている施設の場所
であり、改変エリアは
生活移動動線に影響し
ない。

移動動線は確保されて
おり、競技中も現況と
変わらない。

0 0

既に公共的な利用がな
されている施設の場所
であり、改変エリアは
生活移動動線に影響し
ない。

移動動線は確保されて
おり、競技中も現況と
変わらない。

0 0

8 有明アリーナ

既に公共的な利用がな
されている施設の場所
であり、改変エリアは
生活移動動線に影響し
ない。

移動動線は確保されて
おり、競技中も現況と
変わらない。

移動動線は確保されて
おり、後利用時も生活
移動動線への影響はな
い。

0 0 0

既に公共的な利用がな
されている施設の場所
であり、改変エリアは
生活移動動線に影響し
ない。

移動動線は確保されて
おり、競技中も現況と
変わらない。

移動動線は確保されて
おり、後利用時も生活
移動動線への影響はな
い。

0 0 0

9 有明ＢＭＸコース

既に公共的な利用がな
されている施設の場所
であり、改変エリアは
生活移動動線に影響し
ない。

移動動線は確保されて
おり、競技中も現況と
変わらない。

施設撤去後の後利用が
想定されない。

0 0 －

既に公共的な利用がな
されている施設の場所
であり、改変エリアは
生活移動動線に影響し
ない。

移動動線は確保されて
おり、競技中も現況と
変わらない。

施設撤去後の後利用が
想定されない。

0 0 －

10 有明ベロドローム

既に公共的な利用がな
されている施設の場所
であり、改変エリアは
生活移動動線に影響し
ない。

移動動線は確保されて
おり、競技中も現況と
変わらない。

施設撤去後の後利用が
想定されない。

0 0 －

既に公共的な利用がな
されている施設の場所
であり、改変エリアは
生活移動動線に影響し
ない。

移動動線は確保されて
おり、競技中も現況と
変わらない。

施設撤去後の後利用が
想定されない。

0 0 －

11 有明体操競技場

既に公共的な利用がな
されている施設の場所
であり、改変エリアは
生活移動動線に影響し
ない。

移動動線は確保されて
おり、競技中も現況と
変わらない。

施設撤去後の後利用が
想定されない。

0 0 －

既に公共的な利用がな
されている施設の場所
であり、改変エリアは
生活移動動線に影響し
ない。

移動動線は確保されて
おり、競技中も現況と
変わらない。

施設撤去後の後利用が
想定されない。

0 0 －

12 有明テニスの森

既に公共的な利用がな
されている施設の場所
であり、改変エリアは
生活移動動線に影響し
ない。

移動動線は確保されて
おり、競技中も現況と
変わらない。

移動動線は確保されて
おり、後利用時も生活
移動動線への影響はな
い。

0 0 0

既に公共的な利用がな
されている施設の場所
であり、改変エリアは
生活移動動線に影響し
ない。

移動動線は確保されて
おり、競技中も現況と
変わらない。

移動動線は確保されて
おり、後利用時も生活
移動動線への影響はな
い。

0 0 0

13 お台場海浜公園

既に公共的な利用がな
されている施設の場所
であり、改変エリアは
生活移動動線に影響し
ない。

屋外競技による影響は
一時的であり、生活移
動動線への影響はほと
んど現況と変わらな
い。

移動動線は確保されて
おり、後利用時も生活
移動動線への影響はな
い。

0 0 0

既に公共的な利用がな
されている施設の場所
であり、改変エリアは
生活移動動線に影響し
ない。

屋外競技による影響は
一時的であり、生活移
動動線への影響はほと
んど現況と変わらな
い。

移動動線は確保されて
おり、後利用時も生活
移動動線への影響はな
い。

0 0 0

14 潮風公園

既に公共的な利用がな
されている施設の場所
であり、改変エリアは
生活移動動線に影響し
ない。

移動動線は確保されて
おり、競技中も現況と
変わらない。

移動動線は確保されて
おり、後利用時も生活
移動動線への影響はな
い。

0 0 0

既に公共的な利用がな
されている施設の場所
であり、改変エリアは
生活移動動線に影響し
ない。

移動動線は確保されて
おり、競技中も現況と
変わらない。

移動動線は確保されて
おり、後利用時も生活
移動動線への影響はな
い。

0 0 0

15～16
東京ビッグサイト・ホール
Ａ、Ｂ

既に公共的な利用がな
されている施設の場所
であり、改変エリアは
生活移動動線に影響し
ない。

移動動線は確保されて
おり、競技中も現況と
変わらない。

0 0

既に公共的な利用がな
されている施設の場所
であり、改変エリアは
生活移動動線に影響し
ない。

移動動線は確保されて
おり、競技中も現況と
変わらない。

0 0

17 大井ホッケー競技場

既に公共的な利用がな
されている施設の場所
であり、改変エリアは
生活移動動線に影響し
ない。

移動動線は確保されて
おり、競技中も現況と
変わらない。

移動動線は確保されて
おり、後利用時も生活
移動動線への影響はな
い。

0 0 0

既に公共的な利用がな
されている施設の場所
であり、改変エリアは
生活移動動線に影響し
ない。

移動動線は確保されて
おり、競技中も現況と
変わらない。

移動動線は確保されて
おり、後利用時も生活
移動動線への影響はな
い。

0 0 0

18
海の森クロスカントリー
コース

海の森地域での地域住
民等の生活移動動線の
分断等の影響は生じな
い。

移動動線は確保されて
おり、競技中も現況と
変わらない。

移動動線は確保されて
おり、後利用時も生活
移動動線への影響はな
い。

0 0 0

海の森地域での地域住
民等の生活移動動線の
分断等の影響は生じな
い。

移動動線は確保されて
おり、競技中も現況と
変わらない。

移動動線は確保されて
おり、後利用時も生活
移動動線への影響はな
い。

0 0 0

19 海の森水上競技場

海の森地域での地域住
民等の生活移動動線の
分断等の影響は生じな
い。

移動動線は確保されて
おり、競技中も現況と
変わらない。

移動動線は確保されて
おり、後利用時も生活
移動動線への影響はな
い。

0 0 0

海の森地域での地域住
民等の生活移動動線の
分断等の影響は生じな
い。

移動動線は確保されて
おり、競技中も現況と
変わらない。

移動動線は確保されて
おり、後利用時も生活
移動動線への影響はな
い。

0 0 0

20
海の森マウンテンバイク
コース

海の森地域での地域住
民等の生活移動動線の
分断等の影響は生じな
い。

移動動線は確保されて
おり、競技中も現況と
変わらない。

施設撤去後の後利用が
想定されない。

0 0 －

海の森地域での地域住
民等の生活移動動線の
分断等の影響は生じな
い。

移動動線は確保されて
おり、競技中も現況と
変わらない。

施設撤去後の後利用が
想定されない。

0 0 －

二次評価

段階別影響 評価点

開催前 開催中 開催後 開催前 開催中 開催後

評価点

開催中 開催後

会場
一次評価

開催後 開催前

段階別影響

開催中開催前

No. 名称
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評価指標別予測結果表（生活移動動線の分断又は進展）

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

二次評価

段階別影響 評価点

開催前 開催中 開催後 開催前 開催中 開催後

評価点

開催中 開催後

会場
一次評価

開催後 開催前

段階別影響

開催中開催前

No. 名称

21 若洲オリンピックマリーナ

既に公共的な利用がな
されている施設の場所
であり、改変エリアは
生活移動動線に影響し
ない。

移動動線は確保されて
おり、競技中も現況と
変わらない。

移動動線は確保されて
おり、後利用時も生活
移動動線への影響はな
い。

0 0 0

既に公共的な利用がな
されている施設の場所
であり、改変エリアは
生活移動動線に影響し
ない。

移動動線は確保されて
おり、競技中も現況と
変わらない。

移動動線は確保されて
おり、後利用時も生活
移動動線への影響はな
い。

0 0 0

22 葛西臨海公園

既に公共的な利用がな
されている施設の場所
であり、改変エリアは
生活移動動線に影響し
ない。

移動動線は確保されて
おり、競技中も現況と
変わらない。

移動動線は確保されて
おり、後利用時も生活
移動動線への影響はな
い。

0 0 0

既に公共的な利用がな
されている施設の場所
であり、改変エリアは
生活移動動線に影響し
ない。

移動動線は確保されて
おり、競技中も現況と
変わらない。

移動動線は確保されて
おり、後利用時も生活
移動動線への影響はな
い。

0 0 0

23～24
夢の島ユース・プラザ・ア
リーナＡ、Ｂ

既に公共的な利用がな
されている施設の場所
であり、改変エリアは
生活移動動線に影響し
ない。

移動動線は確保されて
おり、競技中も現況と
変わらない。

移動動線は確保されて
おり、後利用時も生活
移動動線への影響はな
い。

0 0 0

既に公共的な利用がな
されている施設の場所
であり、改変エリアは
生活移動動線に影響し
ない。

移動動線は確保されて
おり、競技中も現況と
変わらない。

移動動線は確保されて
おり、後利用時も生活
移動動線への影響はな
い。

0 0 0

25 夢の島公園

既に公共的な利用がな
されている施設の場所
であり、改変エリアは
生活移動動線に影響し
ない。

移動動線は確保されて
おり、競技中も現況と
変わらない。

移動動線は確保されて
おり、後利用時も生活
移動動線への影響はな
い。

0 0 0

既に公共的な利用がな
されている施設の場所
であり、改変エリアは
生活移動動線に影響し
ない。

移動動線は確保されて
おり、競技中も現況と
変わらない。

移動動線は確保されて
おり、後利用時も生活
移動動線への影響はな
い。

0 0 0

26 夢の島競技場

既に公共的な利用がな
されている施設の場所
であり、改変エリアは
生活移動動線に影響し
ない。

移動動線は確保されて
おり、競技中も現況と
変わらない。

0 0

既に公共的な利用がな
されている施設の場所
であり、改変エリアは
生活移動動線に影響し
ない。

移動動線は確保されて
おり、競技中も現況と
変わらない。

0 0

27～28
オリンピックアクアティク
スセンター
ウォーターポロアリーナ

既に公共的な利用がな
されている施設の場所
であり、改変エリアは
生活移動動線に影響し
ない。

移動動線は確保されて
おり、競技中も現況と
変わらない。

移動動線は確保されて
おり、後利用時も生活
移動動線への影響はな
い。

0 0 0

既に公共的な利用がな
されている施設の場所
であり、改変エリアは
生活移動動線に影響し
ない。

移動動線は確保されて
おり、競技中も現況と
変わらない。

移動動線は確保されて
おり、後利用時も生活
移動動線への影響はな
い。

0 0 0

29
武蔵野の森総合スポーツ施
設

既に公共的な利用がな
されている施設の場所
であり、改変エリアは
生活移動動線に影響し
ない。

移動動線は確保されて
おり、競技中も現況と
変わらない。

移動動線は確保されて
おり、後利用時も生活
移動動線への影響はな
い。

0 0 0

既に公共的な利用がな
されている施設の場所
であり、改変エリアは
生活移動動線に影響し
ない。

移動動線は確保されて
おり、競技中も現況と
変わらない。

移動動線は確保されて
おり、後利用時も生活
移動動線への影響はな
い。

0 0 0

30 東京スタジアム

既に公共的な利用がな
されている施設の場所
であり、改変エリアは
生活移動動線に影響し
ない。

移動動線は確保されて
おり、競技中も現況と
変わらない。

0 0

既に公共的な利用がな
されている施設の場所
であり、改変エリアは
生活移動動線に影響し
ない。

移動動線は確保されて
おり、競技中も現況と
変わらない。

0 0

31 武蔵野の森公園

既に公共的な利用がな
されている施設の場所
であり、改変エリアは
生活移動動線に影響し
ない。

移動動線は確保されて
おり、競技中も現況と
変わらない。

移動動線は確保されて
おり、後利用時も生活
移動動線への影響はな
い。

0 0 0

既に公共的な利用がな
されている施設の場所
であり、改変エリアは
生活移動動線に影響し
ない。

移動動線は確保されて
おり、競技中も現況と
変わらない。

移動動線は確保されて
おり、後利用時も生活
移動動線への影響はな
い。

0 0 0

32 陸上自衛隊朝霞訓練場

既に公共的な利用がな
されている施設の場所
であり、改変エリアは
生活移動動線に影響し
ない。

移動動線は確保されて
おり、競技中も現況と
変わらない。

施設撤去後の地域住民
の後利用が想定されな
い。

0 0 －

既に公共的な利用がな
されている施設の場所
であり、改変エリアは
生活移動動線に影響し
ない。

移動動線は確保されて
おり、競技中も現況と
変わらない。

施設撤去後の地域住民
の後利用が想定されな
い。

0 0 －

33 霞ヶ関カンツリー倶楽部

既に公共的な利用がな
されている施設の場所
であり、改変エリアは
生活移動動線に影響し
ない。

移動動線は確保されて
おり、競技中も現況と
変わらない。

0 0

既に公共的な利用がな
されている施設の場所
であり、改変エリアは
生活移動動線に影響し
ない。

移動動線は確保されて
おり、競技中も現況と
変わらない。

0 0

34 札幌ドーム

既に公共的な利用がな
されている施設の場所
であり、改変エリアは
生活移動動線に影響し
ない。

移動動線は確保されて
おり、競技中も現況と
変わらない。

0 0

既に公共的な利用がな
されている施設の場所
であり、改変エリアは
生活移動動線に影響し
ない。

移動動線は確保されて
おり、競技中も現況と
変わらない。

0 0

35 宮城スタジアム

既に公共的な利用がな
されている施設の場所
であり、改変エリアは
生活移動動線に影響し
ない。

移動動線は確保されて
おり、競技中も現況と
変わらない。

0 0

既に公共的な利用がな
されている施設の場所
であり、改変エリアは
生活移動動線に影響し
ない。

移動動線は確保されて
おり、競技中も現況と
変わらない。

0 0

36 埼玉スタジアム2002

既に公共的な利用がな
されている施設の場所
であり、改変エリアは
生活移動動線に影響し
ない。

移動動線は確保されて
おり、競技中も現況と
変わらない。

0 0

既に公共的な利用がな
されている施設の場所
であり、改変エリアは
生活移動動線に影響し
ない。

移動動線は確保されて
おり、競技中も現況と
変わらない。

0 0

37 横浜国際総合競技場

既に公共的な利用がな
されている施設の場所
であり、改変エリアは
生活移動動線に影響し
ない。

移動動線は確保されて
おり、競技中も現況と
変わらない。

0 0

既に公共的な利用がな
されている施設の場所
であり、改変エリアは
生活移動動線に影響し
ない。

移動動線は確保されて
おり、競技中も現況と
変わらない。

0 0

OV 選手村

既に公共的な利用がな
されている施設の場所
であり、改変エリアは
生活移動動線に影響し
ない。

セキュリティ対策とし
て施設周辺の交通規制
を強化するため移動動
線の分断が生じる。

移動動線は確保されて
おり、後利用時も生活
移動動線への影響はな
い。

0 -1 0

既に公共的な利用がな
されている施設の場所
であり、改変エリアは
生活移動動線に影響し
ない。

代替ルート等により移
動動線が確保される。

移動動線は確保されて
おり、後利用時も生活
移動動線への影響はな
い。

0 0 0

IBC/MPC
東京ビッグサイト
(IBC/MPC)

