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1. 2020年東京大会の正式名称 

第 32回オリンピック競技大会（2020／東京） 

東京 2020 パラリンピック競技大会 

 

2. 2020年東京大会の目的 

2.1 大会ビジョン 

2020年東京大会の開催を担う公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委

員会（以下、「大会組織委員会」という。）は、2015年２月に国際オリンピック委員会、国際パラ

リンピック委員会に提出した「東京2020大会開催基本計画」において以下の大会ビジョンを掲げ

ている。 

 

 

 

 

 

2.2 東京都長期ビジョン 

東京都は、2014年12月に策定した「東京都長期ビジョン」において、世界一の都市・東京の実

現に向けて、まず取り組むことは、「史上最高のオリンピック・パラリンピックの実現」であり、

大会の成功だけでなく、大会開催を起爆剤として、都市基盤の充実など、更なる発展を遂げると

ともに、ソフト・ハード両面でレガシーを次世代に継承し、都民生活の向上につなげるとしてい

る。 

また、大会終了後も、都民に夢や希望を与え、幸せを実感できる都市であり続けるために、「課

題を解決し、将来にわたる東京の持続的発展の実現」にも取り組むとしている。 

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

段階環境アセスメント（以下、「本アセスメント」という。）の実施にあたっては、適宜「東京都

長期ビジョン」を参照し進めていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.2-1 東京都長期ビジョンの構成 

スポーツには、世界と未来を変える力がある。 
1964年の東京大会は日本を大きく変えた。2020年の東京大会は、 
「すべての人が自己ベストを目指し（全員が自己ベスト）」、 
「一人ひとりが互いを認め合い（多様性と調和）」、 
「そして、未来につなげよう（未来への継承）」を３つの基本コンセプトとし、 
史上最もイノベーティブで、世界にポジティブな改革をもたらす大会とする。 
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3．2020年東京大会の概要 

3.1 大会の概要 

2020年東京大会において、オリンピック競技大会は７月24日の開会式に続いて、７月25日から

８月９日までの16日間で開催し、閉会式は８月９日に予定している。また、パラリンピック競技

大会は８月25日から９月６日までの開催を予定している。 

実施競技数は、オリンピック28競技、パラリンピック22競技の予定である。 

 

3.2 2020年東京大会の環境配慮 

大会組織委員会は、「東京2020大会開催基本計画」の中で、2020年東京大会は、単に2020年に東

京で行われるスポーツの大会としてだけでなく、2020年以降も含め、日本や世界全体に対し、ス

ポーツ以外も含めた様々な分野でポジティブなレガシーを残す大会として成功させなければなら

ないとしている。大会組織委員会は、街づくり・持続可能性について進めていくアクションとし

て、下記のことを例示している。 

なお、アクションについては、2016年中期にとりまとめる「アクション＆レガシープラン」に

おいて明確化するとしている。 

 

(1) 大会関連施設の有効活用 （アクションの例） 
①周辺地域の街づくりとの連携や大会後の有効活用を想定した
大会関連施設の整備 
②仮設施設に用いられた資材、設備等の後利用の積極的な検討 

(2) 誰もが安全で快適に生活で
きる街づくりの推進 

（アクションの例） 
①アクセシビリティを重視した競技施設や選手村の整備 
②交通機関や公共施設等のバリアフリー化の推進 
③多言語対応の推進による外国人旅行者の言葉の壁の解消 
④会場周辺等の道路、鉄道等の交通インフラや空港・港湾等の
整備・充実 
⑤会場周辺等における良好な景観、魅力ある公園、緑地や水辺
等の保全・創出 
⑥大会期間中の災害やテロ、サイバー攻撃等を想定した、官民
一体となったセキュリティ体制の構築と治安基盤の強化 
⑦センター・コア・エリア内、競技会場周辺、主要駅周辺の道
路、緊急輸送道路等の無電柱化の推進 

(3) 大会を契機とした取り組み
を通じた持続可能性の重要性
の発信 

（アクションの例） 
①3R（Reduce,Reuse,Recycle）の徹底や、燃料電池車、再生可
能エネルギーといった環境技術の活用など大会の準備や運営へ
の持続可能性の反映 
②大会での取組をモデルとした更なる省エネルギー化の推進 
③路面温度の上昇を抑制する機能をもつ舗装の整備など、選手
や観客への暑さ対策の推進 
④水素などスマートエネルギーの導入に係る取組の推進 

 

- 2 - 



 

4. オリンピックスタジアムの概略 

本評価書案の対象である新国立競技場（以下、「オリンピックスタジアム」という）の概要は、表

4-1 に示すとおりである。 

2011 年６月にスポーツ基本法（平成 23年法律第 78号）が制定された。また、これに基づき、2012

年に「スポーツ基本計画」（平成 24 年３月 文部科学省）が策定された。この計画において、「今後

５年間に総合的かつ計画的に取り組むべき施策」の１つとして、「オリンピック・パラリンピック等

の国際競技大会等の招致・開催等を通じた国際交流・貢献の推進」が掲げられており、この中で、日

本スポーツ振興センターは「国立霞ヶ丘競技場等の施設の整備・充実等を行い、オリンピック・ワー

ルドカップ等の大規模な国際大会の招致・開催に対し支援する」とされており、オリンピックスタジ

アムの整備はいわゆるナショナルプロジェクトとして位置付けられている。 

オリンピックスタジアムの収容人数は、８万人とする計画であり、その概要は、表 4-2に示すとお

りである。2020年東京大会では、オリンピック・パラリンピックの開・閉会式、陸上競技、オリンピ

ックのサッカー、ラグビーの会場として利用される計画である（「立候補ファイル」時点の計画）。 

表 4-1 会場の概要（オリンピックスタジアム） 

項 目 内  容 

競技 
オリンピック: 開・閉会式、陸上競技（トラック、競歩、マラソン等）、
サッカー(決勝)、ラグビー 
パラリンピック: 開・閉会式、陸上競技 

【イメージ図】 

 

出典：「新国立競技場基本設計（案）説明書（概要版）」（平成 26年５月 (独)日本スポーツ振興センター） 
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表 4-2 オリンピックスタジアムの内容の概要 

項 目 内  容 

所 在 地 東京都新宿区霞ヶ丘町 10番 1号ほか（東京都新宿区及び東京都渋谷区） 

地 域 地 区 

用途地域：第二種中高層住居専用地域 

風致地区：第二種風致地区（明治神宮内外苑風致地区） 

文教地区：第一種文教地区 

防火地区：準防火地域 

高度地域：第二種高度地区 

敷 地 面 積 約 113,000m2 

建 築 面 積 約 78,400m2 

延 床 面 積 約 219,500m2 

最 高 高 さ 約 70m 

施 設 用 途 
観覧場、集会場、博物館、飲食店・物品販売業を営む店舗、自動車車庫、

その他用途 

駐 車 台 数 約 350台 

工事予定期間 平成 27年度～平成 30年度 

供 用 時 期 平成 31年度 

注)(独)日本スポーツ振興センターへのヒアリングに基づく 
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5. 環境及び社会経済に及ぼす影響の評価の結論 

対象事業の実施が環境に及ぼす影響について、「2020 年東京オリンピック・パラリンピック環境ア

セスメント指針（実施段階環境アセスメント及びフォローアップ編）」（平成 26 年２月 東京都環境

局）に基づき、事業計画の内容や計画地及び周辺の状況を考慮したうえで、環境影響評価の項目を選

定し、現況調査並びに予測・評価を行った。環境に及ぼす影響の評価の結論は、表 5-1(1)～(8)に示

すとおりである。 

表 5-1(1) 環境に及ぼす影響の評価の結論 

項 目 評価の結論 

1. 大気等 [大会開催前] 

ア．工事用車両の走行に伴い発生する二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の変化の程度 

二酸化窒素の将来濃度(年平均値)を日平均値(年間 98％値)に変換した値は 0.041～

0.043ppm であり、環境基準値(0.06ppm)を下回る。工事用車両の走行に伴う寄与率は 0.9

～1.7%である。 

浮遊粒子状物質の将来濃度(年平均値)を日平均値(2%除外値)に変換した値は 0.045mg/m3

であり、環境基準値(0.10mg/m3)を下回る。工事用車両の走行に伴う寄与率は 0.1％未満で

ある。 

イ．建設機械の稼働に伴い発生する二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の変化の程度 

二酸化窒素の将来濃度(年平均値)を日平均値(年間 98％値)に変換した値は 0.060ppm で

あり、環境基準値(0.06ppm)以下である。建設機械の稼働に伴う寄与率は 45.2％である。 

浮遊粒子状物質の将来濃度(年平均値)を日平均値(2％除外値)に変換した値は

0.050mg/m3 であり、環境基準値(0.10mg/m3)を下回る。建設機械の稼働に伴う寄与率は

17.7％である。 

 

[大会開催後] 

ア．関連車両の走行に伴い発生する二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の変化の程度 

二酸化窒素の将来濃度(年平均値)を日平均値(年間 98％値)に変換した値は 0.040～

0.041ppm であり、環境基準値(0.06ppm)を下回る。関連車両の走行による寄与率は 0.1～

0.5％である。 

浮遊粒子状物質の将来濃度(年平均値)を日平均値(2％除外値)に変換した値は

0.045mg/m3であり、環境基準値(0.10mg/m3)を下回る。関連車両の走行による寄与率は 0.1％

未満である。 

イ．地下駐車場の供用に伴い発生する二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の変化の程度 

二酸化窒素の将来濃度(年平均値)を日平均値(年間 98％値)に変換した値は 0.042ppm で

あり、環境基準値(0.06ppm)を下回る。地下駐車場の供用に伴う寄与率は 0.9％である。 

浮遊粒子状物質の将来濃度(年平均値)を日平均値(2％除外値)に変換した値は

0.041mg/m3 であり、環境基準値(0.10mg/m3)を下回る。地下駐車場の供用に伴う寄与率は

0.1％未満である。 

ウ．熱源施設の稼働に伴い発生する二酸化窒素の変化の程度 

二酸化窒素の将来濃度(年平均値)を日平均値(年間 98％値)に変換した値は 0.042ppm で

あり、環境基準値(0.06ppm)を下回る。熱源施設の稼働に伴う寄与率は 0.2％である。 

 

2. 土壌 計画地の一部は「形質変更時要届出区域」に指定されており、事業の実施に伴う土地改変

にあたっては、土壌汚染対策法及び環境確保条例に基づく手続きを行い、適切に対応すると

ともに、その内容をフォローアップ報告書において明らかにする。 

また、工事中に汚染土壌が確認された場合には、土壌汚染対策法及び環境確保条例に則り、

汚染物質の種類、汚染土壌の量等を明らかにし、関係機関と調整を行ったうえで適切な飛散・

拡散の防止対策をとった汚染拡散防止措置を実施するとともに、その内容をフォローアップ

報告書において明らかにする。 

また、設備等の持続的稼働による土壌汚染については、汚染要因が想定されないことから

土壌汚染が生じるおそれはないと考える。 

以上のことから、評価の指標を満足するものと考える。 
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表 5-1(2) 環境に及ぼす影響の評価の結論 

項 目 評価の結論 

3. 生物の生育 

・生息基盤 

事業の実施により、計画地内は、明治公園（四季の庭）、明治公園（霞岳広場）周囲、国立

霞ヶ丘競技場周囲の植栽樹林の一部が改変され、生物・生態系の賦存地への影響が生じる。

計画地周辺における生物・生態系の賦存地の改変は生じないほか、地下水位の低下や土地の

安定性の変化は生じないと考えられ、計画地周辺における生物・生態系の賦存地への影響は

生じないと考えられる。 

事業の実施にあたっては、地上部緑化等により約 25,000m2の植物が生育する基盤が創出さ

れる。また、植栽樹種は、明治神宮内苑・外苑に多く見られる日本の在来木を中心とし、計

画地周辺の生息・生育基盤と調和する植栽計画としているほか、聖徳記念絵画館や建国記念

文庫と隣接する敷地内には、聖徳記念絵画館や建国記念文庫の緑量あるみどりとの連携を図

った植栽を施す計画である。このため、計画地の位置する明治神宮外苑の生物・生態系の賦

存地と一体となった生物の生育・生息基盤が形成されると考えられる。 

以上のことから、計画地における生物・生態系の賦存地は一部減少するものの、計画地周

辺も含めた明治神宮外苑としての生物・生態系の賦存地の現況は維持され、評価の指標は満

足するものと考えられる。 

4. 水循環 [開催前の施設の建設による地下水の水位及び流動の変化の程度] 

掘削工事に当たっては、山留壁として遮水性の高い SMW（ソイルセメント柱列壁）を採用し、

周辺からの地下水の湧出を抑制するため、山留壁周辺の地下水位を著しく低下させることは

ないと考える。また、掘削工事施工中については、必要に応じて、地下水位のモニタリング

を実施し、地下水揚水量の適切な管理を実施する。これらの状況についてはフォローアップ

報告書により明らかにする。 

以上のことから、工事中の地下水の揚水により、計画地周辺の地下水位に著しい影響を及

ぼすことはなく、評価の指標は満足するものと考える。 

 

[開催後の設備等の持続的稼働による地下水涵養能の変化の程度及び地下水の水位及び流動

の変化の程度] 

ア．地下水涵養能の変化の程度 

計画地の現況は、大部分がアスファルト等により舗装されている。 

本事業では雨水浸透施設と雨水貯留施設の組み合わせにより、「新宿区雨水流出抑制施設

の設置に関する要綱」、「渋谷区雨水流出抑制施設設置指導要綱」に示される必要な抑制対

策量を確保する計画である。雨水浸透施設としては、浸透トレンチ、浸透ます及び緑地を

設置する計画であり、地下水涵養を図る計画である。また、緑地における蒸散効果により、

ヒートアイランド対策にも寄与することが期待できる。 

以上のことから、土地の改変に伴う雨水流出量を抑制できるとともに、地下水涵養が図

れることから、評価の指標を満足するものと考える。 

イ．地下水の水位及び流動の変化 

計画では、山留壁として構築した SMW を地下構造物構築後も残置する計画であり、地下

水を遮断する可能性がある。 

計画地で確認された帯水層である東京層や東京礫層等は、計画地周辺においてもその分

布がみられ、帯水層が連続して分布しているものと想定される。地下水は地下構造物を迂

回して流れると考えられる。 

以上のことから、現状の地下水位及び流動を著しく阻害させることはなく、評価の指標

を満足するものと考える。 

5. 生物・生態系 施設の建設に伴い、計画地内の動植物の生育・生息環境となる樹木等の伐採や土壌の改変

が行われるが、計画地周辺の明治神宮外苑の生物の生育・生息環境の改変は生じない。 

事業の実施にあたっては、計画地北側の既存樹の保存方法を検討するほか、地上部緑化等

により約 25,000m2の緑化を行う計画としている。本施設の植栽樹種は、明治神宮内苑・外苑

に多く見られる日本の在来木を中心とし、計画地周辺の生息・生育基盤と調和する植栽計画

としている。計画地周辺には、明治神宮外苑の緑地等の生物の生育・生息環境が存在してお

り、計画地及びその周辺も含めた生物の生育・生息環境は維持されると考えられる。 

以上のことから、計画地における生物の生育・生息環境は一部減少するものの、計画地周

辺も含めた地域としての生物・生態系の現況は維持され、評価の指標は満足するものと考え

られる。 
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表 5-1(3) 環境に及ぼす影響の評価の結論 

項 目 評価の結論 

6. 緑 事業の実施に伴い、地上部緑化等により約 25,000m2の緑化面積を確保する計画である。 

本事業では、東京都風致地区条例及び新宿区みどりの条例に基づき緑化基準が定められて

いるが、いずれの緑化基準も上回る緑化面積を確保する計画である。また、本事業では、「東

京都再開発等促進区を定める地区計画運用基準」（平成 25 年４月 東京都都市整備局）に基

づき、「新しい都市づくりのための都市再開発諸制度活用方針」（平成 26年４月 東京都）に

おける緑化基準を上回る緑化面積を確保する計画である。 

以上のことから、評価の指標は満足するものと考えられる。 

7. 騒音・振動 [工事用車両の走行に伴う道路交通騒音及び振動の程度] 

ア．工事用車両の走行に伴う道路交通騒音 

工事用車両の走行に伴う道路交通の騒音レベル(LAeq)は、昼間 62～66dB であり、全地点

において環境基準値を下回る。工事用車両の走行に伴う騒音レベルの増加分は、1dB 未満

である。 

イ．工事用車両の走行に伴う道路交通振動 

工事用車両の走行に伴う道路交通の振動レベル(L10)は、昼間 31～46dB、夜間 26～41dB

であり、規制基準値を下回る。工事用車両の走行に伴う振動レベルの増加分は、昼間は 2dB

以下、夜間は 1dB未満である。 

[建設機械の稼働に伴う騒音及び振動の程度] 

ア．建設機械の稼働に伴う騒音 

建設機械の稼働に伴う建設作業の騒音レベル(LA5)は、計画地北側敷地境界において、最

大 67dBであり、「指定建設作業に係る騒音の勧告基準」(80dB)を下回る。 

イ．建設機械の稼働に伴う振動 

建設機械の稼働に伴う建設作業の振動レベル(L10)は、計画地北側敷地境界において、最

大 66dBであり、「指定建設作業に係る振動の勧告基準」(70dB)を下回る。 

8. 日影 計画建築物により日影が生じると予測される範囲は、計画地の西北西側約 350mの渋谷区千

駄ヶ谷一丁目から、東北東側約 300mの新宿区霞ヶ丘町に及ぶ範囲であるが、日影規制地域に

対して規制時間を上回る日影は生じないものと考える。 

以上のことから、評価の指標を満足するものと考える。 

9. 景観 [主要な景観の構成要素の改変の程度及びその改変による地域景観の特性の変化の程度] 

計画地は明治神宮外苑に隣接しており、当該エリアは、大正期に整備された明治神宮外苑

の都市構造を基盤として、風格のある都市景観と苑内の樹林による豊かな自然環境を有して

いる。また、周辺には、東京体育館や明治神宮外苑野球場、秩父宮ラグビー場等の多様な規

模や種類のスポーツ施設が集積している。 

計画建築物の建物外周部は、大きな壁面構成を避け、フレームによる構成とする等、通り

を歩く人や周辺の街並みに配慮した計画としている。また、明治神宮外苑のみどりの一部と

して、外苑の植栽計画の考え方を継承し、都市に開かれたみどりを形成する計画であり、周

辺地域の景観と調和すると考える。 

以上のことから、評価の指標とした「聖徳記念絵画館の広大な眺めを保全する」、「周辺の

まとまったみどりと身近な緑を感じられる景観をつくる」を満足するものと考える。 

 

[景観形成特別地区の景観阻害又は貢献の程度] 

計画地は、「東京都景観計画」に定める保全対象建築物である聖徳記念絵画館の景観誘導区

域には該当せず、｢東京都景観計画」において指定されている聖徳記念絵画館に係る眺望地点

から計画建築物を視認することはできないことから、景観を阻害することはない。また、計

画地は、「東京都景観計画」に定める新宿御苑周辺の景観誘導区域に該当するが、新宿御苑内

の眺望地点から計画建築物を視認することはできず、景観を阻害することはない。 

以上のことから、評価の指標とした「聖徳記念絵画館の広大な眺めを保全する」、「周辺の

まとまったみどりと身近な緑を感じられる景観をつくる」を満足するものと考える。 

 

[代表的な眺望地点からの眺望の変化の程度] 

計画地周囲の主要な交差点からの眺望については、計画建築物が視野に占める割合は増加

するが、計画建築物の建物外周部は、大きな壁面構成を避け、フレームによる構成とする等、

通りを歩く人や周辺の街並みに配慮した計画としている。また、明治神宮外苑のみどりの一

部として、外苑の植栽計画の考え方を継承し、都市に開かれたみどりを形成する計画であり、

周辺地域の景観と調和すると考える。周辺地域においては、計画建築物の一部が視認される

が、眺望景観に著しい変化は生じないと考える。 

以上のことから、評価の指標とした「聖徳記念絵画館の広大な眺めを保全する」、「周辺の

まとまったみどりと身近な緑を感じられる景観をつくる」を満足するものと考える。 
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表 5-1(4) 環境に及ぼす影響の評価の結論 

項 目 評価の結論 

9. 景観 

（続き） 

[貴重な景勝地の消滅の有無又は改変の程度] 

計画地内に貴重な景勝地はなく、事業の実施に伴い貴重な景勝地を消滅及び改変する事は

なく、評価の指標とした「聖徳記念絵画館の広大な眺めを保全する」、「周辺のまとまったみ

どりと身近な緑を感じられる景観をつくる」を満足するものと考える。 

 

[圧迫感の変化の程度] 

計画建築物による形態率の増加は少なく、形態率の変化の程度は、ａ地点で約 1.2％、ｃ地

点で約 1.6％、ｄ地点で約 2.0％の増加であり、ｂ地点では約 0.2％の減少である。 

計画建築物は敷地境界からセットバックすることで、周囲に広幅員での開放的な歩道状空

地を配置するとともに、並木植栽を施すことで、計画建築物による圧迫感の低減に配慮した

計画としている。 

以上のことから、評価の指標とした「圧迫感の軽減を図ること」を満足するものと考える。 

 

[緑視率の変化の程度] 

緑視率の変化の程度は、No.3 地点で約 20％の減少、No.4 地点で約 13％の減少となり、逆

に No.7 地点では 3％、No.5 地点では 5％の増加と予測する。No.2、8 地点からは計画建築物

を視認できず、No.1、6地点では、緑視率の変化はほとんどない。 

計画建築物は敷地境界からセットバックすることで、周囲に広幅員での開放的な歩道状空

地を配置するとともに、並木植栽を施すことで、周辺との緑の連続性を創出する計画として

いる。また、新宿区景観まちづくり審議会及びそれ以降の協議も踏まえ、植栽計画を拡充す

る計画である。 

以上のことから、評価の指標とした「緑視率の変化の軽減を図ること」を満足するものと

考える。 

 

[景観阻害要因の変化の程度] 

計画建築物は周辺地域より視認され、一部地域では計画建築物が視野に占める割合が増加

するが、計画建築物の建物外周部は、大きな壁面構成を避け、フレームによる構成とする等、

通りを歩く人や周辺の街並みに配慮した計画としている。また、神宮外苑のみどりの一部と

して、外苑の植栽計画の考え方を継承し、都市に開かれたみどりを形成する計画であり、景

観阻害要因に著しい変化は生じないものと考える。 

以上のことから、評価の指標とした「聖徳記念絵画館の広大な眺めを保全する」、「周辺の

まとまったみどりと身近な緑を感じられる景観をつくる」を満足するものと考える。 

10. 自然との 

触れ合い活動の場 

[自然との触れ合い活動の場の消滅の有無又は改変の程度] 

事業の実施により、明治公園（四季の庭）と明治公園（霞岳広場）の自然との触れ合いの

活動の場が改変されるものの、開催後は、計画地の外構部に既存樹の保存も含めた緑の回廊

（歩道状空地並木植栽）を整備する。新たに整備される緑の回廊は、新たな自然との触れ合

い活動の場として、周辺の自然との触れ合い活動の場とともに利用されるものと考える。 

計画地周辺の自然との触れ合い活動の場は、事業の実施により直接改変されることはなく、

明治神宮外苑の樹林地やイチョウ並木における散策、休息や自然観察、周回道路におけるサ

イクリングやジョギング等の自然との触れ合い活動の場は維持されるものと考える。 

以上のことから、現況の計画地内の自然との触れ合い活動の場は改変されるものの、開催

後には新たな自然との触れ合い活動の場が創出され、周辺の自然との触れ合い活動の場とと

もに一体的に利用されると考えられ、評価の指標を満足するものと考える。 

 

[自然との触れ合い活動の阻害又は促進の程度] 

開催前の施設の建設における建設機械の稼働、工事用車両の走行により、計画地周辺にお

ける自然との触れ合い活動が阻害されるおそれがあるが、建設機械の平準化等のミティゲー

ションを実施することにより、その影響を低減する。 

計画地を含めた明治神宮外苑では、散歩や自然観察、休息、ジョギング・ランニング等の

自然との触れ合い活動が日常的に行われている。事業の実施により、計画地周辺の自然との

触れ合い活動の場を直接改変することはないため、周辺地域における自然との触れ合い活動

は継続される。また、計画地の外構部に既存樹の保存も含めた緑の回廊（歩道状空地並木植

栽）を整備し、隣接する聖徳記念絵画館の緑等とともにネットワークが構築され、周辺の自

然との触れ合い活動も含めた利用者の利便性が向上するものと考えられる。 

以上のことから、計画地内に新たに創出される自然との触れ合い活動の場は、周辺の自然

との触れ合い活動の場とともに、その活動を促進することから、評価の指標を満足するもの

と考える。 
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表 5-1(5) 環境に及ぼす影響の評価の結論 

項 目 評価の結論 

10. 自然との 

触れ合い活動の場 

（続き） 

[自然との触れ合い活動の場までの利用経路に与える影響の程度] 

施設の建設に伴う工事用車両の走行に伴い、自然との触れ合い活動の場までの利用経路に

影響を及ぼすおそれがあるが、周辺の自然との触れ合い活動の場の利用者も含めた一般歩行

者の通行に支障を与えないよう、工事用車両の出入り口には交通整理員を配置する予定であ

る。 

また、事業の実施に伴い、計画地の外構部に緑の回廊を整備し、歩行者等にオープンな通

路空間として提供するとともに、計画地西側の人工地盤の整備により歩行者動線と車両動線

とを分離した安全で快適な歩行者ネットワークが構築される。 

以上のことから、周辺の自然との触れ合い活動の場までの利用経路が充実することにより、

評価の指標を満足するものと考える。 

11. 歩行者空間の 

快適性 

[緑の程度] 

公共交通機関から計画地への主要なアクセス経路では、一部の経路を除き既に歩道上の街

路樹や沿道の樹木により緑陰が形成されており、将来的な緑の程度は現況と同等と考える。 

以上のことから、現況の緑量は維持されると考えられ、評価の指標は満足するものと考え

る。 

 

[歩行者が感じる快適性の程度] 

アクセス経路となる歩道上の暑さ指数（WBGT）は、日影のない直射日光下では最大で 32℃

となり、熱中症が全ての生活活動でおこる危険性がある「危険」レベルになると考える。 

街路樹や沿道の樹木、沿道の建築物等による日影下では、暑さ指数（WBGT）は 26℃程度ま

で低下するため、熱中症が中等度以上の生活活動でおこる危険性がある「警戒」レベルにま

で低下すると考える。 

12. 史跡・文化財 [会場事業地内の文化財等の現状変更の程度及びその周辺地域の文化財等の損傷等の程度] 

生育地が改変される新宿区天然記念物のシイは適切な移植、国立霞ヶ丘競技場の 1964年東

京オリンピックのレガシーである記念作品等は、再設置を含む利活用の検討を行う計画であ

る。 

以上のことから、計画地内の文化財等の現状変更等は適切に行われ、周辺地域の文化財等

の損傷等は生じないことから、評価の指標を満足するものと考える。 

 

[文化財等の周辺の環境の変化の程度] 

新宿区指定天然記念物のシイは、移植先での適切な管理、1964 年東京オリンピックレガシ

ーである記念作品等は、再設置を含む利活用の検討を行うことから、評価の指標を満足する

ものと考える 

 

[埋蔵文化財包蔵地の改変の程度] 

計画地内の周知の埋蔵文化財包蔵地については、改変する工事の着手前までに、文化財保

護法に基づき、都教育委員会、区教育委員会との協議の上、発掘調査等を行い、確認及び保

存等の適切な措置を講じる。 

埋蔵文化財包蔵地の指定を受けていない範囲においても、工事中に新たな埋蔵文化財が確

認された場合には、都教育委員会、区教育委員会へ遅滞なく報告し、文化財保護法に基づき

適切に対処する。 

以上のことから、埋蔵文化財包蔵地の確認及び保存に支障はなく、評価の指標を満足する

ものと考える。 

 

[会場事業計画地周辺の文化財等の保護・保全対策の程度] 

本事業の実施による大気汚染、騒音・振動等は、それぞれの項目で設定した評価の目標を

満足するものと考えられることから、事業計画地周辺の文化財に与える影響は少なく、評価

の指標を満足するものと考える。 

 

[文化財等の回復の程度] 

新宿区指定天然記念物のシイは、移植先での適切な管理、1964 年東京オリンピックレガシ

ーである記念作品等については、再設置を含む利活用の検討を行うことから、評価の指標を

満足するものと考える。 
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表 5-1(6) 環境に及ぼす影響の評価の結論 

項 目 評価の結論 

13. 水利用 本事業は、スタジアムの膜屋根に降る雨水を集水し、地下雨水貯留槽へ貯留後、トイレ洗

浄水や芝散水に使用する計画としている。利用量は、トイレ洗浄水について全体の約 77%を雨

水及び循環水（中水）で、芝散水の約 82％を雨水でまかなう計画としている。 

また、節水の取組みとして、節水型トイレ、センサー感知器具の採用、トイレ手洗器の自

動水栓、省エネ型温水便座の設置等について導入を検討しており、より効率的な水利用が行

われると考える。 

東京都においては「水の有効利用促進要綱」により、一定規模の大規模建築又は開発事業

に対して、便所洗浄水や修景用水、散水などの雑用水に、雨水、中水及び再生水の利用を要

請しており、本事業の取組みは本要綱に合致している。 

よって、本事業における節水対策は、東京都の水の有効利用に係る計画等との整合が図ら

れており、評価の指標は満足するものと考える。 

14. 廃棄物 [施設の建設に伴う廃棄物の排出量及び再利用量並びに処理・処分方法等] 

ア．建設発生土・建設汚泥の発生量 

建設発生土については、受入れ機関の受入れ基準への適合を確認した上で場外搬出する

ことにより適正な廃棄物処理を行い、建設汚泥については、場外に搬出して産業廃棄物と

して処分する計画とする。 

以上のことから、「東京都建設リサイクル推進計画」（平成 20年４月 東京都）の目標と

する再資源化率等を満足するものと考える。 

 

イ．建設工事に伴い生じる廃棄物の発生量 

建設工事に伴い生じる建設廃棄物については、分別を徹底し、種類に応じて保管、排出、

再利用促進及び不要材の減量等を図る。 

以上のことから、「東京都建設リサイクル推進計画」の目標とする再資源化率等を満足す

るものと考える。 
 

[設備等の持続的稼働に伴う廃棄物の排出量及び再利用量並びに処理・処分方法等] 

設備等の持続的稼働に伴う廃棄物の排出量及び再利用量並びに処理・処分方法等は、廃棄物の

種類別に分別回収及び保管場所を設置し、国立霞ヶ丘競技場と同様に、東京都廃棄物条例及び新

宿区リサイクル及び一般廃棄物の処理に関する条例に基づき適切に処理・処分を行う。 

また、施設内のテナントに対する廃棄物の発生抑制、再使用、再利用の誘導や施設利用者に対

する分かりやすい分別表示を行う。 

以上のことから、「新宿区一般廃棄物処理基本計画<平成 25 年度改定版>」の目標とする再資源

化率を満足するだけではなく、国立霞ヶ丘競技場におけるリサイクル率を維持し、廃棄物の搬出

も滞りなく実施できるものと考える。 

15. エコマテリアル 建設工事にあたっては、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律に基づき文部

科学省が定める「環境物品等の調達の推進を図るための方針」等に基づき、建設資材等の環

境物品等の調達や環境影響物品等の使用抑制を図ることから、エコマテリアルの利用が図ら

れると考える。 

以上のことから、エコマテリアルの活用が図られ、評価の指標を満足するものと考える。 

16. 温室効果ガス [建設機械の稼働に伴う温室効果ガスの排出量及びその削減の程度] 

建設機械の稼働に伴う温室効果ガス排出量は、約 2,900t-CO2/年と予測する。 

工事の実施にあたっては、省エネ運転をすることで、温室効果ガス排出量を削減する計画

としている。 

以上のことから、事業者は、事業活動に伴って生ずる温室効果ガスの排出量を把握し、必

要な措置を講じて、建設工事に伴い生じる環境への負荷の削減を図っていることから、評価

の指標は満足するものと考える。 

 

[施設等の持続的稼働に伴う温室効果ガスの排出量及びその削減の程度] 

施設の運営における温室効果ガス排出量は、約 7,900t-CO2/年と予測する。会場施設の空調

換気設備においては自然換気や自然通風を考慮する等、各設備計画等において効率的利用の

ための措置を計画している。 

以上のことから、事業者は、事業活動に伴って生ずる温室効果ガスの排出量を把握し、必

要な措置を講じて、温室効果ガスの排出量を削減していると考えられ、評価の指標は満足す

るものと考える。 
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表 5-1(7) 環境に及ぼす影響の評価の結論 

項 目 評価の結論 

17. エネルギー [建設機械の稼働に伴うエネルギー使用量及びその削減の程度] 

建設機械の稼働に伴うエネルギー使用量は、約 43,000GJ/年と予測する。 

工事の実施にあたっては、省エネ運転をすることで、エネルギー使用量を削減する計画と

している。 

以上のことから、事業者は、建設工事に伴い生じる環境への負荷の削減を図っていること

から、評価の指標は満足するものと考える。 

 

[施設等の持続的稼働に伴うエネルギー使用量及びその削減の程度] 

施設の運営におけるエネルギー使用量は、約 147,000GJ/年と予測する。会場施設の空調換

気設備においては自然換気や自然通風を考慮する等、各設備計画等において効率的利用のた

めの措置を計画している。 

以上のことから、事業者は、エネルギー使用の合理化に努めていると考えられ、評価の指

標は満足するものと考える。 

18. 土地利用 本事業の実施に伴い、土地が改変されるが、自然地の改変はなく、公園・運動場等、宿泊・

遊興施設、事務所建築物、道路が、それぞれスポーツ・興業施設に変更になる。 

東京都が定める神宮外苑地区地区計画においては、計画地が位置する A-2地区は、「国立霞

ヶ丘競技場の建替えとともに、公園及び道路等公共施設の再編整備を図る。」との基本方針に

基づき、平成 25年６月には都市計画決定により明治公園が再編されている。また、新宿区総

合計画（平成 19 年 12 月 新宿区）では、計画地周辺は「スポーツ拠点を活かしたまちの活

性化を図ります。」としている。 

本事業は、旧国立霞ヶ丘競技場を平成 31年までに新たな競技場に建替えるものであり、建

設後は、神宮外苑地区に既存のスポーツ施設等と一体的な土地利用が図られる。これにより、

新宿区総合計画及び東京都が定める長期ビジョンや土地利用に係る計画との整合が図られて

おり、評価の指標を満足するものと考える。 

計画地が位置する明治神宮外苑は、体力の向上や心身の鍛錬の場、また文化芸術の普及の

拠点として親しまれてきた。今後は、2020 年東京大会が契機となり、本施設がスポーツ拠点

として活用されることで、地域の活性化機能がより一層促進されるものと考える。 

19. 地域分断 本事業の実施により周辺地域住民の主たる生活動線に大きな変化はないと予測する。さら

に、敷地を自由に通り抜けられる歩道状空地が整備されることから、歩行者のアクセス性は

向上すると予測する。 

本事業は、旧国立霞ヶ丘競技場を平成 31年までに新たな競技場に建替えるものである。 

事業の実施に伴い、バリアフリーで地区全体にわたる回遊性のあるネットワークが創出さ

れ、周辺のスポーツ施設等と一体的に利用する環境が整備されることにより、本事業に伴う

生活動線（特に歩行者動線）の分断はなく、評価の指標を満足するものと考える。 

20. 移転 本事業の施設の存在により、日本青年館の移転が必要となるが、現在と同等機能の移転先

が確保されていると予測する。 

以上のことから、良好な移転先が確保され、評価の指標は満足するものと考える。 

21. 安全 [危険物施設等からの安全性の確保の程度] 

計画地周辺ではガソリンスタンドが分布しており、最も近いガソリンスタンドで計画地

境界から 400m程度の距離に位置している。 

危険物施設等については、法令等に基づく規制がなされる他、「東京都地域防災計画」に

よって危険物施設等の種類別に、関係機関による立入検査等の監視体制が維持される。 

また、計画地周辺の明治神宮外苑は、避難場所に指定されている。 

以上のことから、東京都等が定めた地域防災等に係る計画、要綱等の中で当該地域につい

て設定している地域の安全性に関する目標等との整合が図られており、評価の指標は満足す

るものと考える。 
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表 5-1(8) 環境に及ぼす影響の評価の結論 

項 目 評価の結論 

21. 安全 

（続き） 

[移動の安全のためのバリアフリー化の程度] 

計画建築物は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、高齢者、障害者

等が利用しやすい建築物の整備に関する条例及び東京都福祉のまちづくり条例に基づき、施

設内のバリアフリー化を図る他、外国人利用者を考慮したピクトグラム等の言語以外の表示

の設置、災害時の聴覚障害者や外国人利用者を考慮した、大型映像装置の活用等を行う計画

である。 

以上のことから、東京都等が定めた移動円滑化等に係る計画、条例等の中で当該地域につ

いて設定している目標等との整合が図られており、評価の指標は満足するものと考える。 

 

[電力供給の安定度] 

計画建築物では、22kV スポットネットワーク方式を採用しており、３回線の内、１回線が

故障してもほかの２回線により電気を送り続けることができる受電方式を採用する計画とし

ている。また、保安用電源は一般停電時の保安用照明及び保安用コンセント等として利用で

きるように、常用発電設備（1500kVA以上×２台）を設置する計画となっている。 

以上のことから、評価の指標は満足するものと考える。 

22. 消防・防災 [耐震性の程度] 

本事業は、「官庁施設の総合耐震計画基準」（国土交通省）に基づき、不特定多数の者が利

用する文化・スポーツ施設として公共性が高い施設であるとして、大地震発生時においても

人命の完全確保に加えて機能確保の基準を満足する設計となっている。 

以上のことから、新宿区や東京都の防災計画等との整合が図られており、評価の指標を満

足するものと考えられる。 

また、計画地が位置する明治神宮外苑全体は広域避難場所に指定されていることから、大

地震発生時においても構造体の機能確保が図られ、地域の防災拠点として機能すると考える。 

 

[防火性の程度] 

本事業は、建築基準法、東京都建築安全条例、消防法及び東京都火災予防条例に基づき、

耐火建築物及び複合用途防火対象物として基準を満足する計画となっており、防火性は確保

される。 

以上のことから、施設の防火基準との整合が図られており、評価の指標は満足するものと

考えられる。 

さらに、実施段階においては性能評価（避難安全検証法）により、安全性の確認を行う計

画であることから、より防火性に優れた施設として、災害時においては地域の防災拠点とし

て機能すると考える。 

23. 交通渋滞 工事用車両台数が最大となる時期における工事用車両の割合は、1～5%程度と考える。 

以上のことから、周辺交通流に対して工事用車両が増加するが、工事用車両の走行に際し

ては、工事工程の平準化、走行ルートの分散化、工事用車両の出入口に交通整理員を配置す

る等、計画地周辺の車両の通行に支障を与えないよう十分な配慮を行いつつ、工事を実施す

る。 

24. 公共交通への 

アクセシビリティ 

最寄りの公共交通機関からのアクセス経路の大部分が、マウントアップ、ガードレール等

の安全施設により歩車動線が分離されており、これらの状況は維持されるものと考える。 

以上のことから、現況の歩車動線分離を著しく低下させることはなく、評価の指標を満足

するものと考える。 

25. 交通安全 最寄りの公共交通機関からのアクセス経路の大部分が、マウントアップ、ガードレール等

の安全施設により歩車動線が分離されており、これらの状況は維持されるものと考える。ま

た、計画建築物の周囲にオープンな通路空間を確保し、イベント時の観客の入退場に配慮す

る。この通路空間には隣接する東京体育館との間に歩行者デッキを整備することにより、立

体的な歩車動線の分離が可能になると考える。 

以上のことから、大会開催前及び大会開催後ともに現況の歩車動線分離を著しく低下させ

ることはなく、評価の指標を満足するものと考える。 
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6. オリンピックスタジアムに係る調査計画書の修正の経過及びその内容の概要 

本環境影響評価書案の作成にあたっては、「2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会実

施段階環境影響評価調査計画書審査意見書について」（平成26年５月29日 26環都環第104号）に記

載された環境局長の意見及び都民からの意見を勘案するとともに、事業計画の具体化に伴い、調査

計画書の内容を修正した。 

調査計画書の修正箇所、修正事項、修正内容及び修正理由は、表6-1に示すとおりである。 

表 6-1 調査計画書の修正の経過及びその内容 

調査計画書の修正箇所 修正事項 評価書案における修正内容及び修正理由 

4. 2020 年東京大会個別計画の内容   
 (1) オリンピックスタジアム 会場の概要 施設計画の具体化に伴い、配置計画、駐車場計

画、設備計画等を整理した。（p.21～31参照） 
7. 環境影響評価の項目 
7.1 会場ごと 

環境影響要因 開催前の環境影響要因の「施設の存在」を「建
築物の出現」に修正した。（p.43参照） 
現時点では、仮設工作物の諸元が未定であるこ
とから、今後、仮設工作物の諸元が明らかにな
った段階で影響評価の実施を検討することと
した。(p.43参照) 

 (1) オリンピックスタジアム 環境影響評価
の項目 

開催中及び開催後の施設の存在に関する影響
に配慮し、生物の生育・生息基盤、水循環、生
物・生態系、緑、日影、景観、自然との触れ合
い活動の場及び歩行者空間の快適性を環境影
響評価の項目に選定した。（p. 44及び 45参照） 

8. 調査等の手法 
8.2.1 オリンピックスタジアム 

  

 (3) 生物の生育・生息基盤 調査方法 「生物・生態系」と合わせた現地調査を実施し
た。（p.155参照） 

(6) 緑 調査方法 夏季の現地調査を実施した。（p.217参照） 

(8) 日影 調査地点 計画地周辺の特性を踏まえ、調査地点の見直し
を行った。（p.263参照） 

(9) 景観 調査地点 計画地周辺の特性を踏まえ、調査地点の見直し
を行った。（p.277参照） 
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7. オリンピックスタジアムの計画の目的及び内容 

7. オリンピックスタジアムの計画の目的及び内容 

7.1 目 的1 

1964年の東京オリンピックは、日本が戦後復興をとげ、国際社会の舞台に復帰するシンボルで

あった。国家プロジェクトとして開催された本大会において、国立霞ヶ丘競技場はメインスタジ

アムとして使用され、その後、オリンピックのレガシーとして今日まで大切にされてきた。 

しかしながら、それから半世紀が経過し、現在の国立霞ヶ丘競技場は、経年による劣化が著し

く、また、陸上トラックが８レーンであることなど国際大会を開催するのに支障が生じている状

態である。 

また、2019年に開催が決定しているラグビーワールドカップも、ラグビーワールドカップ2019

日本大会成功議員連盟により「ラグビーワールドカップ日本大会をはじめ、首都・東京で今後開

催予定の大規模な国際競技大会のメインスタジアムとして活用するべく、国立霞ヶ丘競技場を８

万人規模のナショナルスタジアムとする」ことが決議された。 

一方、半世紀が経過し、2011年12月の衆議院本会議及び参議院本会議において、2020年オリン

ピック・パラリンピック競技大会を東京へ招致するため、「国を挙げて、必要となる支援や競技環

境等その準備態勢を整備すべきである」ことが決議され、2013年９月７日、IOC総会において東京

招致が決定された。ブエノスアイレスにおけるIOC総会プレゼンテーションにおいても、新国立競

技場の建替えを政府として確約したところである。 

これらの背景には、2011年６月に制定されたスポーツ基本法がある。また、これに基づき、2012

年に「スポーツ基本計画」が策定された。この計画において、「今後５年間に総合的かつ計画的に

取り組むべき施策」の１つとして、「オリンピック・パラリンピック等の国際競技大会等の招致・

開催等を通じた国際交流・貢献の推進」が掲げられており、この中で、日本スポーツ振興センタ

ーは「国立霞ヶ丘競技場等の施設の整備・充実等を行い、オリンピック・ワールドカップ等の大

規模な国際大会の招致・開催に対し支援する」とされており、新国立競技場の整備はいわゆるナ

ショナルプロジェクトとして位置付けられている。 

 

7.2 内 容 

7.2.1 位 置 

評価書案の対象となる本事業を実施する範囲（以下、「計画地」という）の位置は、図7.2-1

及び写真7.2-1に示すとおり新宿区霞ヶ丘町10番１号ほか（新宿区及び渋谷区）にあり、敷地面

積は約113,000m2である。 

また、2020年東京大会を運営する範囲（以下、「会場エリア」という）は、計画地に隣接する

明治神宮外苑や計画地西側の東京体育館も含む範囲とする計画である（「立候補ファイル」時点

の計画）。 

1 出典：「新国立競技場基本設計条件（案）」（平成25年11月 (独)日本スポーツ振興センター） 
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7. オリンピックスタジアムの計画の目的及び内容 

7.2.2 地域の概況 

計画地は明治神宮外苑に隣接しており、周辺には明治神宮野球場、秩父宮ラグビー場、軟式

野球・テニス場、アイススケート場、東京体育館等のスポーツ施設、聖徳記念絵画館や建国記

念文庫等の芸術・文化施設が存在する。 

明治神宮外苑は、明治天皇とその皇后、昭憲皇太后のご遺徳を永く後世に伝えるために、全

国国民からの寄付金と献木、青年団による勤労奉仕により、聖徳記念絵画館を中心に、体力の

向上や心身の鍛錬の場、また文化芸術の普及の拠点として、憲法記念館（現明治記念館）等の

記念建造物と、陸上競技場（現国立霞ヶ丘競技場）・神宮球場・相撲場などのスポーツ施設が旧

青山練兵場跡に造成され、大正15年（1926年）10月に明治神宮に奉献された。 

「東京都市計画地区計画 神宮外苑地区地区計画」（平成25年６月 東京都）によると、本地

区は大正期に整備された神宮外苑の都市構造を基盤として、風格のある都市景観と外苑の樹林

による豊かな自然環境を有しており、昭和39年の東京オリンピックの主会場となった国立霞ヶ

丘競技場をはじめとした日本を代表するスポーツ施設が多く集積し、国民や競技者がスポーツ

に親しむ一大拠点を形成している地区であるとしている。同計画では、図7.2-2に示すとおり計

画地及びその周辺の明治神宮外苑は、聖徳記念絵画館等を除き再開発等促進区に区域され、地

区整備計画として国立霞ヶ丘競技場の建替えとともに、公園及び道路公共施設の再編整備を図

るとされている。 

また、明治神宮外苑一帯は、「明治神宮内外苑付近風致地区」に指定されているほか、「東京

都景観計画」（平成23年４月 東京都）では、首都東京の象徴性を意図して造られた建築物とし

て、聖徳記念絵画館を中心とした眺望が保全されるよう、周辺で計画される建築物等の規模、

色彩等を適切に誘導することを目的とした景観誘導区域が指定されている。 

平成27年３月１日現在の新宿区の人口は約33万人であり、世帯数は約20万世帯である。1 

平成27年２月１日現在の渋谷区の人口は約22万人であり、世帯数は約13万世帯である。2 

昼間人口は新宿区が約75万人、渋谷区が約52万人である。新宿区、渋谷区全体では就労者な

ど昼間に流入する人口(昼間人口)が夜間人口を大きく上回っており、新宿区霞ヶ丘町において

も昼間人口が夜間人口に比べやや高い地域となっている。3 

また、産業別事業所数及び従業者数でみると、新宿区では宿泊業、飲食サービス業の事業所

が約7千事業所、卸売業、小売業の従業者数が約10万人と最も多く、新宿区霞ヶ丘町においては

宿泊業、飲食サービス業の事業所が13事業所、従業者数が約190人となっている。渋谷区では卸

売業、小売業の事業所が約７千事業所、従業者数が約10万人と最も多くなっている。4 

1
出典：「住民基本台帳人口 町丁別世帯数及び男女別人口（平成27年３月１日）」（平成27年３月３日参照 新宿区ホームページ） 

http://www.city.shinjuku.lg.jp/kusei/file02_00025.html 
2
出典：「町丁目別世帯数及び人口（平成27年２月１日）」（平成27年３月３日参照 渋谷区ホームページ） 

http://www.city.shibuya.tokyo.jp/data/statics/tokei/02jinko.html 
3
出典：「平成22年 東京都の昼間人口」（平成27年３月３日参照 東京都ホームページ） 

http://www.toukei.metro.tokyo.jp/tyukanj/2010/tj-10index.htm 
4
出典：「平成21年経済センサス-基礎調査」（平成27年３月３日参照 総務省ホームページ） 

http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/NewList.do?tid=000001036783 
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7. オリンピックスタジアムの計画の目的及び内容 

7.2.3 事業の基本構想 

(1) 計画の基本方針 

オリンピックスタジアムは、日本で開催される 2019 年ラグビーワールドカップ、2020 年開催

のオリンピック・パラリンピック競技大会の主会場となることが決定している。大会後も、大規

模なスポーツイベントや多種多様な文化イベントに活用される。 

新国立競技場基本構想国際デザイン競技（以下「国際デザイン競技」という）に先立ち、新国

立競技場のあるべき姿が新国立競技場将来構想有識者会議において議論され、下記に示す「新競

技場に求められる要件」としてまとめられた要件を設計の基本方針とした 1。 

 

① 大規模な国際競技大会の開催が実現できるスタジアム 

・国家プロジェクトとして、世界に誇れ、世界が憧れる次世代型スタジアムを目指す 

・アスリートやアーティストのベストパフォーマンスを引き出す高性能なスタジアムを目指

す 

② 観客の誰もが安心して楽しめるスタジアム 

・世界水準のホスピタリティ機能を備えたスタジアムを目指す 

・開閉式の屋根や、ラグビー、サッカー及び陸上いずれの競技の開催においても、競技者と

観客に一体感が生まれる観覧席を備えた、快適で臨場感あふれるスタジアムを目指す 

③ 年間を通してにぎわいのあるスタジアム 

・コンサート等の文化的利用を楽しめる工夫が施され、特に音響に配慮された多機能型スタ

ジアムを目指す 

・各種大会や文化利活用がない時でも気軽に楽しめる商業・文化等の機能を備えたスタジア

ムを目指す 

④ 人と環境にやさしいスタジアム 

・最先端の環境技術を備え、緑あふれる周辺環境と調和するスタジアムを目指す 

・震災等の災害発生時にも安全で、避難・救援等に貢献できるスタジアムを目指す 

・スタジアム内外及び周辺駅からのバリアフリーに配慮されたスタジアムを目指す 

 

また、オリンピックスタジアムの特徴は、以下のとおりである 1。 

 

1) 先端技術を駆使した芝生育成システム 

2) 臨場感を高める伸縮型可動スタンド 

3) 観客の快適性を高めるスタンド空調 

4) 世界水準のホスピタリティ施設 

5) 施設利用率を高める開閉式遮音装置（屋根） 

6) 商業文化施設 

7) 安全性の高い免震構造スタジアム 

8) 環境配慮 

9) ユニバーサルデザイン 

 

1
出典：「新国立競技場基本設計（案）説明書（概要版）」（平成26年５月 (独)日本スポーツ振興センター） 
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7. オリンピックスタジアムの計画の目的及び内容 

7.2.4 事業の基本計画 

(1) 配置計画 

オリンピックスタジアムの配置計画図、断面計画図及び完成予想図は、図 7.2-3～図 7.2-5 に

示すとおりである。 

表7.2-1 オリンピックスタジアムの概要 

項目 概  要 

敷地面積 約113,000m2 

建築面積 約78,400m2 

延床面積 約219,500m2 

最高高さ 約70m 

階数 地上6階、地下2階 

構造 鉄骨造、一部鉄骨鉄筋コンクリート造 

駐車台数 約350台 
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7. オリンピックスタジアムの計画の目的及び内容 

 

 

 

出典：「新国立競技場基本設計（案）説明書（概要版）」（平成26年５月 (独)日本スポーツ振興センター） 

図7.2-5 イメージ図 
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7. オリンピックスタジアムの計画の目的及び内容 

(2) 発生集中交通量及び自動車動線計画 

工事の完了後に計画建築物に出入する自動車の主な走行経路(想定の走行ルート)は、図 7.2-6

に示すとおりである。また、発生集中交通量は、表 7.2-2 に示すとおり平日 1,660 台/日と想定

した。 

なお、交通処理計画等については、今後、現況交通量や将来予測交通量等を踏まえて、道路管

理者及び交通管理者等の関係機関との協議を行い決定される。 

なお、2020年東京大会における関連車両交通量については、現時点では未定である。 

表7.2-2 発生集中交通量(関連車両交通量) 

 小型車 大型車 合計 

発生集中交通量 

(関連車両交通量) 
1,100台/日 560台/日 1,660台/日 

注)(独)日本スポーツ振興センターへのヒヤリングに基づき東京都が想定 

 

(3) 駐車場計画 

自動車駐車場は、計画地の地下等に駐車場を設ける計画である。駐車場台数は合計で約 350台

整備する計画である。 

地下駐車場の換気は、機械による強制換気方式を採用する計画であり、排気口の設置位置は、

図 7.2-7 に示すとおりである。 

 

(4) 駐輪場計画 

駐輪場は、国立霞ヶ丘競技場と同程度の駐輪場を確保する計画とする。また、バイク駐車場に

ついても確保する計画とする。 

 

(5) 歩行者動線計画 

計画地周辺の鉄道駅から計画地及び施設周辺における歩行者の出入動線は、図 7.2-8に示すと

おりである。 
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7. オリンピックスタジアムの計画の目的及び内容 

 

 

注）図中の走行ルートは、東京都が想定した走行ルートを示す。 
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7. オリンピックスタジアムの計画の目的及び内容 

 

 

 

 

 

 

注)(独)日本スポーツ振興センターへのヒヤリングに基づき作成 
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7. オリンピックスタジアムの計画の目的及び内容 

 

 

注)「新国立競技場基本設計（案）説明書（概要版）」（平成 26年５月 (独)日本スポーツ振興センター）を基に作成 
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7. オリンピックスタジアムの計画の目的及び内容 

 

 

 

 

注)「第 55回新宿区景観まちづくり審議会資料 新国立競技場(仮称)整備計画について」を基に作成 
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7. オリンピックスタジアムの計画の目的及び内容 

(6) 設備計画 

上水は、公共水道から供給を受け、排水は、公共下水道に放流する計画である。雑用水は、雨

水や雑排水などを再利用水設備にて処理した水を原水とし、芝散水やトイレ洗浄水に使用する。 

電力は、スポットネットワーク方式（３回線で受電し、１回線が停止しても支障なく受電でき

る方式）を採用する。また、常用発電設備（1,500kVA以上×２台）を設置し、イベント開催時の

電力量ピークカットを図る計画とする。常用発電設備排気ガスの煙突位置は、図 7.2-7に示すと

おりである。 

 

(7) 廃棄物処理計画 

建設工事に伴い発生する建設発生土及び建設廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律

（昭和 45年法律第 137号）、資源の有効な利用の促進に関する法律（平成３年法律第 48号）、建

設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成 12 年法律第 104 号）等に基づき、再生利用

可能な掘削土砂及び廃棄物については積極的にリサイクルに努め、リサイクルが困難なものにつ

いては適切な処理を行うこととする。 

工事の完了後に発生する一般廃棄物については、東京都廃棄物条例（平成４年東京都条例第 140

号）、新宿区リサイクル及び一般廃棄物の処理に関する条例（平成 11 年新宿区条例第 51 号）及

び渋谷区清掃及びリサイクルに関する条例（平成 11年渋谷区条例第 36号）等を踏まえて、関係

者への啓発活動によりその排出量の抑制に努めるとともに、分別回収を行い、資源の有効利用と

廃棄物の減量化を図ることとする。 

 

(8) 緑化計画 

緑化計画は、図 7.2-9に示すとおりである。 

緑化計画は、明治神宮外苑の緑の一部として、外苑の植栽計画の考え方を継承し、都市に開か

れた緑を形成することを基本方針とし、樹種は明治神宮内外苑に多く見られる日本の在来種を中

心とした、景観的にも生態的にも周辺環境と調和し、長年にわたって継承される植栽計画とする。 

また、計画地に隣接する聖徳記念絵画館や建国記念文庫等の既存の緑量のあるまとまった緑と

の連携を図った２列植栽による緑が連続する沿道景観を創出するほか、人工地盤上には低木や地

被類の植栽、緑に囲まれたポケットパークの設置により、緑陰のある快適な歩行空間を創出する。 

緑化面積は、東京都風致地区条例（昭和 45年東京都条例第 36号）及び新宿区みどりの条例（平

成２年新宿区条例第 43号）に基づく緑化基準のほか、「東京都再開発等促進区を定める地区計画

運用基準」（平成 25 年４月 東京都都市整備局）に基づき、「新しい都市づくりのための都市再

開発諸制度活用方針」（平成 26年４月 東京都）1における緑化基準を上回る計画としている。 

表7.2-3 計画緑化面積及び必要緑化面積 

計画緑化面積 必要緑化面積 

約25,000m2 22,608m2 

注)必要緑化面積は、新宿区みどりの条例における緑

化基準値（敷地面積×0.2）を示す。 

1 「新しい都市づくりのための都市再開発諸制度活用方針」では、「東京における自然の保護と回復に関する条例」（平

成12年12月22日条例第216号）に基づく緑化率を上回る「緑化基準値」を設定し、緑化率が「緑化基準値」を超える

計画は、割増容積率を増加させることができる。再開発等促進区における「緑化基準値」は、40％に設定されてい

る。 

- 30 - 

                             



7. オリンピックスタジアムの計画の目的及び内容 

 

 

 

 

 

 

 

注 1)(独)日本スポーツ振興センターへのヒヤリングに基づき作成 

2)緑化計画については、関係機関との協議により決定するものとする。 

- 31 - 



7. オリンピックスタジアムの計画の目的及び内容 

7.2.5 施工計画 

(1) 工事工程 

本事業に係る全体工事期間は、平成 27年度から平成 30年度にかけて、42か月間の工期を予定

している。 

工事工程は、表 7.2-4に示すとおりである。 

表 7.2-4 全体工事工程 

工種/工事月 7 14 21 28 35 42 

準備工事       

山留工事       

基礎工事       

土工事(掘削工事)       

地下躯体工事       

地上躯体工事       

仕上工事       

外構工事       

注)(独)日本スポーツ振興センターへのヒアリングに基づき作成 

 

(2) 施工方法の概要 

1) 準備工事 

外周部に鋼製仮囲い（高さ約 3m）を設置し、仮設事務所の設置等を行う。 

2) 山留工事 

山留には工事中の地下水流入や土砂の崩壊を防止するため、遮水性・剛性の高い工法を用い

る。外周は SMW工法（ソイルセメント柱列壁工法）を用い、内部段差は親杭横矢板工法を用い

る計画である。これらの山留壁は周辺地域の地下水位低下と地盤沈下を防止するため、上総層

まで構築する。また、地下水はディープウェル工法で排水する。 

3) 基礎工事 

基礎構造は直接基礎とする計画である。 

4) 土工事(掘削工事) 

とりこわし後の整地面（T.P.1+25m程度）から T.P.+18m程度（キールアーチ 2下は T.P.+12m

程度）まで掘削を行う。掘削はバックホウを使用し、発生土は T.P.+28m程度と T.P.+30m程度

レベルの構台よりクラムシェルまたはテレスコクラム等を使って、ダンプトラックに積み込ん

で搬出する。 

5) 地下躯体工事 

根切工事完了後、計画建築物の躯体を基礎から順次上階に向けて構築する。各階の構築は、

鉄筋組立、型枠の建込みを行い、コンクリートを打設する。免震層は下部免震基礎打設、免震

部材設置、上部免震基礎打設の順番に施工する。 

6) 地上躯体工事 

地下躯体工事完了後、地上鉄骨建方、地上鉄筋コンクリート工事及び PC 段床設置工事を開

始する。材料の荷揚げにはラフタークレーン、クローラークレーン、タワークレーン等を用い

1 T.P.：土地の高さ（標高）をあらわすもの。東京湾の平均海面の高さを基準（T.P.+0m）とする。 
2 キールアーチ：計画建築物の屋根を構成するフレーム。スパン約370m、高さ約70mの架構。  
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7. オリンピックスタジアムの計画の目的及び内容 