既に公共的な利用がな
されている施設の場所
であり、改変エリアは
生活移動動線に影響し
ない。

移動動線は確保されて
おり、競技中も現況と
変わらない。

移動動線は確保されて
おり、後利用時も生活
移動動線への影響はな
い。

0 0 0

既に公共的な利用がな
されている施設の場所
であり、改変エリアは
生活移動動線に影響し
ない。

移動動線は確保されて
おり、競技中も現況と
変わらない。

移動動線は確保されて
おり、後利用時も生活
移動動線への影響はな
い。

0 0 0
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評価指標別予測結果表（生活移動動線の分断又は進展 (ネットワーク化の進展の有無)）

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

1
オリンピックスタジアム
(国立霞ヶ丘競技場)

既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

開催前から開催後を通
じて現況と変わらな
い。

0 0 0
既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

開催前から開催後を通
じて現況と変わらな
い。

0 0 0

2 東京体育館
既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

0 0
既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

0 0

3 国立代々木競技場
既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

0 0
既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

0 0

4 日本武道館
既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

開催前から開催後を通
じて現況と変わらな
い。

0 0 0
既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

開催前から開催後を通
じて現況と変わらな
い。

0 0 0

5 皇居外苑
既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

開催前から開催後を通
じて現況と変わらな
い。

0 0 0
既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

開催前から開催後を通
じて現況と変わらな
い。

0 0 0

6 東京国際フォーラム
既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

0 0
既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

0 0

7 国技館
既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

0 0
既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

0 0

8 有明アリーナ
会場周辺は既に道路網
が整備されており、現
状と同等となる。

会場周辺は既に道路網
が整備されており、現
状と同等となる。

会場周辺は既に道路網
が整備されており、現
状と同等となる。

0 0 0
会場周辺は既に道路網
が整備されており、現
状と同等となる。

会場周辺は既に道路網
が整備されており、現
状と同等となる。

会場周辺は既に道路網
が整備されており、現
状と同等となる。

0 0 0

9 有明ＢＭＸコース
会場周辺は既に道路網
が整備されており、現
状と同等となる。

会場周辺は既に道路網
が整備されており、現
状と同等となる。

施設撤去後の後利用が
想定されない。

0 0 －
会場周辺は既に道路網
が整備されており、現
状と同等となる。

会場周辺は既に道路網
が整備されており、現
状と同等となる。

施設撤去後の後利用が
想定されない。

0 0 －

10 有明ベロドローム
会場周辺は既に道路網
が整備されており、現
状と同等となる。

会場周辺は既に道路網
が整備されており、現
状と同等となる。

施設撤去後の後利用が
想定されない。

0 0 －
会場周辺は既に道路網
が整備されており、現
状と同等となる。

会場周辺は既に道路網
が整備されており、現
状と同等となる。

施設撤去後の後利用が
想定されない。

0 0 －

11 有明体操競技場
会場周辺は既に道路網
が整備されており、現
状と同等となる。

会場周辺は既に道路網
が整備されており、現
状と同等となる。

施設撤去後の後利用が
想定されない。

0 0 －
会場周辺は既に道路網
が整備されており、現
状と同等となる。

会場周辺は既に道路網
が整備されており、現
状と同等となる。

施設撤去後の後利用が
想定されない。

0 0 －

12 有明テニスの森
既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

開催前から開催後を通
じて現況と変わらな
い。

0 0 0
既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

開催前から開催後を通
じて現況と変わらな
い。

0 0 0

13 お台場海浜公園
既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

開催前から開催後を通
じて現況と変わらな
い。

0 0 0
既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

開催前から開催後を通
じて現況と変わらな
い。

0 0 0

14 潮風公園
既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

開催前から開催後を通
じて現況と変わらな
い。

0 0 0
既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

開催前から開催後を通
じて現況と変わらな
い。

0 0 0

15～16
東京ビッグサイト・ホール
Ａ、Ｂ

既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

0 0
既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

0 0

17 大井ホッケー競技場
既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

開催前から開催後を通
じて現況と変わらな
い。

0 0 0
既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

開催前から開催後を通
じて現況と変わらな
い。

0 0 0

18
海の森クロスカントリー
コース

未利用地から競技会場
が整備されることによ
り海の森地区のネット
ワーク化が進展する。

未利用地から競技会場
が整備されることによ
り海の森地区のネット
ワーク化が進展する。

開催後も公用的利用が
なされ、ネットワーク
化の進展が維持され
る。

+1 +1 +1

未利用地から競技会場
が整備されることによ
り海の森地区のネット
ワーク化が進展する。

未利用地から競技会場
が整備されることによ
り海の森地区のネット
ワーク化が進展する。

開催後も公用的利用が
なされ、ネットワーク
化の進展が維持され
る。

+1 +1 +1

19 海の森水上競技場

未利用地から競技会場
が整備されることによ
り海の森地区のネット
ワーク化が進展する。

未利用地から競技会場
が整備されることによ
り海の森地区のネット
ワーク化が進展する。

開催後も公用的利用が
なされ、ネットワーク
化の進展が維持され
る。

+1 +1 +1

未利用地から競技会場
が整備されることによ
り海の森地区のネット
ワーク化が進展する。

未利用地から競技会場
が整備されることによ
り海の森地区のネット
ワーク化が進展する。

開催後も公用的利用が
なされ、ネットワーク
化の進展が維持され
る。

+1 +1 +1

20
海の森マウンテンバイク
コース

未利用地から競技会場
が整備されることによ
り海の森地区のネット
ワーク化が進展する。

未利用地から競技会場
が整備されることによ
り海の森地区のネット
ワーク化が進展する。

開催後の公共的利用は
想定されないため、評
価の対象外とする。

+1 +1 －

未利用地から競技会場
が整備されることによ
り海の森地区のネット
ワーク化が進展する。

未利用地から競技会場
が整備されることによ
り海の森地区のネット
ワーク化が進展する。

開催後の公共的利用は
想定されないため、評
価の対象外とする。

+1 +1 －

21 若洲オリンピックマリーナ
既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

開催前から開催後を通
じて現況と変わらな
い。

0 0 0
既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

開催前から開催後を通
じて現況と変わらな
い。

0 0 0

22 葛西臨海公園
既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

開催前から開催後を通
じて現況と変わらな
い。

0 0 0
既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

開催前から開催後を通
じて現況と変わらな
い。

0 0 0

23～24
夢の島ユース・プラザ・ア
リーナＡ、Ｂ

既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

開催前から開催後を通
じて現況と変わらな
い。

0 0 0
既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

開催前から開催後を通
じて現況と変わらな
い。

0 0 0

25 夢の島公園
既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

開催前から開催後を通
じて現況と変わらな
い。

0 0 0
既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

開催前から開催後を通
じて現況と変わらな
い。

0 0 0

26 夢の島競技場
既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

0 0
既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

0 0

27～28
オリンピックアクアティク
スセンター
ウォーターポロアリーナ

既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

開催前から開催後を通
じて現況と変わらな
い。

0 0 0
既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

開催前から開催後を通
じて現況と変わらな
い。

0 0 0

29
武蔵野の森総合スポーツ施
設

既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

開催前から開催後を通
じて現況と変わらな
い。

0 0 0
既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

開催前から開催後を通
じて現況と変わらな
い。

0 0 0

開催前

No. 名称

評価点

開催中 開催後

会場
一次評価

開催後 開催前

段階別影響

開催中

二次評価

段階別影響 評価点

開催前 開催中 開催後 開催前 開催中 開催後
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評価指標別予測結果表（生活移動動線の分断又は進展 (ネットワーク化の進展の有無)）

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

開催前

No. 名称

評価点

開催中 開催後

会場
一次評価

開催後 開催前

段階別影響

開催中

二次評価

段階別影響 評価点

開催前 開催中 開催後 開催前 開催中 開催後

30 東京スタジアム
既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

0 0
既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

0 0

31 武蔵野の森公園
既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

開催前から開催後を通
じて現況と変わらな
い。

0 0 0
既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

開催前から開催後を通
じて現況と変わらな
い。

0 0 0

32 陸上自衛隊朝霞訓練場
既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

開催後の公共的利用は
想定されないため、評
価の対象外とする。

0 0 －
既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

開催後の公共的利用は
想定されないため、評
価の対象外とする。

0 0 －

33 霞ヶ関カンツリー倶楽部
既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

0 0
既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

0 0

34 札幌ドーム
既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

0 0
既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

0 0

35 宮城スタジアム
既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

0 0
既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

0 0

36 埼玉スタジアム2002
既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

0 0
既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

0 0

37 横浜国際総合競技場
既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

0 0
既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

0 0

OV 選手村
既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

開催前から開催後を通
じて現況と変わらな
い。

0 0 0
既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

交通規制の解除、既存
鉄軌道駅の改良により
ネットワーク化の向上
が図られる。

0 0 +1

IBC/MPC
東京ビッグサイト
(IBC/MPC)

既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

開催前から開催後を通
じて現況と変わらな
い。

0 0 0
既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

既に公共的利用がなさ
れている場所であり、
現況と変わらない。

開催前から開催後を通
じて現況と変わらな
い。

0 0 0
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評価指標別予測結果表（民家等の移転）

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

1
オリンピックスタジアム
(国立霞ヶ丘競技場)

改変エリアに民家等が
存在するが大会開催に
伴う強制退去等は生じ
ない。

0

改変エリアに民家等が
存在するが大会開催に
伴う強制退去等は生じ
ない。

0

2 東京体育館
改変エリアに民家等は
存在しない。

0
改変エリアに民家等は
存在しない。

0

3 国立代々木競技場
改変エリアに民家等は
存在しない。

0
改変エリアに民家等は
存在しない。

0

4 日本武道館
改変エリアに民家等は
存在しない。

0
改変エリアに民家等は
存在しない。

0

5 皇居外苑
改変エリアに民家等は
存在しない。

0
改変エリアに民家等は
存在しない。

0

6 東京国際フォーラム
改変エリアに民家等は
存在しない。

0
改変エリアに民家等は
存在しない。

0

7 国技館
改変エリアに民家等は
存在しない。

0
改変エリアに民家等は
存在しない。

0

8 有明アリーナ
改変エリアに民家等は
存在しない。

0
改変エリアに民家等は
存在しない。

0

9 有明ＢＭＸコース
改変エリアに民家等は
存在しない。

0
改変エリアに民家等は
存在しない。

0

10 有明ベロドローム
改変エリアに民家等は
存在しない。

0
改変エリアに民家等は
存在しない。

0

11 有明体操競技場
改変エリアに民家等は
存在しない。

0
改変エリアに民家等は
存在しない。

0

12 有明テニスの森
改変エリアに民家等は
存在しない。

0
改変エリアに民家等は
存在しない。

0

13 お台場海浜公園
改変エリアに民家等は
存在しない。

0
改変エリアに民家等は
存在しない。

0

14 潮風公園
改変エリアに民家等は
存在しない。

0
改変エリアに民家等は
存在しない。

0

15～16
東京ビッグサイト・ホール
Ａ、Ｂ

改変エリアに民家等は
存在しない。

0
改変エリアに民家等は
存在しない。

0

17 大井ホッケー競技場
改変エリアに民家等は
存在しない。

0
改変エリアに民家等は
存在しない。

0

18
海の森クロスカントリー
コース

改変エリアに民家等は
存在しない。

0
改変エリアに民家等は
存在しない。

0

19 海の森水上競技場
改変エリアに民家等は
存在しない。

0
改変エリアに民家等は
存在しない。

0

20
海の森マウンテンバイク
コース

改変エリアに民家等は
存在しない。

0
改変エリアに民家等は
存在しない。

0

21 若洲オリンピックマリーナ
改変エリアに民家等は
存在しない。

0
改変エリアに民家等は
存在しない。

0

22 葛西臨海公園
改変エリアに民家等は
存在しない。

0
改変エリアに民家等は
存在しない。

0

23～24
夢の島ユース・プラザ・ア
リーナＡ、Ｂ

改変エリアに存在する
福祉施設は老朽化等に
より大会開催によらず
統廃合を検討してい
る。

0

改変エリアに存在する
福祉施設は老朽化等に
より大会開催によらず
統廃合を検討してい
る。

0

25 夢の島公園
改変エリアに民家等は
存在しない。

0
改変エリアに民家等は
存在しない。

0

26 夢の島競技場
改変エリアに民家等は
存在しない。

0
改変エリアに民家等は
存在しない。

0

27～28
オリンピックアクアティク
スセンター
ウォーターポロアリーナ

改変エリアに民家等は
存在しない。

0
改変エリアに民家等は
存在しない。

0

29
武蔵野の森総合スポーツ施
設

改変エリアに民家等は
存在しない。

0
改変エリアに民家等は
存在しない。

0

30 東京スタジアム
改変エリアに民家等は
存在しない。

0
改変エリアに民家等は
存在しない。

0

31 武蔵野の森公園
改変エリアに民家等は
存在しない。

0
改変エリアに民家等は
存在しない。

0

32 陸上自衛隊朝霞訓練場
改変エリアに民家等は
存在しない。

0
改変エリアに民家等は
存在しない。

0

開催中 開催後開催後

No.

二次評価

段階別影響 評価点

開催前 開催中 開催後 開催前開催中

名称

会場
段階別影響

開催中開催前

一次評価

開催後 開催前

評価点
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評価指標別予測結果表（民家等の移転）

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

開催中 開催後開催後

No.

二次評価

段階別影響 評価点

開催前 開催中 開催後 開催前開催中

名称

会場
段階別影響

開催中開催前

一次評価

開催後 開催前

評価点

33 霞ヶ関カンツリー倶楽部
改変エリアに民家等は
存在しない。

0
改変エリアに民家等は
存在しない。

0

34 札幌ドーム
改変エリアに民家等は
存在しない。

0
改変エリアに民家等は
存在しない。

0

35 宮城スタジアム
改変エリアに民家等は
存在しない。

0
改変エリアに民家等は
存在しない。

0

36 埼玉スタジアム2002
改変エリアに民家等は
存在しない。

0
改変エリアに民家等は
存在しない。

0

37 横浜国際総合競技場
改変エリアに民家等は
存在しない。

0
改変エリアに民家等は
存在しない。

0

OV 選手村

改変エリアに民家等が
存在するが大会開催に
伴う強制退去等は生じ
ない。

0

改変エリアに民家等が
存在するが大会開催に
伴う強制退去等は生じ
ない。

0

IBC/MPC
東京ビッグサイト
(IBC/MPC)

改変エリアに民家等は
存在しない。

0
改変エリアに民家等は
存在しない。

0
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評価指標別予測結果表（アクセス性）

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

1
オリンピックスタジアム
(国立霞ヶ丘競技場)

アクセス性向上の対策
が無く現況と同様のア
クセス性である。

アクセス性向上の対策
が無く現況と同様のア
クセス性である。

0 0
歩行者デッキによるア
クセス性の向上。

歩行者デッキによるア
クセス性の向上が継続
される。

+1 +1

2 東京体育館
アクセス性向上の対策
が無く現況と同様のア
クセス性である。

アクセス性向上の対策
が無く現況と同様のア
クセス性である。

0 0
アクセス性向上の対策
が無く現況と同様のア
クセス性である。

アクセス性向上の対策
が無く現況と同様のア
クセス性である。

0 0

3 国立代々木競技場
アクセス性向上の対策
が無く現況と同様のア
クセス性である。

アクセス性向上の対策
が無く現況と同様のア
クセス性である。

0 0
歩行者デッキによるア
クセス性の向上。

歩行者デッキによるア
クセス性の向上が継続
される。

+1 +1

4 日本武道館
アクセス性向上の対策
が無く現況と同様のア
クセス性である。

アクセス性向上の対策
が無く現況と同様のア
クセス性である。

0 0
アクセス性向上の対策
が無く現況と同様のア
クセス性である。

アクセス性向上の対策
が無く現況と同様のア
クセス性である。

0 0

5 皇居外苑
アクセス性向上の対策
が無く現況と同様のア
クセス性である。

アクセス性向上の対策
が無く現況と同様のア
クセス性である。

0 0
アクセス性向上の対策
が無く現況と同様のア
クセス性である。

アクセス性向上の対策
が無く現況と同様のア
クセス性である。

0 0

6 東京国際フォーラム
アクセス性向上の対策
が無く現況と同様のア
クセス性である。

アクセス性向上の対策
が無く現況と同様のア
クセス性である。

0 0
アクセス性向上の対策
が無く現況と同様のア
クセス性である。

アクセス性向上の対策
が無く現況と同様のア
クセス性である。

0 0

7 国技館
アクセス性向上の対策
が無く現況と同様のア
クセス性である。

アクセス性向上の対策
が無く現況と同様のア
クセス性である。

0 0
アクセス性向上の対策
が無く現況と同様のア
クセス性である。

アクセス性向上の対策
が無く現況と同様のア
クセス性である。

0 0

8 有明アリーナ
アクセス性向上の対策
が無く現況と同様のア
クセス性である。

アクセス性向上の対策
が無く現況と同様のア
クセス性である。

0 0
来場者用の歩行者通路
の設置によりアクセス
性が向上する。

来場者用の歩行者通路
の設置によるアクセス
性向上が維持される。

+1 +1

9 有明ＢＭＸコース
アクセス性向上の対策
が無く現況と同様のア
クセス性である。

後利用時には未利用地
となる。

0 －
来場者用の歩行者通路
の設置によりアクセス
性が向上する。

後利用時には未利用地
となる。

+1 －

10 有明ベロドローム
アクセス性向上の対策
が無く現況と同様のア
クセス性である。

後利用時には未利用地
となる。

0 －
来場者用の歩行者通路
の設置によりアクセス
性が向上する。

後利用時には未利用地
となる。

+1 －

11 有明体操競技場
アクセス性向上の対策
が無く現況と同様のア
クセス性である。

後利用時には未利用地
となる。

0 －
来場者用の歩行者通路
の設置によりアクセス
性が向上する。

後利用時には未利用地
となる。

+1 －

12 有明テニスの森
アクセス性向上の対策
が無く現況と同様のア
クセス性である。

アクセス性向上の対策
が無く現況と同様のア
クセス性である。

0 0
歩行者デッキによるア
クセス性の向上。

仮設の歩行者デッキの
撤去により、現状と同
程度のアクセス性とな
る。

+1 0

13 お台場海浜公園
アクセス性向上の対策
が無く現況と同様のア
クセス性である。

アクセス性向上の対策
が無く現況と同様のア
クセス性である。

0 0
アクセス性向上の対策
が無く現況と同様のア
クセス性である。

アクセス性向上の対策
が無く現況と同様のア
クセス性である。

0 0

14 潮風公園
アクセス性向上の対策
が無く現況と同様のア
クセス性である。

アクセス性向上の対策
が無く現況と同様のア
クセス性である。

0 0
アクセス性向上の対策
が無く現況と同様のア
クセス性である。

アクセス性向上の対策
が無く現況と同様のア
クセス性である。

0 0

15～16
東京ビッグサイト・ホール
Ａ、Ｂ

アクセス性向上の対策
が無く現況と同様のア
クセス性である。

アクセス性向上の対策
が無く現況と同様のア
クセス性である。

0 0
アクセス性向上の対策
が無く現況と同様のア
クセス性である。

アクセス性向上の対策
が無く現況と同様のア
クセス性である。

0 0

17 大井ホッケー競技場
アクセス性向上の対策
が無く現況と同様のア
クセス性である。

アクセス性向上の対策
が無く現況と同様のア
クセス性である。

0 0
アクセス性向上の対策
が無く現況と同様のア
クセス性である。

アクセス性向上の対策
が無く現況と同様のア
クセス性である。

0 0

18
海の森クロスカントリー
コース

バス等により公共交通
機関からのアクセス性
は確保されると想定。

バス等により公共交通
機関からのアクセス性
は確保されると想定。

0 0
バス等により公共交通
機関からのアクセス性
は確保されると想定。

バス等により公共交通
機関からのアクセス性
は確保されると想定。

0 0

19 海の森水上競技場
バス等により公共交通
機関からのアクセス性
は確保されると想定。

バス等により公共交通
機関からのアクセス性
は確保されると想定。

0 0
バス等により公共交通
機関からのアクセス性
は確保されると想定。

バス等により公共交通
機関からのアクセス性
は確保されると想定。

0 0

20
海の森マウンテンバイク
コース

バス等により公共交通
機関からのアクセス性
は確保されると想定。

後利用時には未利用地
となる。

0 －
バス等により公共交通
機関からのアクセス性
は確保されると想定。

後利用時には未利用地
となる。

0 －

21 若洲オリンピックマリーナ
アクセス性向上の対策
が無く現況と同様のア
クセス性である。

アクセス性向上の対策
が無く現況と同様のア
クセス性である。

0 0
アクセス性向上の対策
が無く現況と同様のア
クセス性である。

アクセス性向上の対策
が無く現況と同様のア
クセス性である。

0 0

22 葛西臨海公園
アクセス性向上の対策
が無く現況と同様のア
クセス性である。

アクセス性向上の対策
が無く現況と同様のア
クセス性である。

0 0
アクセス性向上の対策
が無く現況と同様のア
クセス性である。

アクセス性向上の対策
が無く現況と同様のア
クセス性である。

0 0

23～24
夢の島ユース・プラザ・ア
リーナＡ、Ｂ

新木場駅への観戦客の
集中によるアクセス性
低下

アクセス性向上の対策
が無く現況と同様のア
クセス性である。

-1 0
歩行者デッキによるア
クセス性の向上。

歩行者デッキによるア
クセス性の向上が継続
される。

+1 +1

25 夢の島公園
新木場駅への観戦客の
集中によるアクセス性
低下

アクセス性向上の対策
が無く現況と同様のア
クセス性である。

-1 0
歩行者デッキによるア
クセス性の向上。

歩行者デッキによるア
クセス性の向上が継続
される。

+1 +1

26 夢の島競技場
新木場駅への観戦客の
集中によるアクセス性
低下

アクセス性向上の対策
が無く現況と同様のア
クセス性である。

-1 0
歩行者デッキによるア
クセス性の向上。

歩行者デッキによるア
クセス性の向上が継続
される。

+1 +1

27～28
オリンピックアクアティク
スセンター
ウォーターポロアリーナ

アクセス性向上の対策
が無く現況と同様のア
クセス性である。

アクセス性向上の対策
が無く現況と同様のア
クセス性である。

0 0
歩行者デッキによるア
クセス性の向上。

歩行者デッキによるア
クセス性の向上が継続
される。

+1 +1

29
武蔵野の森総合スポーツ施
設

アクセス性向上の対策
が無く現況と同様のア
クセス性である。

アクセス性向上の対策
が無く現況と同様のア
クセス性である。

0 0
アクセス性向上の対策
が無く現況と同様のア
クセス性である。

アクセス性向上の対策
が無く現況と同様のア
クセス性である。

0 0

30 東京スタジアム
アクセス性向上の対策
が無く現況と同様のア
クセス性である。

アクセス性向上の対策
が無く現況と同様のア
クセス性である。

0 0
アクセス性向上の対策
が無く現況と同様のア
クセス性である。

アクセス性向上の対策
が無く現況と同様のア
クセス性である。

0 0

開催中 開催後開催後

No.

二次評価

段階別影響 評価点

開催前 開催中 開催後 開催前開催中

名称

会場
段階別影響

開催中開催前

一次評価

開催後 開催前

評価点
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評価指標別予測結果表（アクセス性）

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

開催中 開催後開催後

No.

二次評価

段階別影響 評価点

開催前 開催中 開催後 開催前開催中

名称

会場
段階別影響

開催中開催前

一次評価

開催後 開催前

評価点

31 武蔵野の森公園
アクセス性向上の対策
が無く現況と同様のア
クセス性である。

アクセス性向上の対策
が無く現況と同様のア
クセス性である。

0 0
アクセス性向上の対策
が無く現況と同様のア
クセス性である。

アクセス性向上の対策
が無く現況と同様のア
クセス性である。

0 0

32 陸上自衛隊朝霞訓練場
アクセス性向上の対策
が無く現況と同様のア
クセス性である。

後利用時の公共利用が
想定されない。

0 －
アクセス性向上の対策
が無く現況と同様のア
クセス性である。

後利用時の公共利用が
想定されない。

0 －

33 霞ヶ関カンツリー倶楽部
アクセス性向上の対策
が無く現況と同様のア
クセス性である。

アクセス性向上の対策
が無く現況と同様のア
クセス性である。

0 0
アクセス性向上の対策
が無く現況と同様のア
クセス性である。

アクセス性向上の対策
が無く現況と同様のア
クセス性である。

0 0

34 札幌ドーム
アクセス性向上の対策
が無く現況と同様のア
クセス性である。

アクセス性向上の対策
が無く現況と同様のア
クセス性である。

0 0
アクセス性向上の対策
が無く現況と同様のア
クセス性である。

アクセス性向上の対策
が無く現況と同様のア
クセス性である。

0 0

35 宮城スタジアム
アクセス性向上の対策
が無く現況と同様のア
クセス性である。

アクセス性向上の対策
が無く現況と同様のア
クセス性である。

0 0
アクセス性向上の対策
が無く現況と同様のア
クセス性である。

アクセス性向上の対策
が無く現況と同様のア
クセス性である。

0 0

36 埼玉スタジアム2002
アクセス性向上の対策
が無く現況と同様のア
クセス性である。

アクセス性向上の対策
が無く現況と同様のア
クセス性である。

0 0
アクセス性向上の対策
が無く現況と同様のア
クセス性である。

アクセス性向上の対策
が無く現況と同様のア
クセス性である。

0 0

37 横浜国際総合競技場
アクセス性向上の対策
が無く現況と同様のア
クセス性である。

アクセス性向上の対策
が無く現況と同様のア
クセス性である。

0 0
アクセス性向上の対策
が無く現況と同様のア
クセス性である。

アクセス性向上の対策
が無く現況と同様のア
クセス性である。

0 0

OV 選手村
アクセス性向上の対策
が無く現況と同様のア
クセス性である。

アクセス性向上の対策
が無く現況と同様のア
クセス性である。

0 0
既存駅の改良等による
アクセス性の向上。

既存駅の改良等による
アクセス性の向上が継
続される。

+1 +1

IBC/MPC
東京ビッグサイト
(IBC/MPC)

アクセス性向上の対策
が無く現況と同様のア
クセス性である。

アクセス性向上の対策
が無く現況と同様のア
クセス性である。

0 0
アクセス性向上の対策
が無く現況と同様のア
クセス性である。

アクセス性向上の対策
が無く現況と同様のア
クセス性である。

0 0
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評価指標別予測結果表（交通安全）

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

1
オリンピックスタジアム
(国立霞ヶ丘競技場)