て行い、順次構築し、上階へ工事を進める。 

7) 仕上工事（内装・設備工事、外装工事） 

躯体工事の完了した階から順次内装建具等の仕上工事を実施する。仕上材料の荷揚げには、

建物内の仮設エレベータ等を使用する。 

8) 外構工事 

建物周辺の植栽、舗装等の外構工事は、主に躯体工事完了後に実施する。 

9) 仮設工事 

本事業の竣工後、2020年東京大会の開催にあたり、大会関連用の仮設工作物の設置を行う予

定であるが、現時点では工作物の諸元は未定である。 

 

(3) 工事用車両 

工事用車両の主な走行ルートは、図 7.2-10に示すとおりである。 

計画地周辺の道路の状況を踏まえ、工事用車両は、都道 319 号環状三号線（外苑東通り）、都

道 418 号北品川四谷線（外苑西通り）及び補助幹線道路 24 号をとおり、計画地へ出入場する計

画である。 

工事用車両台数のピークは、工事着手後９か月目であり、施工計画により東京都が想定した工

事用車両台数は、ピーク日において大型車 958台/日、小型車 25台/日、合計 983台/日を予定し

ている。 

 

(4) 建設機械 

各工種において使用する主な建設機械は、表 7.2-5に示すとおりである。 

工事に使用する建設機械は、周辺環境への影響に配慮して、排出ガス対策型建設機械及び低騒

音型の建設機械を積極的に採用するとともに、効率的な施工計画を立案し、不要なアイドリング

の防止に努める等、排出ガスの削減に努める。 

表7.2-5 主な建設機械 

工 種 主な建設機械 

準備工事 バックホウ 

山留工事 
アースドリル掘削機、クローラークレーン、 

ラフタークレーン、バックホウ 

基礎工事 三点式杭打機、クローラークレーン、バックホウ 

土工事(掘削工事) バックホウ、クラムシェル 

地下躯体工事 コンクリートポンプ車 

地上躯体工事 
ラフタークレーン、クローラークレーン、 

タワークレーン 

仕上工事 ラフタークレーン 

外構工事 
バックホウ、ブルドーザ、ラフタークレーン、 

コンクリートポンプ車 

注)(独)日本スポーツ振興センターへのヒヤリングに基づき東京都が想定 
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注）図中の走行ルートは、施工計画等より東京都が想定した走行ルートを示す。 
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7. オリンピックスタジアムの計画の目的及び内容 

(5) 解体工事中の環境保全措置 

解体工事中に実施する環境保全措置は、以下に示すとおりである。 

・本工事の施工に際しては、現場周辺の環境を重視し、努めて近隣への影響に配慮した工法を

採用する。また、所轄警察署、関係官庁と十分打合せのうえ、安全に努める。 

・作業は、騒音規制法、振動規制法に定められた特定建設作業の規制基準及び東京都環境確保

条例に定められた指定建設作業の勧告基準を順守し実施する。 

・建設工事における騒音、振動に配慮した低騒音・低振動型機械並びに工法（油圧式圧砕工法

等）を採用し、解体建物外周の外部足場には防音パネルを設置する（なお、一部、圧砕工法

で解体できない部分は、大型ブレーカーを使用することがある）。 

・騒音振動計を北工区・南工区に各２か所設置する。 

・粉塵抑制対策としては、敷地の周辺を仮囲い（高さ 3m）で養生し、十分な散水を行うほか、

強風による解体粉塵等の飛散を防止するため、作業所内は常に清掃するよう努める。また、

タイヤ洗浄機を北工区・南工区に各２か所設置する。 

・大型車等の工事車両については、法定速度及び法規を遵守して、安全運行に努める。また、

工事現場付近の道路には、工事車両は原則として待機しない。 

・敷地外周には鋼板製の仮囲いを設け、建物外周には飛散・落下物等の防止のため外部（枠組）

足場、防音パネル、落下物防止棚等を設置する等、第三者に対する危害防止に努める。 

・工事関係車両の交通安全対策として交通誘導員を配置し、運転手への指導と誘導を行い、歩

行者等の安全と工事に起因する交通渋滞の防止を図る。また、交通関係の法規を順守し、所

轄警察署の指導を受けて交通事故防止に努める。 

・火気の使用を伴う作業を実施する場合は責任者を定め、消火器等の消火設備も整備する等、

防火体制に万全を期す。 

 

7.2.6 供用の計画 

本事業の計画建築物の供用は、平成 31年度を予定している。 
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7. オリンピックスタジアムの計画の目的及び内容 

7.2.7 環境保全に関する計画等への配慮の内容 

本事業にかかわる主な環境保全に関する上位計画としては、「東京都環境基本計画」、「新宿区

環境基本計画」等がある。環境保全に関する計画等への配慮事項は、表 7.2-6(1)～(5)に示すと

おりである。 

表7.2-6(1) 環境保全に関する計画等への配慮の内容 

計画等の名称 計画等の概要 本事業で配慮した事項 

東京都環境基本計

画 

(平成20年３月) 

・人類・生物の生存基盤の確保 

～気候危機と資源節約の時代に立ち向か

う新たな都市モデルの創出～ 

◆気候変動の危機回避に向けた施策の展

開 

◆持続可能な環境交通の実現 

◆省資源化と資源の循環利用の促進 

・省エネルギー性に優れ長寿命な器具の導

入を検討し、環境性、保守性に配慮する

とともに、地中熱等の利用や雨水利用な

ど、環境に配慮した設備を検討する。 

・地区全体にわたり回遊性のあるネットワ

ークを持ち、バリアフリーに配慮すると

ともに、敷地内を貫通する歩行者空間、

人溜まり空間となる広場的な歩行者空間

の検討を進める。 

 

・健康で安全な生活環境の確保 

～環境汚染の完全解消と未然防止、予防

原則に基づく取組の推進～ 

◆大気汚染物質の更なる排出削減 

◆化学物質等の適正管理と環境リスクの

低減 

環境の「負の遺産」を残さない取組 

◆生活環境問題の解決 

・工事用車両についてはアイドリングスト

ップの徹底を図るとともに、最新排出ガ

ス規制適合車の使用に努める。 

・関連車両については、駐車場内でのアイ

ドリングストップを周知する。 

・イベント時の騒音に配慮するため、建物

各所に遮音材や吸音材の採用を考慮す

る。 

 

・より快適で質の高い都市環境の創出 

～緑と水にあふれた、快適な都市を目指

す取組の推進～ 

◆市街地における豊かな緑の創出 

◆水循環の再生とうるおいのある水辺環

境の回復 

◆熱環境の改善による快適な都市空間の

創出 

・神宮外苑の緑と調和する緑化を行う。 

・歩道状空地や人だまりの空間では、歩行

者の通行を妨げないよう、ツリーサーク

ルを利用した高木植栽を行う。 

東京都自動車排出

窒素酸化物及び自

動車排出粒子状物

質総量削減計画 

(平成25年７月) 

・低公害・低燃費車の普及促進、エコドラ

イブの普及促進、交通量対策、交通流対

策、局地汚染対策の推進等 

・工事用車両についてはアイドリングスト

ップの徹底を図るとともに、最新排出ガ

ス規制適合車の使用に努める。 

・関連車両については、駐車場内でのアイ

ドリングストップを周知する。 

 

 

- 36 - 



7. オリンピックスタジアムの計画の目的及び内容 

表7.2-6(2) 環境保全に関する計画等への配慮の内容 

計画等の名称 計画等の概要 本事業で配慮した事項 

緑の東京計画 

(平成12年12月) 

・既成市街地の再開発などにより生み出され

る公開空地の効果的な確保により、緑地の

創生を図る 

・建物の建て替え時などに、屋上等の緑化な

どを進める 

 

・神宮外苑の緑と調和する緑化を行う。 

・歩道状空地や人だまりの空間では、歩行

者の通行を妨げないよう、ツリーサーク

ルを利用した高木植栽を行う。 

 

「緑の東京10年プロ

ジェクト」基本方針 

(平成19年６月) 

・道路整備などにあわせ、厚みと広がりをも

った緑の満ちる空間が連続する「環境軸」

の形成・展開 

・屋上・壁面、鉄道敷地・駐車場、その他あ

らゆる都市空間の緑化で合計400haの緑を

創出 

 

・神宮外苑の緑と調和する緑化を行う。 

・歩道状空地や人だまりの空間では、歩行

者の通行を妨げないよう、ツリーサーク

ルを利用した高木植栽を行う。 

 

みどりの新戦略ガイ

ドライン 

(平成18年１月) 

・主たる都市施設と周知のまちづくりにより

形成されるみどり豊かで広がりと厚みを

持った良好な空間の創出 

・みどりの拠点と軸に顔を向けたみどりの空

間創出誘導 

・神宮外苑の緑と調和する緑化を行う。 

・歩道状空地や人だまりの空間では、歩行

者の通行を妨げないよう、ツリーサーク

ルを利用した高木植栽を行う。 

 

東京都景観計画

(2011年４月改定版) 

(平成23年４月) 

・風格ある都心、個性豊かな副都心 

・歴史的・文化的資源の保全・活用 

・神宮外苑の緑と調和する緑化を行う。 

・歩道状空地や人だまりの空間では、歩行

者の通行を妨げないよう、ツリーサーク

ルを利用した高木植栽を行う。 

・建物外周部は、大きな壁面構成は避け、

フレームとガラスによる構成とするな

ど、通りを歩く人や周辺の街並みに配慮

した計画とする。 

 

東京都廃棄物処理計

画 

＜平成23年度-平成

27年度＞ 

(平成23年６月) 

・３Ｒ施策の促進 

・適正処理の促進 

・工事中の建設発生土、建設廃棄物のうち、

再利用可能なものについては、積極的に

リサイクルに努め、リサイクル困難なも

のについては、適正な処理を行う。 

・供用後に発生する廃棄物については、発

生量の削減と資源ごみの分別回収を徹底

し、資源の有効利用及び廃棄物の減量化

を図る。 

 

東京都気候変動対策

方針 

(平成19年６月) 

・企業のCO2削減を強力に推進 

・家庭のCO2削減を本格化 

・都市づくりでCO2削減をルール化 

・自動車交通でのCO2削減を加速 

・各部門の取組を支える都独自の仕組み 

を構築 

・省エネルギー性に優れ長寿命な器具の導

入を検討し、環境性、保守性に配慮する

とともに、地中熱等の利用や雨水利用な

ど、環境に配慮した設備を検討する。 

・関連車両については、駐車場内でのアイ

ドリングストップを周知する。 
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7. オリンピックスタジアムの計画の目的及び内容 

表7.2-6(3) 環境保全に関する計画等への配慮の内容 

計画等の名称 計画等の概要 本事業で配慮した事項 

東京の都市づくりビ

ジョン 

(平成21年７月) 

・低炭素型都市への転換 

・歴史と文化を生かした都市空間の形成 

・省エネルギー性に優れ長寿命な器具の導

入を検討し、環境性、保守性に配慮する

とともに、地中熱等の利用や雨水利用な

ど、環境に配慮した設備を検討する。 

 

東京都建設リサイク

ル推進計画 

(平成20年４月) 

・建設泥土を活用する 

・建設発生土を活用する 

・廃棄物を建設資材に活用する 

 

・工事中の建設発生土、建設廃棄物のうち、

再利用可能なものについては、積極的に

リサイクルに努め、リサイクル困難なも

のについては、適正な処理を行う。 

 

新宿区基本構想 

（平成19年12月） 

・持続可能な都市と環境を創造するまち ・省エネルギー性に優れ長寿命な器具の導

入を検討し、環境性、保守性に配慮する

とともに、地中熱等の利用や雨水利用な

ど、環境に配慮した設備を検討する。 

 

新宿区総合計画 

(平成19年12月) 

・環境への負荷を少なくし、みらいの環境を

創るまち 

◆資源循環型社会の構築 

◆地球温暖化対策の推進 

・省エネルギー性に優れ長寿命な器具の導

入を検討し、環境性、保守性に配慮する

とともに、地中熱等の利用や雨水利用な

ど、環境に配慮した設備を検討する。 

 

・都市を支える豊かな水と緑を創造するまち 

◆水とみどりの環の形成 

◆みどりを残し、まちへ広げる 

 

・神宮外苑の緑と調和する緑化を行う。 

・歩道状空地や人だまりの空間では、歩行

者の通行を妨げないよう、ツリーサーク

ルを利用した高木植栽を行う。 

 

・歴史と自然を継承した美しいまち 

◆地域特性に応じた景観の創出・誘導 

 

・神宮外苑の緑と調和する緑化を行う。 

・歩道状空地や人だまりの空間では、歩行

者の通行を妨げないよう、ツリーサーク

ルを利用した高木植栽を行う。 

・建物外周部は、大きな壁面構成は避け、

フレームとガラスによる構成とするな

ど、通りを歩く人や周辺の街並みに配慮

した計画とする。 

 

新宿区第二次環境基

本計画 

(平成25年２月) 

・自然とのふれあいの場の創出 

・都市生活の快適性の確保 

 

・地区全体にわたり回遊性のあるネットワ

ークを持ち、バリアフリーに配慮すると

ともに、敷地内を貫通する歩行者空間、

人溜まり空間となる広場的な歩行者空間

の検討を進める。 

・イベント時の騒音に配慮するため、建物

各所に遮音材や吸音材の採用を考慮す

る。 
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7. オリンピックスタジアムの計画の目的及び内容 

表7.2-6(4) 環境保全に関する計画等への配慮の内容 

計画等の名称 計画等の概要 本事業で配慮した事項 

新宿区第二次環境基

本計画 

(平成25年２月) 

・３Ｒの推進 

・ごみの適正処理 

 

・工事中の建設発生土、建設廃棄物のうち、

再利用可能なものについては、積極的に

リサイクルに努め、リサイクル困難なも

のについては、適正な処理を行う。 

・供用後に発生する廃棄物については、発

生量の削減と資源ごみの分別回収を徹底

し、資源の有効利用及び廃棄物の減量化

を図る。 

 

・創エネの推進 

・地域エネルギーマネジメント構築の促進 

・地球温暖化対策の推進 

・ヒートアイランド対策の推進 

 

・省エネルギー性に優れ長寿命な器具の導

入を検討し、環境性、保守性に配慮する

とともに、地中熱等の利用や雨水利用な

ど、環境に配慮した設備を検討する。 

 

新宿区みどりの基本

計画 

(平成21年２月) 

・「みどりとうるおいのある環境都市“新宿”

の実現を目指す」 

 

・神宮外苑の緑と調和する緑化を行う。 

・歩道状空地や人だまりの空間では、歩行

者の通行を妨げないよう、ツリーサーク

ルを利用した高木植栽を行う。 

 

新宿区景観まちづく

り計画 

（平成24年４月 

改定） 

・隣接する建築物や周辺景観との調和を図る 

 

・神宮外苑の緑と調和する緑化を行う。 

・歩道状空地や人だまりの空間では、歩行

者の通行を妨げないよう、ツリーサーク

ルを利用した高木植栽を行う。 

・建物外周部は、大きな壁面構成は避け、

フレームとガラスによる構成とするな

ど、通りを歩く人や周辺の街並みに配慮

した計画とする。 

 

新宿区景観形成ガイ

ドライン 

（平成23年４月 

改定） 

・聖徳記念絵画館の広大な眺めを保全する 

・周辺のまとまったみどりと身近なみどり 

を感じられる景観をつくる 

 

・神宮外苑の緑と調和する緑化を行う。 

・歩道状空地や人だまりの空間では、歩行

者の通行を妨げないよう、ツリーサーク

ルを利用した高木植栽を行う。 

・建物外周部は、大きな壁面構成は避け、

フレームとガラスによる構成とするな

ど、通りを歩く人や周辺の街並みに配慮

した計画とする。 

 

新宿区一般廃棄物処

理基本計画 

（平成20年３月） 

・ごみの発生自体を抑え、資源循環型社会を

目指す 

 

・供用後に発生する廃棄物については、発

生量の削減と資源ごみの分別回収を徹底

し、資源の有効利用及び廃棄物の減量化

を図る。 
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7. オリンピックスタジアムの計画の目的及び内容 

表7.2-6(5) 環境保全に関する計画等への配慮の内容 

計画等の名称 計画等の概要 本事業で配慮した事項 

渋谷区実施計画2013 

～誰もが安心して住

み続けられるまち 

しぶや～ 

・まちの調和と良好な地域環境の形成 

◆良好な景観形成の推進 

 

・神宮外苑の緑と調和する緑化を行う。 

・歩道状空地や人だまりの空間では、歩行

者の通行を妨げないよう、ツリーサーク

ルを利用した高木植栽を行う。 

・建物外周部は、大きな壁面構成は避け、

フレームとガラスによる構成とするな

ど、通りを歩く人や周辺の街並みに配慮

した計画とする。 

 

・資源循環型社会の実現に向けて 

◆リサイクルの充実 

 

・工事中の建設発生土、建設廃棄物のうち、

再利用可能なものについては、積極的に

リサイクルに努め、リサイクル困難なも

のについては、適正な処理を行う。 

・供用後に発生する廃棄物については、発

生量の削減と資源ごみの分別回収を徹底

し、資源の有効利用及び廃棄物の減量化

を図る。 

 

渋谷区環境基本計画 ・豊かな緑、美しい都市景観、歴史の継承 

◆緑の中に見え隠れするまち 

◆身近な場所で野生生物とふれあえるま

ち 

◆健全に水が循環するまち 

 

・神宮外苑の緑と調和する緑化を行う。 

・歩道状空地や人だまりの空間では、歩行

者の通行を妨げないよう、ツリーサーク

ルを利用した高木植栽を行う。 

・建物外周部は、大きな壁面構成は避け、

フレームとガラスによる構成とするな

ど、通りを歩く人や周辺の街並みに配慮

した計画とする。 

 

・さわやかな空気、静けさ、安心 

◆公害がなく、快適に生活できるまち 

 

・イベント時の騒音に配慮するため、建物

各所に遮音材や吸音材の採用を考慮す

る。 

 

・資源とエネルギーの循環型社会 

◆ごみの発生抑制、資源のリサイクルに

努めるまち 

◆省エネルギーに努め、新エネルギーを

積極的に利用するまち 

・供用後に発生する廃棄物については、発

生量の削減と資源ごみの分別回収を徹底

し、資源の有効利用及び廃棄物の減量化

を図る。 

 

渋谷区景観計画 

(平成25年３月) 

 

渋谷区景観形成ガイ

ドライン 

（平成25年３月） 

・地形の特性を活かした景観形成 

・緑、河川等の自然の特性を生かした 

景観形成 

・歴史・文化の特性を活かした景観形成 

・都市における賑い・交流空間の特性を 

活かした景観形成 

 

・神宮外苑の緑と調和する緑化を行う。 

・歩道状空地や人だまりの空間では、歩行

者の通行を妨げないよう、ツリーサーク

ルを利用した高木植栽を行う。 

・建物外周部は、大きな壁面構成は避け、

フレームとガラスによる構成とするな

ど、通りを歩く人や周辺の街並みに配慮

した計画とする。 

 

渋谷区一般廃棄物処

理基本計画 

(平成23年３月) 

・リデュースの推進 

・リユースの推進 

・リサイクルの推進 

・適正処理の推進 

 

・供用後に発生する廃棄物については、発

生量の削減と資源ごみの分別回収を徹底

し、資源の有効利用及び廃棄物の減量化

を図る。 
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7. オリンピックスタジアムの計画の目的及び内容 

7.3 オリンピックスタジアムの計画の策定に至った経過 

計画地が隣接する明治神宮外苑は、大正期に整備された神宮外苑の都市構造を基盤として、風

格のある都市景観と苑内の樹林による豊かな自然環境を有している。また、昭和39年の東京オリ

ンピックの主会場となった国立霞ヶ丘競技場をはじめとした日本を代表するスポーツ施設が多く

集積し、国民や競技者がスポーツに親しむ一大拠点を形成している地区である。「2020年の東京」

（平成23年12月 東京都）によると神宮地区は、国立霞ヶ丘競技場の国による建替えにより、「2020

年オリンピック・パラリンピック競技大会」では、再びメインスタジアムになることが期待され

るとしている。 

また、平成23年６月24日に公布されたスポーツ基本法（平成23年法律第78号）では、国際競技

大会等の開催のために必要な施策を講ずることが国の役割として明記されており、平成24年度文

部科学省予算において、建築後すでに50年以上が経過し、老朽化している国立霞ヶ丘競技場の改

築に向けた調査費が計上されている。また、スポーツ基本法の規定に基づき策定された「スポー

ツ基本計画」（平成24年３月 文部科学省）においては、独立行政法人日本スポーツ振興センター

は、国立霞ヶ丘競技場の施設の整備・充実等を行い、オリンピック・ワールドカップ等大規模な

国際競技大会の招致・開催に対して支援すると記載されている。 

独立行政法人日本スポーツ振興センターは、新国立競技場の将来構想について「国立競技場将

来構想有識者会議」を設置し、将来構想の検討を行うとともに基本構想デザイン案を募ることを

目的とした「新国立競技場基本構想国際デザイン競技」を実施することとなり、「新国立競技場基

本構想国際デザイン競技審査委員会」の審査を経て、平成24年11月15日に「国立競技場将来構想

有識者会議」において最優秀作品を決定した。 

また、本事業の都市決定権者である東京都は、平成25年２月25日～３月11日に本事業の都市計

画案の公告・縦覧を行い、平成25年５月17日の東京都都市計画審議会の答申に基づき、平成25年

６月17日「神宮外苑地区地区計画」として都市計画決定した。 
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7. オリンピックスタジアムの計画の目的及び内容 

 

- 42 - 



8. 環境影響評価の項目 

8. 環境影響評価の項目 

環境影響評価の項目は、図 8-1に示す手順に従い、会場事業計画の内容を基に環境に影響を及ぼす

おそれのある環境影響要因を抽出し、地域の概況及び社会経済情勢等を勘案して選定した。 

環境影響要因は、2020年東京大会の開催前、開催中及び開催後について、表 8-1に示すとおり設定

した。2020年東京大会の開催にあたっては、本事業で整備する施設のほかに、計画地及びその周辺に

大会関連用の仮設工作物の設置を行う予定であるが、現時点では工作物の諸元が未定である。また、

2020 年東京大会の開催中における大会の運営等についても、現時点では具体的な計画が未定である。

このため、本評価書案では、表 8-1に示す環境影響要因のうち、計画の具体性の高い環境影響要因を

対象とすることとし、仮設工作物や大会の開催中に係る環境影響要因は対象としなかった。これらの

仮設工作物や大会の開催中に係る環境影響評価は、今後の計画の熟度に応じて、改めて環境影響要因

の抽出及び環境影響評価の項目を検討し、別途実施する予定である。 

なお、計画地に隣接する東京体育館においても仮設工作物の設置を行う予定であるが、工作物の諸

元や施工時期が明らかになった段階で、本事業との複合影響も含めて環境影響評価の実施を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8-1 環境影響評価の項目の選定手順 

 

表 8-1 抽出した環境影響要因 

区分 環境影響要因 内容 

開催前 恒設施設 施設の建設 掘削工事、躯体工事等に伴う影響 

工事用車両の走行 建設工事のうち、工事用車両の走行に伴う影響 

建設機械の稼働 建設工事のうち、建設機械の稼働に伴う影響 

建築物の出現 建設工事終了後の建築物の出現や建築物の存在に伴う影響 

仮設 

工作物 

施設の建設 掘削工事、躯体工事等に伴う影響 

工事用車両の走行 建設工事のうち、工事用車両の走行に伴う影響 

建設機械の稼働 建設工事のうち、建設機械の稼働に伴う影響 

建築物の出現 建設工事終了後の仮設工作物の出現や仮設工作物の存在に伴う影響 

開催中 競技の実施 競技の実施に伴う影響 

大会の運営 大会開催中の関係車両の発生集中交通、会場設備等の稼働、その他大

会の運営に伴う影響 

開催後 仮設 

工作物 

解体工事 2020年東京大会の仮設工作物の解体工事に伴う影響 

工事用車両の走行 解体工事のうち、工事用車両の走行に伴う影響 

建設機械の稼働 解体工事のうち、建設機械の稼働に伴う影響 

恒設施設 設備等の持続的稼働 2020年東京大会後の施設の継続的利用に伴う影響 

注）網掛けは、本評価書案では対象としない環境影響要因を示す。 

 

選定した項目は、表 8-2(1)及び(2)に、選定した理由は、表 8-3(1)～(3)に、選定しなかった理由

は、表 8-4に示すとおりである。 

 

会場事業計画案 環境保全に関する計画等            

環境影響要因の抽出           

環境影響評価の項目の選定

           

地域の概況の把握         

社会経済情勢の把握 
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8. 環境影響評価の項目 

表 8-2(1) 環境影響要因と環境影響評価の項目との関連 

環境影響評価の項目 

区 分   

 

 
 

環境影響要因    

 
 

 

予測事項 

開催前 開催中 開催後 

施
設
の
建
設(

仮
設
除
く)

 

工
事
用
車
両
の
走
行(

仮
設
除
く)

 

建
設
機
械
の
稼
働(

仮
設
除
く)

 

建
築
物
の
出
現(
仮
設
除
く)

 

競
技
の
実
施 

大
会
の
運
営 

解
体
工
事 

工
事
用
車
両
の
走
行 

建
設
機
械
の
稼
働 

設
備
等
の
持
続
的
稼
働 

環
境
項
目 

主
要
環
境 

大気等 ・ 大気等の状況の変化の程度  ○ ○       ○ 

・ アスリートへの影響の程度           

水質等 ・ 水質の変化の程度           

・ アスリートへの影響の程度           

土壌 ・ 土壌汚染物質の変化の程度 ○         ○ 

・ 地下水及び大気への影響の可能性の有無 ○         ○ 

・ 汚染土壌の量           

生
態
系 

生物の生育 

・生息基盤 

・ 生物・生態系の賦存地の改変の程度 ○         ○ 

・ 新たな生物の生育・生息基盤の創出の有無並びにその程度 ○         ○ 

水循環 ・ 地下水涵養能の変化の程度 ○         ○ 

・ 地下水の水位及び流動の変化の程度 ○         ○ 

・ 湧水流量の変化の程度           

生物・生態系 ・ 陸上植物の植物相及び植物群落の変化の内容及びその程度 ○         ○ 

・ 陸上動物の動物相及び動物群集の変化の内容及びその程度 ○         ○ 

・ 水生生物相の変化の内容及びその程度           

・ 生育・生息環境の変化の内容及びその程度 ○         ○ 

・ 生態系の変化の内容及びその程度 ○         ○ 

・ 重要な生物・生態系の保護・保全地域等に与える影響の程度 ○         ○ 

・ アスリートへの生物等の影響の程度           

緑 ・ 植栽内容の変化の程度及び緑の量の変化の程度 ○         ○ 

生
活
環
境 

騒音・振動 ・ 工事用車両の走行による道路交通騒音及び振動  ○         

・ 関係者等の移動による道路交通騒音及び振動           

・ 建設機械等の騒音及び振動   ○        

・ 会場設備等からの騒音及び振動           

・ 競技実施に伴う騒音及び振動           

日影 ・ 日影が生じることによる影響に特に配慮すべき施設等における

日影となる時刻、時間数等の日影の状況の変化の程度 
   ○      ○ 

・ 冬至日における日影の範囲、日影となる時刻、時間数等の日影の

状況の変化の程度 
   ○      ○ 

・ 日照阻害が生じる又は改善する住宅戸数及び既存植物    ○      ○ 

ア
メ
ニ
テ
ィ
・
文
化 

景観 ・ 主要な景観の構成要素の改変の程度及びその改変による地域景
観の特性の変化の程度 

   ○      ○ 

・ 景観形成特別地区の景観阻害又は貢献の程度    ○      ○ 

・ 代表的な眺望地点からの眺望の変化の程度    ○      ○ 

・ 貴重な景勝地の消滅の有無又は改変の程度    ○      ○ 

・ 圧迫感の変化の程度    ○      ○ 

・ 緑視率の変化の程度    ○      ○ 

・ 景観阻害要因の変化の程度    ○      ○ 

自然との触れ

合い活動の場 

・ 自然との触れ合い活動の場の消滅の有無又は改変の程度 ○         ○ 

・ 自然との触れ合い活動の阻害又は促進の程度   ○       ○ 

・ 自然との触れ合い活動の場までの利用経路に与える影響の程度  ○        ○ 

注1)〇は、環境影響評価を行う事項を示す。 

 2)網掛けは、本評価書案では対象としない環境影響要因、予測事項を示す。仮設工作物や大会の開催中に係る環境影響評価は、

今後の計画の熟度に応じて、環境影響評価の項目を検討する。 
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8. 環境影響評価の項目 

表 8-2(2) 環境影響要因と環境影響評価の項目との関連 

環境影響評価の項目 

区 分   

 

 
 

環境影響要因    

 
 

 

予測事項 

開催前 開催中 開催後 

施
設
の
建
設(

仮
設
除
く)

 

工
事
用
車
両
の
走
行(

仮
設
除
く)

 

建
設
機
械
の
稼
働(
仮
設
除
く)

 

建
築
物
の
出
現(
仮
設
除
く)

 

競
技
の
実
施 

大
会
の
運
営 

解
体
工
事 

工
事
用
車
両
の
走
行 

建
設
機
械
の
稼
働 

設
備
等
の
持
続
的
稼
働 

環
境
項
目 

ア
メ
ニ
テ
ィ
・
文
化 

歩行者空間の快適
性 

・ 緑の程度 ○         ○ 

・ 歩行者及びアスリートが感じる快適性の程度 ○         ○ 

史跡・文化財 ・ 
 

会場事業地内の文化財等の現状変更の程度及びその周辺地域の
文化財等の損傷等の程度 

○         ○ 

・ 文化財等の周辺の環境の変化の程度 ○         ○ 

・ 埋蔵文化財包蔵地の改変の程度 ○         ○ 

・ 会場事業計画地周辺の文化財等の保護・保全対策の程度 ○         ○ 

・ 文化財等の回復の程度 ○         ○ 

資
源
・
廃
棄
物 

水利用 ・ 水の効率的利用への取組・貢献の程度    ○      ○ 

廃棄物 ･ 廃棄物の排出量及び再利用量並びに処理・処分方法等 
○         ○ 

エコマテリアル ・ エコマテリアルの利用への取組・貢献の程度 ○         ○ 

温
室
効
果
ガ
ス 

温室効果ガス ･ 温室効果ガスの排出量及びその削減の程度 
○ ○ ○       ○ 

エネルギー ･ エネルギーの使用量及びその削減の程度 
○ ○ ○       ○ 

社
会
経
済
項
目 

土
地
利
用 

土地利用 ・ 自然地の改変・転用の有無及びその程度    ○       

・ 未利用地の解消の有無及びその程度           

地域分断 ・ 生活動線の分断又は進展の有無及びその規模、範囲、時間及び
程度 

   ○      ○ 

移転 ・ 施設整備等による住宅、店舗等の移転の規模、範囲及び程度    ○       

社
会
活
動 

スポーツ活動 ・ 国際レベルのスポーツ施設の充足、地域スポーツ団体やスポー
ツ参加者の増減など、スポーツ活動への影響の内容とその程度 

         
 

文化活動 ・ 文化活動拠点の増減、国際交流の活発化、情報提供のバリアフ
リー化の進展など、文化活動への影響の内容及びその程度 

         
 

参
加
・
協
働 

ボランティア ・ ボランティア活動の内容とその程度           

コミュニティ ・ 地域のコミュニティの形成及び活動並びに企業の地域コミュニ
ティへの貢献度等の内容とその程度 

         
 

環境への意識 ・ 都民等の環境への関心及び意識の内容とその程度           

・ 意識啓発のための機会の増減           

安
全
・
衛
生
・
安
心 

安全 ・ 危険物施設等からの安全性の確保の程度    ○      ○ 

・ 移動の安全のためのバリアフリー化の程度    ○      ○ 

・ 電力供給の安定度    ○      ○ 

衛生 ・ 飲料水、食品等についての安全性の確保の程度           

消防・防災 ・ 耐震性の程度    ○      ○ 

・ 津波対策の程度           

・ 防火性の程度    ○      ○ 

交
通 

交通渋滞 ・ 交通量及び交通流の変化の程度  ○         

公共交通へのアク
セシビリティ 

・ 会場から公共交通機関までのアクセス性の変化の程度 
 ○        

 

交通安全 ・ 交通安全の変化の程度  ○        ○ 

経
済 

経済波及 ・ 経済効果、新規ビジネスの創出及び既存ビジネスへの影響の内
容並びにその程度 

         
 

雇用 ・ 創出又は消失すると思われる雇用の種類、雇用期間、雇用者数、
雇用者構成等 

         
 

事業採算性 ・ 会場ごとの施設整備費、運営経費及びそれらの削減の程度           

注1)〇は、環境影響評価を行う事項を示す。 

 2)網掛けは、本評価書案では対象としない環境影響要因、予測事項を示す。仮設工作物や大会の開催中に係る環境影響評価は、

今後の計画の熟度に応じて、環境影響評価の項目を検討する。 
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8. 環境影響評価の項目 

表 8-3(1) 選定した項目及びその理由 

項 目 選定した理由 

大気等 大気等に影響を及ぼすおそれのある要因としては、開催前における工事用車両の走
行、建設機械の稼働、開催後における設備等の持続的稼働が考えられる。 

予測事項は、「大気等の状況の変化の程度」とする。 

土壌 土壌に影響を及ぼすおそれのある要因としては、開催前における施設の建設、開催後
における設備等の持続的稼働が考えられる。 
予測事項は、「土壌汚染物質の変化の程度」、「地下水及び大気への影響の可能性の有

無」とする。 

生物の生育・
生息基盤 

生物の生育・生息基盤に影響を及ぼす要因としては、開催前における施設の建設、開
催後における設備等の持続的稼働が考えられる。 

予測事項は、「生物・生態系の賦存地の改変の程度」、「新たな生物の生育・生息基盤
の創出の有無並びにその程度」とする。 

水循環 水循環に影響を及ぼす要因としては、開催前における施設の建設、開催後における施
設の持続的稼働が考えられる。 
予測事項は、「地下水涵養能の変化の程度」、「地下水の水位及び流動の変化の程度」

とする。 
なお、「湧水流量の変化の程度」は、計画地及びその周辺に湧水箇所が存在しないこ

とから、予測事項としない。 

生物・生態系 生物・生態系に影響を及ぼす要因としては、開催前における施設の建設、開催後にお
ける設備等の持続的稼働が考えられる。 

予測事項は、「陸上植物の植物相及び植物群落の変化の内容及びその程度」、「陸上動
物の動物相及び動物群集の変化の内容及びその程度」、「生育・生息環境の変化の内容及
びその程度」、「生態系の変化の内容及びその程度」とする。 

緑 緑に影響を及ぼす要因としては、開催前における施設の建設、開催後における設備等
の持続的稼働が考えられる。 

予測事項は、「植栽内容の変化の程度及び緑の量の変化の程度」とする。 

騒音・振動 騒音・振動に影響を及ぼす要因としては、開催前における工事用車両の走行、建設機
械の稼働が考えられる。 

予測事項は、「工事用車両の走行による道路交通騒音及び振動」、「建設機械等の騒音
及び振動」とする。 
なお、「会場設備等からの騒音及び振動」は、計画地内に騒音規制法（昭和 43年法律

第 98号）に基づく特定施設や振動規制法（昭和 51 年法律第 64 号）に基づく特定施設
等の騒音・振動の発生源となる施設は設置しないため、予測事項としない。 

日 影 日影が生じるおそれのある要因としては、開催前における建築物の出現、開催後にお
ける設備等の持続的稼働が考えられる。 
予測事項は、「日影が生じることによる影響に特に配慮すべき施設等における日影と

なる時刻、時間数等の日影の状況の変化の程度」、「冬至日における日影の範囲、日影と
なる時刻、時間数等の日影の状況の変化の程度」、「日照阻害が生じる又は改善する住宅
戸数及び既存植物」とする。 

景 観 景観に影響を及ぼすおそれのある要因としては、開催前における建築物の出現、開催
後における設備等の持続的稼働が考えられる。 

予測事項は、「主要な景観の構成要素の改変の程度及びその改変による地域景観の特
性の変化の程度」、「景観形成特別地区の景観阻害又は貢献の程度」、「代表的な眺望地点
からの眺望の変化の程度」、「貴重な景勝地の消滅の有無又は改変の程度」、「圧迫感の変
化の程度」、「緑視率の変化の程度」、「景観阻害要因の変化の程度」とする。 

自然との触れ
合い活動の場 

自然との触れ合い活動の場に影響を及ぼすおそれのある要因としては、開催前におけ
る施設の建設、工事用車両の走行、建設機械の稼働、開催後における設備等の持続的稼
働が考えられる。 

予測事項は、「自然との触れ合い活動の場の消滅の有無又は改変の程度」、「自然との
触れ合い活動の阻害又は促進の程度」、「自然との触れ合い活動の場までの利用経路に与
える影響の程度」とする。 

歩行者空間の
快適性 

歩行者空間の快適性に及ぼすおそれのある要因としては、都市特有の課題であるヒー
トアイランド現象が考えられる。 
予測事項は、「緑の程度」、「歩行者が感じる快適性の程度」とする。 
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8. 環境影響評価の項目 

表 8-3(2) 選定した項目及びその理由 

項 目 選定した理由 

史跡・文化財 史跡・文化財に影響を及ぼすおそれのある要因としては、開催前における施設の建設、
開催後における設備等の持続的稼働が考えられる。 

予測事項は、「会場事業地内の文化財等の現状変更の程度及びその周辺地域の文化財
等の損傷等の程度」、「文化財等の周辺の環境の変化の程度」、「埋蔵文化財包蔵地の改変
の程度」、「会場事業計画地周辺の文化財等の保護・保全対策の程度」、「文化財等の回復
の程度」とする。 

水利用 水利用に影響を及ぼすおそれのある要因としては、開催前の建築物の出現、開催後に
おける設備等の持続的稼働が考えられる。 

予測事項は、「水の効率的利用への取組・貢献の程度」とする。 

廃棄物 廃棄物を排出するおそれのある要因としては、開催前における施設の建設、開催後に
おける設備等の持続的稼働が考えられる。 

予測事項は、「廃棄物の排出量及び再利用量並びに処理・処分方法等」とする。 

エコ 
マテリアル 

エコマテリアルを利用する要因としては、開催前における施設の建設、開催後におけ
る設備等の持続的稼働が考えられる。 

予測事項は、「エコマテリアルの利用への取組・貢献の程度」とする。 
なお、大会の運営や設備等の持続的稼働に伴う「エコマテリアルの利用への取組・貢

献の程度」は、個別の会場等ごとに予測せず全体計画で評価する。 

温室効果ガス 温室効果ガスを排出するおそれがある要因としては、開催前における施設の建設、工
事用車両の走行、建設機械の稼働、開催後における設備等の持続的稼働が考えられる。 

予測事項は、「温室効果ガスの排出量及びその削減の程度」とする。 
なお、開催前の工事用車両の走行に伴う「温室効果ガスの排出量及びその削減の程度」

は現時点では工事に伴う建設発生土等の搬出先や建築資材等の搬入元等が不明である
ため、フォローアップ報告書において温室効果ガスの排出量等を明らかにする。 

エネルギー 多量のエネルギーを使用するおそれがある要因としては、開催前における施設の建
設、工事用車両の走行、建設機械の稼働、開催後における設備等の持続的稼働が考えら
れる。 

予測事項は、「エネルギーの使用量及びその削減の程度」とする。 
なお、開催前の工事用車両の走行に伴う「エネルギーの使用量及びその削減の程度」

は現時点では工事に伴う建設発生土等の搬出先や建築資材等の搬入元等が不明である
ため、フォローアップ報告書においてエネルギーの使用量等を明らかにする。 

土地利用 土地利用に影響を及ぼすおそれのある要因としては、開催前における建築物の出現が
考えられる。 
予測事項は、「自然地の改変・転用の有無及びその程度」とする。 
なお、「未利用地の解消の有無及びその程度」は、未利用地の有効利用はないため、

予測事項としない。 

地域分断 地域分断に影響を及ぼすおそれのある要因としては、開催前における建築物の出現、
開催後における設備等の持続的稼働が考えられる。 

予測事項は、「生活動線の分断又は進展の有無及びその規模、範囲、時間及び程度」
とする。 

移転 移転が生じるおそれのある要因としては、開催前における建築物の出現が考えられ
る。 
予測事項は、「施設整備等による住宅、店舗等の移転の規模、範囲及び程度」とする。 

安全 安全に影響を及ぼすおそれのある要因としては、開催前における建築物の出現、開催
後における設備等の持続的稼働が考えられる。 
予測事項は、「危険物施設等からの安全性の確保の程度」、「移動の安全のためのバリ

アフリー化の程度」、「電力供給の安定度」とする。 

消防・防災 消防・防災に影響を及ぼすおそれのある要因としては、開催前における建築物の出現、
開催後における設備等の持続的稼働が考えられる。 
予測事項としては、「耐震性の程度」、「防火性の程度」とする。 
なお、「津波対策の程度」は、計画地が内陸域に立地しているため、予測事項としな

い。 
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8. 環境影響評価の項目 

表 8-3(3) 選定した項目及びその理由 

項 目 選定した理由 

交通渋滞 交通渋滞に影響を及ぼすおそれのある要因としては、開催前における工事用車両の走
行が考えられる。 
予測事項は、「交通量及び交通流の変化の程度」とする。 

公共交通への
アクセシビリ
ティ 

公共交通へのアクセシビリティに影響を及ぼすおそれのある要因としては、開催前に
おける工事用車両の走行が考えられる。 

予測事項は、「会場から公共交通機関までのアクセス性の変化の程度」とする。 

交通安全 交通安全に影響を及ぼすおそれのある要因としては、開催前における工事用車両の走
行、開催後における設備等の持続的稼働が考えられる。 
予測事項は、「交通安全の変化の程度」とする。 
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8. 環境影響評価の項目 

表 8-4 選定しなかった項目及びその理由 

項 目 選定しなかった理由 

水質等 施設の建設及び運営に伴う排水は、下水排除基準を遵守した上で公共下水道に放流さ
れる。このことから、公共用水域及び地下水の水質等に影響を及ぼすおそれはない。 

スポーツ活動 2020 年東京大会の実施がスポーツ活動に及ぼす影響については、個別の会場等ごと
に予測せず全体計画で評価する。 

文化活動 2020 年東京大会の実施が文化活動に及ぼす影響については、個別の会場等ごとに予
測せず全体計画で評価する。 

ボランティア 2020 年東京大会の実施がボランティア活動に及ぼす影響については、個別の会場等
ごとに予測せず全体計画で評価する。 

コミュニティ 2020 年東京大会の実施が地域のコミュニティに及ぼす影響については、個別の会場
等ごとに予測せず全体計画で評価する。 

環境への意識 2020 年東京大会の実施が環境への意識に及ぼす影響については、個別の会場等ごと
に予測せず全体計画で評価する。 

衛生 2020 年東京大会の実施における飲料水や食品等についての安全性については、個別
の会場等ごとに予測せず全体計画で評価する。 

経済波及 2020 年東京大会の実施による経済波及効果については、個別の会場等ごとに予測せ
ず全体計画で評価する。 

雇用 2020 年東京大会の実施による雇用への影響については、個別の会場等ごとに予測せ
ず全体計画で評価する。 

事業採算性 2020 年東京大会の実施による事業採算性については、全体計画の環境影響評価の中
で個々の会場ごとに評価する。 

 

 

 

- 49 - 



9.1大気等 

9. 環境及び社会経済に及ぼす影響の内容及び程度並びにその評価 

9.1 大気等 

9.1.1 現況調査 

(1) 調査事項及びその選択理由 

調査事項及びその選択理由は、表9.1-1に示すとおりである。 

表 9.1-1 調査事項及びその選択理由 

調査事項 選択理由 

①大気等の状況 
②気象の状況 
③地形及び地物の状況 
④土地利用の状況 
⑤発生源の状況 
⑥自動車交通量等の状況 
⑦大気等に関する法令等

の基準 

事業の実施に伴い発生する排出ガスによる大気等
の変化が考えられることから、計画地及びその周辺
について、左記の事項に係る調査が必要である。 

 

(2) 調査地域 

調査地域は、関連車両の走行ルート並びに土地利用状況等を考慮し、計画地及びその周辺と

した。 

 

(3) 調査方法 

1) 大気等の状況 

調査は、既存資料調査及び現地調査によった。 

ア．既存資料調査 

既存資料を用い、計画地周辺に位置する一般環境大気測定局（以下「一般局」という。）

１地点、自動車排出ガス測定局（以下「自排局」という。）１地点、区実施のダイオキシン

類調査地点及び空間放射線量測定地点における調査結果を整理・解析した。 

調査地点は、表9.1-2(1)～(3）及び図9.1-1(1)～(4）に示すとおりである。 

イ．現地調査 

計画地及びその周辺の土地利用状況を踏まえ、一般環境大気調査地点として計画地内の1

地点を設定し、現地調査を実施した。 

現地調査の内容は、表9.1-3、測定方法は、表9.1-4に示すとおりである。また、調査地

点は、図9.1-2に示すとおりである。 

表 9.1-2(1) 既存資料調査地点(大気質の状況) 

区  分 地点番号 測定局名 所在地 設置主体 調査期間 

一般環境 

大気測定局 
No.1 

国設東京(新宿) 

測定局 
新宿区内藤町11 国 

平成25年4月1日 

～平成26年3月31日 

自動車排出ガス 

測定局 
No.2 国設新宿測定局 新宿区内藤町11 国 

平成24年4月1日 

～平成25年3月31日 

注) 地点番号は、図 9.1-1（1）に対応する。

出典：「環境数値データベース」(平成 27年３月３日参照 (独)国立環境研究所ホームページ) 

      http://www.nies.go.jp/igreen/ 

「大気汚染結果ダウンロード」(平成 27年３月３日参照 東京都環境局ホームページ) 

https://www.kankyo.metro.tokyo.jp/air/air_pollution/result_measurement.html 
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9.1大気等 

表 9.1-2(2) 既存資料調査地点(大気質の状況：ダイオキシン類) 

区  分 地点番号 測定局名 所在地 設置主体 

ダイオキシン類

測定地点 

No.1 四谷第六小学校 新宿区大京町30 新宿区 

No.2 鳩森小学校 新宿区千駄ヶ谷5-9-1 新宿区 

No.3 神宮前小学校 渋谷区4-20-12 渋谷区 

注) 地点番号は、図 9.1-1（2）に対応する。 

出典：「平成 25年度の測定結果(ダイオキシン類）」（平成 27年３月３日参照 新宿区ホームページ） 

http://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000162812.pdf 

「しぶや区ニュース平成 26年８月１日号」（平成 26年８月 渋谷区） 

- 52 - 



9.1大気等 

 

 表 9.1-2(3) 既存資料調査地点(大気質の状況：空間放射線量) 

区  分 地点番号 調査地点名 所在地 実施主体 

空間放射線量 

モニタリング 

ポスト 

No.1 

新宿区百人町 

（健康安全研究

センター） 

新宿区百人3-24-1 東京都 

空間放射線量 

測定地点 

No.2 内藤児童遊園 新宿区内藤町1 

新宿区 

No.3 新左門児童遊園 新宿区左門町19 

No.4 信濃町児童遊園 新宿区信濃町20 

No.5 若葉公園 新宿区若葉3-4 

No.6 もとまち公園 新宿区南元町4 

No.7 みなもと公園 新宿区南元町20 

No.8 みなみ児童遊園 新宿区南元町18 

No.9 かすみ児童遊園 新宿区霞ヶ丘町5 

No.10 
北青山１丁目 

児童遊園 
港区北青山1-6-6 

港区 

No.11 南青山保育園 港区南青山1-3-15  

No.12 青葉公園 港区南青山1-4 

No.13 南一児童遊園 港区南青山1-18-1 

No.14 青山小学校 港区南青山2-21-2 

No.15 青山公園 港区南青山2-21 

No.16 青山運動場 港区南青山2-21-12 

No.17 南一児童遊園 港区南青山118－1 

No.18 
北青山 3丁目 
児童遊園 

港区北青山3-3-24 

No.19 青山保育園 港区北青山3-4-14-101 

No.20 
青山 5丁目 
児童遊園 

港区北青山3-4-17 

注) 地点番号は、図 9.1-1（3）及び（4）に対応する。 

出典：「大気中の放射線量/１日単位の測定結果（新宿）」 

（平成 27年３月３日参照 東京都健康安全研究センターホームページ） 

http://monitoring.tokyo-eiken.go.jp/mp_shinjuku_air_data_1day.html 

「区内施設の空間放射線量測定」（平成 27年３月３日参照 新宿区ホームページ） 

http://www.city.shinjuku.lg.jp/anzen/snjk001067.html 

「砂場や広場等における放射線量の測定結果について」（平成 27年３月３日参照 港区ホームページ） 

http://www.city.minato.tokyo.jp/shinsaitaisakutan/bosai-anzen/shinsai/hoshano/sunaba.html 
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9.1大気等 

 

 

表 9.1-3 現地調査の内容(大気質・気象の状況) 

区 分 調査地点 

調査項目 

調査期間 
大気質 気象 

NO2 SPM 
PM 
2.5 

オゾ
ン 

空間放 
射線量 

風向・ 
風速 

大気質 

No.A 計画地内  

○ ○ ○ ○ ○ － 

秋季： 

平成 25年 11月 24日 

～11月 30日 

冬季： 

平成 26年 1月 23日 

～1月 29日 

春季：  

平成 26年 6月 5 日 

～6月 11日 

夏季： 

平成 26年 7月 2日 

～7月 8日 

気 象 － － － － － ○ 

注) 地点番号は、図 9.1-2に対応する。 

 

表 9.1-4 現地調査における測定方法(大気質・気象の状況) 

区 分 調査項目 測定方法 測定高さ 

大気質 

二酸化窒素

(NO2) 

「二酸化窒素に係る環境基準について」(昭

和53年7月環境庁告示第38号)に定める方法 

(JIS B 7953)) 

地上1.5m 

浮遊粒子状物

質(SPM) 

「大気の汚染に係る環境基準について」(昭

和48年5月環境庁告示第25号)に定める方法 

(JIS B 7954) 

地上3.0m 

微小粒子状物

質（PM2.5） 

「微小粒子状物質による大気の汚染に係る

環境基準について」(平成 21年 9月環境省

告示第 33号)に定める方法(自動測定機に

よる微小粒子状物質（PM2.5）質量濃度測定

方法暫定マニュアル（改訂版) 

地上 3.0m 

オゾン（O3） 

「大気の汚染に係る環境基準について」(昭

和48年5月環境庁告示第25号)に定める方法 

(JIS B 7954) 

地上 1.5m 

空間放射線量 
「除染関係ガイドライン(平成25年5月 第2

版)」に定める方法 
地上 1.0m 

気 象 風向・風速 
「地上気象観測指針」（平成14年 気象庁）

に準拠し、微風向風速計を用いる方法 
地上約 20.5m 
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図 エラー! 指定したスタイルは使

われていません。-1 現地調査地点 
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9.1大気等 

2) 気象の状況 

ア．既存資料調査 

調査は、計画地の東側約4kmに位置する東京管区気象台(風向・風速計設置高さ 地上

35.1m)の気象データを整理・解析した。 

イ．現地調査 

計画地内の１地点において、現地調査（風向・風速測定）を実施した。現地調査の内容は表

9.1-3、測定方法は表9.1-4、調査地点は図9.1-2に示したとおりである。 

3) 地形及び地物の状況 

調査は、「地形図」（国土地理院）、「土地条件図」（平成 25年 8月 国土地理院）等の既存資

料の整理及び現地調査によった。 

なお、現地調査は平成 26年６月に実施した。 

4) 土地利用の状況 

調査は、「東京の土地利用 平成 23年東京都区部」（平成 25年５月 東京都都市整備局）、「新

宿区用途地域等都市計画図」（平成 25年 11月 新宿区）等の既存資料の整理によった。 

5) 発生源の状況 

調査は、「東京の土地利用 平成 23年東京都区部」（平成 25年５月 東京都都市整備局）、「新

宿区用途地域等都市計画図」（平成 25年 11月 新宿区）等の既存資料の整理によった。 

6) 自動車交通量等の状況 

調査は、既存資料調査及び現地調査によった。 

ア．既存資料調査 

調査は、「平成 22年度 全国道路街路交通情勢調査(道路交通センサス)交通量調査報告書」

(平成 24 年３月 東京都建設局道路建設部)等を用い、計画地周辺の自動車交通量等の状況

を整理・解析した。調査地点は、表 9.1-5及び図 9.1-3に示すとおりである。 

表9.1-5 自動車交通量調査地点（既存資料調査） 

地点

番号 
観測地点名 調査路線 調査主体 調査年度 

№1 新宿区霞ヶ丘町14 
都道319号環状3号線 

（外苑東通り） 

東京都 平成 22年度 

№2 新宿区霞ヶ丘町 1 
都道 414号四谷角筈線 

（外苑外周道路） 

№3 新宿区霞ヶ丘町 3 
都道 414号四谷角筈線 

（外苑いちょう並木） 

№4 渋谷区千駄ヶ谷1-15 都道414号四谷角筈線 

№5 渋谷区千駄ヶ谷 1-32 
都道 418号北品川四谷線 

（外苑西通り） 

注) 地点番号は、図 9.1-3に対応する。 

出典：「平成 22年度 全国道路街路交通情勢調査(道路交通センサス)交通量調査報告書」 

(平成 24年３月 東京都建設局道路建設部) 
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9.1大気等 

イ．現地調査 

現地調査は、大会開催前の工事用車両及び大会開催後の関連車両が走行するルートを考慮

し、計画地周辺の５地点において、24時間交通量を計測した。 

調査地点及び調査期間は、表 9.1-6及び図 9.1-2に示すとおりである。 

交通量は、表 9.1-7に示す車種に分類し、数取機(ハンドカウンター)を用いて計測した。 

調査は、24 時間（平日：平成 26 年６月 10日(火)10:00～６月 11 日(水)10:00、休日：平

成 26年６月 14日(土)10:00～６月 15日(日)10:00）連続して行い、１時間ごとに集計した。 

表 9.1-6 自動車交通量現地調査地点及び調査時期 

地点 
番号 

調査地点 調査時期 

№1 
（新宿区大京町 27） 
都道 418号北品川四谷線（外苑西通り） 

平日：平成 26年 6月 10日(火)10時 

～6月 11日(水)10時 

休日：平成 26年 6月 14日(土)10時 

～6月 15日(日)10時 

№2 
（新宿区信濃町 35） 
都道 319号環状 3号線（外苑東通り） 

№3 
（港区北青山１-1） 
都道 319号環状 3号線（外苑東通り） 

№4 
（港区北青山 2-7） 
補助幹線道路 24号 

№5 
（渋谷区神宮前 2-3） 
都道 418号北品川四谷線（外苑西通り） 

注) 表中の地点番号は、図 9.1-2（p.59参照）に対応する。 

 

表9.1-7 車種分類 

車種分類 
ナンバープレートの種別 

分類 車種 

大型車類 

普通貨物車 1 

バス 2 

特種（殊）車 8,9,0 

小型車類 

軽乗用車注) 
5（黄地に黒文字又は黒字に黄字）, 

3,8（小型ナンバープレート） 

乗用車 3,5,7 

軽貨物車注) 
4（黄地に黒文字又は黒字に黄字）, 

3,6（小型ナンバープレート） 

小型貨物車 4,6 

貨客車 4（バン） 

二輪車類 二輪車（原動付自転車含） - 

注) 軽乗用車及び軽貨物車については実態により区分する。 

 

7) 大気等に関する法令等の基準 

調査は、環境基本法（平成５年法律第 91 号）、「国際放射線防護委員会勧告」の法令等の整

理によった。 

- 61 - 



9.1大気等 

 

- 62 - 



9.1大気等 

(4) 調査結果 

1) 大気等の状況 

ア．既存資料調査 

計画地周辺の大気汚染常時監視測定局における平成 25年度又は平成 24年度の二酸化窒素、

二酸化硫黄、一酸化炭素、浮遊粒子状物質、光化学オキシダント、微小粒子状物質、ダイオ

キシン類及び空間放射線量の測定結果は、表 9.1-8～16に示すとおりである。 

二酸化窒素の日平均値の年間 98％値は、一般局で 0.041ppm、自排局で 0.043ppm であり、

全地点において環境基準を達成していた。 

二酸化硫黄の日平均値の 2％除外値は、一般局で 0.004ppm、自排局で 0.004ppm であり、

全地点において環境基準を達成していた。 

一酸化炭素の日平均値の 2％除外値は、一般局で 0.7ppm、自排局で 0.7ppm であり、全地

点において環境基準を達成していた。 

浮遊粒子状物質の日平均値の年間 2％除外値は、一般局で 0.041mg/m3、自排局で 0.041 mg/m3

であり、全地点において環境基準を達成していた。 

光化学オキシダントの昼間の１時間値の最高値は、一般局で 0.117ppm、自排局で 0.106ppm

であり、全地点において環境基準を達成していなかった。 

微小粒子状物質の自排局の年平均値は 12.4μg/m3、日平均値の 98％除外値は 27.9μg/m3

であり、環境基準を達成していた。 

大気汚染常時監視測定局における、ダイオキシン類の量は年間最高値で 0.026pg-TEQ/ m3

であり、環境基準を達成していた。また、新宿区、渋谷区が実施した測定地点におけるダイ

オキシン類の量は年間最高値で 0.044pg-TEQ/ m3であり、環境基準を達成していた。 

東京都が実施した空間放射線量モニタリングポストにおける、空間放射線量の年平均値は

0.038μSv/h であり、評価基準を下回っていた。また、新宿区、港区が実施した測定地点に

おける空間放射線量は最高値で 0.10μSv/hであり、評価基準を下回っていた。 
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9.1大気等 

表 9.1-8 大気汚染常時監視測定局測定結果(二酸化窒素) 

区 分 地点番号 測定局名 
年平均値 
(ppm) 

日平均値の 
年間 98％値 

(ppm) 

環境基準 
達成状況 

環境基準 

一般環境 
大気測定局 

No.1 
国設東京(新

宿) 測定局 
0.020 0.041 ○ 

1時間値の 1日
平 均 値 が
0.04ppm か ら
0.06ppmまでの
ゾーン内又は
それ以下であ
ること。 

自動車排出 
ガス測定局 

No.2 
国設新宿測定

局 
0.021 0.043 ○ 

注 1) 測定値は、国設東京(新宿) 測定局は平成 25年度、国設新宿測定局は平成 24年の結果である。 

注 2) 環境基準の達成状況は、長期的評価による。(○：達成) 

注 3) 地点番号は、図 9.1-1(1)（p.54参照）に対応する。 

出典：「環境数値データベース」(平成 27年３月３日参照 (独)国立環境研究所ホームページ) 

      http://www.nies.go.jp/igreen/ 

「大気汚染結果ダウンロード」(平成 27年３月３日参照 東京都環境局ホームページ) 

https://www.kankyo.metro.tokyo.jp/air/air_pollution/result_measurement.html 

 

表 9.1-9 大気汚染常時監視測定局測定結果(二酸化硫黄) 

区 分 地点番号 測定局名 
年平均値 
(ppm) 

日平均値の
2％除外値 
(ppm) 