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

競技の実施による影響
に含め、評価の対象外
とする。

現状において歩車動線
は分離されており、開
催中も維持される。

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

現状において歩車動線
は分離されており、後
利用時にも維持され
る。

0 － 0 0 0

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

競技の実施による影響
に含め、評価の対象外
とする。

現状において歩車動線
は分離されており、開
催中も維持される。

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

現状において歩車動線
は分離されており、後
利用時にも維持され
る。

0 － 0 0 0

2 東京体育館

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

競技の実施による影響
に含め、評価の対象外
とする。

現状において歩車動線
は分離されており、開
催中も維持される。

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

現状において歩車動線
は分離されており、後
利用時にも維持され
る。

0 － 0 0 0

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

競技の実施による影響
に含め、評価の対象外
とする。

現状において歩車動線
は分離されており、開
催中も維持される。

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

現状において歩車動線
は分離されており、後
利用時にも維持され
る。

0 － 0 0 0

3 国立代々木競技場

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

競技の実施による影響
に含め、評価の対象外
とする。

現状において歩車動線
は分離されており、開
催中も維持される。

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

現状において歩車動線
は分離されており、後
利用時にも維持され
る。

0 － 0 0 0

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

競技の実施による影響
に含め、評価の対象外
とする。

現状において歩車動線
は分離されており、開
催中も維持される。

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

現状において歩車動線
は分離されており、後
利用時にも維持され
る。

0 － 0 0 0

4 日本武道館

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

競技の実施による影響
に含め、評価の対象外
とする。

現状において歩車動線
は分離されており、開
催中も維持される。

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

現状において歩車動線
は分離されており、後
利用時にも維持され
る。

0 － 0 0 0

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

競技の実施による影響
に含め、評価の対象外
とする。

現状において歩車動線
は分離されており、開
催中も維持される。

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

現状において歩車動線
は分離されており、後
利用時にも維持され
る。

0 － 0 0 0

5 皇居外苑

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

競技の実施による影響
に含め、評価の対象外
とする。

現状において歩車動線
は分離されており、開
催中も維持される。

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

現状において歩車動線
は分離されており、後
利用時にも維持され
る。

0 － 0 0 0

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

競技の実施による影響
に含め、評価の対象外
とする。

現状において歩車動線
は分離されており、開
催中も維持される。

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

現状において歩車動線
は分離されており、後
利用時にも維持され
る。

0 － 0 0 0

6 東京国際フォーラム

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

競技の実施による影響
に含め、評価の対象外
とする。

現状において歩車動線
は分離されており、開
催中も維持される。

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

現状において歩車動線
は分離されており、後
利用時にも維持され
る。

0 － 0 0 0

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

競技の実施による影響
に含め、評価の対象外
とする。

現状において歩車動線
は分離されており、開
催中も維持される。

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

現状において歩車動線
は分離されており、後
利用時にも維持され
る。

0 － 0 0 0

7 国技館

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

競技の実施による影響
に含め、評価の対象外
とする。

現状において歩車動線
は分離されており、開
催中も維持される。

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

現状において歩車動線
は分離されており、後
利用時にも維持され
る。

0 － 0 0 0

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

競技の実施による影響
に含め、評価の対象外
とする。

現状において歩車動線
は分離されており、開
催中も維持される。

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

現状において歩車動線
は分離されており、後
利用時にも維持され
る。

0 － 0 0 0

8 有明アリーナ

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

競技の実施による影響
に含め、評価の対象外
とする。

現状において歩車動線
は分離されており、開
催中も維持される。

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

現状において歩車動線
は分離されており、後
利用時にも維持され
る。

0 － 0 0 0

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

競技の実施による影響
に含め、評価の対象外
とする。

現状において歩車動線
は分離されており、開
催中も維持される。

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

現状において歩車動線
は分離されており、後
利用時にも維持され
る。

0 － 0 0 0

9 有明ＢＭＸコース

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

競技の実施による影響
に含め、評価の対象外
とする。

現状において歩車動線
は分離されており、開
催中も維持される。

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

後利用時の公共利用が
想定されない。

0 － 0 0 －

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

競技の実施による影響
に含め、評価の対象外
とする。

現状において歩車動線
は分離されており、開
催中も維持される。

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

後利用時の公共利用が
想定されない。

0 － 0 0 －

10 有明ベロドローム

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

競技の実施による影響
に含め、評価の対象外
とする。

現状において歩車動線
は分離されており、開
催中も維持される。

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

後利用時の公共利用が
想定されない。

0 － 0 0 －

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

競技の実施による影響
に含め、評価の対象外
とする。

現状において歩車動線
は分離されており、開
催中も維持される。

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

後利用時の公共利用が
想定されない。

0 － 0 0 －

11 有明体操競技場

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

競技の実施による影響
に含め、評価の対象外
とする。

現状において歩車動線
は分離されており、開
催中も維持される。

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

後利用時の公共利用が
想定されない。

0 － 0 0 －

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

競技の実施による影響
に含め、評価の対象外
とする。

現状において歩車動線
は分離されており、開
催中も維持される。

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

後利用時の公共利用が
想定されない。

0 － 0 0 －

12 有明テニスの森

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

競技の実施による影響
に含め、評価の対象外
とする。

現状において歩車動線
は分離されており、開
催中も維持される。

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

現状において歩車動線
は分離されており、後
利用時にも維持され
る。

0 － 0 0 0

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

競技の実施による影響
に含め、評価の対象外
とする。

現状において歩車動線
は分離されており、開
催中も維持される。

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

現状において歩車動線
は分離されており、後
利用時にも維持され
る。

0 － 0 0 0

13 お台場海浜公園

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

競技の実施による影響
に含め、評価の対象外
とする。

現状において歩車動線
は分離されており、開
催中も維持される。

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

現状において歩車動線
は分離されており、後
利用時にも維持され
る。

0 － 0 0 0

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

競技の実施による影響
に含め、評価の対象外
とする。

現状において歩車動線
は分離されており、開
催中も維持される。

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

現状において歩車動線
は分離されており、後
利用時にも維持され
る。

0 － 0 0 0

14 潮風公園

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

競技の実施による影響
に含め、評価の対象外
とする。

現状において歩車動線
は分離されており、開
催中も維持される。

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

現状において歩車動線
は分離されており、後
利用時にも維持され
る。

0 － 0 0 0

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

競技の実施による影響
に含め、評価の対象外
とする。

現状において歩車動線
は分離されており、開
催中も維持される。

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

現状において歩車動線
は分離されており、後
利用時にも維持され
る。

0 － 0 0 0

15～16
東京ビッグサイト・ホール
Ａ、Ｂ

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

競技の実施による影響
に含め、評価の対象外
とする。

現状において歩車動線
は分離されており、開
催中も維持される。

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

現状において歩車動線
は分離されており、後
利用時にも維持され
る。

0 － 0 0 0

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

競技の実施による影響
に含め、評価の対象外
とする。

現状において歩車動線
は分離されており、開
催中も維持される。

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

現状において歩車動線
は分離されており、後
利用時にも維持され
る。

0 － 0 0 0

17 大井ホッケー競技場

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

競技の実施による影響
に含め、評価の対象外
とする。

現状において歩車動線
は分離されており、開
催中も維持される。

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

現状において歩車動線
は分離されており、後
利用時にも維持され
る。

0 － 0 0 0

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

競技の実施による影響
に含め、評価の対象外
とする。

現状において歩車動線
は分離されており、開
催中も維持される。

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

現状において歩車動線
は分離されており、後
利用時にも維持され
る。

0 － 0 0 0

18
海の森クロスカントリー
コース

工事区域周辺の歩行者
等が想定されないため
評価の対象外とする。

競技の実施による影響
に含め、評価の対象外
とする。

歩車動線は分離され、
交通安全上問題ないよ
うに計画される。

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

開催後においても開催
中と同様に歩車道分離
が維持される。

－ － 0 0 0
工事区域周辺の歩行者
等が想定されないため
評価の対象外とする。

競技の実施による影響
に含め、評価の対象外
とする。

歩車動線は分離され、
交通安全上問題ないよ
うに計画される。

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

開催後においても開催
中と同様に歩車道分離
が維持される。

－ － 0 0 0

19 海の森水上競技場
工事区域周辺の歩行者
等が想定されないため
評価の対象外とする。

競技の実施による影響
に含め、評価の対象外
とする。

歩車動線は分離され、
交通安全上問題ないよ
うに計画される。

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

開催後においても開催
中と同様に歩車道分離
が維持される。

－ － 0 0 0
工事区域周辺の歩行者
等が想定されないため
評価の対象外とする。

競技の実施による影響
に含め、評価の対象外
とする。

歩車動線は分離され、
交通安全上問題ないよ
うに計画される。

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

開催後においても開催
中と同様に歩車道分離
が維持される。

－ － 0 0 0

20
海の森マウンテンバイク
コース

工事区域周辺の歩行者
等が想定されないため
評価の対象外とする。

競技の実施による影響
に含め、評価の対象外
とする。

歩車動線は分離され、
交通安全上問題ないよ
うに計画される。

工事区域周辺の歩行者
等が想定されないため
評価の対象外とする。

後利用時の周辺の公共
利用が想定されないた
め評価の対象外とす
る。

－ － 0 － －
工事区域周辺の歩行者
等が想定されないため
評価の対象外とする。

競技の実施による影響
に含め、評価の対象外
とする。

歩車動線は分離され、
交通安全上問題ないよ
うに計画される。

工事区域周辺の歩行者
等が想定されないため
評価の対象外とする。

後利用時の周辺の公共
利用が想定されないた
め評価の対象外とす
る。

－ － 0 － －

21 若洲オリンピックマリーナ

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

競技の実施による影響
に含め、評価の対象外
とする。

歩車動線は分離され、
交通安全上問題ないよ
うに計画される。

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

現状において歩車動線
は分離されており、後
利用時にも維持され
る。

0 － 0 0 0

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

競技の実施による影響
に含め、評価の対象外
とする。

歩車動線は分離され、
交通安全上問題ないよ
うに計画される。

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

現状において歩車動線
は分離されており、後
利用時にも維持され
る。

0 － 0 0 0

22 葛西臨海公園

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

競技の実施による影響
に含め、評価の対象外
とする。

歩車動線は分離され、
交通安全上問題ないよ
うに計画される。

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

現状において歩車動線
は分離されており、後
利用時にも維持され
る。

0 － 0 0 0

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

競技の実施による影響
に含め、評価の対象外
とする。

歩車動線は分離され、
交通安全上問題ないよ
うに計画される。

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

現状において歩車動線
は分離されており、後
利用時にも維持され
る。

0 － 0 0 0

開催中 開催後開催後

No.

二次評価

段階別影響 評価点

開催前 開催中 開催後 開催前開催中

名称

会場
段階別影響

開催中開催前

一次評価

開催後 開催前

評価点
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工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

開催中 開催後開催後

No.

二次評価

段階別影響 評価点

開催前 開催中 開催後 開催前開催中

名称

会場
段階別影響

開催中開催前

一次評価

開催後 開催前

評価点

23～24
夢の島ユース・プラザ・ア
リーナＡ、Ｂ

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

競技の実施による影響
に含め、評価の対象外
とする。

現状において歩車動線
は分離されており、開
催中も維持される。

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

現状において歩車動線
は分離されており、後
利用時にも維持され
る。

0 － 0 0 0

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

競技の実施による影響
に含め、評価の対象外
とする。

歩行者デッキにより新
木場駅方面からの歩行
者の安全性がさらに向
上される。

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

歩行者デッキにより新
木場駅方面からの歩行
者の安全性がさらに向
上される。

0 － +1 0 +1

25 夢の島公園

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

競技の実施による影響
に含め、評価の対象外
とする。

現状において歩車動線
は分離されており、開
催中も維持される。

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

現状において歩車動線
は分離されており、後
利用時にも維持され
る。

0 － 0 0 0

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

競技の実施による影響
に含め、評価の対象外
とする。

歩行者デッキにより新
木場駅方面からの歩行
者の安全性がさらに向
上される。

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

歩行者デッキにより新
木場駅方面からの歩行
者の安全性がさらに向
上される。

0 － +1 0 +1

26 夢の島競技場

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

競技の実施による影響
に含め、評価の対象外
とする。

現状において歩車動線
は分離されており、開
催中も維持される。

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

現状において歩車動線
は分離されており、後
利用時にも維持され
る。

0 － 0 0 0

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

競技の実施による影響
に含め、評価の対象外
とする。

歩行者デッキにより新
木場駅方面からの歩行
者の安全性がさらに向
上される。

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

歩行者デッキにより新
木場駅方面からの歩行
者の安全性がさらに向
上される。

0 － +1 0 +1

27～28
オリンピックアクアティク
スセンター
ウォーターポロアリーナ

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

競技の実施による影響
に含め、評価の対象外
とする。

現状において歩車動線
は分離されており、開
催中も維持される。

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

現状において歩車動線
は分離されており、後
利用時にも維持され
る。

0 － 0 0 0

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

競技の実施による影響
に含め、評価の対象外
とする。

現状において歩車動線
は分離されており、開
催中も維持される。

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

現状において歩車動線
は分離されており、後
利用時にも維持され
る。

0 － 0 0 0

29
武蔵野の森総合スポーツ施
設

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

競技の実施による影響
に含め、評価の対象外
とする。

現状において歩車動線
は分離されており、開
催中も維持される。

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

現状において歩車動線
は分離されており、後
利用時にも維持され
る。

0 － 0 0 0

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

競技の実施による影響
に含め、評価の対象外
とする。

現状において歩車動線
は分離されており、開
催中も維持される。

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

現状において歩車動線
は分離されており、後
利用時にも維持され
る。

0 － 0 0 0

30 東京スタジアム

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

競技の実施による影響
に含め、評価の対象外
とする。

現状において歩車動線
は分離されており、開
催中も維持される。

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

現状において歩車動線
は分離されており、後
利用時にも維持され
る。

0 － 0 0 0

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

競技の実施による影響
に含め、評価の対象外
とする。

現状において歩車動線
は分離されており、開
催中も維持される。

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

現状において歩車動線
は分離されており、後
利用時にも維持され
る。

0 － 0 0 0

31 武蔵野の森公園

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

競技の実施による影響
に含め、評価の対象外
とする。

現状において歩車動線
は分離されており、開
催中も維持される。

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

現状において歩車動線
は分離されており、後
利用時にも維持され
る。

0 － 0 0 0

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

競技の実施による影響
に含め、評価の対象外
とする。

現状において歩車動線
は分離されており、開
催中も維持される。

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

現状において歩車動線
は分離されており、後
利用時にも維持され
る。

0 － 0 0 0

32 陸上自衛隊朝霞訓練場

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

競技の実施による影響
に含め、評価の対象外
とする。

現状において歩車動線
は分離されており、開
催中も維持される。

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

後利用時の公共利用が
想定されない。

0 － 0 0 －

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

競技の実施による影響
に含め、評価の対象外
とする。

現状において歩車動線
は分離されており、開
催中も維持される。

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

後利用時の公共利用が
想定されない。

0 － 0 0 －

33 霞ヶ関カンツリー倶楽部

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

競技の実施による影響
に含め、評価の対象外
とする。

寄駅からの徒歩ルー
トにおいて一部の区間
で歩車道線の未分離が
ある。

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

寄駅からの徒歩ルー
トにおいて一部の区間
で歩車道線の未分離が
ある。

0 － -1 0 -1

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

競技の実施による影響
に含め、評価の対象外
とする。

寄駅からの徒歩ルー
トにおいて歩車動線の
分離等の安全対策が取
られる。

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

寄駅からの徒歩ルー
トにおいて歩車動線の
分離等の安全対策が開
催後も維持される。

0 － +1 0 +1

34 札幌ドーム

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

競技の実施による影響
に含め、評価の対象外
とする。

現状において歩車動線
は分離されており、開
催中も維持される。

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

現状において歩車動線
は分離されており、後
利用時にも維持され
る。

0 － 0 0 0

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

競技の実施による影響
に含め、評価の対象外
とする。

現状において歩車動線
は分離されており、開
催中も維持される。

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

現状において歩車動線
は分離されており、後
利用時にも維持され
る。

0 － 0 0 0

35 宮城スタジアム

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

競技の実施による影響
に含め、評価の対象外
とする。

現状において歩車動線
は分離されており、開
催中も維持される。

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

現状において歩車動線
は分離されており、後
利用時にも維持され
る。

0 － 0 0 0

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

競技の実施による影響
に含め、評価の対象外
とする。

現状において歩車動線
は分離されており、開
催中も維持される。

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

現状において歩車動線
は分離されており、後
利用時にも維持され
る。

0 － 0 0 0

36 埼玉スタジアム2002

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

競技の実施による影響
に含め、評価の対象外
とする。

現状において歩車動線
は分離されており、開
催中も維持される。

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

現状において歩車動線
は分離されており、後
利用時にも維持され
る。

0 － 0 0 0

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

競技の実施による影響
に含め、評価の対象外
とする。

現状において歩車動線
は分離されており、開
催中も維持される。

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

現状において歩車動線
は分離されており、後
利用時にも維持され
る。

0 － 0 0 0

37 横浜国際総合競技場

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

競技の実施による影響
に含め、評価の対象外
とする。

現状において歩車動線
は分離されており、開
催中も維持される。

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

現状において歩車動線
は分離されており、後
利用時にも維持され
る。

0 － 0 0 0

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

競技の実施による影響
に含め、評価の対象外
とする。

現状において歩車動線
は分離されており、開
催中も維持される。

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

現状において歩車動線
は分離されており、後
利用時にも維持され
る。

0 － 0 0 0

OV 選手村

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

競技の実施による影響
に含め、評価の対象外
とする。

現状において歩車動線
は分離されており、開
催中も維持される。

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

現状において歩車動線
は分離されており、後
利用時にも維持され
る。

0 － 0 0 0

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

競技の実施による影響
に含め、評価の対象外
とする。

現状において歩車動線
は分離されており、開
催中も維持される。

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

現状において歩車動線
は分離されており、後
利用時にも維持され
る。

0 － 0 0 0

IBC/MPC
東京ビッグサイト
(IBC/MPC)

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

競技の実施による影響
に含め、評価の対象外
とする。

現状において歩車動線
は分離されており、開
催中も維持される。

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

現状において歩車動線
は分離されており、後
利用時にも維持され
る。

0 － 0 0 0

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

競技の実施による影響
に含め、評価の対象外
とする。

現状において歩車動線
は分離されており、開
催中も維持される。

現状でも対策は十分に
なされており、工事に
伴う歩車動線の未分離
区間は発生しない。

現状において歩車動線
は分離されており、後
利用時にも維持され
る。

0 － 0 0 0
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評価指標別予測結果表（施設整備費）

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

1
オリンピックスタジアム
(国立霞ヶ丘競技場)

対策が無い場合には標
準的な施設整備費とな
る。

対策が無い場合には標
準的な撤去・改修整備
費となる。

0 0

再生可能材の活用等に
より、 先端技術導入
によるコスト増を相殺
して標準的な整備費と
なる。

再生可能材により整備
費や廃棄物処理費用を
抑制する等の費用削減
措置が取られる。

0 +1

2 東京体育館
対策が無い場合には標
準的な施設整備費とな
る。

対策が無い場合には標
準的な撤去・改修整備
費となる。

0 0

再生可能材により整備
費や廃棄物処理費用を
抑制する等の費用削減
措置が取られる。

再生可能材により整備
費や廃棄物処理費用を
抑制する等の費用削減
措置が取られる。

+1 +1

3 国立代々木競技場
対策が無い場合には標
準的な施設整備費とな
る。

対策が無い場合には標
準的な撤去・改修整備
費となる。

0 0

再生可能材により整備
費や廃棄物処理費用を
抑制する等の費用削減
措置が取られる。

再生可能材により整備
費や廃棄物処理費用を
抑制する等の費用削減
措置が取られる。

+1 +1

4 日本武道館
対策が無い場合には標
準的な施設整備費とな
る。

対策が無い場合には標
準的な撤去・改修整備
費となる。

0 0

再生可能材の活用等に
より、 先端技術導入
によるコスト増を相殺
して標準的な整備費と
なる。

再生可能材により整備
費や廃棄物処理費用を
抑制する等の費用削減
措置が取られる。

0 +1

5 皇居外苑
対策が無い場合には標
準的な施設整備費とな
る。

対策が無い場合には標
準的な撤去・改修整備
費となる。

0 0

再生可能材により整備
費や廃棄物処理費用を
抑制する等の費用削減
措置が取られる。

再生可能材により整備
費や廃棄物処理費用を
抑制する等の費用削減
措置が取られる。

+1 +1

6 東京国際フォーラム
対策が無い場合には標
準的な施設整備費とな
る。

対策が無い場合には標
準的な撤去・改修整備
費となる。

0 0

再生可能材により整備
費や廃棄物処理費用を
抑制する等の費用削減
措置が取られる。

再生可能材により整備
費や廃棄物処理費用を
抑制する等の費用削減
措置が取られる。

+1 +1

7 国技館
対策が無い場合には標
準的な施設整備費とな
る。

対策が無い場合には標
準的な撤去・改修整備
費となる。

0 0

再生可能材により整備
費や廃棄物処理費用を
抑制する等の費用削減
措置が取られる。

再生可能材により整備
費や廃棄物処理費用を
抑制する等の費用削減
措置が取られる。

+1 +1

8 有明アリーナ
対策が無い場合には標
準的な施設整備費とな
る。

対策が無い場合には標
準的な撤去・改修整備
費となる。

0 0

再生可能材の活用等に
より、 先端技術導入
によるコスト増を相殺
して標準的な整備費と
なる。

再生可能材により整備
費や廃棄物処理費用を
抑制する等の費用削減
措置が取られる。

0 +1

9 有明ＢＭＸコース
対策が無い場合には標
準的な施設整備費とな
る。

対策が無い場合には標
準的な撤去・改修整備
費となる。

0 0

再生可能材により整備
費や廃棄物処理費用を
抑制する等の費用削減
措置が取られる。

再生可能材により整備
費や廃棄物処理費用を
抑制する等の費用削減
措置が取られる。

+1 +1

10 有明ベロドローム
対策が無い場合には標
準的な施設整備費とな
る。

対策が無い場合には標
準的な撤去・改修整備
費となる。

0 0

再生可能材により整備
費や廃棄物処理費用を
抑制する等の費用削減
措置が取られる。

再生可能材により整備
費や廃棄物処理費用を
抑制する等の費用削減
措置が取られる。

+1 +1

11 有明体操競技場
対策が無い場合には標
準的な施設整備費とな
る。

対策が無い場合には標
準的な撤去・改修整備
費となる。

0 0

再生可能材により整備
費や廃棄物処理費用を
抑制する等の費用削減
措置が取られる。

再生可能材により整備
費や廃棄物処理費用を
抑制する等の費用削減
措置が取られる。

+1 +1

12 有明テニスの森
対策が無い場合には標
準的な施設整備費とな
る。

対策が無い場合には標
準的な撤去・改修整備
費となる。

0 0

再生可能材の活用等に
より、 先端技術導入
によるコスト増を相殺
して標準的な整備費と
なる。

再生可能材により整備
費や廃棄物処理費用を
抑制する等の費用削減
措置が取られる。

0 +1

13 お台場海浜公園
対策が無い場合には標
準的な施設整備費とな
る。

対策が無い場合には標
準的な撤去・改修整備
費となる。

0 0

再生可能材により整備
費や廃棄物処理費用を
抑制する等の費用削減
措置が取られる。

再生可能材により整備
費や廃棄物処理費用を
抑制する等の費用削減
措置が取られる。

+1 +1

14 潮風公園
対策が無い場合には標
準的な施設整備費とな
る。

対策が無い場合には標
準的な撤去・改修整備
費となる。

0 0

再生可能材により整備
費や廃棄物処理費用を
抑制する等の費用削減
措置が取られる。

再生可能材により整備
費や廃棄物処理費用を
抑制する等の費用削減
措置が取られる。

+1 +1

15～16
東京ビッグサイト・ホール
Ａ、Ｂ

対策が無い場合には標
準的な施設整備費とな
る。

対策が無い場合には標
準的な撤去・改修整備
費となる。

0 0

再生可能材により整備
費や廃棄物処理費用を
抑制する等の費用削減
措置が取られる。

再生可能材により整備
費や廃棄物処理費用を
抑制する等の費用削減
措置が取られる。

+1 +1

17 大井ホッケー競技場
対策が無い場合には標
準的な施設整備費とな
る。

対策が無い場合には標
準的な撤去・改修整備
費となる。

0 0

再生可能材の活用等に
より、 先端技術導入
によるコスト増を相殺
して標準的な整備費と
なる。

再生可能材により整備
費や廃棄物処理費用を
抑制する等の費用削減
措置が取られる。

0 +1

18
海の森クロスカントリー
コース

対策が無い場合には標
準的な施設整備費とな
る。

対策が無い場合には標
準的な撤去・改修整備
費となる。

0 0

再生可能材により整備
費や廃棄物処理費用を
抑制する等の費用削減
措置が取られる。

再生可能材により整備
費や廃棄物処理費用を
抑制する等の費用削減
措置が取られる。

+1 +1

19 海の森水上競技場
対策が無い場合には標
準的な施設整備費とな
る。

対策が無い場合には標
準的な撤去・改修整備
費となる。

0 0

再生可能材の活用等に
より、 先端技術導入
によるコスト増を相殺
して標準的な整備費と
なる。

再生可能材により整備
費や廃棄物処理費用を
抑制する等の費用削減
措置が取られる。

0 +1

20
海の森マウンテンバイク
コース

対策が無い場合には標
準的な施設整備費とな
る。

対策が無い場合には標
準的な撤去・改修整備
費となる。

0 0

再生可能材により整備
費や廃棄物処理費用を
抑制する等の費用削減
措置が取られる。

再生可能材により整備
費や廃棄物処理費用を
抑制する等の費用削減
措置が取られる。

+1 +1

21 若洲オリンピックマリーナ
対策が無い場合には標
準的な施設整備費とな
る。

対策が無い場合には標
準的な撤去・改修整備
費となる。

0 0

再生可能材の活用等に
より、 先端技術導入
によるコスト増を相殺
して標準的な整備費と
なる。

再生可能材により整備
費や廃棄物処理費用を
抑制する等の費用削減
措置が取られる。

0 +1

開催中 開催後開催後

No.

二次評価

段階別影響 評価点

開催前 開催中 開催後 開催前開催中

名称

会場
段階別影響

開催中開催前

一次評価

開催後 開催前

評価点
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評価指標別予測結果表（施設整備費）

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

開催中 開催後開催後

No.

二次評価

段階別影響 評価点

開催前 開催中 開催後 開催前開催中

名称

会場
段階別影響

開催中開催前

一次評価

開催後 開催前

評価点

22 葛西臨海公園
対策が無い場合には標
準的な施設整備費とな
る。

対策が無い場合には標
準的な撤去・改修整備
費となる。

0 0

再生可能材の活用等に
より、 先端技術導入
によるコスト増を相殺
して標準的な整備費と
なる。

再生可能材により整備
費や廃棄物処理費用を
抑制する等の費用削減
措置が取られる。

0 +1

23～24
夢の島ユース・プラザ・ア
リーナＡ、Ｂ

対策が無い場合には標
準的な施設整備費とな
る。

対策が無い場合には標
準的な撤去・改修整備
費となる。

0 0

再生可能材の活用等に
より、 先端技術導入
によるコスト増を相殺
して標準的な整備費と
なる。

再生可能材により整備
費や廃棄物処理費用を
抑制する等の費用削減
措置が取られる。

0 +1

25 夢の島公園
対策が無い場合には標
準的な施設整備費とな
る。

対策が無い場合には標
準的な撤去・改修整備
費となる。

0 0

再生可能材の活用等に
より、 先端技術導入
によるコスト増を相殺
して標準的な整備費と
なる。

再生可能材により整備
費や廃棄物処理費用を
抑制する等の費用削減
措置が取られる。

0 +1

26 夢の島競技場
対策が無い場合には標
準的な施設整備費とな
る。

対策が無い場合には標
準的な撤去・改修整備
費となる。

0 0

再生可能材により整備
費や廃棄物処理費用を
抑制する等の費用削減
措置が取られる。

再生可能材により整備
費や廃棄物処理費用を
抑制する等の費用削減
措置が取られる。

+1 +1

27～28
オリンピックアクアティク
スセンター
ウォーターポロアリーナ

対策が無い場合には標
準的な施設整備費とな
る。

対策が無い場合には標
準的な撤去・改修整備
費となる。

0 0

再生可能材の活用等に
より、 先端技術導入
によるコスト増を相殺
して標準的な整備費と
なる。

再生可能材により整備
費や廃棄物処理費用を
抑制する等の費用削減
措置が取られる。

0 +1

29
武蔵野の森総合スポーツ施
設

対策が無い場合には標
準的な施設整備費とな
る。

対策が無い場合には標
準的な撤去・改修整備
費となる。

0 0

再生可能材の活用等に
より、 先端技術導入
によるコスト増を相殺
して標準的な整備費と
なる。

再生可能材により整備
費や廃棄物処理費用を
抑制する等の費用削減
措置が取られる。

0 +1

30 東京スタジアム
対策が無い場合には標
準的な施設整備費とな
る。

対策が無い場合には標
準的な撤去・改修整備
費となる。

0 0

再生可能材により整備
費や廃棄物処理費用を
抑制する等の費用削減
措置が取られる。

再生可能材により整備
費や廃棄物処理費用を
抑制する等の費用削減
措置が取られる。

+1 +1

31 武蔵野の森公園
対策が無い場合には標
準的な施設整備費とな
る。

対策が無い場合には標
準的な撤去・改修整備
費となる。

0 0

再生可能材により整備
費や廃棄物処理費用を
抑制する等の費用削減
措置が取られる。

再生可能材により整備
費や廃棄物処理費用を
抑制する等の費用削減
措置が取られる。

+1 +1

32 陸上自衛隊朝霞訓練場
対策が無い場合には標
準的な施設整備費とな
る。

対策が無い場合には標
準的な撤去・改修整備
費となる。

0 0

再生可能材により整備
費や廃棄物処理費用を
抑制する等の費用削減
措置が取られる。

再生可能材により整備
費や廃棄物処理費用を
抑制する等の費用削減
措置が取られる。

+1 +1

33 霞ヶ関カンツリー倶楽部
対策が無い場合には標
準的な施設整備費とな
る。

対策が無い場合には標
準的な撤去・改修整備
費となる。

0 0

再生可能材により整備
費や廃棄物処理費用を
抑制する等の費用削減
措置が取られる。

再生可能材により整備
費や廃棄物処理費用を
抑制する等の費用削減
措置が取られる。

+1 +1

34 札幌ドーム
対策が無い場合には標
準的な施設整備費とな
る。

対策が無い場合には標
準的な撤去・改修整備
費となる。

0 0

再生可能材により整備
費や廃棄物処理費用を
抑制する等の費用削減
措置が取られる。

再生可能材により整備
費や廃棄物処理費用を
抑制する等の費用削減
措置が取られる。

+1 +1

35 宮城スタジアム
対策が無い場合には標
準的な施設整備費とな
る。

対策が無い場合には標
準的な撤去・改修整備
費となる。

0 0

再生可能材により整備
費や廃棄物処理費用を
抑制する等の費用削減
措置が取られる。

再生可能材により整備
費や廃棄物処理費用を
抑制する等の費用削減
措置が取られる。

+1 +1

36 埼玉スタジアム2002
対策が無い場合には標
準的な施設整備費とな
る。

対策が無い場合には標
準的な撤去・改修整備
費となる。

0 0

再生可能材により整備
費や廃棄物処理費用を
抑制する等の費用削減
措置が取られる。

再生可能材により整備
費や廃棄物処理費用を
抑制する等の費用削減
措置が取られる。

+1 +1

37 横浜国際総合競技場
対策が無い場合には標
準的な施設整備費とな
る。

対策が無い場合には標
準的な撤去・改修整備
費となる。

0 0

再生可能材により整備
費や廃棄物処理費用を
抑制する等の費用削減
措置が取られる。

再生可能材により整備
費や廃棄物処理費用を
抑制する等の費用削減
措置が取られる。

+1 +1

OV 選手村
対策が無い場合には標
準的な施設整備費とな
る。

対策が無い場合には標
準的な撤去・改修整備
費となる。

0 0

再生可能材の活用等に
より、 先端技術導入
によるコスト増を相殺
して標準的な整備費と
なる。

再生可能材により整備
費や廃棄物処理費用を
抑制する等の費用削減
措置が取られる。

0 +1

IBC/MPC
東京ビッグサイト
(IBC/MPC)

対策が無い場合には標
準的な施設整備費とな
る。

対策が無い場合には標
準的な撤去・改修整備
費となる。

0 0

再生可能材の活用等に
より、 先端技術導入
によるコスト増を相殺
して標準的な整備費と
なる。

再生可能材により整備
費や廃棄物処理費用を
抑制する等の費用削減
措置が取られる。

0 +1
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評価指標別予測結果表（運営経費）

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

1
オリンピックスタジアム
(国立霞ヶ丘競技場)