環境基準 
達成状況 

環境基準 

一般環境 
大気測定局 

No.1 
国設東京(新
宿) 測定局 

0.001 0.004 ○ 

1時間値の 1日
平 均 値 が
0.04ppm以下で
あり、かつ、1
時 間 値 が
0.1ppm 以下で
あること。 

自動車排出 
ガス測定局 

No.2 
国設新宿測定
局 

0.001 0.004 ○ 

注 1) 測定値は、国設東京(新宿) 測定局は平成 25年度、国設新宿測定局は平成 24年の結果である。 

注 2) 環境基準の達成状況は、長期的評価による。(○：達成) 

注 3) 地点番号は、図 9.1-1(1)(p.54参照)に対応する。 

出典：「環境数値データベース」(平成 27年３月３日参照 (独)国立環境研究所ホームページ) 

      http://www.nies.go.jp/igreen/ 

「大気汚染結果ダウンロード」(平成 27年３月３日参照 東京都環境局ホームページ) 

https://www.kankyo.metro.tokyo.jp/air/air_pollution/result_measurement.html 

 

表 9.1-10 大気汚染常時監視測定局測定結果(一酸化炭素) 

区 分 地点番号 測定局名 
年平均値 
(ppm) 

日平均値の
2％除外値 
(ppm) 

環境基準 
達成状況 

環境基準 

一般環境 
大気測定局 

No.1 
国設東京(新
宿) 測定局 

0.4 0.7 ○ 

1時間値の 1日
平均値が10ppm
以下であり、か
つ、1時間値の 
8時間平均値が
20ppm以下であ
ること。 

自動車排出 
ガス測定局 

No.2 
国設新宿測定
局 

0.4 0.7 ○ 

注 1) 測定値は、国設東京(新宿) 測定局は平成 25年度、国設新宿測定局は平成 24年の結果である。 

注 2) 環境基準の達成状況は、長期的評価による。(○：達成) 

注 3) 地点番号は、図 9.1-1(1)(p.54参照)に対応する。 

出典：「環境数値データベース」(平成 27年３月３日参照 (独)国立環境研究所ホームページ) 

      http://www.nies.go.jp/igreen/ 

「大気汚染結果ダウンロード」(平成 27年３月３日参照 東京都環境局ホームページ) 

https://www.kankyo.metro.tokyo.jp/air/air_pollution/result_measurement.html 
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9.1大気等 

表 9.1-11 大気汚染常時監視測定局測定結果(浮遊粒子状物質) 

区 分 地点番号 測定局名 
年平均値 
(mg/m3) 

日平均値の 
2％除外値 
(mg/m3) 

環境基準 
達成状況 

環境基準 

一般環境 
大気測定局 

No.1 
国設東京(新
宿) 測定局 

0.016 0.041 ○ 

1時間値の 1日
平 均 値 が
0.10mg/m3 以下
であり、かつ、
1 時 間 値 が
0.20mg/m3 以下
であること。 

自動車排出 
ガス測定局 

No.2 
国設新宿測定
局 

0.016 0.041 ○ 

注 1) 測定値は、国設東京(新宿) 測定局は平成 25年度、国設新宿測定局は平成 24年の結果である。 

注 2) 環境基準の達成状況は、長期的評価による。(○：達成) 

注 3) 地点番号は、図 9.1-1(1)(p.54参照)に対応する。 

出典：「環境数値データベース」(平成 27年３月３日参照 (独)国立環境研究所ホームページ) 

      http://www.nies.go.jp/igreen/ 

「大気汚染結果ダウンロード」(平成 27年３月３日参照 東京都環境局ホームページ) 

https://www.kankyo.metro.tokyo.jp/air/air_pollution/result_measurement.html 

 

表 9.1-12 大気汚染常時監視測定局測定結果(光化学オキシダント) 

区 分 地点番号 測定局名 
年平均値 
(ppm) 

昼間の 1時間
値の最高値
（ppm） 

環境基準 
達成状況 

環境基準 

一般環境 
大気測定局 

No.1 
国設東京(新
宿) 測定局 

0.026 0.117 × 1 時 間 値 が
0.06ppm以下で
あること。 

自動車排出 
ガス測定局 

No.2 
国設新宿測定
局 

0.023 0.106 × 

注 1) 測定値は、国設東京(新宿) 測定局は平成 25年度、国設新宿測定局は平成 24年の結果である。 

注 2) 環境基準の達成状況は、短期的評価による。(×：非達成) 

注 3) 地点番号は、図 9.1-1(1)(p.54参照)に対応する。 

出典：「環境数値データベース」(平成 27年３月３日参照 (独)国立環境研究所ホームページ) 

      http://www.nies.go.jp/igreen/ 

「大気汚染結果ダウンロード」(平成 27年３月３日参照 東京都環境局ホームページ) 

https://www.kankyo.metro.tokyo.jp/air/air_pollution/result_measurement.html 
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表 9.1-13 大気汚染常時監視測定局測定結果(PM2.5) 

区 分 地点番号 測定局名 
年平均値 
(μg/m3) 

日平均値の 
年間 98％値 
(μg/m3) 

環境基準 
達成状況 

環境基準 

一般環境 
大気測定局 

No.1 
国設東京(新
宿) 測定局 

- - - 

１年平均値が
15μg/m3 以下
であり、かつ、
１日平均値が
35μg/m3 以下
であること。 

自動車排出 
ガス測定局 

No.2 
国設新宿測定
局 

12.4 27.9 ○ 

注 1) 測定値は、国設東京(新宿) 測定局は平成 25年度、国設新宿測定局は平成 24年の結果である。 

注 2) 環境基準の達成状況は、長期的評価による。(○：達成) 

注 3) 地点番号は、図 9.1-1(1)(p.54参照)に対応する。 

出典：「環境数値データベース」(平成 27年３月３日参照 (独)国立環境研究所ホームページ) 

      http://www.nies.go.jp/igreen/ 

「大気汚染結果ダウンロード」(平成 27年３月３日参照 東京都環境局ホームページ) 

https://www.kankyo.metro.tokyo.jp/air/air_pollution/result_measurement.html 

 

表 9.1-14 大気汚染常時監視測定局測定結果（ダイオキシン類）  

区 分 地点番号 測定局名 
測定値 

(pg-TEQ/m3) 
評価基準 
達成状況 

環境基準 
（pg-TEQ/m3） 

一般環境 

大気測定局 
No.1 

国設東京 

(新宿) 測定局 

0.014～

0.026 
○ 0.0600 

注 1) 測定値は平成 24年度の結果である。 

2) 地点番号は、図 9.1-1(1) (p.54参照)に対応する。 

出典：「平成 24年度ダイオキシン類に係る環境調査結果」（平成 26年３月 環境省） 

 

表 9.1-15 ダイオキシン類測定地点測定結果（ダイオキシン類）  

区 分 地点番号 測定局名 
測定値 

(pg-TEQ/m3) 
評価基準 
達成状況 

環境基準 
（pg-TEQ/m3） 

ダイオキシン

類測定地点 

No.1 
四谷第六 

小学校 
0.012～0.044 ○ 

0.0600 No.2 鳩森小学校 0.015～0.024 ○ 

No.3 神宮前小学校 0.016～0.020 ○ 

注 1) 測定値は平成 25年度の結果である。 

2）地点番号は、図 9.1-1(2)(p.55参照)に対応する。 

出典：「平成 25年度の測定結果(ダイオキシン類）」（平成 27年３月３日参照 新宿区ホームページ） 

http://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000162812.pdf 

「しぶや区ニュース平成 26年８月１日号」（平成 26年８月 渋谷区） 
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表 9.1-16 測定結果（空間放射線量） 

地点番号 測定局名 実施主体 
空間放射線量 
(μSv/h) 

評価基準 
達成状況 

評価基準 
(μSv/h) 

No.1 
新宿区百人町（健康
安全研究センター） 

東京都 0.038 ○ 

0.23 

No.2 内藤児童遊園 

新宿区 

0.08/0.07 ○ 

No.3 新左門児童遊園 0.09/0.10 ○ 

No.4 信濃町児童遊園 0.09/0.09 ○ 

No.5 若葉公園 0.09/0.07 ○ 

No.6 もとまち公園 0.07/0.08 ○ 

No.7 みなもと公園 0.08～0.09/0.09 ○ 

No.8 みなみ児童遊園 0.08/0.09 ○ 

No.9 かすみ児童遊園 0.06/0.06 ○ 

No.10 
北青山１丁目 
児童遊園 

港区 

0.042～0.052/0.031～0.038 ○ 

No.11 南青山保育園 0.061～0.069/0.055～0.078 ○ 

No.12 青葉公園 0.051～0.063/0.035～0.077 ○ 

No.13 南一児童遊園 0.068～0.083/0.074～0.086 ○ 

No.14 青山小学校 0.060～0.087/0.043～0.086 ○ 

No.15 青山公園 0.039～0.053/0.034～0.053 ○ 

No.16 青山運動場 0.074/0.079 ○ 

No.17 
南青山 4丁目 
児童遊園 

0.054～0.055/0.053 ○ 

No.18 
北青山 3丁目 
児童遊園 

0.055/0.062 ○ 

No.19 青山保育園 0.050～0.059/0.056～0.058 ○ 

No.20 
青山 5丁目 
児童遊園 

0.044～0.057/0.041～0.052 ○ 

注 1)測定値は、№1は平成 25年度平均値、№2～9は平成 25年度、№10～20は平成 26年度の結果である。 

2)測定値は、№1は地上 1m の値、その他の地点は「地上 1mの値/地表面（地上 5cm）の値」である。 

3)地点番号は、図 9.1-1(3)～(4)(p.56～57参照)に対応する。 

4)表中の数値 1μGy ＝1μSvとした値。 

5)評価基準は、「ICRP（国際放射線防護委員会）の勧告（2007 Pub.103）」の追加被ばく量の年間 1mSv未満に基づ

いて設定された値（出典：「放射性物質汚染対処措置法に基づく汚染廃棄物対策地域、除染特別地域及び汚

染状況重点調査地域の指定について（お知らせ）」平成 23年 12月 19日 環境省報道発表資料） (○：達成) 

出典：「大気中の放射線量/１日単位の測定結果（新宿）」 

（平成 27年３月３日参照 東京都健康安全研究センターホームページ） 

http://monitoring.tokyo-eiken.go.jp/mp_shinjuku_air_data_1day.html 

「区内施設の空間放射線量測定」（平成 27年３月３日参照 新宿区ホームページ） 

http://www.city.shinjuku.lg.jp/anzen/snjk001067.html 

「砂場や広場等における放射線量の測定結果について」（平成 27年３月３日参照 港区ホームページ） 

http://www.city.minato.tokyo.jp/shinsaitaisakutan/bosai-anzen/shinsai/hoshano/sunaba.html 
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イ．現地調査 

計画地内における大気質の調査結果は、表 9.1-17～21に示すとおりである。 

計画地内における二酸化窒素の期間平均値は 0.016～0.028ppm、日平均値の最高値は 0.022

～0.055ppmであり、日平均値の最高値は、環境基準（0.06ppm以下）を下回った。 

浮遊粒子状物質濃の期間平均値は 0.013～0.027mg/m3、日平均値の最高値は 0.025～

0.048mg/m3 であり、１時間値の最高値は 0.053～0.107mg/m3 であり、日平均値及び１時間値

の最高値は環境基準（日平均値 0.10mg/m3以下かつ１時間値 0.20mg/m3以下）を下回った。 

微小粒子状物質の期間平均値は 10.0～19.5μg/m3、日平均値の最高値は 19.3～50.9μg/m3

であった。日平均値については、夏季、冬季において環境基準（日平均値 35μg/m3）を上回

る日もみられた。 

オゾンの期間平均値は 0.015～0.029 ppm、日平均値の最高値は 0.021～0.036 ppm であっ

た。１時間値の最高値は 0.037～0.088ppmであり、１時間値の最高値については、夏季にお

いて光化学オキシダントの環境基準（１時間値が 0.06ppm 以下）を上回る時間もみられた。 

空間放射線量は 0.07～0.08μSv/hであり、評価基準（0.23μSv/h以下）を下回った。 

表 9.1-17 現地調査結果(大気質：二酸化窒素) 

単位：ppm 

調査地点 項 目 
調査期間 

秋 季 冬 季 春 季 夏 季 

No.A 

 (計画地内) 

期間平均値 0.022 0.028 0.016 0.016 

日平均値の最高値 0.030 0.055 0.022 0.023 

１時間値の最高値 0.057 0.084 0.041 0.040 

注 1）地点番号は、図 9.1-2（p.59参照）に対応する。 

注 2）調査期間は次のとおりである。 

秋季 平成 25年 11月 24日(月)～11月 30日(日) 

冬季 平成 26年 1月 23日(木)～1月 29日(水) 

春季 平成 26年 6月 5日(木)～6月 11日(水) 

夏季 平成 26年 7月 2日(水)～7月 8日(火) 

 

表 9.1-18 現地調査結果(大気質：浮遊粒子状物質) 

単位：mg/m3 

調査地点 項 目 
調査期間 

秋 季 冬 季 春 季 夏 季 

No.A 

 (計画地内) 

期間平均値 0.013 0.017 0.023 0.027 

日平均値の最高値 0.025 0.048 0.038 0.042 

1時間値の最高値 0.053 0.107 0.071 0.073 

注 1）地点番号は、図 9.1-2（p. 59参照）に対応する。 

注 2）調査期間は次のとおりである。 

秋季 平成 25年 11月 24日(月)～11月 30日(日) 

冬季 平成 26年 1月 23日(木)～1月 29日(水) 

春季 平成 26年 6月 5日(木)～6月 11日(水) 

夏季 平成 26年 7月 2日(水)～7月 8日(火) 
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表 9.1-19 現地調査結果(大気質：微小粒子状物質(PM2.5)) 

単位：μg/m3 

調査地点 項 目 
調査期間 

秋 季 冬 季 春 季 夏 季 

No.A 

 (計画地内) 

期間平均値 10.0 15.9 11.4 19.5 

日平均値の最高値 20.5 50.9 19.3 35.9 

1時間値の最高値 45.8 93.3 31.0 42.6 

注 1）地点番号は、図 9.1-2（p. 59参照）に対応する。 

注 2）調査期間は次のとおりである。 

秋季 平成 25年 11月 24日(月)～11月 30日(日) 

冬季 平成 26年 1月 23日(木)～1月 29日(水) 

春季 平成 26年 6月 5日(木)～6月 11日(水) 

夏季 平成 26年 7月 2日(水)～7月 8日(火) 

 

表 9.1-20 現地調査結果(大気質：オゾン(O3)) 

単位：ppm 

調査地点 項 目 
調査期間 

秋 季 冬 季 春 季 夏 季 

No.A 

 (計画地内) 

期間平均値 0.015 0.015 0.020 0.029 

日平均値の最高値 0.021 0.025 0.032 0.036 

1時間値の最高値 0.037 0.037 0.047 0.088 

注 1）地点番号は、図 9.1-2（p. 59参照）に対応する。 

注 2）調査期間は次のとおりである。 

秋季 平成 25年 11月 24日(月)～11月 30日(日) 

冬季 平成 26年 1月 23日(木)～1月 29日(水) 

春季 平成 26年 6月 5日(木)～6月 11日(水) 

夏季 平成 26年 7月 2日(水)～7月 8日(火) 

 

表 9.1-21 現地調査結果(大気質：空間放射線量) 

単位：μSv/h 

調査地点 項 目 
調査期間 

秋 季 冬 季 春 季 夏 季 

No.A 

 (計画地内) 
5回平均値 0.08 0.07 0.08 0.07 

注 1）地点番号は、図 9.1-2（p. 59参照）に対応する。 

注 2）調査期間は次のとおりである。 

秋季 平成 25年 11月 28日(金) 

冬季 平成 26年 1月 23日(木) 

春季 平成 26年 6月 6日(金) 

夏季 平成 26年 7月 4日(金) 
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2) 気象の状況 

ア．既存資料調査 

東京管区気象台における気象の概況は、表 9.1-22、図 9.1-4に示すとおりである。 

平成 26年の月別の気象概況は、日平均気温は 5.9～27.7℃、降水量は 24.5～384.5mm、平

均風速は 2.5～3.5 m/s であり、北西の風の出現率が高くなっている。 

表 9.1-22 月別の気象の概況（平成 26年） 

月 
項目 

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

気温 
(℃) 

日平均 6.3 5.9 10.4 15.0 20.3 23.4 26.8 27.7 23.2 19.1 14.2 6.7 

最高 10.6 9.8 14.5 19.6 24.7 26.9 30.5 31.2 26.9 23.0 17.4 11.0 

最低 2.5 2.8 6.7 11.0 16.7 20.7 23.9 24.8 20.1 16.0 11.3 2.8 

降水量(mm) 24.5 157.5 113.5 155.0 135.5 311.0 105.5 105.0 155.5 384.5 98.5 62.0 

平均風速(m/s) 2.8 3.3 3.5 3.1 3.4 2.6 2.8 3.2 2.6 2.7 2.5 2.5)注 1) 

最多風向 北西 北西 南 北北西 北西 南東 南 南 北北東 北西 北北西 西北西 

注 1）統計を行う対象資料が許容範囲で欠けているが、上位の統計を用いる際は一部の例外を除いて正常値（資

料が欠けていない）と同等に扱う数値（準正常値）。 

  2）気温のうち、最高は日最高気温の月平均値を、最低は日最低気温の月平均値を示す。 

出典：｢過去の気象データ検索｣（平成 27 年３月３日参照 気象庁ホームページ） 

http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：｢過去の気象データ検索｣（平成 27 年３月３日参照 気象庁ホームページ） 

http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php  

 

図 9.1-4 月別の気温、降水量の概況（平成 26年） 
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また、平成 25 年度の東京管区気象台における風向・風速、日射量及び雲量を用いた地上

10m における風向別大気安定度出現頻度は、図 9.1-5 に示すとおりである。大気安定度抽出

に用いた風配図は、図 9.1-6に示すとおりである。 

全ての風向において大気安定度Ｄ（中立）の出現頻度が高く、全体の 67.6%を占めていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不安定  ←  中立 → 安定 

出典：｢過去の気象データ検索｣（平成 27 年３月３日参照 気象庁ホームページ） 

http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php  

図 9.1-5 大気安定度の出現頻度（平成 25年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：｢過去の気象データ検索｣（平成 27 年３月３日参照 気象庁ホームページ） 

http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php  

 

図 9.1-6 風配図(東京管区気象台：平成 25年度) 
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イ．現地調査 

現地調査による風向・風速の調査結果は、表 9.1-23に示すとおりである。 

風速の期間平均値は、1.6～1.9m/s であり、春季及び夏季は北北東、秋季は南南西、冬季

は北の風向が卓越していた。風配図は、図 9.1-7に示すとおりである。 

表 9.1-23 現地調査結果(気象：風向・風速) 

項目 

 

調査地点 

風速(m/s) 風向（16方位） 
静穏率 

(％) 

調査期間 

 
期間 

平均値 

日平均値 

の最高値 

日平均値 

の最低値 
最多風向 出現率(％) 

No.A 

 (計画地内) 

秋季 1.9 2.6 0.9 SSW 20.8 4.2 
平成 25年 11月24日（月） 

～11月 30（日） 

冬季 1.7 2.9 0.8 N 26.2 8.3 
平成 26年 1月 23日(木)

～1月 29日(水) 

春季 1.9 2.9 1.2 NNE 17.3 6.5 
平成 26年 6月 5日(木)

～6月 11日(水) 

夏季 1.6 1.8 1.3 NNE 19.6 6.0 
平成 26年 7月 2日(水)

～7月 8日(火) 

注 1) 地点番号は、図 9.1-2 (p.59参照)に対応する。 

注 2) 0.4m/s以下の風速を静穏（calm）とした。 
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注) 風速 0.4m/s以下を静穏(calm)とした。 

図 9.1-7 現地調査結果(風配図) 
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3) 地形及び地物の状況 

計画地及びその周辺の地形の状況は、図 9.1-8に示すとおりである。計画地は、東側は武蔵

野台地東部の淀橋台と呼ばれる洪積台地（下末吉面）に位置し、西側はかつての渋谷川（穏田

川ともいう。）渓谷に沿って緩やかに傾斜しているが、ほとんどは埋立てにより平坦化された

人為的な改変を受けた地形となっている。計画地及びその周辺は、地盤高が T.P.+30 m前後の

概ね平坦な地形であり、計画地西側に向かって緩やかに傾斜している（計画地は T.P.+24m～32m

程度）。 

計画地及びその周辺の建築物の状況は、図 9.1-9に示すとおりである。 

計画地西側の都道 418号北品川四谷線（外苑西通り）沿いや計画地北側には、低層から中層

の建築物が多く分布する。また、東側には明治神宮外苑が広がっており、計画地に近接した高

層建築物としては、計画地の西側約 30mに 11階建の事務所ビルが位置している。 

4) 土地利用の状況 

計画地周辺の建物用途別の土地利用状況は、図 9.1-10 に示すとおりである。計画地はスポ

ーツ・興行施設、公園、運動場及び宿泊・遊興施設となっている。計画地北側には慶應義塾大

学病院等の厚生医療施設、新宿御苑等の公園、運動場等や四谷第六小学校、四谷第六幼稚園等

の教育文化施設等があり、南側にはシーアイプラザ、伊藤忠青山アートスクエア等の専用商業

施設や青山小学校、青山中学校等の教育文化施設、集合住宅、東側には聖徳記念絵画館等の教

育文化施設やスポーツ・興行施設、公園、運動場等、西側にはスポーツ・興行施設や集合住宅、

事務所建築物等が立地している。 

計画地及びその周辺における「都市計画法」(昭和 43 年法律第 100 号)に基づく用途地域等

の指定状況は、図 9.1-11に示すとおりである。計画地は、第２種中高層住居専用地域であり、

北側の地域が第１種中高層住居専用地域、第１種住居地域、第２種住居地域及び近隣商業地域

となっている。南側の地域が第１種中高層住居専用地域となっており、東側の地域が第２種中

高層住居専用地域、西側の地域が第２種中高層住居専用地域、第１種住居地域、第１種住居地

域及び近隣商業地域となっている。 

計画地北側の首都高速４号新宿線に接している地区及び計画地西側の都道 418号北品川四谷

線（外苑西通り）を隔てた地区は、「東京都風致地区条例」（昭和 45 年 条例第 36 条）に基づ

く「明治神宮内外苑付近風致地区」に指定されている。 

計画地及びその周辺における主な公共施設は、表 9.1-24～25及び図 9.1-12～13に示すとお

りである。計画地周辺には、教育施設等として 14 施設（幼稚園３、小学校４、中学校１、高

等学校２、大学２）、福祉施設として 19施設（幼稚園・保育園２、保育園・児童施設 10、高齢

者福祉施設・障害者福祉施設７）、医療施設として６施設（病院６）、その他２施設（図書館２）

の合計 39施設が存在する。また、公園・緑地・児童遊園は合わせて 33箇所存在する。 
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図 9.1-8 

計画地周辺の地形分類図 
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図 9.1-9 

計画地周辺の建築物の状況 

出典：「東京の土地利用 平成 23年東京都区部」（平成 25年５月 東京都都市整備局） 

- 76 - 



9.1大気等 

 

 

 

 

 

 

出典：「東京の土地利用 平成 23年東京都区部」（平成 25年５月 東京都都市整備局） 
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図 9.1-11 

計画地周辺の用途地域等の指定状況   
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表 9.1-24(1) 計画地周辺の主要な公共施設（教育・福祉・医療施設等） 

区 分 番号 施設名 住所 

教育 

施設 

 

幼稚園 1 新宿区立四谷第六幼稚園 新宿区大京町 30 

2 渋谷区私立原宿幼稚園 渋谷区神宮前 3-42-1 

3 渋谷区私立鳩の森八幡幼稚園 渋谷区千駄ヶ谷 1-1-24 

小学校 4 新宿区立四谷第六小学校 新宿区大京町 30 

5 港区立青山小学校 港区南青山 2-21-2 

6 渋谷区立神宮前小学校 渋谷区神宮前 4-20-12 

7 渋谷区立千駄谷小学校 渋谷区千駄ヶ谷 2-4-1 

中学校 8 港区立青山中学校 港区北青山 1-1-9 

高等学校 9 都立青山高等学校 渋谷区神宮前 2-1-8 

10 私立国学院高等学校 渋谷区神宮前 2-2-3  

大 学 11 慶應義塾大学医学部 新宿区信濃町 35  

12 津田塾大学千駄ヶ谷キャンパス 渋谷区千駄ヶ谷 1-18-24 

福祉 

施設 

幼稚園・ 

保育園 

13 千駄谷なかよし園幼稚園舎 渋谷区千駄ヶ谷 2-4-1 

14 千駄谷なかよし園保育園舎 渋谷区千駄ヶ谷 3-34-9 

保育園、 

児童施設 

15 四谷第六小学校内学童クラブ 新宿区大京町 30 

16 新宿三つの木保育園 

もりさんかくしかく 

新宿区大京町 29 

17 新宿区立信濃町 

子ども家庭支援センター 

しなのまち子ども園 

信濃町学童クラブ 

新宿区信濃町 20 

18 私立二葉南元保育園 新宿区南元町 4 

19 港区立青山保育園 港区北青山 3-4-14-101 

20 港区立南青山保育園 港区南青山 1-3-15  

21 渋谷区子育て支援センター 

子ども発達相談センター 

渋谷区立渋谷保育園 

渋谷区神宮前 3-18-33 

22 二葉乳児院 

地域子育て支援センター二葉 

新宿区南元町 4  

23 子育てひろばあい・ぽーと 港区南青山 2-25-1 

24 青山児童館 港区北青山 3-3-16 

高齢者福祉

施設、障害

者福祉施設 

25 新宿区立信濃町シニア活動館 新宿区信濃町 20 

26 若葉高齢者在宅サービスセンター 新宿区若葉 3-6 

27 港区立北青山 

高齢者在宅サービスセンター 

赤坂地区高齢者相談センター 

（港区立北青山地域包括支援センター） 

港区北青山 1-6-1 

28 青山いきいきプラザ 港区南青山 2-16-5 

29 ケアコミュニティ・原宿の丘 

地域包括支援センター 

在宅サービスセンター 

教育センター 

（教育相談室・けやき教室） 

渋谷区神宮前 3-12-8 

30 障害者福祉センターはぁとぴあ原宿 渋谷区神宮前 3-18-37 

31 千駄ヶ谷敬老館 渋谷区千駄ヶ谷 1-1-7 

出典:「しんじゅくノート」(平成 27年３月３日参照 新宿区ホームページ) 

http://shinjuku.mypl.net/ 

：「渋谷区案内図」(平成 27年３月３日参照 渋谷区ホームページ) 

https://www.city.shibuya.tokyo.jp/est/map/annai2014.pdf 

:「港区 施設案内」(平成 27年３月３日参照 港区ホームページ) 

http://map.city-minato.jp/ 

「医療機関名簿」(平成 26年９月 東京都) 
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表 9.1-24(2) 計画地周辺の主要な公共施設（教育・福祉・医療施設等） 

区 分 番号 施設名 住所 

医療 

施設 

病 院 32 医療法人社団 信濃会  

信濃坂クリニック 

新宿区左門町 20 

33 医療法人社団 仁圭会 林外科病院 新宿区大京町 27 

34 慶應義塾大学病院 新宿区信濃町 35 

35 学校法人 東京女子医科大学  

付属青山病院 

港区北青山 2-7-13 

36 医療法人社団 オリンピア会  

オリンピア眼科病院 

渋谷区神宮前 2-18-12 

37 医療法人財団 東京勤労者医療会 

代々木病院 

渋谷区千駄ヶ谷 1-30-7 

その他 図書館 38 慶應義塾大学信濃町メディアセンター

（北里記念医学図書館） 

新宿区信濃町 35 

39 港区立赤坂図書館 港区南青山 1-3-3 

注) 地点番号は、図 9.1-12の表記に対応する。 

出典:「しんじゅくノート」(平成 27年３月３日参照 新宿区ホームページ) 

http://shinjuku.mypl.net/ 

：「渋谷区案内図」(平成 27年３月３日参照 渋谷区ホームページ) 

https://www.city.shibuya.tokyo.jp/est/map/annai2014.pdf 

:「港区 施設案内」(平成 27年３月３日参照 港区ホームページ) 

http://map.city-minato.jp/ 

「医療機関名簿」(平成 26年９月 東京都) 
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表 9.1-25  計画地周辺の主要な公共施設（公園・緑地等） 

区 分 番号 施設名 住所 

公園・緑地・ 

児童遊園 

40 新宿御苑 新宿区内藤町 11 

41 内藤町けやき公園 新宿区内藤町 1 

42 内藤児童遊園 新宿区内藤町 1 

43 大京公園 新宿区大京町 14 

44 大番児童遊園 新宿区大京町 31 

45 都立明治公園 新宿区霞岳町 

渋谷区千駄ヶ谷一丁目 

46 かすみ児童遊園 新宿区霞ヶ丘町 5 

47 明治神宮外苑 新宿区霞ヶ丘町 

港区北青山 

48 新左門児童遊園 新宿区左門町 19 

49 信濃町児童遊園 新宿区信濃町 20 

50 信濃町希望公園 新宿区信濃町 30 

51 信濃町友情公園 新宿区信濃町 29 

52 若葉公園 新宿区若葉 3-4 

53 須賀公園 新宿区須賀町 8 

54 もとまち公園 新宿区南元町 4 

55 出羽坂児童遊園 新宿区南元町 4 

56 みなみもと町公園 新宿区南元町 20 

57 みなみ児童遊園 新宿区南元町 18 

58 赤坂御用地 港区元赤坂 

59 都立青山公園 南青山一丁目 

60 北青山一丁目児童遊園 港区北青山 1-6-6 

61 青葉公園 港区南青山 1-4-4 

62 南一児童遊園 港区南青山 1-18-1 

63 青山公園 

青山運動場 

港区南青山 2-21-12 

64 南青山四丁目児童遊園 港区南青山 4-9-7 

65 南青山三丁目緑地 港区南青山 3-1 

66 北青山三丁目児童遊園 港区北青山 3-3-24 

67 青山五丁目児童遊園 港区北青山 3-4-17 

68 神宮前三丁目児童遊園地 渋谷区神宮前 3-2-11 

69 神宮前公園 渋谷区神宮前 2-2-30 

70 千原児童遊園地 渋谷区神宮前 2-31-5 

71 鳩森児童遊園地 渋谷区千駄ヶ谷 1-1-14 

72 千駄ヶ谷四丁目児童遊園地 渋谷区千駄ヶ谷 4-18-18 

注) 地点番号は、図 9.1-13の表記に対応する。 

出典:「しんじゅくノート」(平成 27年３月３日参照 新宿区ホームページ) 

http://shinjuku.mypl.net/ 

：「渋谷区案内図」(平成 27年３月３日参照 渋谷区ホームページ) 

https://www.city.shibuya.tokyo.jp/est/map/annai2014.pdf 

:「港区 施設案内」(平成 27年３月３日参照 港区ホームページ) 

http://map.city-minato.jp/ 

:「医療機関名簿」(平成 26年９月 東京都) 