対策を講じない場合に
は標準的な運営経費と
なる。

対策を講じない場合に
は標準的な運営経費と
なる。

0 0

エネルギー利用の最適
化やボランティアの活
用により運営経費、維
持管理コストの削減が
図られる。

エネルギー利用の最適
化等により後利用時も
光熱費等の維持管理コ
ストの削減が図られ
る。

+1 +1

2 東京体育館
対策を講じない場合に
は標準的な運営経費と
なる。

対策を講じない場合に
は標準的な運営経費と
なる。

0 0

ボランティアの活用に
より運営経費、維持管
理コストの削減が図ら
れる。

既存施設での光熱費等
の大幅な削減は見込め
ず、運営経費は標準的
なものとなる。

+1 0

3 国立代々木競技場
対策を講じない場合に
は標準的な運営経費と
なる。

対策を講じない場合に
は標準的な運営経費と
なる。

0 0

ボランティアの活用に
より運営経費、維持管
理コストの削減が図ら
れる。

既存施設での光熱費等
の大幅な削減は見込め
ず、運営経費は標準的
なものとなる。

+1 0

4 日本武道館
対策を講じない場合に
は標準的な運営経費と
なる。

対策を講じない場合に
は標準的な運営経費と
なる。

0 0

エネルギー利用の最適
化やボランティアの活
用により運営経費、維
持管理コストの削減が
図られる。

エネルギー利用の最適
化等により後利用時も
光熱費等の維持管理コ
ストの削減が図られ
る。

+1 +1

5 皇居外苑
対策を講じない場合に
は標準的な運営経費と
なる。

0

ボランティアの活用等
により運営経費、維持
管理コストの削減が図
られる。

+1

6 東京国際フォーラム
対策を講じない場合に
は標準的な運営経費と
なる。

対策を講じない場合に
は標準的な運営経費と
なる。

0 0

ボランティアの活用に
より運営経費、維持管
理コストの削減が図ら
れる。

既存施設での光熱費等
の大幅な削減は見込め
ず、運営経費は標準的
なものとなる。

+1 0

7 国技館
対策を講じない場合に
は標準的な運営経費と
なる。

対策を講じない場合に
は標準的な運営経費と
なる。

0 0

ボランティアの活用に
より運営経費、維持管
理コストの削減が図ら
れる。

既存施設での光熱費等
の大幅な削減は見込め
ず、運営経費は標準的
なものとなる。

+1 0

8 有明アリーナ
対策を講じない場合に
は標準的な運営経費と
なる。

対策を講じない場合に
は標準的な運営経費と
なる。

0 0

エネルギー利用の最適
化やボランティアの活
用により運営経費、維
持管理コストの削減が
図られる。

エネルギー利用の最適
化等により後利用時も
光熱費等の維持管理コ
ストの削減が図られ
る。

+1 +1

9 有明ＢＭＸコース
対策を講じない場合に
は標準的な運営経費と
なる。

0

ボランティアの活用等
により運営経費、維持
管理コストの削減が図
られる。

+1

10 有明ベロドローム
対策を講じない場合に
は標準的な運営経費と
なる。

0

ボランティアの活用等
により運営経費、維持
管理コストの削減が図
られる。

+1

11 有明体操競技場
対策を講じない場合に
は標準的な運営経費と
なる。

0

ボランティアの活用等
により運営経費、維持
管理コストの削減が図
られる。

+1

12 有明テニスの森
対策を講じない場合に
は標準的な運営経費と
なる。

対策を講じない場合に
は標準的な運営経費と
なる。

0 0

エネルギー利用の最適
化やボランティアの活
用により運営経費、維
持管理コストの削減が
図られる。

エネルギー利用の最適
化等により後利用時も
光熱費等の維持管理コ
ストの削減が図られ
る。

+1 +1

13 お台場海浜公園
対策を講じない場合に
は標準的な運営経費と
なる。

0

ボランティアの活用等
により運営経費、維持
管理コストの削減が図
られる。

+1

14 潮風公園
対策を講じない場合に
は標準的な運営経費と
なる。

0

ボランティアの活用等
により運営経費、維持
管理コストの削減が図
られる。

+1

15～16
東京ビッグサイト・ホール
Ａ、Ｂ

対策を講じない場合に
は標準的な運営経費と
なる。

対策を講じない場合に
は標準的な運営経費と
なる。

0 0

ボランティアの活用に
より運営経費、維持管
理コストの削減が図ら
れる。

既存施設での光熱費等
の大幅な削減は見込め
ず、運営経費は標準的
なものとなる。

+1 0

17 大井ホッケー競技場
対策を講じない場合に
は標準的な運営経費と
なる。

対策を講じない場合に
は標準的な運営経費と
なる。

0 0

エネルギー利用の最適
化やボランティアの活
用により運営経費、維
持管理コストの削減が
図られる。

エネルギー利用の最適
化等により後利用時も
光熱費等の維持管理コ
ストの削減が図られ
る。

+1 +1

18
海の森クロスカントリー
コース

対策を講じない場合に
は標準的な運営経費と
なる。

0

ボランティアの活用等
により運営経費、維持
管理コストの削減が図
られる。

+1

19 海の森水上競技場
対策を講じない場合に
は標準的な運営経費と
なる。

対策を講じない場合に
は標準的な運営経費と
なる。

0 0

エネルギー利用の最適
化やボランティアの活
用により運営経費、維
持管理コストの削減が
図られる。

エネルギー利用の最適
化等により後利用時も
光熱費等の維持管理コ
ストの削減が図られ
る。

+1 +1

20
海の森マウンテンバイク
コース

対策を講じない場合に
は標準的な運営経費と
なる。

0

ボランティアの活用等
により運営経費、維持
管理コストの削減が図
られる。

+1

二次評価

段階別影響 評価点

開催前 開催中 開催後 開催前 開催中 開催後

評価点

開催中 開催後

会場
一次評価

開催後 開催前

段階別影響

開催中開催前

No. 名称
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評価指標別予測結果表（運営経費）

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

二次評価

段階別影響 評価点

開催前 開催中 開催後 開催前 開催中 開催後

評価点

開催中 開催後

会場
一次評価

開催後 開催前

段階別影響

開催中開催前

No. 名称

21 若洲オリンピックマリーナ
対策を講じない場合に
は標準的な運営経費と
なる。

対策を講じない場合に
は標準的な運営経費と
なる。

0 0

エネルギー利用の最適
化やボランティアの活
用により運営経費、維
持管理コストの削減が
図られる。

エネルギー利用の最適
化等により後利用時も
光熱費等の維持管理コ
ストの削減が図られ
る。

+1 +1

22 葛西臨海公園
対策を講じない場合に
は標準的な運営経費と
なる。

対策を講じない場合に
は標準的な運営経費と
なる。

0 0

エネルギー利用の最適
化やボランティアの活
用により運営経費、維
持管理コストの削減が
図られる。

エネルギー利用の最適
化等により後利用時も
光熱費等の維持管理コ
ストの削減が図られ
る。

+1 +1

23～24
夢の島ユース・プラザ・ア
リーナＡ、Ｂ

対策を講じない場合に
は標準的な運営経費と
なる。

対策を講じない場合に
は標準的な運営経費と
なる。

0 0

エネルギー利用の最適
化やボランティアの活
用により運営経費、維
持管理コストの削減が
図られる。

エネルギー利用の最適
化等により後利用時も
光熱費等の維持管理コ
ストの削減が図られ
る。

+1 +1

25 夢の島公園
対策を講じない場合に
は標準的な運営経費と
なる。

対策を講じない場合に
は標準的な運営経費と
なる。

0 0

エネルギー利用の最適
化やボランティアの活
用により運営経費、維
持管理コストの削減が
図られる。

エネルギー利用の最適
化等により後利用時も
光熱費等の維持管理コ
ストの削減が図られ
る。

+1 +1

26 夢の島競技場
対策を講じない場合に
は標準的な運営経費と
なる。

対策を講じない場合に
は標準的な運営経費と
なる。

0 0

ボランティアの活用に
より運営経費、維持管
理コストの削減が図ら
れる。

既存施設での光熱費等
の大幅な削減は見込め
ず、運営経費は標準的
なものとなる。

+1 0

27～28
オリンピックアクアティク
スセンター
ウォーターポロアリーナ

対策を講じない場合に
は標準的な運営経費と
なる。

対策を講じない場合に
は標準的な運営経費と
なる。

0 0

エネルギー利用の最適
化やボランティアの活
用により運営経費、維
持管理コストの削減が
図られる。

エネルギー利用の最適
化等により後利用時も
光熱費等の維持管理コ
ストの削減が図られ
る。

+1 +1

29
武蔵野の森総合スポーツ施
設

対策を講じない場合に
は標準的な運営経費と
なる。

対策を講じない場合に
は標準的な運営経費と
なる。

0 0

エネルギー利用の最適
化やボランティアの活
用により運営経費、維
持管理コストの削減が
図られる。

エネルギー利用の最適
化等により後利用時も
光熱費等の維持管理コ
ストの削減が図られ
る。

+1 +1

30 東京スタジアム
対策を講じない場合に
は標準的な運営経費と
なる。

対策を講じない場合に
は標準的な運営経費と
なる。

0 0

ボランティアの活用に
より運営経費、維持管
理コストの削減が図ら
れる。

既存施設での光熱費等
の大幅な削減は見込め
ず、運営経費は標準的
なものとなる。

+1 0

31 武蔵野の森公園
対策を講じない場合に
は標準的な運営経費と
なる。

0

ボランティアの活用等
により運営経費、維持
管理コストの削減が図
られる。

+1

32 陸上自衛隊朝霞訓練場
対策を講じない場合に
は標準的な運営経費と
なる。

0

ボランティアの活用等
により運営経費、維持
管理コストの削減が図
られる。

+1

33 霞ヶ関カンツリー倶楽部
対策を講じない場合に
は標準的な運営経費と
なる。

対策を講じない場合に
は標準的な運営経費と
なる。

0 0

ボランティアの活用に
より運営経費、維持管
理コストの削減が図ら
れる。

既存施設での光熱費等
の大幅な削減は見込め
ず、運営経費は標準的
なものとなる。

+1 0

34 札幌ドーム
対策を講じない場合に
は標準的な運営経費と
なる。

対策を講じない場合に
は標準的な運営経費と
なる。

0 0

ボランティアの活用に
より運営経費、維持管
理コストの削減が図ら
れる。

既存施設での光熱費等
の大幅な削減は見込め
ず、運営経費は標準的
なものとなる。

+1 0

35 宮城スタジアム
対策を講じない場合に
は標準的な運営経費と
なる。

対策を講じない場合に
は標準的な運営経費と
なる。

0 0

ボランティアの活用に
より運営経費、維持管
理コストの削減が図ら
れる。

既存施設での光熱費等
の大幅な削減は見込め
ず、運営経費は標準的
なものとなる。

+1 0

36 埼玉スタジアム2002
対策を講じない場合に
は標準的な運営経費と
なる。

対策を講じない場合に
は標準的な運営経費と
なる。

0 0

ボランティアの活用に
より運営経費、維持管
理コストの削減が図ら
れる。

既存施設での光熱費等
の大幅な削減は見込め
ず、運営経費は標準的
なものとなる。

+1 0

37 横浜国際総合競技場
対策を講じない場合に
は標準的な運営経費と
なる。

対策を講じない場合に
は標準的な運営経費と
なる。

0 0

ボランティアの活用に
より運営経費、維持管
理コストの削減が図ら
れる。

既存施設での光熱費等
の大幅な削減は見込め
ず、運営経費は標準的
なものとなる。

+1 0

OV 選手村
対策を講じない場合に
は標準的な運営経費と
なる。

対策を講じない場合に
は標準的な運営経費と
なる。

0 0

エネルギー利用の最適
化やボランティアの活
用により運営経費、維
持管理コストの削減が
図られる。

エネルギー利用の最適
化等により後利用時も
光熱費等の維持管理コ
ストの削減が図られ
る。

+1 +1

IBC/MPC
東京ビッグサイト
(IBC/MPC)

対策を講じない場合に
は標準的な運営経費と
なる。

対策を講じない場合に
は標準的な運営経費と
なる。

0 0

エネルギー利用の最適
化やボランティアの活
用により運営経費、維
持管理コストの削減が
図られる。

エネルギー利用の最適
化等により後利用時も
光熱費等の維持管理コ
ストの削減が図られ
る。

+1 +1
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評価指標別予測結果表（汚染物質(NO2、SPM)の排出量）

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

1 陸上競技（マラソン）

競技関係の車両
の走行に伴う大
気汚染物質によ
る大気環境への
影響は小さい。

0

競技関係の車両
の走行に伴う大
気環境への影響
は小さく、ミ
ティゲーション
は想定していな
い。

0

2 陸上競技（競歩）

競技関係の車両
の走行に伴う大
気汚染物質によ
る大気環境への
影響は小さい。

0

競技関係の車両
の走行に伴う大
気環境への影響
は小さく、ミ
ティゲーション
は想定していな
い。

0

3
自転車競技（ロードレー
ス）

競技関係の車両
の走行に伴う大
気汚染物質によ
る大気環境への
影響は小さい。

0

競技関係の車両
の走行に伴う大
気環境への影響
は小さく、ミ
ティゲーション
は想定していな
い。

0

4
トライアスロン・パラトラ
イアスロン

競技関係の車両
の走行に伴う大
気汚染物質によ
る大気環境への
影響は小さい。

0

競技関係の車両
の走行に伴う大
気環境への影響
は小さく、ミ
ティゲーション
は想定していな
い。

0

5 水泳（マラソン 10km）

競技の実施に伴
う汚染物質の排
出はない。

0

競技の実施に伴
う汚染物質の排
出はなく、ミ
ティゲーション
は想定していな
い。

0

6
カヌー（スプリント・パラ
カヌー）

競技の実施に伴
う汚染物質の排
出はない。

0

競技の実施に伴
う汚染物質の排
出はなく、ミ
ティゲーション
は想定していな
い。

0

7 カヌー（スラローム）

競技の実施に伴
う汚染物質の排
出はない。

0

競技の実施に伴
う汚染物質の排
出はなく、ミ
ティゲーション
は想定していな
い。

0

8 ボート

競技の実施に伴
う汚染物質の排
出はない。

0

競技の実施に伴
う汚染物質の排
出はなく、ミ
ティゲーション
は想定していな
い。

0

9 セーリング

競技の実施に伴
う汚染物質の排
出はない。

0

競技の実施に伴
う汚染物質の排
出はなく、ミ
ティゲーション
は想定していな
い。

0

No. 名称

開催中

二次評価
段階別影響 評価点

開催中 開催後開会前 開催中 開催後 開会前開催後

一次評価
競技

段階別影響
開催中開会前 開催後 開会前

評価点
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評価指標別予測結果表（NO2、SPM濃度）

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

1 陸上競技（マラソン）

競技者に影響の
ない水準であ
る。

0

汚染物質削減の
ためのミティ
ゲーションの実
施により大気環
境が改善され
る。

+1

2 陸上競技（競歩）

競技者に影響の
ない水準であ
る。

0

汚染物質削減の
ためのミティ
ゲーションの実
施により大気環
境が改善され
る。

+1

3
自転車競技（ロードレー
ス）

競技者に影響の
ない水準であ
る。

0

汚染物質削減の
ためのミティ
ゲーションの実
施により大気環
境が改善され
る。

+1

4
トライアスロン・パラトラ
イアスロン

競技者に影響の
ない水準であ
る。

0

汚染物質削減の
ためのミティ
ゲーションの実
施により大気環
境が改善され
る。

+1

5 水泳（マラソン 10km）

競技者に影響の
ない水準であ
る。

0

汚染物質削減の
ためのミティ
ゲーションの実
施により大気環
境が改善され
る。

+1

6
カヌー（スプリント・パラ
カヌー）

競技者に影響の
ない水準であ
る。

0

汚染物質削減の
ためのミティ
ゲーションの実
施により大気環
境が改善され
る。

+1

7 カヌー（スラローム）

競技者に影響の
ない水準であ
る。

0

汚染物質削減の
ためのミティ
ゲーションの実
施により大気環
境が改善され
る。

+1

8 ボート

競技者に影響の
ない水準であ
る。

0

汚染物質削減の
ためのミティ
ゲーションの実
施により大気環
境が改善され
る。

+1

9 セーリング

競技者に影響の
ない水準であ
る。

0

汚染物質削減の
ためのミティ
ゲーションの実
施により大気環
境が改善され
る。

+1

No. 名称

段階別影響
開催中 開催後開会前 開催後 開会前

評価点
開催中 開催後 開会前

一次評価
競技

二次評価
段階別影響 評価点

開催中 開催後開会前 開催中
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評価指標別予測結果表（放射性物質（大気質））