: ｢東京都の公園」(平成 27年３月３日参照 東京都建設局ホ－ムペ－ジ)  

http://www.kensetsu.metro.tokyo.jp/kouen/gaiyo/01.html 
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5) 発生源の状況 

計画地及びその周辺における大気汚染物質の主要な発生源としては、図 9.1-2（p．59）に示

したとおり、計画地東側に近接する都道 319 号環状３号線（外苑東通り）、北側の首都高速４

号新宿線、西側の都道 418号北品川四谷線（外苑西通り）、南側の一般国道 246号（青山通り）

等を走行する自動車があげられる。 

なお、計画地周辺のビル等の熱源機器からの排気による影響は小さいことから、発生源の対

象とはしていない。 

6) 自動車交通量等の状況 

ア．既存資料調査 

最新の平成 22年度道路交通センサスによる交通量調査の結果は、表 9.1-26に示すとおり

である。計画地周辺の都道における平日の交通量は 6,321～21,985台/日、大型車混入率 6.2

～11.0％である。 

表 9.1-26 道路交通センサスによる交通量調査結果 

地点

番号 

通称名 

（路線名） 
観測地点名 

平  日 

12時間 
交通量(台) 

(大型車混入率:％) 

混雑度 

№1 新宿区霞ヶ丘町14 
都道319号環状3号線 

（外苑東通り） 

21,985 

(8.6) 
1.36 

№2 新宿区霞ヶ丘町 1 
都道 414号四谷角筈線 

（外苑外周道路） 

7,260 

(6.6) 
0.28 

№3 新宿区霞ヶ丘町 3 
都道 414号四谷角筈線 

（外苑いちょう並木） 

6,321 

(6.2) 
0.36 

№4 渋谷区千駄ヶ谷1-15 都道414号四谷角筈線 
7,401 

(11.0) 
0.86 

№5 渋谷区千駄ヶ谷 1-32 
都道 418号北品川四谷線 

（外苑西通り） 

12,964 

(9.6) 
0.89 

注) 地点番号は、図 9.1-3（p.62参照）に対応する。 

出典：「平成 22年度 全国道路街路交通情勢調査(道路交通センサス)交通量調査報告書」 

(平成 24年３月 東京都建設局道路建設部) 

 

イ．現地調査 

現地調査による計画地周辺の交通量の状況は、表 9.1-27（1）～（5）に示すとおりである。 

計画地周辺の周辺の平日の交通量は 7,649～37,247 台/日、大型車混入率は 5.3～6.5％、

休日の交通量は、6,302～31,617台/日、大型車混入率は 4.1～5.0％である。 
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表9.1-27(1) 自動車交通量の現地調査結果(No.1(外苑西通り)) 

時間/車種 

平 日 休 日 

大型車類 

(台/日) 

小型車類 

(台/日) 

大型車混

入率(％) 

大型車類 

(台/日) 

小型車類 

(台/日) 

大型車混

入率(％) 

10:00～11:00 111  1,250  8.2  110  1,152  8.7  

11:00～12:00 102  1,130  8.3  95  1,127  7.8  

12:00～13:00 92  1,115  7.6  76  921  7.6  

13:00～14:00 88  1,205  6.8  65  945  6.4  

14:00～15:00 87  1,166  6.9  79  1,152  6.4  

15:00～16:00 74  1,258  5.6  72  1,369  5.0  

16:00～17:00 43  1,267  3.3  48  1,126  4.1  

17:00～18:00 44  1,241  3.4  94  1,204  7.2  

18:00～19:00 37  1,122  3.2  30  1,411  2.1  

19:00～20:00 39  1,019  3.7  35  1,091  3.1  

20:00～21:00 23  848  2.6  23  749  3.0  

21:00～22:00 11  795  1.4  12  685  1.7  

22:00～23:00 13  724  1.8  6  879  0.7  

23:00～24:00 7  661  1.0  15  712  2.1  

0:00～1:00 13  673  1.9  5  628  0.8  

1:00～2:00 11  614  1.8  9  547  1.6  

2:00～3:00 22  521  4.1  11  570  1.9  

3:00～4:00 17  446  3.7  10  440  2.2  

4:00～5:00 20  331  5.7  12  383  3.0  

5:00～6:00 44  263  14.3  16  355  4.3  

6:00～7:00 75  397  15.9  22  389  5.4  

7:00～8:00 102  685  13.0  28  595  4.5  

8:00～9:00 119  977  10.9  43  562  7.1  

9:00～10:00 180  1,181  13.2  36  659  5.2  

車種別の合計 1,374  20,889  6.2  952  19,651  4.6  

自動車交通量合計 22,263 - 20,603 - 

注 1)地点番号は、図 9.1-2（p.59参照）に対応する。 

2)交通量調査結果は、予測に用いる大型及び小型車類について記載した。 
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表 9.1-27(2) 自動車交通量の現地調査結果(No.2(外苑東通り)) 

時間/車種 

平 日 休 日 

大型車類 

(台/日) 

小型車類 

(台/日) 

大型車混

入率(％) 

大型車類 

(台/日) 

小型車類 

(台/日) 

大型車混

入率(％) 

10:00～11:00 127  1,783  6.6  112  1,495  7.0  

11:00～12:00 153  1,728  8.1  124  1,532  7.5  

12:00～13:00 88  1,643  5.1  75  1,610  4.5  

13:00～14:00 85  1,602  5.0  77  1,497  4.9  

14:00～15:00 122  1,747  6.5  76  1,390  5.2  

15:00～16:00 85  1,648  4.9  70  1,526  4.4  

16:00～17:00 69  1,662  4.0  68  1,498  4.3  

17:00～18:00 60  1,534  3.8  57  1,509  3.6  

18:00～19:00 49  1,507  3.1  48  1,375  3.4  

19:00～20:00 32  1,112  2.8  41  1,067  3.7  

20:00～21:00 33  1,039  3.1  27  972  2.7  

21:00～22:00 23  881  2.5  23  955  2.4  

22:00～23:00 16  805  1.9  26  834  3.0  

23:00～24:00 23  872  2.6  26  771  3.3  

0:00～1:00 21  729  2.8  15  707  2.1  

1:00～2:00 17  737  2.3  14  608  2.3  

2:00～3:00 16  642  2.4  15  596  2.5  

3:00～4:00 23  420  5.2  16  424  3.6  

4:00～5:00 28  358  7.3  22  358  5.8  

5:00～6:00 62  311  16.6  36  341  9.5  

6:00～7:00 94  643  12.8  44  372  10.6  

7:00～8:00 142  1,071  11.7  84  528  13.7  

8:00～9:00 144  1,669  7.9  86  668  11.4  

9:00～10:00 168  1,587  9.6  72  1,004  6.7  

車種別の合計 1,680  27,730  5.7  1,254  23,637  5.0  

自動車交通量合計 29,410 - 24,891 - 

注 1)地点番号は、図 9.1-2（p.59参照）に対応する。 

2)交通量調査結果は、予測に用いる大型及び小型車類について記載した。 
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表9.1-27(3) 自動車交通量の現地調査結果(No.3(外苑東通り)) 

時間/車種 

平 日 休 日 

大型車類 

(台/日) 

小型車類 

(台/日) 

大型車混

入率(％) 

大型車類 

(台/日) 

小型車類 

(台/日) 

大型車混

入率(％) 

10:00～11:00 189  1,986  8.7  143  1,618  8.1  

11:00～12:00 149  2,101  6.6  127  1,811  6.6  

12:00～13:00 167  1,989  7.7  91  1,707  5.1  

13:00～14:00 137  1,835  6.9  100  1,631  5.8  

14:00～15:00 119  1,978  5.7  102  1,721  5.6  

15:00～16:00 124  2,046  5.7  80  1,814  4.2  

16:00～17:00 85  1,953  4.2  73  1,853  3.8  

17:00～18:00 73  2,007  3.5  65  2,096  3.0  

18:00～19:00 61  2,013  2.9  58  1,820  3.1  

19:00～20:00 47  1,488  3.1  52  1,473  3.4  

20:00～21:00 40  1,300  3.0  23  1,288  1.8  

21:00～22:00 26  1,205  2.1  27  1,363  1.9  

22:00～23:00 15  1,061  1.4  28  1,117  2.4  

23:00～24:00 18  1,045  1.7  18  1,022  1.7  

0:00～1:00 20  1,155  1.7  12  1,052  1.1  

1:00～2:00 19  1,040  1.8  13  948  1.4  

2:00～3:00 34  868  3.8  20  793  2.5  

3:00～4:00 22  719  3.0  18  646  2.7  

4:00～5:00 32  471  6.4  20  530  3.6  

5:00～6:00 79  479  14.2  31  500  5.8  

6:00～7:00 128  854  13.0  55  477  10.3  

7:00～8:00 192  1,435  11.8  87  693  11.2  

8:00～9:00 216  2,035  9.6  85  925  8.4  

9:00～10:00 303  1,889  13.8  79  1,312  5.7  

車種別の合計 2,295  34,952  6.2  1,407  30,210  4.5  

自動車交通量合計 37,247 - 31,617 - 

注 1)地点番号は、図 9.1-2（p.59参照）に対応する。 

2)交通量調査結果は、予測に用いる大型及び小型車類について記載した。 
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表9.1-27(4) 自動車交通量の現地調査結果(No.4(補助幹線道路24号)) 

時間/車種 

平 日 休 日 

大型車類 

(台/日) 

小型車類 

(台/日) 

大型車混

入率(％) 

大型車類 

(台/日) 

小型車類 

(台/日) 

大型車混

入率(％) 

10:00～11:00 29  346  7.7  32  386  7.7  

11:00～12:00 38  338  10.1  30  398  7.0  

12:00～13:00 27  417  6.1  26  301  8.0  

13:00～14:00 33  481  6.4  17  331  4.9  

14:00～15:00 24  457  5.0  21  462  4.3  

15:00～16:00 22  456  4.6  19  479  3.8  

16:00～17:00 14  522  2.6  14  425  3.2  

17:00～18:00 13  543  2.3  19  438  4.2  

18:00～19:00 8  426  1.8  10  441  2.2  

19:00～20:00 14  473  2.9  8  351  2.2  

20:00～21:00 7  395  1.7  5  285  1.7  

21:00～22:00 1  324  0.3  2  169  1.2  

22:00～23:00 2  228  0.9  1  273  0.4  

23:00～24:00 4  212  1.9  1  219  0.5  

0:00～1:00 4  260  1.5  1  95  1.0  

1:00～2:00 7  172  3.9  2  75  2.6  

2:00～3:00 2  90  2.2  6  106  5.4  

3:00～4:00 13  74  14.9  5  68  6.8  

4:00～5:00 9  71  11.3  3  51  5.6  

5:00～6:00 10  97  9.3  2  68  2.9  

6:00～7:00 15  84  15.2  4  78  4.9  

7:00～8:00 21  83  20.2  7  127  5.2  

8:00～9:00 36  326  9.9  6  135  4.3  

9:00～10:00 49  372  11.6  17  283  5.7  

車種別の合計 402  7,247  5.3  258  6,044  4.1  

自動車交通量合計 7,649 - 6,302 - 

注 1)地点番号は、図 9.1-2（p.59参照）に対応する。 

2)交通量調査結果は、予測に用いる大型及び小型車類について記載した。 
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表9.1-27(5) 自動車交通量の現地調査結果(No.5(外苑西通り)) 

時間/車種 

平 日 休 日 

大型車類 

(台/日) 

小型車類 

(台/日) 

大型車混

入率(％) 

大型車類 

(台/日) 

小型車類 

(台/日) 

大型車混

入率(％) 

10:00～11:00 127  1,148  10.0  82  901  8.3  

11:00～12:00 106  1,073  9.0  62  908  6.4  

12:00～13:00 83  1,056  7.3  52  894  5.5  

13:00～14:00 73  1,086  6.3  59  912  6.1  

14:00～15:00 109  1,099  9.0  74  994  6.9  

15:00～16:00 88  1,181  6.9  51  1,047  4.6  

16:00～17:00 65  1,146  5.4  45  1,033  4.2  

17:00～18:00 57  1,177  4.6  43  1,086  3.8  

18:00～19:00 35  1,109  3.1  31  1,037  2.9  

19:00～20:00 41  976  4.0  24  888  2.6  

20:00～21:00 18  841  2.1  16  700  2.2  

21:00～22:00 14  751  1.8  15  628  2.3  

22:00～23:00 6  791  0.8  5  596  0.8  

23:00～24:00 13  688  1.9  12  602  2.0  

0:00～1:00 13  618  2.1  5  483  1.0  

1:00～2:00 13  532  2.4  9  438  2.0  

2:00～3:00 18  421  4.1  8  405  1.9  

3:00～4:00 18  359  4.8  11  281  3.8  

4:00～5:00 15  290  4.9  15  237  6.0  

5:00～6:00 28  252  10.0  15  240  5.9  

6:00～7:00 63  333  15.9  21  226  8.5  

7:00～8:00 106  566  15.8  30  351  7.9  

8:00～9:00 105  809  11.5  48  469  9.3  

9:00～10:00 124  1,022  10.8  41  631  6.1  

車種別の合計 1,338  19,324  6.5  774  15,987  4.6  

自動車交通量合計 20,662 - 16,761 - 

注 1)地点番号は、図 9.1-2（p.59参照）に対応する。 

2)交通量調査結果は、予測に用いる大型及び小型車類について記載した。 
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7) 大気等に関する法令等の基準 

「環境基本法」に基づく大気汚染に係る環境基準等は、表 9.1-28及び表 9.1-29に示すとお

りである。 

表 9.1-28 大気汚染に係る環境基準等 

物 質 環境基準等 

二酸化窒素 
1時間値の 1日平均値が 0.04ppmから 0.06ppmまでのゾーン内又はそ
れ以下であること。 

浮遊粒子状物質 
1 時間値の 1 日平均値が 0.10mg/m3 以下であり、かつ、1 時間値が
0.20mg/m3以下であること。 

光化学オキシダント 1時間値が 0.06ppm以下であること。 

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

ダイオキシン類 1年平均値が 0.6pg-TEQ/m3以下であること。 

出典：「二酸化窒素に係る環境基準について」(昭和 53年環境庁告示第 38号) 

「大気の汚染に係る環境基準について」(昭和 48年環境庁告示第 25号) 

「微小粒子状物質による大気の汚染に係る環境基準について」（平成 21年環境省告示第 33号） 

「ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁（水底の底質の汚染を含む。）及び土壌の汚染に係る

環境基準」（平成 11年環境庁告示 68号） 

 

表 9.1-29 放射線量に係る評価基準 

物 質 評価基準 

放射線量 
0.23μSv/h以下 
ICPR(国際放射線防護委員会)の勧告(2007 Pub.103)の年間追加被

ばく限度量である 1mSvを時間あたりに換算した値 

注）「放射性物質汚染対処特措法に基づく汚染廃棄物対策地域、除染特別地域及び汚染状況重点調査地域の指

定について（お知らせ）」（平成 23年 12月 19日環境省報道発表資料）による。 
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9.1.2 予測 

(1) 予測事項 

予測事項は、以下に示す項目とした。 

1) 大会開催前 

ア．工事用車両の走行に伴い発生する二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の変化の程度 

イ．建設機械の稼働に伴い発生する二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の変化の程度 

2) 大会開催後 

ア．関連車両の走行に伴い発生する二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の変化の程度 

イ．地下駐車場の供用に伴い発生する二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の変化の程度 

ウ．熱源施設の稼働に伴い発生する二酸化窒素の変化の程度 

 

なお、浮遊粒子状物質は、自動車及び建設機械の排気管から直接排出される粒子状物質(一

次生成物質)のみを予測対象とした。 

その他の環境基準が定められている物質について、二酸化硫黄及び一酸化炭素については、

計画地周辺の現況濃度が環境基準を大きく下回っており、本事業により現況の環境濃度を悪化

させることはないと考えられる(p.64参照)。ベンゼンについては、計画地に最も近い新宿区国

設東京新宿測定局周辺での過去２年間の現況濃度（平成 24年、25年ともに 1.1μg/m3）が環境

基準（0.003mg/m3）の約３割であり、また、ダイオキシン類や空間放射線量についても本事業

により現況の環境濃度を悪化させることはないと考えられる。このことから、予測対象としな

い。 

また、オキシダント及び微小粒子状物質については、発生源からの排出の状況及び大気中に

おける生成メカニズムが明らかになっていない。このことから、これらの大気汚染物質(反応

二次生成物質やタイヤの摩耗による粉じん、砂ぼこり等の巻上げ粉じん)については、予測事

項より除外した。 

 

(2) 予測の対象時点 

予測の対象時点は、2020年東京大会の実施に伴う工事等で大気等の状況に変化が生じると思わ

れる時点又は期間とし、大会開催前、大会開催中、大会開催後のそれぞれ代表的な時点又は期間

のうち、大会開催前、大会開催後とした。 

なお、工事用車両の走行に伴い発生する二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の予測は、工事用車両

台数が最大となる工事着工後９か月目とした。また、建設機械の稼働に伴い発生する二酸化窒素

及び浮遊粒子状物質は、建設機械による二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の排出量が最大となる工

事着工後１か月目から１年間とした。 
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(3) 予測地域 

1) 大会開催前 

工事用車両の走行に伴う影響の予測地点は、工事用車両の走行ルート沿道とし、土地利用状

況を勘案した上で、表 9.1-30及び図 9.1-14に示す５地点とした。 

建設機械の稼働に伴う影響の予測範囲は、計画地を中心とした 300m程度の範囲とした。 

また、予測地点の高さは地上 1.5mとした。 

2) 大会開催後 

関連車両の走行に伴う影響の予測地点は、関連車両の走行ルート沿道とし、土地利用状況を

勘案した上で、表 9.1-30及び図 9.1-14に示す５地点とした。 

地下駐車場の供用に伴う影響の予測範囲は、計画地を中心とした 300m 程度の範囲、熱源施

設の稼働に伴う影響の予測範囲は、計画地を中心とした約 2.5kmの範囲とした。 

また、予測地点の高さは地上 1.5mとした。 

 

表 9.1-30 工事用車両及び関連車両の走行に伴う排出ガスによる影響の予測地点 

予測 

地点 

予測対象時期 
道路名（通称名） 

開催前 開催後 

No.1 ○ ○ 都道 418号北品川四谷線（外苑西通り） 

No.2 ○ ○ 都道 319号環状 3号線（外苑東通り） 

No.3 ○ ○ 都道 319号環状 3号線（外苑東通り） 

No.4 ○ ○ 補助幹線道路 24号 

No.5 ○ ○ 都道 418号北品川四谷線（外苑西通り） 

注）○印は予測を実施する地点を示す。 
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工事用車両及び関連車両発生ルート 

注）図中の走行ルートは、施工計画等より東京都が想定した走行ルートを示す。 

工事用車両及び関連車両集中ルート 
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(4) 予測手法 

1) 大会開催前 

ア．工事用車両の走行に伴い発生する二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の変化の程度 

(ｱ) 予測手順 

予測手順は、図 9.1-15に示すとおりとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9.1-15 工事用車両の走行に伴う排出ガスの大気中における濃度の予測手順 

 

(ｲ) 予測式 

予測式は、「道路環境影響評価の技術手法(平成 24年度改定版)」（平成 25年３月 国土

交通省国土技術政策総合研究所・独立行政法人土木研究所）に基づき、有風時(風速 1m/s

を超える場合)にはプルーム式、弱風時(風速 1m/s以下の場合)にはパフ式を利用した点煙

源拡散式とした。 

事業計画 

気象条件 ピーク時の 
工事用車両 

道路条件 

将来交通量 

走行速度 排出係数 

汚染物質排出量 

拡散計算 

NOx変換式 

バックグランド濃度 

予測濃度(年平均値) 

排出源及び 
予測地点位置 

モデル化 
有風時 

弱風時 

有風時：プルーム式 

弱風時：パフ式 

NOx 

NO2 

SPM 
統計モデル 

将来基礎交通量 
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(ｳ) 予測条件 

ａ．大会開催前の将来交通量 

予測地点の開催前の将来交通量は、表 9.1-31 に示すとおりである。予測にあたって

は、工事用車両台数が最大となる工事着手後９か月目の台数が１年間続くものと設定し、

一日あたりの工事用車両台数を算出した。 

表 9.1-31 大会開催前の将来交通量(工事着手後 9か月目) 

予測地点 種 別 
将来基礎 

交通量 

工事用車両 

交通量 

将来 

交通量 

No.1 

(新宿区大京町 27) 
都道 418号北品川四谷線 
(外苑西通り) 

大型車 1,374 

 

 

384 1,758 

 小型車 20,889 10 20,899 

合 計 22,263 394 22,657 

No.2 

(新宿区信濃町 35) 
都道 319号環状 3号線 
(外苑東通り) 

大型車 1,680 384 2,064 

小型車 27,730 10 27,740 

合 計 29,410 394 29,804 

 

No.3  

(港区北青山１-1) 
都道 319号環状 3号線 
(外苑東通り) 

大型車 2,295 384 2,679 

小型車 34,952 10 34,962 

合 計 37,247 394 37,641 

No.4  
(港区北青山 2-7) 
補助幹線道路 24号 

大型車 402 384 786 

小型車 7,247 10 7,257 

合 計 7,649 394 8,043 

No.5  

(渋谷区神宮前 2-3) 
都道 418号北品川四谷線 
(外苑西通り) 

大型車 1,338 384 1,722 

 小型車 19,324 10 19,334 

合 計 20,662 394 21,056 

 注 1）将来交通量＝将来基礎交通量+工事用車両交通量 

2）表中の工事用車両台数は、施工計画により東京都が想定した工事用車両台数。 

 

ｂ．道路条件 

予測地点の道路条件は、表 9.1-32に示すとおりである。 

表 9.1-32 予測地点の道路条件 

予測 

地点 
道路名 車線数 

車道部 

幅員(m) 

道路 

構造 

No.1 
(新宿区大京町 27) 
都道 418号北品川四谷線(外苑西通り) 

5 17 平坦 

No.2 
(新宿区信濃町 35) 
都道 319号環状 3号線(外苑東通り) 

5 25 平坦 

No.3 
(港区北青山１-1) 
都道 319号環状 3号線(外苑東通り) 

6 21 平坦 

No.4 
(港区北青山 2-7) 

補助幹線道路 24号 
4 14 平坦 

No.5 
(渋谷区神宮前 2-3) 
都道 418号北品川四谷線(外苑西通り) 

4 16 平坦 

注）予測地点の番号は、図 9.1-14に対応する。 
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ｃ．気象条件 

予測に用いる気象データは、東京管区気象台の平成 25 年度の観測結果(風向、風速、

雲量及び日射量)を用いた。大気安定度は、風向、風速、雲量及び日射量測定結果を基

に、パスキル安定度階級分類表を用いて求めた。予測においては、風速をべき法則によ

り排出源高さの風速に修正した後、大気安定度別風速出現頻度を整理した。 

ｄ．窒素酸化物の変換式 

窒素酸化物の変換式は、東京都区部における自動車排出ガス測定局と一般環境大気測

定局の測定結果を基に策定した以下に示す統計モデルを用いた 。 

[NO2]＝0.2495[NOx]
0.9504 

ここで、 [NO2] ：二酸化窒素の寄与濃度(ppm) 
 [NOx] ：窒素酸化物の寄与濃度(ppm) 
 

ｅ．バックグランド濃度 

バックグランド濃度は、二酸化窒素、浮遊粒子状物質ともに、計画地周辺の一般局で

ある国設東京（新宿）測定局の測定結果を用いて設定した。 

当測定局については、表 9.1-33（1）及び（2）に示すとおり、過去５年間（平成 21

～25年度）で二酸化窒素、浮遊粒子状物質ともに減少傾向がみられる。したがって、将

来もこのまま推移するものと考え、平成 25 年度の年平均値をバックグランド濃度とし

た。 

・ 二酸化窒素   :0.020ppm 

・ 浮遊粒子状物質 :0.016mg/m3 

表9.1-33(1) 二酸化窒素（NO2）のバックグランド濃度 

単位：ppm 

 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成 24年度 平成 25年度 

国設東京（新宿）測定局 0.022 0.021 0.021 0.020 0.020 

出典：「大気汚染結果ダウンロード」(平成 27年３月３日参照 東京都環境局ホームページ) 

https://www.kankyo.metro.tokyo.jp/air/air_pollution/result_measurement.html 

 

表9.1-33(2) 浮遊粒子状物質（SPM）のバックグランド濃度 

単位：mg/m3 

 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成 25年度 

国設東京（新宿）測定局 0.021 0.020 0.019 0.016 0.016 

出典：「大気汚染結果ダウンロード」(平成 27年３月３日参照 東京都環境局ホームページ) 

https://www.kankyo.metro.tokyo.jp/air/air_pollution/result_measurement.html 
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9.1大気等 

ｆ．走行速度 

幹線道路（№1､№2､№3､№5）の走行速度は、表9.1-34に示すとおり、「平成23年度

東京都環境局調査 都内自動車排出ガス量等算出調査委託報告書」（平成24年３月、東

京都環境局）に示されている車速別走行量分布を参考とし、30km/hとした。 

支線道路（№4）の走行速度は、同報告書に示されている旅行速度観測結果（支線道

路、23区）である16.5km/hとした。 

表9.1-34 車速別走行量分布 

車速分類 
代表速度 

Ａ 

走行量 
（百万台 km/年） 

Ｂ 
Ｃ＝Ａ×Ｂ 

平均 
走行速度 
Ｃ/Ｂ 

10km/h未満 7km/h 548 3,836 

- 

10～20km/h 15km/h 2,934 44,010 

20～30km/h 25km/h 6,494 162,350 

30～40km/h 35km/h 4,904 171,640 

40～50km/h 45km/h 1,706 76,770 

50～60km/h 55km/h 334 18,370 

60～70km/h 65km/h 74 4,810 

70～80km/h 75km/h 94 7,050 

80km/h以上 80km/h 311 24,880 

全 体 17,399 513,716 30 km/h 

出典：「平成 23年度東京都環境局調査 都内自動車排出ガス量等算出調査委託報告書」 

（平成 24年３月、東京都環境局） 
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9.1大気等 

ｇ．排出係数 

排出係数については、「平成 23年度東京都環境局調査 都内自動車排出ガス量等調査

委託報告書」を基に設定した。 

工事用車両台数が最大となる時期は工事着工後９か月目であるため、表 9.1-35 に示

すとおり、同報告書の平成 27年度の排出係数を用いた。 

なお、排出係数については車種別(小型車は乗用車と小型貨物車別、大型車はバスと

普通貨物車別)に算出し、車種別の走行距離の比率で 按
あ ん

分して、小型車、大型車の排出

係数とした。 

 

表 9.1-35 予測に用いた排出係数 

予測地点 
道路 

種別 

排出係数(g/台・km) 

窒素酸化物(NOx) 粒子状物質(PM) 

小型車 大型車 小型車 大型車 

No.1 
(新宿区大京町 27) 
都道 418号北品川四谷線 
(外苑西通り) 

幹線 0.06293 2.59336 0.00031 0.01310 

No.2 

(新宿区信濃町 35) 
都道 319号環状 3号線 
(外苑東通り) 

幹線 0.06293 2.59336 0.00031 0.01310 

No.3 

(港区北青山１-1) 
都道 319号環状 3号線 
(外苑東通り) 

幹線 0.06293 2.59336 0.00031 0.01310 

No.4 
(港区北青山 2-7) 
補助幹線道路 24号 

支線 0.07557 2.30619 0.00037 0.01405 

No.5 

(渋谷区神宮前 2-3) 
都道 418号北品川四谷線 
(外苑西通り) 

幹線 0.06293 2.59336 0.00031 0.01310 
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9.1大気等 

イ. 建設機械の稼働に伴い発生する二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の変化の程度 

(ｱ) 予測手順 

予測手順は、図 9.1-16に示すとおりとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9.1-16 建設機械の稼働に伴う排出ガスの大気中における濃度の予測手順 

 

事 業 計 画 

汚染物質排出量 

気 象 条 件 

モデル化 

有風時 

弱風時 

無風時 

建設機械の種類及び台数 

排出係数 

排 出 源 及 び 
計 算 点 位 置 

拡 散 計 算 

有風時：プルーム式 

弱風時：弱風パフ式 

無風時：無風パフ式 

NOx 

NO2変換 

NO2 

将 来 濃 度 

バックグランド濃度 

SPM 

統計モデル 

注)NOx ：窒素酸化物 
  NO2 ：二酸化窒素 
  SPM：浮遊粒子状物質 

- 99 - 



9.1大気等 

(ｲ) 予測条件 

予測式は、「窒素酸化物総量規制マニュアル〔新版〕」（平成 12 年 12 月 (有)公害研究

対策センター）に基づき、点煙源を排出源高さに配置し、有風時(風速 1m/s 以上の場合)

についてはプルーム式、弱風時(風速 0.5m/s以上、風速 0.9m/s以下の場合)については弱

風パフ式、無風時(風速 0.4m/s以下の場合)には無風パフ式を用いた点煙源拡散式とした。 

なお、「都市建物周辺における大気拡散予測（その１）-単独高層建物周辺における排ガ

ス拡散を対象とした数値モデルの評価」（平成 16年 電力中央研究所狛江研究所報告 佐

藤歩ほか）によると、プルーム式に基づく解析解モデルでも建物近傍を除き数値流体力学

モデルとほぼ同等の精度（実験結果の約 0.5～2.0 倍）で予測できたとされていることか

ら、予測式として解析解モデルを用いた。 

予測結果の表示方法としては、コンター図及び最大濃度着地地点を示す方法とした。予

測地域周辺に等間隔に配置したメッシュの交点における各汚染物質の寄与濃度を、予測式

を用いて算出し、その結果を基に予測地域における大気汚染コンター図を作成した。 

(ｳ) 予測条件 

ａ．建設機械の種類及び台数 

建設機械の稼働に伴う二酸化窒素及び粒子状物質の排出量が最大となる時点の建設

機械の種類及び稼働台数は、表 9.1-36に示すとおりである。 

表9.1-36 建設機械の種類及び稼働台数(工事着手後1～12か月目) 

建設機械 出力(kW) 年間稼働台数(台) 

パワーブレンダー 223 576 

クローラドリル 160 447 

３軸掘削機 230 600 

アースオーガ 174 360 

発電機（450kVA） 427 1,176 

0.45 m3バックホウ 60 1,968 

0.8m3バックホウ 104 3,841 

クラムシェル 114 984 

200ｔクローラークレーン 235 388 

90ｔクローラークレーン 204 600 

クレーン車 147 1,045 

コンクリートポンプ車 265 692 

合 計 12,677 

注）表中の建設機械台数は、施工計画により東京都が想定した建設機械台数。 
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9.1大気等 

ｂ．排出源の位置等 

排出源の位置は、図 9.1-17 に示すとおりであり、建設機械の移動等を考慮して、計

画地内に均等配置した。排出源の高さは、周囲に設置する仮囲い高さの 3mと設定した。 

ｃ．気象条件、窒素酸化物の変換式、バックグランド濃度 

予測における気象条件、窒素酸化物の変換式、バックグランド濃度は、「1)大会開催

前 ア.工事用車両の走行に伴い発生する二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の変化の程

度」と同様とした。 

ｄ．汚染物質排出量 

建設機械の稼働に伴う汚染物質排出量は、建設機械の種類、台数及び排出係数等を基

に表 9.1-37に示すとおり設定した。 

表 9.1-37 汚染物質排出量 

窒素酸化物(NOx) 粒子状物質(PM) 

50,194m3/年 1,569kg/年 

注）表中の汚染物質排出量は、施工計画により東京都

が想定した汚染物質排出量。 
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9.1大気等 

図 9.1-17 建設機械の稼働に関する排出源の配置 
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9.1大気等 

2) 大会開催後 

ア．関連車両の走行に伴い発生する二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の変化の程度 

(ｱ) 予測手順 

予測手順は、図 9.1-18に示すとおりとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9.1-18 関連車両の走行に伴う排出ガスの大気中における濃度の予測手順 

 

(ｲ) 予測式 

予測式は、「1) 大会開催前 ア．工事用車両の走行に伴い発生する二酸化窒素及び浮遊

粒子状物質の変化の程度」と同様とした。 
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統計モデル 
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9.1大気等 

(ｳ) 予測条件 

ａ．大会開催後の将来交通量 

予測に用いる大会開催後の将来交通量は、表 9.1-38に示すとおりとした。 

表 9.1-38 大会開催後の将来交通量 

単位：台/日 

予測地点 種 別 
将来基礎 

交通量 

関連車両 

交通量 

将来 

交通量 

No.1 

(新宿区大京町 27) 
都道 418号北品川四谷線 

(外苑西通り) 

大型車 1,374 178 1,552 

小型車 20,889 353 21,242 

合 計 22,263 531 

 

22,794 

No.2  

(新宿区信濃町 35) 
都道 319号環状 3号線 

(外苑東通り) 

大型車 1,680 152 1,832 

小型車 27,730 296 28,026 

合 計 29,410 448 29,858 

No.3  

(港区北青山１-1) 
都道 319号環状 3号線 

(外苑東通り) 

大型車 2,295 66 2,361 

小型車 34,952 125 35,077 

合 計 37,247 191 37,438 

No.4 
(港区北青山 2-7) 

補助幹線道路 24号 

大型車 402 67 469 

小型車 7,247 124 7,371 

合 計 7,649 191 7,840 

No.5 

(渋谷区神宮前 2-3) 
都道 418号北品川四谷線 

(外苑西通り) 

大型車 1,338 101 1,439 

 小型車 19,324 198 19,522 

 合 計 20,662 299 20,961 

 注 1）将来交通量＝将来基礎交通量+関連車両交通量 

2）表中の関連車両交通量は、事業計画により東京都が想定した関連車両交通量。 

 

ｂ．排出係数 

排出係数については、「平成 23年度東京都環境局調査 都内自動車排出ガス量等調査

委託報告書」を基に設定した。 

予測年次は 2020年東京大会開催後であるため、表 9.1-39に示すとおり、同報告書の

平成 32年度の排出係数を用いた。 

表 9.1-39 予測に用いた排出係数 

予測地点 
道路 

種別 

排出係数(g/台・km) 

窒素酸化物(NOx) 粒子状物質(PM) 

小型車 大型車 小型車 大型車 

No.1 
(新宿区大京町 27) 
都道 418号北品川四谷線(外苑西通り) 

幹線 0.03177 1.52630 0.00020 0.00319 

No.2 
(新宿区信濃町 35) 
都道 319号環状 3号線(外苑東通り) 

幹線 0.03177 1.52630 0.00020 0.00319 

No.3 
(港区北青山１-1) 
都道 319号環状 3号線(外苑東通り) 

幹線 0.03177 1.52630 0.00020 0.00319 

No.4 
(港区北青山 2-7) 

補助幹線道路 24号 
支線 0.03643 1.23630 0.00022 0.00374 

No.5 
(渋谷区神宮前 2-3) 
都道 418号北品川四谷線(外苑西通り) 

幹線 0.03177 1.52630 0.00020 0.00319 
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9.1大気等 

ｃ．その他の条件 

道路条件、気象条件、窒素酸化物の変換式、バックグランド濃度、走行速度及び排出

源位置等については、「1) 大会開催前  ア．工事用車両の走行に伴い発生する二酸化窒

素及び浮遊粒子状物質の変化の程度」と同様とした。 

イ．地下駐車場の供用に伴い発生する二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の変化の程度 

(ｱ) 予測手順 

予測手順は、図 9.1-19に示すとおりとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9.1-19 地下駐車場の供用に伴う排出ガスの大気中における濃度の予測手順 
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9.1大気等 

(ｲ) 予測式 

予測式は、「窒素酸化物総量規制マニュアル〔新版〕」に基づき、有風時(風速 1.0m/s以

上の場合)にはプルーム式、弱風時(風速 0.5m/s 以上、風速 0.9m/s 以下の場合)には弱風

パフ式、無風時(風速 0.4m/s以下)には無風パフ式を用いた点煙源拡散式とした。 

予測結果の表示方法としては、コンター図及び最大濃度着地地点を示す方法とした。

予測地域周辺に等間隔に配置したメッシュの交点における各汚染物質の寄与濃度を予測

式を用いて算出し、その結果を基に予測地域における大気汚染コンター図を作成した。 

(ｳ) 予測条件 

ａ．駐車場利用台数等 

駐車場利用条件は、表 9.1-40 に示すとおりである。計画建築物の地下駐車場利用台

数については、発生集中交通量を基に設定した。 

また、地下駐車場内の走行経路等を基に地下駐車場内の走行距離を求めた。 

表9.1-40 地下駐車場利用条件 

地下駐車場利用台数(台/日) 

大型車 小型車 

280 550 

注）表中の地下駐車場利用台数は、
事業計画により東京都が想定し
た利用台数。 

ｂ．走行速度 

駐車場内の平均走行速度を 10km/hと想定した。 

ｃ．煙源位置 

駐車場の排気口の位置は、図 7.2-7（p.27参照）に示したとおりである。 

煙源の高さは G.L.+5m（建物 1Fからの地上高さ）とした。 

ｄ．排出係数 

排出係数については、「平成 23年度東京都環境局調査 都内自動車排出ガス量等調査

委託報告書」を基に設定した。 

予測年次は 2020年東京大会開催後であるため、表 9.1-41に示すとおり、同報告書の

平成 32年度の排出係数を用いた。 

表9.1-41 排出係数 

車種 
排出係数(g/台・km) 

窒素酸化物(NOx) 粒子状物質(PM) 

小型車 0.04245 0.00025 

大型車 1.45339 0.00515 
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9.1大気等 

ｅ．汚染物質排出量 

汚染物質排出量は、駐車場利用台数、走行距離、排出係数等から表 9.1-42 に示すと

おり設定した。 

表9.1-42 汚染物質排出量 

排気口 
窒素酸化物(NOx) 粒子状物質(PM) 

Nm3/日 kg/日 

排気口合計 0.315 0.00221 

 

ｆ．その他条件 

気象条件、バックグランド濃度、窒素酸化物の変換式等については、「1)大会開催前

ア．工事用車両の走行に伴い発生する二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の変化の程度」と

同様とした。 
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9.1大気等 

ウ．熱源施設の稼働に伴い発生する二酸化窒素の変化の程度 

(ｱ) 予測手順 

予測手順は、図 9.1-20に示すとおりとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9.1-20 熱源施設の稼働に伴う排出ガスの大気中における濃度の予測手順 

 

(ｲ) 予測式 

予測式は、「1) 大会開催前 イ．建設機械の稼働に伴い発生する二酸化窒素及び浮遊粒

子状物質の変化の程度」と同様とした。ただし、浮力と排出ガスによる有効煙突高を考慮

した。 

予測結果の表示方法としては、コンター図及び最大濃度着地地点を示す方法とした。予

測地域周辺に等間隔に配置したメッシュの交点における汚染物質の寄与濃度を、予測式を

用いて算出し、その結果をもとに予測地域における大気汚染コンター図を作成した。 

注) NOx  ：窒素酸化物 

   NO2  ：二酸化窒素 
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9.1大気等 

(ｳ) 予測条件 

ａ．熱源施設の諸元 

本事業で使用する熱源施設の煙突の位置、高さ、排出ガス温度及び排出濃度等は、表

9.1-43 及び図 7.2-7（p.27参照）に示すとおりである。 

 

表9.1-43 熱源施設の諸元 

熱源施設 

諸元 

常用発電機 

（1,500kWA×2台） 

煙突位置 図 7.2-7（p.27）参照 

煙突高さ 
G.L.+11 m 

（建物 1Fからの地上高さ） 

燃 料 都市ガス 13A 

燃料消費量 1,230Nm3/h 

排出ガス温度 546℃ 

窒素酸化物排出濃度

（酸素濃度 0%時） 
35ppm 

 

b. その他条件 

気象条件、バックグランド濃度、窒素酸化物の変換式等については、「1) 大会開催

前ア．工事用車両の走行に伴い発生する二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の変化の程度」

と同様とした。 
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(5) 予測結果 

1) 大会開催前 

ア．工事用車両の走行に伴い発生する二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の変化の程度 

工事用車両の走行に伴う大気質(二酸化窒素、浮遊粒子状物質)の予測結果は、表 9.1-44(1)

及び(2)に示すとおりである。 

(ｱ) 二酸化窒素 

工事の施行中の予測地点における二酸化窒素の将来濃度は、バックグランド濃度

0.020ppm を加えて 0.0210～0.0224ppmであり、このうち、工事用車両の走行に伴う寄与濃

度は 0.00019～0.00035ppmである。 

また、将来濃度に対する工事用車両の走行に伴う増加分の割合(寄与率)は、0.9～1.7％

である。 

(ｲ) 浮遊粒子状物質 

工事の施行中の予測地点における浮遊粒子状物質の将来濃度は、バックグランド濃度

0.016mg/m3を加えて 0.0160～0.0161mg/m3であり、このうち、工事用車両の走行に伴う寄与

濃度は 0.000005～0.000010mg/m3である。 

また、将来濃度に対する工事用車両の走行に伴う増加分の割合(寄与率)は、0.1％未満で

ある。 

表 9.1-44(1) 工事用車両の走行に伴う二酸化窒素の予測結果 

予測地点 バック 

グランド 

濃度 

(ppm) 

工事の施行中

の将来基礎 

交通量に伴う 

寄与濃度 

(ppm) 

工事用車両の

走行に伴う 

寄与濃度 

(ppm) 

工事の 

施行中の 

将来濃度 

(年平均値) 

(ppm) 

工事用車

両の走行

に伴う 

寄与率 

（％） 
地点 道路名(通称名) 方位 

No.1 
都道 418 号北品川四谷線 

(外苑西通り) 

西側 

0.020 

0.00161 0.00031 0.0219 1.4 

東側 0.00148 0.00026 0.0217 1.2 

No.2 
都道 319号環状３号線 

(外苑東通り) 

西側 0.00167 0.00027 0.0219 1.2 

東側 0.00126 0.00019 0.0215 0.9 

No.3 
都道 319号環状３号線 

(外苑東通り) 

西側 0.00205 0.00023 0.0223 1.0 

東側 0.00216 0.00026 0.0224 1.2 

No.4 補助幹線道路 24号 
西側 0.00060 0.00035 0.0210 1.7 

東側 0.00062 0.00035 0.0210 1.7 

No.5 
都道 418 号北品川四谷線 

(外苑西通り) 

西側 0.00160 0.00033 0.0219 1.5 

東側 0.00153 0.00030 0.0218 1.4 

注 1) 予測地点の番号は、図 9.1-14（p.93参照）に対応する。 

 2) 工事の施行中の将来濃度 

＝バックグランド濃度＋工事の施行中の将来基礎交通量に伴う寄与濃度＋工事用車両の走行に伴う寄与濃度 

 3) 工事用車両の走行に伴う寄与率＝(工事用車両の走行に伴う寄与濃度÷工事の施行中の将来濃度)×100 

 4) 予測地点の方位は、予測結果を示した道路端の方向を示す。 
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表 9.1-44(2) 工事用車両の走行に伴う浮遊粒子状物質の予測結果 

予測地点 バック 

グランド 

濃度 

(mg/m3) 

工事の施行中

の将来基礎 

交通量に伴う

寄与濃度 

(mg/m3) 

工事用車両の

走行に伴う 

寄与濃度 

(mg/m3) 

工事の 

施行中の 

将来濃度 

(年平均値) 

(mg/m3) 

工事用車

両の走行

に伴う 

寄与率 

（％） 
地点 道路名(通称名) 方位 

No.1 
都道 418 号北品川四谷線 

(外苑西通り) 

西側 

0.016 

0.000048 0.000009 0.0161 0.1未満 

東側 0.000044 0.000007 0.0161 0.1未満 

No.2 
都道 319号環状３号線 

(外苑東通り) 

西側 0.000049 0.000007 0.0161 0.1未満 

東側 0.000037 0.000005 0.0160 0.1未満 

No.3 
都道 319号環状３号線 

(外苑東通り) 

西側 0.000061 0.000006 0.0161 0.1未満 

東側 0.000065 0.000007 0.0161 0.1未満 

No.4 補助幹線道路 24号 
西側 0.000017 0.000010 0.0160 0.1未満 

東側 0.000017 0.000010 0.0160 0.1未満 

No.5 
都道 418 号北品川四谷線

(外苑西通り) 

西側 0.000047 0.000009 0.0161 0.1未満 

東側 0.000045 0.000008 0.0161 0.1未満 

注 1) 予測地点の番号は、図 9.1-14（p.93参照）に対応する。 

 2) 工事の施行中の将来濃度 

＝バックグランド濃度＋工事の施行中の将来基礎交通量に伴う寄与濃度＋工事用車両の走行に伴う寄与濃度 

 3) 工事用車両の走行に伴う寄与率＝(工事用車両の走行に伴う寄与濃度÷工事の施行中の将来濃度)×100 

 4) 予測地点の方位は、予測結果を示した道路端の方向を示す。 
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イ．建設機械の稼働に伴い発生する二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の変化の程度 

建設機械の稼働に伴う大気質(二酸化窒素、浮遊粒子状物質)の予測結果は、表 9.1-45（1）

及び（2）、図 9.1-21及び図 9.1-22に示すとおりである。 

(ｱ) 二酸化窒素 

二酸化窒素の最大着地濃度は、計画地南側敷地境界付近において 0.0165ppmであり、バ

ックグランド濃度 0.020ppm を加えた将来濃度は 0.0365ppm である。また、将来濃度に対

する建設機械の稼働に伴う増加分の割合(寄与率)は、45.2%である。 

(ｲ) 浮遊粒子状物質 

浮遊粒子状物質の最大着地濃度は、計画地南側敷地境界付近において 0.0034mg/m3 であ

り、バックグランド濃度 0.016mg/m3を加えた将来濃度は 0.0194mg/m3である。また、将来

濃度に対する建設機械の稼働に伴う増加分の割合(寄与率)は、17.5％である。 

表 9.1-45(1) 建設機械の稼働に伴う二酸化窒素の予測結果 

項 目 

予測地点 

（最大濃度着

地地点） 

バック 

グランド 

濃度 

建設機械の 

稼働に伴う 

寄与濃度 

(最大着地濃度) 

工事の施行中 

の将来濃度 

(年平均値) 

建設機械の 

稼働に伴う 

寄与率 

二酸化窒素 

(ppm) 

計画地南側 

敷地境界 
0.020 0.0165 0.0365 45.2％ 

注 1) 工事の施行中の将来濃度＝バックグランド濃度＋建設機械の稼働に伴う寄与濃度  

2) 建設機械の稼働に伴う寄与率＝(建設機械の稼働に伴う寄与濃度÷工事の施行中の将来濃度)×100 

 

表 9.1-45(2) 建設機械の稼働に伴う浮遊粒子状物質の予測結果 

項 目 

予測地点 

（最大濃度着

地地点） 

バック 

グランド 

濃度 

建設機械の 

稼働に伴う 

寄与濃度 

(最大着地濃度) 

工事の施行中 

の将来濃度 

(年平均値) 

建設機械の 

稼働に伴う 

寄与率 

浮遊粒子状物質 

(mg/m3) 

計画地南側 

敷地境界 
0.016 0.0034 0.0194 17.5％ 

注 1) 工事の施行中の将来濃度＝バックグランド濃度＋建設機械の稼働に伴う寄与濃度  

2) 建設機械の稼働に伴う寄与率＝(建設機械の稼働に伴う寄与濃度÷工事の施行中の将来濃度)×100 
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図 9.1-21 建設機械の稼働に伴う二酸化窒素の濃度 
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図 9.1-22 建設機械の稼働に浮遊粒子状物質の濃度 
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2) 大会開催後 

ア．関連車両の走行に伴い発生する二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の変化の程度 

関連車両の走行に伴う大気質(二酸化窒素、浮遊粒子状物質)の予測結果は、表 9.1-46（1）

及び（2）に示すとおりである。 

(ｱ) 二酸化窒素 

大会開催後の予測地点における二酸化窒素の将来濃度は、バックグランド濃度 0.020ppm

を加えて 0.0204～0.0213ppmであり、そのうち、関連車両の走行に伴う寄与濃度は 0.00003

～0.00010ppmである。 

また、将来濃度に対する関連車両の走行に伴う増加分の割合(寄与率)は、0.1～0.5％で

ある。 

(ｲ) 浮遊粒子状物質 

大会開催後の予測地点における浮遊粒子状物質の将来濃度は、バックグランド濃度

0.016 mg/m3 を加えて 0.0160mg/m3 であり、そのうち、関連車両の走行に伴う寄与濃度は

0.0000003～0.0000011mg/m3である。 

また、将来濃度に対する関連車両の走行に伴う増加分の割合(寄与率)は、0.1％未満であ

る。 
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表 9.1-46(1) 関連車両の走行に伴う二酸化窒素の予測結果 

予測地点 バック 

グランド 

濃度 

(ppm) 

開催後の将来

基礎交通量に

伴う寄与濃度 

(ppm) 

関連車両の 

走行に伴う 

寄与濃度 

(ppm) 

開催後の 

将来濃度 

(年平均値) 

(ppm) 

関連車両

の走行に

伴う 

寄与率 

（％） 
地点 道路名(通称名) 方位 

No.1 
都道 418 号北品川四谷線 

 (外苑西通り) 

西側 

0.020 

0.00094 0.00010 0.0210 0.5 

東側 0.00086 0.00008 0.0209 0.4 

No.2 
都道 319号環状３号線 

(外苑東通り) 

西側 0.00097 0.00007 0.0210 0.3 

東側 0.00073 0.00005 0.0208 0.2 

No.3 
都道 319号環状３号線 

(外苑東通り) 

西側 0.00119 0.00003 0.0212 0.1 

東側 0.00125 0.00003 0.0213 0.1 

No.4 補助幹線道路 24号 
西側 0.00035 0.00004 0.0204 0.2 

東側 0.00036 0.00004 0.0204 0.2 

No.5 
都道 418 号北品川四谷線

(外苑西通り) 

西側 0.00093 0.00006 0.0210 0.3 

東側 0.00089 0.00005 0.0209 0.2 

注 1) 予測地点の番号は、図 9.1-14（p.93参照）に対応する。 

 2) 開催後の将来濃度 

＝バックグランド濃度＋開催後の将来基礎交通量に伴う寄与濃度＋関連車両の走行に伴う寄与濃度 

 3) 関連車両の走行に伴う寄与率＝(関連車両の走行に伴う寄与濃度÷開催後の将来濃度)×100 

 4) 予測地点の方位は、予測結果を示した道路端の方向を示す。 

 

表 9.1-46(2) 関連車両の走行に伴う浮遊粒子状物質の予測結果 

予測地点 バックグ

ランド 

濃度 

(mg/m3) 

開催後の将来

基礎交通量に

伴う寄与濃度 

(mg/m3) 

関連車両の 

走行に伴う 

寄与濃度 

(mg/m3) 

開催後の 

将来濃度 

(年平均値) 

(mg/m3) 

関連車両

の走行に

伴う 

寄与率 

（％） 
地点 道路名(通称名) 方位 

No.1 
都道 418 号北品川四谷線 

 (外苑西通り) 

西側 

0.016 

0.000017 0.0000011 0.0160 0.1未満 

東側 0.000015 0.0000009 0.0160 0.1未満 

No.2 
都道 319号環状３号線 

(外苑東通り) 

西側 0.000018 0.0000008 0.0160 0.1未満 

東側 0.000013 0.0000005 0.0160 0.1未満 

No.3 
都道 319号環状３号線 

(外苑東通り) 

西側 0.000022 0.0000003 0.0160 0.1未満 

東側 0.000023 0.0000003 0.0160 0.1未満 

No.4 補助幹線道路 24号 
西側 0.000006 0.0000005 0.0160 0.1未満 

東側 0.000006 0.0000005 0.0160 0.1未満 

No.5 
都道 418 号北品川四谷線

(外苑西通り) 

西側 0.000017 0.0000007 0.0160 0.1未満 

東側 0.000016 0.0000006 0.0160 0.1未満 

注 1) 予測地点の番号は、図 9.1-14（p.93参照）に対応する。 

 2) 開催後の将来濃度 

＝バックグランド濃度＋開催後の将来基礎交通量に伴う寄与濃度＋関連車両の走行に伴う寄与濃度 

 3) 関連車両の走行に伴う寄与率＝(関連車両の走行に伴う寄与濃度÷開催後の将来濃度)×100 

 4) 予測地点の方位は、予測結果を示した道路端の方向を示す。 
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イ． 地下駐車場の供用に伴い発生する二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の変化の程度 

地下駐車場の供用に伴う大気質(二酸化窒素、浮遊粒子状物質)の予測結果は、表9.1-47、

図9.1-23及び図9.1-24に示すとおりである。 

(ｱ) 二酸化窒素 

二酸化窒素の最大着地濃度は、計画地南側敷地境界付近において0.00018ppm、バック

グランド濃度0.020ppmを加えた将来濃度は0.02018ppmである。また、将来濃度に対する、

地下駐車場の供用に伴う増加分の割合(寄与率)は、0.9％である。 

(ｲ) 浮遊粒子状物質 

浮遊粒子状物質の最大着地濃度は、計画地南側敷地境界付近において0.000004mg/m3、

バックグランド濃度0.016mg/m3を加えた将来濃度は0.016004mg/m3である。また、将来濃度

に対する、地下駐車場の供用に伴う増加分の割合(寄与率)は、0.1％未満である。 

 

表9.1-47 地下駐車場の供用に伴う大気質の予測結果 

予測地点 項目 

バック 

グランド 

濃度 

地下駐車場の 

供用に伴う 

寄与濃度 

(最大着地濃度) 

開催後の 

将来濃度  

(年平均値)  

地下駐車場 

の供用に伴う 

寄与率 

最大濃度 

着地地点 

 (計画地南側敷

地境界付近) 

二酸化窒素 

(ppm) 
0.020 0.00018 0.02018 0.9％ 

浮遊粒子状物質

(mg/m3) 
0.016 0.000004 0.016004 0.1％未満 

注 1) 開催後の将来濃度＝バックグランド濃度＋最大着地濃度 

2) 地下駐車場の供用に伴う寄与率＝(最大着地濃度÷開催後の将来濃度)×100 
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ウ．熱源施設の稼働に伴い発生する二酸化窒素の変化の程度 

熱源施設の稼働に伴う大気質(二酸化窒素)の予測結果は、表9.1-48及び図9.1-25に示す

とおりである。 

二酸化窒素の最大着地濃度は、計画地から南側へ約1kmの地点において0.000047ppmであ

り、バックグランド濃度0.020ppmを加えた将来濃度は0.020047ppmである。また、将来濃度

に対する、熱源施設の稼働に伴う増加分の割合(寄与率)は、0.2％である。 

表 9.1-48 熱源施設の稼働に伴う二酸化窒素の予測結果 

予測地点 項 目 

バック 

グランド 

濃度 

熱源施設の稼働 

に伴う寄与濃度 

(最大着地濃度) 

開催後の 

将来濃度 

(年平均値) 

熱源施設の 

稼働に伴う 

寄与率 

最大濃度 

着地地点 

(計画地南側 

約 1km) 

二酸化窒素 

(ppm) 
0.020 0.000047 0.020047 0.2％ 

注 1) 開催後の将来濃度＝バックグランド濃度＋熱源施設の稼働に伴う寄与濃度 

2) 熱源施設の稼働に伴う寄与率＝(熱源施設の稼働に伴う寄与濃度÷開催後の将来濃度)×100 
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- 121 - 



9.1大気等 

9.1.3 ミティゲーション 

(1) 大会開催前 

1) 予測に反映した措置 

〔建設機械に関する保全のための措置〕 

・排出ガス対策型建設機械を使用する計画である。 

 

2) 予測に反映しなかった措置 

〔建設機械に関する保全のための措置〕 

・建設機械の集中稼働を行わないよう、建設機械の効率的稼働に努める計画である。 

・最新の排出ガス対策型建設機械の使用に努める計画である。 

・必要に応じて散水の実施、粉じん飛散防止シートの設置等、粉じんの飛散対策を講じる計

画である。 

・良質な燃料を使用する計画である。 

・アイドリングストップの提示等を行い、不必要なアイドリングの防止を徹底する計画であ

る。 

・現場内のパトロールの中で、建設機械による影響を低減するよう環境保全のための措置の

実施状況の確認及び指導を行う計画である。 

・上記の環境保全措置については、その遂行を徹底するよう、施工業者に対して指導を行う

計画である。 

〔工事用車両に関する保全のための措置〕 

・工事用車両に付着した泥土等が場外に飛散しないよう、出入口付近に洗車設備を設けて 

必要に応じてタイヤ等の洗浄を行う等、土砂・粉じんの飛散防止に努める計画である。 

・低公害型の工事用車両を極力採用し、良質な燃料を使用するとともに、不必要なアイドリ

ングの防止を徹底する計画である。 

・工事用車両の出入口付近の路面の清掃に努める計画である。 

 

(2) 大会開催後 

1) 予測に反映した措置 

〔熱源施設の利用に関する保全のための措置〕 

・燃料には排気ガス中の汚染物質濃度が低い都市ガスを用いる計画である。 

2) 予測に反映しなかった措置 

〔関連車両及び地下駐車場利用に関する保全のための措置〕 

・駐車場内のアイドリングストップを周知する計画である。 

・施設利用者に対して、極力公共交通機関を利用するように周知する計画である。 
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9.1.4 評価 

(1) 評価の指標 

評価の指標は、二酸化窒素については「二酸化窒素に係る環境基準について」、浮遊粒子状物

質については「大気の汚染に係る環境基準について」とした。 

なお、浮遊粒子状物質は、予測可能な自動車及び建設機械の排気管からの粒子状物質(一次生

成物質)のみ予測を行っており、これ以外の一次生成物質及び二次生成物質は評価の対象として

いない。 

予測値は年平均値であることから、日平均値の年間 98％値又は 2％除外値へ換算した。 

年平均値の日平均値への換算式は、東京都内における一般環境大気測定局及び自動車排出ガス

測定局の平成21年度～平成25年度の年平均値と日平均値の年間98％値又は2％除外値との関係か

ら求めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【換算式②】自動車排出ガス測定局における測定結果によるもの 

二酸化窒素  : 

日平均値の年間 98％値 ＝ 1.2126×年平均値＋0.0155 

浮遊粒子状物質： 

日平均値の 2％除外値 ＝ 1.3637×年平均値＋0.0233 

【換算式①】一般環境大気測定局における測定結果によるもの 

二酸化窒素  : 

日平均値の年間 98％値 ＝ 1.1975×年平均値＋0.0178 

浮遊粒子状物質： 

日平均値の 2％除外値 ＝ 1.8408×年平均値＋0.0114 
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(2) 評価の結果 

1) 大会開催前 

ア．工事用車両の走行に伴い発生する二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の変化の程度 

年平均値から日平均値(年間 98％値、2％除外値)への変換結果は、表 9.1-49（1）及び（2）

に示すとおりである。換算式には自排局による測定結果を用いた換算式②を使用した。 

予測した二酸化窒素の将来濃度(年平均値)を日平均値(年間 98％値)に変換した値は 0.041

～0.043ppm であり、環境基準値(0.06ppm)を下回る。工事用車両の走行に伴う寄与率は 0.9

～1.7%である。 

また、予測した浮遊粒子状物質の将来濃度(年平均値)を日平均値(2%除外値)に変換した値

は 0.045mg/m3 であり、環境基準値(0.10mg/m3)を下回る。工事用車両の走行に伴う寄与率は

0.1％未満である。 
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9.1大気等 

表 9.1-49(1) 工事用車両の走行に伴う二酸化窒素の影響の評価 

予測地点 将来濃度 

（年平均値） 

(ppm) 