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

1 陸上競技（マラソン）

競技者に影響の
ない水準であ
る。 0

競技者に影響の
ない水準であ
り、ミティゲー
ションは想定し
ていない。

0

2 陸上競技（競歩）

競技者に影響の
ない水準であ
る。 0

競技者に影響の
ない水準であ
り、ミティゲー
ションは想定し
ていない。

0

3
自転車競技（ロードレー
ス）

競技者に影響の
ない水準であ
る。 0

競技者に影響の
ない水準であ
り、ミティゲー
ションは想定し
ていない。

0

4
トライアスロン・パラトラ
イアスロン

競技者に影響の
ない水準であ
る。 0

競技者に影響の
ない水準であ
り、ミティゲー
ションは想定し
ていない。

0

5 水泳（マラソン 10km）

競技者に影響の
ない水準であ
る。 0

競技者に影響の
ない水準であ
り、ミティゲー
ションは想定し
ていない。

0

6
カヌー（スプリント・パラ
カヌー）

競技者に影響の
ない水準であ
る。 0

競技者に影響の
ない水準であ
り、ミティゲー
ションは想定し
ていない。

0

7 カヌー（スラローム）

競技者に影響の
ない水準であ
る。 0

競技者に影響の
ない水準であ
り、ミティゲー
ションは想定し
ていない。

0

8 ボート

競技者に影響の
ない水準であ
る。 0

競技者に影響の
ない水準であ
り、ミティゲー
ションは想定し
ていない。

0

9 セーリング

競技者に影響の
ない水準であ
る。 0

競技者に影響の
ない水準であ
り、ミティゲー
ションは想定し
ていない。

0

競技
一次評価 二次評価

段階別影響 評価点 段階別影響 評価点

No. 名称

開会前 開催中 開催後 開会前 開催中 開催後 開会前 開催後開催中 開催後 開会前 開催中
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評価指標別予測結果表（汚濁負荷（COD､T-N､T-P､BOD､SS等）の排出量）

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

1 陸上競技（マラソン）

し尿等の汚水は
公共下水道へ排
出するため公共
用水域の水質へ
の影響はない。

0

し尿等の汚水に
よる公共用水域
の水質への影響
はなく、ミティ
ゲーションは想
定していない。

0

2 陸上競技（競歩）

し尿等の汚水は
公共下水道へ排
出するため公共
用水域の水質へ
の影響はない。

0

し尿等の汚水に
よる公共用水域
の水質への影響
はなく、ミティ
ゲーションは想
定していない。

0

3
自転車競技（ロードレー
ス）

し尿等の汚水は
公共下水道へ排
出するため公共
用水域の水質へ
の影響はない。

0

し尿等の汚水に
よる公共用水域
の水質への影響
はなく、ミティ
ゲーションは想
定していない。

0

4
トライアスロン・パラトラ
イアスロン

し尿等の汚水は
公共下水道へ排
出するため公共
用水域の水質へ
の影響はない。

0

し尿等の汚水に
よる公共用水域
の水質への影響
はなく、ミティ
ゲーションは想
定していない。

0

5 水泳（マラソン 10km）

し尿等の汚水は
公共下水道へ排
出するため公共
用水域の水質へ
の影響はない。

0

し尿等の汚水に
よる公共用水域
の水質への影響
はなく、ミティ
ゲーションは想
定していない。

0

6
カヌー（スプリント・パラ
カヌー）

し尿等の汚水は
公共下水道へ排
出するため公共
用水域の水質へ
の影響はない。

0

し尿等の汚水に
よる公共用水域
の水質への影響
はなく、ミティ
ゲーションは想
定していない。

0

7 カヌー（スラローム）

し尿等の汚水は
公共下水道へ排
出するため公共
用水域の水質へ
の影響はない。

0

し尿等の汚水に
よる公共用水域
の水質への影響
はなく、ミティ
ゲーションは想
定していない。

0

8 ボート

し尿等の汚水は
公共下水道へ排
出するため公共
用水域の水質へ
の影響はない。

0

し尿等の汚水に
よる公共用水域
の水質への影響
はなく、ミティ
ゲーションは想
定していない。

0

9 セーリング

し尿等の汚水は
公共下水道へ排
出するため公共
用水域の水質へ
の影響はない。

0

し尿等の汚水に
よる公共用水域
の水質への影響
はなく、ミティ
ゲーションは想
定していない。

0

No. 名称

段階別影響
開催中 開催後開会前 開催後 開会前

評価点
開催中 開催後 開会前

一次評価
競技

二次評価
段階別影響 評価点

開催中 開催後開会前 開催中
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評価指標別予測結果表（水浴場水質判定基準項目）

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

1 陸上競技（マラソン）

陸域競技である
ことから対象外
とした。

－

陸域競技である
ことから対象外
とした。

－

2 陸上競技（競歩）

陸域競技である
ことから対象外
とした。

－

陸域競技である
ことから対象外
とした。

－

3
自転車競技（ロードレー
ス）

陸域競技である
ことから対象外
とした。

－

陸域競技である
ことから対象外
とした。

－

4
トライアスロン・パラトラ
イアスロン

競技者に影響の
ある水準の水質
である。 -1

競技者への影響
が、ミティゲー
ションの実施に
より低減され
る。

0

5 水泳（マラソン 10km）

競技者に影響の
ある水準の水質
である。 -1

競技者への影響
が、ミティゲー
ションの実施に
より低減され
る。

0

6
カヌー（スプリント・パラ
カヌー）

競技者に影響の
ある水準の水質
である。 -1

競技者への影響
が、ミティゲー
ションの実施に
より低減され
る。

0

7 カヌー（スラローム）

上水を使用する
ことで競技者に
とって良好な水
質が維持され
る。

+1

上水を使用する
ことで競技者に
とって良好な水
質が維持される
ことからミティ
ゲーションは想
定していない。

+1

8 ボート

競技者に影響の
ある水準の水質
である。 -1

競技者への影響
が、ミティゲー
ションの実施に
より低減され
る。

0

9 セーリング

競技者に影響の
ある水準の水質
である。 -1

競技者への影響
が、ミティゲー
ションの実施に
より低減され
る。

0

No. 名称

開催中

二次評価
段階別影響 評価点

開催中 開催後開会前 開催中 開催後 開会前開催後

一次評価
競技

段階別影響
開催中開会前 開催後 開会前

評価点
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評価指標別予測結果表（放射性物質（水質））

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

1 陸上競技（マラソン）

陸域競技である
ことから対象外
とした。

－

陸域競技である
ことから対象外
とした。

－

2 陸上競技（競歩）

陸域競技である
ことから対象外
とした。

－

陸域競技である
ことから対象外
とした。

－

3
自転車競技（ロードレー
ス）

陸域競技である
ことから対象外
とした。

－

陸域競技である
ことから対象外
とした。

－

4
トライアスロン・パラトラ
イアスロン

競技者に影響の
ない水準の水質
である。 0

競技者に影響の
ない水準の水質
であり、ミティ
ゲーションは想
定していない。

0

5 水泳（マラソン 10km）

競技者に影響の
ない水準の水質
である。 0

競技者に影響の
ない水準の水質
であり、ミティ
ゲーションは想
定していない。

0

6
カヌー（スプリント・パラ
カヌー）

競技者に影響の
ない水準の水質
である。 0

競技者に影響の
ない水準の水質
であり、ミティ
ゲーションは想
定していない。

0

7 カヌー（スラローム）

競技者に影響の
ない水準の水質
である。 0

競技者に影響の
ない水準の水質
であり、ミティ
ゲーションは想
定していない。

0

8 ボート

競技者に影響の
ない水準の水質
である。 0

競技者に影響の
ない水準の水質
であり、ミティ
ゲーションは想
定していない。

0

9 セーリング

競技者に影響の
ない水準の水質
である。 0

競技者に影響の
ない水準の水質
であり、ミティ
ゲーションは想
定していない。

0

開催後開催中 開催後 開会前 開催中開催中 開催後 開会前
評価点

No. 名称

開会前 開催中 開催後 開会前

競技
一次評価 二次評価

段階別影響 評価点 段階別影響
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評価指標別予測結果表（環境・交通騒音レベル）

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

1 陸上競技（マラソン）

競技関係車両の
走行、声援等の
騒音による周辺
への影響はほと
んどない。

0

競技の実施によ
る騒音の影響は
ほとんどなく、
ミティゲーショ
ンは想定してい
ない。

0

2 陸上競技（競歩）

競技関係車両の
走行、声援等の
騒音による周辺
への影響はほと
んどない。

0

競技の実施によ
る騒音の影響は
ほとんどなく、
ミティゲーショ
ンは想定してい
ない。

0

3
自転車競技（ロードレー
ス）

競技関係車両の
走行、声援等の
騒音による周辺
への影響はほと
んどない。

0

競技の実施によ
る騒音の影響は
ほとんどなく、
ミティゲーショ
ンは想定してい
ない。

0

4
トライアスロン・パラトラ
イアスロン

競技関係車両の
走行、声援等の
騒音による周辺
への影響はほと
んどない。

0

競技の実施によ
る騒音の影響は
ほとんどなく、
ミティゲーショ
ンは想定してい
ない。

0

5 水泳（マラソン 10km）

声援等の騒音に
よる周辺への影
響はほとんどな
い。 0

競技の実施によ
る騒音の影響は
ほとんどなく、
ミティゲーショ
ンは想定してい
ない。

0

6
カヌー（スプリント・パラ
カヌー）

声援等の騒音に
よる周辺への影
響はほとんどな
い。 0

競技の実施によ
る騒音の影響は
ほとんどなく、
ミティゲーショ
ンは想定してい
ない。

0

7 カヌー（スラローム）

声援等の騒音に
よる周辺への影
響はほとんどな
い。 0

競技の実施によ
る騒音の影響は
ほとんどなく、
ミティゲーショ
ンは想定してい
ない。

0

8 ボート

声援等の騒音に
よる周辺への影
響はほとんどな
い。 0

競技の実施によ
る騒音の影響は
ほとんどなく、
ミティゲーショ
ンは想定してい
ない。

0

9 セーリング

声援等の騒音に
よる周辺への影
響はほとんどな
い。 0

競技の実施によ
る騒音の影響は
ほとんどなく、
ミティゲーショ
ンは想定してい
ない。

0

No. 名称

段階別影響
開催中 開催後開会前 開催後 開会前

評価点
開催中 開催後 開会前

一次評価
競技

二次評価
段階別影響 評価点

開催中 開催後開会前 開催中
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評価指標別予測結果表（地面付近の気温）

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

1 陸上競技（マラソン）

現況でアスリー
トに影響のない
水準である 0

現況と変わらず
アスリートに影
響のない水準で
ある。

0

2 陸上競技（競歩）

現況でアスリー
トに影響のない
水準である 0

現況と変わらず
アスリートに影
響のない水準で
ある。

0

3
自転車競技（ロードレー
ス）

現況でアスリー
トに影響のない
水準である。 0

現況と変わらず
アスリートに影
響のない水準で
ある。

0

4
トライアスロン・パラトラ
イアスロン

現況でアスリー
トに影響のない
水準である 0

現況と変わらず
アスリートに影
響のない水準で
ある。

0

5 水泳（マラソン 10km）

水域の競技は対
象としない

－

水域の競技は対
象としない。

－

6
カヌー（スプリント・パラ
カヌー）

水域の競技は対
象としない

－

水域の競技は対
象としない。

－

7 カヌー（スラローム）

水域の競技は対
象としない

－

水域の競技は対
象としない。

－

8 ボート

水域の競技は対
象としない

－

水域の競技は対
象としない。

－

9 セーリング

水域の競技は対
象としない

－

水域の競技は対
象としない。

－

No. 名称

段階別影響
開催中 開催後開会前 開催後 開会前

評価点
開催中 開催後 開会前

一次評価
競技

二次評価
段階別影響 評価点

開催中 開催後開会前 開催中
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評価指標別予測結果表（廃棄物発生量の減量化）

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

1 陸上競技（マラソン）

競技の実施に伴
い排出される一
般廃棄物は、現
在と同程度の減
量化がなされ、
最終処分量は現
状の水準と変わ
らない。

0

既に容器包装廃
棄物のリサイク
ル分別などが実
施されており、
廃棄物の発生抑
制策による最終
処分量の大幅な
削減は見込めな
い。

0

2 陸上競技（競歩）

競技の実施に伴
い排出される一
般廃棄物は、現
在と同程度の減
量化がなされ、
最終処分量は現
状の水準と変わ
らない。

0

既に容器包装廃
棄物のリサイク
ル分別などが実
施されており、
廃棄物の発生抑
制策による最終
処分量の大幅な
削減は見込めな
い。

0

3
自転車競技（ロードレー
ス）

競技の実施に伴
い排出される一
般廃棄物は、現
在と同程度の減
量化がなされ、
最終処分量は現
状の水準と変わ
らない。

0

既に容器包装廃
棄物のリサイク
ル分別などが実
施されており、
廃棄物の発生抑
制策による最終
処分量の大幅な
削減は見込めな
い。

0

4
トライアスロン・パラトラ
イアスロン

競技の実施に伴
い排出される一
般廃棄物は、現
在と同程度の減
量化がなされ、
最終処分量は現
状の水準と変わ
らない。

0

既に容器包装廃
棄物のリサイク
ル分別などが実
施されており、
廃棄物の発生抑
制策による最終
処分量の大幅な
削減は見込めな
い。

0

5 水泳（マラソン 10km）

競技の実施に伴
い排出される一
般廃棄物は、現
在と同程度の減
量化がなされ、
最終処分量は現
状の水準と変わ
らない。

0

既に容器包装廃
棄物のリサイク
ル分別などが実
施されており、
廃棄物の発生抑
制策による最終
処分量の大幅な
削減は見込めな
い。

0

6
カヌー（スプリント・パラ
カヌー）

競技の実施に伴
い排出される一
般廃棄物は、現
在と同程度の減
量化がなされ、
最終処分量は現
状の水準と変わ
らない。

0

既に容器包装廃
棄物のリサイク
ル分別などが実
施されており、
廃棄物の発生抑
制策による最終
処分量の大幅な
削減は見込めな
い。

0

7 カヌー（スラローム）

競技の実施に伴
い排出される一
般廃棄物は、現
在と同程度の減
量化がなされ、
最終処分量は現
状の水準と変わ
らない。

0

既に容器包装廃
棄物のリサイク
ル分別などが実
施されており、
廃棄物の発生抑
制策による最終
処分量の大幅な
削減は見込めな
い。

0

8 ボート

競技の実施に伴
い排出される一
般廃棄物は、現
在と同程度の減
量化がなされ、
最終処分量は現
状の水準と変わ
らない。

0

既に容器包装廃
棄物のリサイク
ル分別などが実
施されており、
廃棄物の発生抑
制策による最終
処分量の大幅な
削減は見込めな
い。

0

9 セーリング

競技の実施に伴
い排出される一
般廃棄物は、現
在と同程度の減
量化がなされ、
最終処分量は現
状の水準と変わ
らない。

0

既に容器包装廃
棄物のリサイク
ル分別などが実
施されており、
廃棄物の発生抑
制策による最終
処分量の大幅な
削減は見込めな
い。

0

No. 名称

段階別影響
開催中 開催後開会前 開催後 開会前

評価点
開催中 開催後 開会前

一次評価
競技

二次評価
段階別影響 評価点

開催中 開催後開会前 開催中
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評価指標別予測結果表（廃棄物の有効利用）

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

1 陸上競技（マラソン）

競技の実施に伴
い排出される一
般廃棄物は、現
在と同程度の有
効利用がなさ
れ、最終処分量
は現状の水準と
変わらない。

0

資源ごみ回収やごみ
処理過程資源化、熱
回収等の促進によ
り、一般廃棄物の最
終処分量は現在の水
準から30％程度削減
される。

+1

2 陸上競技（競歩）

競技の実施に伴
い排出される一
般廃棄物は、現
在と同程度の有
効利用がなさ
れ、最終処分量
は現状の水準と
変わらない。

0

資源ごみ回収やごみ
処理過程資源化、熱
回収等の促進によ
り、一般廃棄物の最
終処分量は現在の水
準から30％程度削減
される。

+1

3
自転車競技（ロードレー
ス）

競技の実施に伴
い排出される一
般廃棄物は、現
在と同程度の有
効利用がなさ
れ、最終処分量
は現状の水準と
変わらない。

0

資源ごみ回収やごみ
処理過程資源化、熱
回収等の促進によ
り、一般廃棄物の最
終処分量は現在の水
準から30％程度削減
される。

+1

4
トライアスロン・パラトラ
イアスロン

競技の実施に伴
い排出される一
般廃棄物は、現
在と同程度の有
効利用がなさ
れ、最終処分量
は現状の水準と
変わらない。

0

資源ごみ回収やごみ
処理過程資源化、熱
回収等の促進によ
り、一般廃棄物の最
終処分量は現在の水
準から30％程度削減
される。

+1

5 水泳（マラソン 10km）

競技の実施に伴
い排出される一
般廃棄物は、現
在と同程度の有
効利用がなさ
れ、最終処分量
は現状の水準と
変わらない。

0

資源ごみ回収やごみ
処理過程資源化、熱
回収等の促進によ
り、一般廃棄物の最
終処分量は現在の水
準から30％程度削減
される。

+1

6
カヌー（スプリント・パラ
カヌー）

競技の実施に伴
い排出される一
般廃棄物は、現
在と同程度の有
効利用がなさ
れ、最終処分量
は現状の水準と
変わらない。

0

資源ごみ回収やごみ
処理過程資源化、熱
回収等の促進によ
り、一般廃棄物の最
終処分量は現在の水
準から30％程度削減
される。

+1

7 カヌー（スラローム）

競技の実施に伴
い排出される一
般廃棄物は、現
在と同程度の有
効利用がなさ
れ、最終処分量
は現状の水準と
変わらない。

0

資源ごみ回収やごみ
処理過程資源化、熱
回収等の促進によ
り、一般廃棄物の最
終処分量は現在の水
準から30％程度削減
される。

+1

8 ボート

競技の実施に伴
い排出される一
般廃棄物は、現
在と同程度の有
効利用がなさ
れ、最終処分量
は現状の水準と
変わらない。

0

資源ごみ回収やごみ
処理過程資源化、熱
回収等の促進によ
り、一般廃棄物の最
終処分量は現在の水
準から30％程度削減
される。

+1

9 セーリング

競技の実施に伴
い排出される一
般廃棄物は、現
在と同程度の有
効利用がなさ
れ、最終処分量
は現状の水準と
変わらない。

0

資源ごみ回収やごみ
処理過程資源化、熱
回収等の促進によ
り、一般廃棄物の最
終処分量は現在の水
準から30％程度削減
される。

+1

開催後

一次評価
競技

段階別影響
開催中開会前 開催後 開会前

評価点
二次評価

段階別影響 評価点
開催中 開催後開会前 開催中 開催後 開会前

No. 名称

開催中
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評価指標別予測結果表（エネルギー使用量の増減）

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

1 陸上競技（マラソン）

大会関係車を一
般的な車両（ガ
ソリン車）と想
定した場合、競
技の実施に伴う
エネルギー消費
量は現状の水準
にとどまる。

0

低公害かつ低燃
費な自動車を採
用することによ
り、36％以上の
低減が図られ
る。

+2

2 陸上競技（競歩）

影響要因は想定
されないことか
ら対象外とし
た。

－

影響要因は想定
されないことか
ら対象外とし
た。

－

3
自転車競技（ロードレー
ス）

大会関係車を一
般的な車両（ガ
ソリン車）と想
定した場合、競
技の実施に伴う
エネルギー消費
量は現状の水準
にとどまる。

0

低公害かつ低燃
費な自動車を採
用することによ
り、36％以上の
低減が図られ
る。

+2

4
トライアスロン・パラトラ
イアスロン

大会関係車を一
般的な車両（ガ
ソリン車）と想
定した場合、競
技の実施に伴う
エネルギー消費
量は現状の水準
にとどまる。

0

低公害かつ低燃
費な自動車を採
用することによ
り、36％以上の
低減が図られ
る。

+2

5 水泳（マラソン 10km）

影響要因は想定
されないことか
ら対象外とし
た。

－

影響要因は想定
されないことか
ら対象外とし
た。

－

6
カヌー（スプリント・パラ
カヌー）

影響要因は想定
されないことか
ら対象外とし
た。

－

影響要因は想定
されないことか
ら対象外とし
た。

－

7 カヌー（スラローム）

影響要因は想定
されないことか
ら対象外とし
た。

－

影響要因は想定
されないことか
ら対象外とし
た。

－

8 ボート

影響要因は想定
されないことか
ら対象外とし
た。

－

影響要因は想定
されないことか
ら対象外とし
た。

－

9 セーリング

影響要因は想定
されないことか
ら対象外とし
た。

－

影響要因は想定
されないことか
ら対象外とし
た。

－

開催後

一次評価
競技

段階別影響
開催中開会前 開催後 開会前

評価点
二次評価

段階別影響 評価点
開催中 開催後開会前 開催中 開催後 開会前

No. 名称

開催中
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評価指標別予測結果表（エネルギー使用量の増減）

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

1 陸上競技（マラソン）

大会関係車を一
般的な車両（ガ
ソリン車）と想
定した場合、競
技の実施に伴う
エネルギー消費
量は現状の水準
にとどまる。

0

低公害かつ低燃
費な自動車を採
用することによ
り、36％以上の
低減が図られ
る。

+2

2 陸上競技（競歩）

影響要因は想定
されないことか
ら対象外とし
た。

－

影響要因は想定
されないことか
ら対象外とし
た。

－

3
自転車競技（ロードレー
ス）

大会関係車を一
般的な車両（ガ
ソリン車）と想
定した場合、競
技の実施に伴う
エネルギー消費
量は現状の水準
にとどまる。

0

低公害かつ低燃
費な自動車を採
用することによ
り、36％以上の
低減が図られ
る。

+2

4
トライアスロン・パラトラ
イアスロン

大会関係車を一
般的な車両（ガ
ソリン車）と想
定した場合、競
技の実施に伴う
エネルギー消費
量は現状の水準
にとどまる。

0

低公害かつ低燃
費な自動車を採
用することによ
り、36％以上の
低減が図られ
る。

+2

5 水泳（マラソン 10km）

影響要因は想定
されないことか
ら対象外とし
た。

－

影響要因は想定
されないことか
ら対象外とし
た。

－

6
カヌー（スプリント・パラ
カヌー）

影響要因は想定
されないことか
ら対象外とし
た。

－

影響要因は想定
されないことか
ら対象外とし
た。

－

7 カヌー（スラローム）

影響要因は想定
されないことか
ら対象外とし
た。

－

影響要因は想定
されないことか
ら対象外とし
た。

－

8 ボート

影響要因は想定
されないことか
ら対象外とし
た。

－

影響要因は想定
されないことか
ら対象外とし
た。

－

9 セーリング

影響要因は想定
されないことか
ら対象外とし
た。

－

影響要因は想定
されないことか
ら対象外とし
た。

－

No. 名称

開催中

二次評価
段階別影響 評価点

開催中 開催後開会前 開催中 開催後 開会前開催後

一次評価
競技

段階別影響
開催中開会前 開催後 開会前

評価点
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評価指標別予測結果表（ボトルネックの解消又は継続）

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

1 陸上競技（マラソン）

一時的な交通規
制を行うため、
渋滞緩和計画を
立てない場合に
は、都心部の交
通流を悪化させ
る可能性があ
る。

-1

競技開催時の交
通輸送の円滑化
を図るととも
に、三環状道路
の整備等の実施
により圏央道内
側の主要渋滞ポ
イントが概ね解
消される

+1

2 陸上競技（競歩）

一時的な交通規
制を行うため、
渋滞緩和計画を
立てない場合に
は、都心部の交
通流を悪化させ
る可能性があ
る。

-1

競技開催時の交
通輸送の円滑化
を図るととも
に、三環状道路
の整備等の実施
により圏央道内
側の主要渋滞ポ
イントが概ね解
消される。

+1

3
自転車競技（ロードレー
ス）

一時的な交通規
制を行うため、
渋滞緩和計画を
立てない場合に
は、都心部の交
通流を悪化させ
る可能性があ
る。

-1

競技開催時の交
通輸送の円滑化
を図るととも
に、三環状道路
の整備等の実施
により圏央道内
側の主要渋滞ポ
イントが概ね解
消される。

+1

4
トライアスロン・パラトラ
イアスロン

一時的な交通規
制を行うため、
渋滞緩和計画を
立てない場合に
は、都心部の交
通流を悪化させ
る可能性があ
る。

-1

競技開催時の交
通輸送の円滑化
を図るととも
に、三環状道路
の整備等の実施
により圏央道内
側の主要渋滞ポ
イントが概ね解
消される。

+1

5 水泳（マラソン 10km）

競技において会
場の敷地外の道
路を利用しない
ため対象外とし
た。

－

競技において会
場の敷地外の道
路を利用しない
ため対象外とし
た。

－

6
カヌー（スプリント・パラ
カヌー）

競技において会
場の敷地外の道
路を利用しない
ため対象外とし
た。

－

競技において会
場の敷地外の道
路を利用しない
ため対象外とし
た。

－

7 カヌー（スラローム）

競技において会
場の敷地外の道
路を利用しない
ため対象外とし
た。

－

競技において会
場の敷地外の道
路を利用しない
ため対象外とし
た。

－

8 ボート

競技において会
場の敷地外の道
路を利用しない
ため対象外とし
た。

－

競技において会
場の敷地外の道
路を利用しない
ため対象外とし
た。

－

9 セーリング

競技において会
場の敷地外の道
路を利用しない
ため対象外とし
た。

－

競技において会
場の敷地外の道
路を利用しない
ため対象外とし
た。

－

開催後
評価点

No. 名称

開会前開会前 開催中 開催後 開会前
段階別影響

開催中 開催中 開催後

一次評価
競技

二次評価
段階別影響 評価点

開会前 開催中 開催後
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評価指標別予測結果表（運営経費）

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

工事による
影響

招致・PR活動
による影響

施設の存在
による影響

競技の実施
による影響

工事による
影響

後利用に
よる影響

工事
影響

招致等
の影響

存在
影響

競技の
影響

工事
影響

後利用
の影響

1 陸上競技（マラソン）

想定範囲の運
営・維持コスト

0

ボランティア支
援策により、多
数のボランティ
アの協力が見込
まれ、運営経費
の削減がされ
る。

+1

2 陸上競技（競歩）

想定範囲の運
営・維持コスト

0

ボランティア支
援策により、多
数のボランティ
アの協力が見込
まれ、運営経費
の削減がされ
る。

+1

3
自転車競技（ロードレー
ス）

想定範囲の運
営・維持コスト

0

ボランティア支
援策により、多
数のボランティ
アの協力が見込
まれ、運営経費
の削減がされ
る。

+1

4
トライアスロン・パラトラ
イアスロン

想定範囲の運
営・維持コスト

0

ボランティア支
援策により、多
数のボランティ
アの協力が見込
まれ、運営経費
の削減がされ
る。

+1

5 水泳（マラソン 10km）

想定範囲の運
営・維持コスト

0

ボランティア支
援策により、多
数のボランティ
アの協力が見込
まれ、運営経費
の削減がされ
る。

+1

6
カヌー（スプリント・パラ
カヌー）

想定範囲の運
営・維持コスト

0

ボランティア支
援策により、多
数のボランティ
アの協力が見込
まれ、運営経費
の削減がされ
る。

+1

7 カヌー（スラローム）

想定範囲の運
営・維持コスト

0

ボランティア支
援策により、多
数のボランティ
アの協力が見込
まれ、運営経費
の削減がされ
る。

+1

8 ボート

想定範囲の運
営・維持コスト

0

ボランティア支
援策により、多
数のボランティ
アの協力が見込
まれ、運営経費
の削減がされ
る。

+1

9 セーリング

想定範囲の運
営・維持コスト

0

ボランティア支
援策により、多
数のボランティ
アの協力が見込
まれ、運営経費
の削減がされ
る。

+1

開催後
評価点

No. 名称

開会前開会前 開催中 開催後 開会前
段階別影響

開催中 開催中 開催後

一次評価
競技

二次評価
段階別影響 評価点

開会前 開催中 開催後

5－14



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 25 年 2 月 

2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会 

初期段階環境影響評価書 

別     冊 

（予測評価結果表） 

 
編集 東京都スポーツ振興局招致推進部 

東京都新宿区西新宿二丁目 8 番 1 号 

電話 03-5321-1111 （代表） 

 

 

 

（無断複写・転載を禁じる） 


	表紙奥付
	初期段階環境影響評価書（本文・資料編）
	0_目次
	00_表紙奥付
	1_事業特性の把握
	2～4_評価項目の選定・評価方法・評価結果の結論
	5_01（大気）
	5_02（水質）
	5_03（土壌）
	5_04（生物の生育・生息基盤）
	5_05（水循環）
	5_06（生物・生態系）
	5_07（緑）
	5_08（騒音）
	5_09（日影）
	5_10（景観）
	5_11（自然との触れ合い活動の場）
	5_12（歩行者空間の快適性）
	5_13（史跡・文化財）
	1. 事業特性の把握　～大会計画案の整理～
	1-1  施設
	1-2  競技（施設外）
	1-3  全体
	1-4  立地の適地性

	2. 環境影響要因の集出
	3. 環境影響評価の項目の選定
	3-1  環境影響評価項目の考え方
	3-2  施設タイプ別
	3-3  競技タイプ別

	4. 評価の目安
	5. 予測及び評価
	5-1  大気質
	5-2  水質
	5-3  土壌
	5-4  生物の生育・生息基盤
	5-5  水循環
	5-6  生物・生態系
	5-7  緑
	5-8  騒音
	5-9  日影
	5-10  景観
	5-11  自然との触れ合い活動の場
	5-12  歩行者空間の快適性
	5-13  史跡・文化財
	5-13-1  現況
	5-13-2  予測評価（会場別）
	(1)  評価の指標及び目安
	(2)  予測評価の方法
	(3)  予測評価の結果
	1)  開催中（施設の存在による影響）
	①  一次評価
	②  ミティゲーション
	③  二次評価

	2)   開催後（後利用による影響）
	①  一次評価
	②  ミティゲーション
	③  二次評価


	(4)  評価結果の総括




	5_14～16（水利用・廃棄物・エコマテリアル）
	5_17～18（温室効果ガス・エネルギー）
	5_19～21（土地利用・地域分断・移転）
	5_22～23（スポーツ活動・文化活動）
	5_24～26（ボランティア・コミュニティ・環境への意識）
	5_27～29（安全・衛生・消防防災）
	5_30～32（交通渋滞・公共交通へのｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ・交通安全）
	5_33～35（経済波及・雇用・事業採算性）
	6～7_評価結果の整理
	01_資料編(会場別)
	02_資料編(競技別)
	評価書_資料編(印刷用：競技別)_2-0.pdf
	評価書_資料編(印刷用：競技別)_2-1
	評価書_資料編(印刷用：競技別)_2-2

	03_資料編(全体計画)
	04_資料編(指標別_会場別)
	評価書_評価指標別（会場に関する項目）_4-1.pdf
	評価書_評価指標別（会場に関する項目）_4-3

	05_資料編(指標別_競技別)