日平均値の 

年間 98％値 

(ppm) 

環境基準 
地点 道路名(通称名) 方位 

No.1 

都道 418号 

北品川四谷線 

(外苑西通り) 

西側 0.0219 
0.042 

（寄与率 1.4％） 

日平均値が

0.04から

0.06ppmまで

のゾーン内 

又は 

それ以下 

東側 0.0217 
0.042 

（寄与率 1.2％） 

No.2 

都道 319号 

環状３号線 

(外苑東通り) 

西側 0.0219 
0.042 

（寄与率 1.2％） 

東側 0.0214 
0.042 

（寄与率 0.9％） 

No.3 

都道 319号 

環状３号線 

(外苑東通り) 

西側 0.0223 
0.043 

（寄与率 1.0％） 

東側 0.0224 
0.043 

（寄与率 1.2％） 

No.4 補助幹線道路 24号 

西側 0.0210 
0.041 

（寄与率 1.7％） 

東側 0.0210 
0.041 

（寄与率 1.7％） 

No.5 

都道 418号 

北品川四谷線 

(外苑西通り) 

西側 0.0219 
0.042 

（寄与率 1.5％） 

東側 0.0218 
0.042 

（寄与率 1.4％） 
注 1) 予測地点の番号は、図 9.1-14（p.93参照）に対応する。 

2) 将来濃度にはバックグランド濃度を含む。 

3) 予測地点の方位は、予測結果を示した道路端の方向を示す。 

 

表 9.1-49(2) 工事用車両の走行に伴う浮遊粒子状物質の影響の評価 

予測地点 将来濃度 

(年平均値) 

 (mg/m3) 

日平均値の 

2％除外値 

(mg/m3) 

環境基準 
地点 道路名(通称名) 方位 

No.1 

都道 418号 

北品川四谷線 

(外苑西通り) 

西側 0.0161 
0.045 

（寄与率 0.1％未満） 

日平均値が

0.10mg/m3 

以下 

東側 0.0161 
0.045 

（寄与率 0.1％未満） 

No.2 

都道 319号 

環状３号線 

(外苑東通り) 

西側 0.0161 
0.045 

（寄与率 0.1％未満） 

東側 0.0160 
0.045 

（寄与率 0.1％未満）） 

No.3 

都道 319号 

環状３号線 

(外苑東通り) 

西側 0.0161 
0.045 

（寄与率 0.1％未満） 

東側 0.0161 
0.045 

（寄与率 0.1％未満） 

No.4 補助幹線道路 24号 

西側 0.0160 
0.045 

（寄与率 0.1％未満） 

東側 0.0160 
0.045 

（寄与率 0.1％未満） 

No.5 

都道 418号 

北品川四谷線 

(外苑西通り) 

西側 0.0161 
0.045 

（寄与率 0.1％未満） 

東側 0.0161 
0.045 

（寄与率 0.1％未満） 
注 1) 予測地点の番号は、図 9.1-14（p.93参照）に対応する。 

 2) 将来濃度にはバックグランド濃度を含む。 

 3) 予測地点の方位は、予測結果を示した道路端の方向を示す。 
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9.1大気等 

イ．建設機械の稼働に伴い発生する二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の変化の程度 

年平均値から日平均値(年間 98％値、2％除外値)への変換結果は表 9.1-50(1)及び(2)に示

すとおりである。換算式には自排局による測定結果を用いた換算式②を使用した。 

予測した二酸化窒素の将来濃度(年平均値)を日平均値(年間 98％値)に変換した値は

0.060ppm であり、環境基準値(0.06ppm)以下である。建設機械の稼働に伴う寄与率は 45.2％

である。 

また、予測した浮遊粒子状物質の将来濃度(年平均値)を日平均値(2％除外値)に変換した

値は 0.050mg/m3 であり、環境基準値(0.10mg/m3)を下回る。建設機械の稼働に伴う寄与率は

17.7％である。 

 

表 9.1-50(1) 建設機械の稼働に伴う二酸化窒素の影響の評価 

予測地点 

（最大濃度着地地点） 

将来濃度 

環境基準 年平均値 

(ppm) 

日平均値の 

年間 98％値 

(ppm) 

計画地南側敷地境界 0.0365 
0.060 

（寄与率 45.2％） 

日平均値が 0.04から

0.06ppmまでのゾー

ン内又はそれ以下 

注) 将来濃度にはバックグランド濃度を含む。 

 

表 9.1-50(2) 建設機械の稼働に伴う浮遊粒子状物質の影響の評価 

予測地点 

（最大濃度着地地点） 

将来濃度 

環境基準 年平均値 

(mg/m3) 

日平均値の 

2％除外値 

(mg/m3) 

計画地南側敷地境界 0.0194 
0.050 

（寄与率 17.7％） 

日平均値が 

0.10mg/m3以下 

注) 将来濃度にはバックグランド濃度を含む。 
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2) 大会開催後 

ア．関連車両の走行に伴い発生する二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の変化の程度 

年平均値から日平均値(年間 98％値、2％除外値)への変換結果は、表 9.1-51(1) 及び(2)

に示すとおりである。換算式には自排局による測定結果を用いた換算式②を使用した。 

予測した二酸化窒素の将来濃度(年平均値)を日平均値(年間 98％値)に変換した値は 0.040

～0.041ppm であり、環境基準値(0.06ppm)を下回る。関連車両の走行による寄与率は 0.1～

0.5％である。 

また、予測した浮遊粒子状物質の将来濃度(年平均値)を日平均値(2％除外値)に変換した

値は 0.045mg/m3 であり、環境基準値(0.10mg/m3)を下回る。関連車両の走行による寄与率は

0.1％未満である。 

 

表 9.1-51(1) 関連車両の走行に伴う二酸化窒素の影響の評価 

予測地点 将来濃度 

（年平均値） 

(ppm) 

日平均値の 

年間 98％値 

(ppm) 

環境基準 
地点 道路名(通称名) 方位 

No.1 

都道 418号 

北品川四谷線 

(外苑西通り) 

西側 0.0210 
0.041 

（寄与率 0.5％） 

日平均値が

0.04から

0.06ppmまで

のゾーン内 

又は 

それ以下 

東側 0.0209 
0.041 

（寄与率 0.4％） 

No.2 

都道 319号 

環状３号線 

(外苑東通り) 

西側 0.0210 
0.041 

（寄与率 0.3％） 

東側 0.0208 
0.041 

（寄与率 0.2％） 

No.3 

都道 319号 

環状３号線 

(外苑東通り) 

西側 0.0212 
0.041 

（寄与率 0.1％） 

東側 0.0213 
0.041 

（寄与率 0.1％） 

No.4 補助幹線道路 24号 

西側 0.0204 
0.040 

（寄与率 0.2％） 

東側 0.0204 
0.040 

（寄与率 0.2％） 

No.5 

都道 418号 

北品川四谷線 

(外苑西通り) 

西側 0.0210 
0.041 

（寄与率 0.3％） 

東側 0.0209 
0.041 

（寄与率 0.2％） 
注 1) 予測地点の番号は、図 9.1-14（p.93参照）に対応する。 

2) 将来濃度にはバックグランド濃度を含む。 

3) 予測地点の方位は、予測結果を示した道路端の方向を示す。 
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表 9.1-51(2) 関連車両の走行に伴う浮遊粒子状物質の影響の評価 

予測地点 将来濃度 

（年平均値） 

(mg/m3) 

日平均値の 

2％除外値 

(mg/m3) 

環境基準 
地点 道路名(通称名) 方位 

No.1 

都道 418号 

北品川四谷線 

(外苑西通り) 

西側 0.0160 
0.045 

（寄与率 0.1％未満） 

日平均値が

0.10mg/m3 

以下 

東側 0.0160 
0.045 

（寄与率 0.1％未満） 

No.2 

都道 319号 

環状３号線 

(外苑東通り) 

西側 0.0160 
0.045 

（寄与率 0.1％未満） 

東側 0.0160 
0.045 

（寄与率 0.1％未満） 

No.3 

都道 319号 

環状３号線 

(外苑東通り) 

西側 0.0160 
0.045 

（寄与率 0.1％未満） 

東側 0.0160 
0.045 

（寄与率 0.1％未満） 

No.4 補助幹線道路 24号 

西側 0.0160 
0.045 

（寄与率 0.1％未満） 

東側 0.0160 
0.045 

（寄与率 0.1％未満） 

No.5 

都道 418号 

北品川四谷線 

(外苑西通り) 

西側 0.0160 
0.045 

（寄与率 0.1％未満） 

東側 0.0160 
0.045 

（寄与率 0.1％未満） 

注 1) 予測地点の番号は、図 9.1-14（p.93参照）に対応する。 

2) 将来濃度にはバックグランド濃度を含む。 

3) 予測地点の方位は、予測結果を示した道路端の方向を示す。 
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イ．地下駐車場の供用に伴い発生する二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の変化の程度 

年平均値から日平均値(年間 98％値、2％除外値)への変換結果は、表 9.1-52(1) 及び(2)に

示すとおりである。換算式には一般環境大気測定局による測定結果を用いた換算式①を使用し

た。 

予測した二酸化窒素の将来濃度(年平均値)を日平均値(年間 98％値)に変換した値は

0.042ppm であり、環境基準値(0.06ppm)を下回る。地下駐車場の供用に伴う寄与率は 0.9％

である。 

また、予測した浮遊粒子状物質の将来濃度(年平均値)を日平均値(2％除外値)に変換した

値は 0.041mg/m3 であり、環境基準値(0.10mg/m3)を下回る。地下駐車場の供用に伴う寄与率

は 0.1％未満である。 

 

表9.1-52(1)  地下駐車場の供用に伴う二酸化窒素の影響の評価 

予測地点 

将来濃度 

環境基準 年平均値 

(ppm) 

日平均値の 

年間 98％値 

(ppm) 

最大濃度 
着地地点 

(計画地南側敷
地境界付近) 

0.02018 
0.042 

(寄与率 0.9％) 

日平均値が 0.04か
ら 0.06ppmまでのゾ
ーン内又はそれ以下 

注) 将来濃度にはバックグランド濃度を含む。 

 

表9.1-52(2)  地下駐車場の供用に伴う浮遊粒子状物質の影響の評価 

予測地点 

将来濃度 

環境基準 年平均値 

(mg/m3) 

日平均値の 

2％除外値 

(mg/m3) 

最大濃度 
着地地点 

(計画地南側敷
地境界付近) 

0.016004 
0.041 

 (寄与率 0.1％未満) 
日平均値が

0.10mg/m3以下 

注) 将来濃度にはバックグランド濃度を含む。 
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ウ．熱源施設の稼働に伴い発生する二酸化窒素の変化の程度 

年平均値から日平均値(年間 98％値)への変換結果は、表 9.1-53 に示すとおりである。換

算式には一般環境大気測定局による測定結果を用いた換算式①を使用した。 

予測した二酸化窒素の将来濃度(年平均値)を日平均値(年間 98％値)に変換した値は

0.042ppm であり、環境基準値(0.06ppm)を下回る。熱源施設の稼働に伴う寄与率は 0.2％で

ある。 

 

表9.1-53 熱源施設の稼働に伴う二酸化窒素の影響の評価 

予測地点 

将来濃度 

環境基準 年平均値 

(ppm) 

日平均値の 

年間 98％値 

(ppm) 

最大濃度 
着地地点 

(計画地南側約 1km) 
0.020047 

0.042 
(寄与率 0.2％) 

日平均値が 0.04か
ら 0.06ppmまでのゾ
ーン内又はそれ以下 

注) 将来濃度にはバックグランド濃度を含む。 
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9.2土壌 

9.2 土壌 

9.2.1 現況調査 

(1) 調査事項及びその選択理由 

調査事項及びその選択理由は、表9.2-1に示すとおりである。 

表 9.2-1 調査事項及びその選択理由 

調査事項 選択理由 

①土壌汚染等の状況 
②地形、地質等の状況 
③気象の状況 
④土地利用の状況 
⑤発生源の状況 
⑥利水の状況 
⑦土壌に関する法令等の基準 

事業の実施に伴い土壌汚染物質の変化、地下水及
び大気への影響の可能性の有無及び汚染土壌の量
の影響が考えられることから、計画地及びその周
辺について、左記の事項に係る調査が必要である。 

 

(2) 調査地域 

調査地域は、計画地及びその周辺とした。 

 

(3) 調査方法 

1) 土壌汚染等の状況 

ア．土地利用の履歴等の状況 

調査は、「旧版地形図」（国土地理院等）等の既存資料の整理によった。 

イ．土壌中の汚染物質の状況 

調査は、「要措置区域等の指定状況」（東京都環境局）、東京都ホームページ、区ホームペ

ージ等の既存資料の整理によった。 

なお、ダイオキシン類の調査地点は、表 9.2-2 に、放射性物質は、表 9.2-3及び図 9.2-1

に示すとおりである。ダイオキシン類については、具体的な調査地点は公開されていないこ

とから、計画地より 2km程度の所在地の調査結果を整理した。 

表 9.2-2 既存資料調査地点(土壌の状況：ダイオキシン類) 

 

 

 

 

 

 

 

 

注)調査地点の具体的な所在地は公開されていない。 

出典：「ダイオキシン類対策」（平成 27年３月３日参照 東京都ホームページ） 

http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/chemical/chemical/dioxin/ 

「しぶや区ニュース平成 26年８月１日号」（平成 26年８月 渋谷区） 

 

調査地点 所在地 実施主体 計画地からの距離 

新宿区四谷１ 新宿区四谷一丁目 東京都 北東側1.5km程度 

広尾４丁目 渋谷区広尾四丁目 渋谷区 南側2.5km程度 

渋谷４丁目 渋谷区渋谷四丁目 渋谷区 南側2.0km程度 
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表 9.2-3 既存資料調査地点(土壌の状況：放射性物質) 

地点番号 調査地点名 所在地 実施主体 

No.1 四谷子ども園 新宿区四谷2-6 新宿区 

No.2 千駄谷なかよし園（千駄ヶ谷保育園） 渋谷区千駄ヶ谷3-34-9 

渋谷区 
No.3 千駄谷なかよし園（千駄谷小学校） 渋谷区千駄ヶ谷2-4-1 

No.4 渋谷保育園 渋谷区神宮前3-18-33 

No.5 神宮前小学校 渋谷区神宮前4-20-12 

No.6 青山五丁目児童遊園 港区北青山 3-4-17 

港区 

No.7 青山保育園 港区北青山 3-4-14 

No.8 青山公園 港区南青山 2-21 

No.9 青山小学校 港区南青山 2-21-2 

No.10 南一児童遊園 港区南青山 1-18-1 

No.11 青葉公園 港区南青山 1-4 

No.12 南青山保育園 港区南青山 1-3-15 

No.13 青山中学校 港区北青山 1-1-9 

No.14 北青山一丁目児童遊園 港区北青山 1-1-6 

注) 地点番号は、図 9.2-1に対応する。  

 

ウ．指定の状況 

調査は、土壌汚染対策法（平成 14年法律第 53号）による要措置区域等の指定の状況につ

いて整理を行った。 
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図 9.2-1既存資料調査地点 

(放射性物質濃度（区実施）) 

 

 

放射性物質濃度測定地点(No.1～23) 
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2) 地形、地質等の状況 

調査は、「地形図」（国土地理院）、「土地条件国」（平成 25年８月 国土地理院）、「都道府県

土地分類基本調査」（平成９年３月 東京都）、「東京都総合地盤図Ⅰ 東京都地質図集３ 東

京都の地盤（１）」（昭和 52年８月 東京都土木技術研究所）等の既存資料の整理によった。 

3) 気象の状況 

調査は、東京管区気象台の気象データを整理・解析した。 

4) 土地利用の状況 

調査は、「東京の土地利用 平成 23年東京都区部」（平成 25年５月 東京都都市整備局）、「新

宿区用途地域等都市計画図」（平成 25年 11月 新宿区）等の既存資料の整理によった。 

5) 発生源の状況 

調査は、土壌汚染対策法及び下水道法（昭和 33年法律第 79号）に基づく特定施設設置届出

書等の既存資料の整理によった。 

6) 利水の状況 

調査は、「都内の地下水揚水の実態（地下水揚水量調査報告書）」（平成 26年３月 東京都環

境局）等の既存資料の整理によった。 

7) 土壌に関する法令等の基準 

調査は、環境基本法（平成５年法律第 91号）、土壌汚染対策法、ダイオキシン類対策特別措

置法（平成 11年法律第 105号）等の法令等の整理によった。 

 

(4) 調査結果 

1) 土壌汚染等の状況 

ア．土地利用の履歴等の状況 

明治 42 年(1909 年)、昭和３年(1928 年)、昭和 33 年(1958 年)及び昭和 58 年(1983 年)に

おける地形図は、図 9.2-2(1)～(4)に示すとおりである。 

計画地は、国立霞ヶ丘競技場、日本青年館及び明治公園（霞岳広場、四季の庭）内の一部

に恒久施設としてオリンピックスタジアムを建設する予定である。計画地の一部では、有害

物質取扱事業場として、明治時代から、大正時代にかけては青山練兵場、昭和初期にかけて

は近衛歩兵営が、また、昭和 32年～昭和 37年頃にはクリーニング店や建設資材加工場等の

商店や工場等、昭和 39 年の東京オリンピック以降には、国立霞ヶ丘競技場に農薬保管庫等

が設置されていた。 
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【明治 42 年 (1909年)】 

 

図 9.2-2(1) 過去の土地利用状況（旧版地形図 明治 42年） 
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【昭和３年(1928年)】 

 

図 9.2-2(2) 過去の土地利用状況（旧版地形図 昭和３年） 
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【昭和 33 年(1958 年)】 

 

図 9.2-2(3) 過去の土地利用状況（旧版地形図 昭和 33年）
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【昭和 58 年(1983 年)】  

 

図 9.2-2(4) 過去の土地利用状況（旧版地形図 昭和 58年） 
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イ．土壌中の汚染物質の状況 

計画地の一部には、有害物質取扱事業場の履歴が存在したことから、現在、土壌汚染対策

法及び環境確保条例に基づき土壌汚染調査や対策等の手続きが行われている。 

計画地周辺におけるダイオキシン類の状況は、表 9.2-4に示すとおりである。ダイオキシ

ン類の量は 1.7～31.0pg-TEQ/gであり、環境基準を下回っていた。 

新宿区、渋谷区及び港区が実施した土壌中（砂場）の放射性物質測定結果は、表 9.2-5に

示すとおりである。土壌中のヨウ素 131は不検出、セシウム 134は最大で 113Bq/kg、セシウ

ム 137 は最大で 133Bq/kg であった。土壌の放射性物質に係る環境基準はないが、同地点に

おける地上 1m の空間放射線量は最高値で 0.069μSv/h であり、空間放射線量の評価基準を

下回っていた。 

表 9.2-4 土壌中ダイオキシン類調査結果 

調査地点 実施主体 
測定値 

(pg-TEQ/g) 
評価基準 
達成状況 

環境基準 

新宿区四谷１ 東京都 1.7 ○ 

1,000pg-TEQ/g 広尾４丁目 渋谷区 31.0 ○ 

渋谷４丁目 渋谷区 17.0 ○ 

注)測定値について、新宿区四谷は平成 24年度、広尾四丁目及び渋谷四丁目は平成 25年

度の結果である。 

出典：「ダイオキシン類対策」（平成 27年３月３日参照 東京都ホームページ） 

http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/chemical/chemical/dioxin/ 

「しぶや区ニュース平成 26年８月１日号」（平成 26年８月 渋谷区） 
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表 9.2-5 区内の放射性物質測定結果（砂場） 

地点

番号 
調査地点名 

放射能濃度（Bq/kg） 
空間放射線

量(μSv/h) 

評価基

準達成

状況 

評価 

基準 

(μSv/h) 

ヨウ素 

131 

セシウム 

134 

セシウム 

137 

No.1 四谷子ども園 不検出 113 133 0.08 ○ 

0.23 

No.2 
千駄谷なかよし園（千駄
ヶ谷保育園） 

不検出 25 32 0.011 ○ 

No.3 
千駄谷なかよし園（千駄
谷小学校） 

不検出 不検出 不検出 － ○ 

No.4 渋谷保育園 不検出 110 130 0.046 ○ 

No.5 神宮前小学校 不検出 不検出 不検出 － ○ 

No.6 青山五丁目児童遊園 不検出 不検出 32 0.055 ○ 

No.7 青山保育園 不検出 不検出 36 0.054 ○ 

No.8 青山公園 不検出 不検出 不検出 0.040 ○ 

No.9 青山小学校 不検出 不検出 不検出 0.059 ○ 

No.10 南一児童遊園 不検出 不検出 52 0.058 ○ 

No.11 青葉公園 不検出 不検出 不検出 0.050 ○ 

No.12 南青山保育園 不検出 不検出 31 0.069 ○ 

No.13 青山中学校 不検出 不検出 27 0.056 ○ 

No.14 北青山一丁目児童遊園 不検出 不検出 不検出 0.052 ○ 

注 1) 新宿区、渋谷区は平成 23年、港区は平成 25年の測定結果である。 

2) 「不検出」とは検出下限値（20Bq/kg）未満を示す。 

3）空間放射線量は、地上 1mの値を示す。 

4) 地点番号は、図 9.2-1（p.133参照）に対応する。 

5) 評価基準は、「ICRP（国際放射線防護委員会）の勧告（2007 Pub.103）」の追加被ばく量の年間 1mSv 未満に基づい

て設定された値（出典：「放射性物質汚染対処措置法に基づく汚染廃棄物対策地域、除染特別地域及び汚染状況重

点調査地域の指定について（お知らせ）」平成 23年 12月 19日 環境省報道発表資料） (○：達成) 

出典：「区内施設の砂場の砂等・神田川河川水の放射性物質測定」(平成 27年３月３日参照 新宿区ホームページ) 

http://www.city.shinjuku.lg.jp/anzen/seikankyo02_001003.html 

「放射線量測定結果」(平成 27年３月３日参照 渋谷区ホームページ) 

https://www.city.shibuya.tokyo.jp/anzen/tohoku_taiheiyo/radiation2.html 

「砂場や広場等における放射線量の測定結果について」（平成 27年３月３日参照、港区ホームページ） 

http://www.city.minato.tokyo.jp/shinsaitaisakutan/bosai-anzen/shinsai/hoshano/sunaba.html 
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ウ．指定の状況 

計画地の一部については、土壌汚染対策法第 11 条第１項の規定により、土地が特定有害

物質によって汚染されており、当該地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければ

ならない区域として、表 9.2-6に示す形質変更時要届出区域に指定されている。 

表 9.2-6 土壌汚染対策法に基づく要措置区域等の指定状況 

区 分 整理番号 
指定 

年月日 
指定番号 

区域が存在 
する場所 

区域の 
面積 

指定基準に適合 
しない特定有害物質 

形質変更時 

要届出区域 
整-26-76 H26.12.4 指-557号 

新宿区霞ヶ丘

町地内 
60.8m2 鉛及びその化合物 

形質変更時 

要届出区域 
整-26-86 

H26.12.19 

H27.1.29 
指-567号 

新宿区霞ヶ丘

町地内 
1363.8 m2 鉛及びその化合物 

出典：「要措置区域等の指定状況」（平成 27年３月３日参照 東京都環境局ホームページ）

http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/chemical/soil/law/designated_areas.html 
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2) 地形、地質等の状況 

地形の状況は、「9.1 大気等 9.1.1 現況調査 (4)調査結果 3)地形及び地物の状況」

（p.74 参照）に示したとおりである。 

計画地東側は、武蔵野台地東部の淀橋台と呼ばれる洪積台地（下末吉段丘）を造成した地形

となっている。計画地西側は、かつての渋谷川（穏田川ともいう。）に沿って低地が形成され、

低地部のほとんどは埋立てにより平坦化された人為的な改変を受けた地形となっている。また、

計画地内の東西の高低差は約 7～8mである。 

計画地及びその周辺の、模式地質断面図は、図 9.2-3に、地質図は、図 9.2-4に示すとおり

である。計画地周辺の台地部では、上位より関東ローム層（TM1）、ローム質粘土層（Lc）、武

蔵野礫層（Mg）、東京層（To）、東京礫層（Tog）、上総層群（Ka）の順に分布している。 

計画地及びその周辺は、大正 15 年の明治神宮外苑の造営、国立霞ヶ丘競技場の建設等に伴

い、旧渋谷川沿いの低地や周辺の武蔵野台地を人為的に造成した区域である。計画地の表層は

埋土であり、その下部には、ロームや凝灰質シルトからなる関東ローム層、シルト混り細砂等

からなる東京層、砂礫等からなる東京礫層、細砂やシルト混り細砂等からなる上総層群が分布

する。 

計画地及びその周辺の土壌の状況は、図 9.2-5に示すとおりである。計画地は人工改変地Ⅲ

（大規模改変地）と人工改変地Ⅰ-1P（住宅・工場など、火山灰台地）潜在厚層黒ボク土壌・

腐植質となっている。 

 

 

 

出典：「東京都総合地盤図Ⅰ 東京都地質図集３ 東京都の地盤（１）」（昭和 52年８月 東京都土木技術研究所） 

図 9.2-3 模式地質断面図  

 

 

計画地 

- 142 - 



9.2土壌 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「５万分の１都道府県土地分類基本調査（東京西南部）表層地質図」(平成９年３月 東京都) 出典：「都道府県土地分類基本調査 表層地質図」(平成９年３月 東京都)      
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図 0-1 土壌図 

 

 

 

 

出典：「５万分の１都道府県土地分類基本調査（東京西南部）土壌図」(平成９年３月 東京都)  

図 9.2-5 

計画地周辺の土壌図 

出典：「都道府県土地分類基本調査 土壌図」(平成９年３月 東京都)      
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被圧地下水の地下水位は、図 9.2-6に示すとおりである。計画地の北北西約 3.5kmに位置す

る既存観測井（新宿区百人町三丁目、百人町ふれあい公園南側、観測井深さ：130m、ストレー

ナー深さ：114～125m）の地下水位（被圧地下水）変動は、図 9.2-7 に示すとおりである。観

測井付近の地盤高は、T.P.+32.9m であり、地下水位は、T.P.+9.19～9.71m（地下水位は各年

12月 31日の日平均地下水位）と概ね横ばいで推移している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「平成 25年 地盤沈下調査報告書」（平成 26年７月 東京都土木技術支援・人材育成センター） 

図 9.2-6 地下水位等高線図（被圧地下水） 
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「平成 25年 地盤沈下調査報告書」（平成 26年７月 東京都土木技術支援・人材育成センター）より作成 

図 9.2-7 地下水位変動図 

 

 

 

 

計画地 

既設観測井（新宿区百人町三丁目） 
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3) 気象の状況 

気象の状況は、「9.1大気等 9.1.1現況調査 （4）調査結果 2）気象の状況」（p.70参照）

に示したとおりである。東京管区気象台の平成 26年の月別の平均風速は 2.5～3.5 m/sであ

り、北西の風の出現率が高くなっている。また、ビューフォート風力階級において“砂埃が

立ったり、小さなゴミや落ち葉が宙に舞う。”とされる風力階級４（5.5～7.9 m/s）以上の

平成 17年～26年の 10年間における出現割合（日平均風速）は、3.2%となっている。 

4) 土地利用の状況 

土地利用の状況は、「9.1 大気等 9.1.1現況調査 （4）調査結果 4）土地利用の状況」（p.74

参照）に示したとおりである。計画地はスポーツ・興行施設、公園、運動場及び宿泊・遊興施

設となっている。計画地北側には慶應義塾大学病院等の厚生医療施設、新宿御苑等の公園、運

動場等や四谷第六小学校、四谷第六幼稚園等の教育文化施設等があり、南側にはシーアイプラ

ザ、伊藤忠青山アートスクエア等の専用商業施設や青山小学校、青山中学校等の教育文化施設、

集合住宅、東側には聖徳記念絵画館等の教育文化施設やスポーツ・興行施設、公園、運動場等、

西側にはスポーツ・興行施設や集合住宅、事務所建築物等が立地している。 

5) 発生源の状況 

計画地内には、土壌汚染対策法に規定される有害物質使用特定施設や環境確保条例で規定さ

れる工場は存在しない。また、平成 27 年３月現在、下水道法及び東京都下水道条例（昭和 34

年東京都条例第 89号）に基づく届出事業場は存在しない。 

6) 利水の状況 

計画地が位置する新宿区及び渋谷区における平成 24 年の地下水揚水実態の調査結果は、表

9.2-7 及び 8に示すとおりである。 

新宿区内で地下水揚水を行っている事業所は 95 箇所、井戸本数は 104 本、１日当たりの地

下水揚水量は 2,627m3/日であり、地下水揚水量の大部分(約 96%)は指定作業場と上水道等で使

用されている。渋谷区内で地下水揚水を行っている事業所は 41箇所、井戸本数は 43本、１日

当たりの地下水揚水量は 435m3/日であり、地下水揚水量の大部分(約 91%)は工場と指定作業場

で使用されている。 

また、新宿区及び渋谷区における平成 24年の月別地下水揚水量は、表 9.2-9及び 10に示す

とおりである。新宿区の月別地下水揚水量は 75,068～85,314m3、年間揚水量は 961,521m3であ

り、渋谷区の月別地下水揚水量は 12,006～14,247m3、年間揚水量は 159,455m3である。 

表 9.2-7 新宿区における地下水揚水事業所数、井戸本数及び揚水量 

区 分 

新 宿 区 

事業所数 

（箇所） 

井戸本数 

（本） 

揚水量 

（m3/日） 

工 場 10 16 93 

指定作業場 55 57 1,396 

上 水 道 等 30 31 1,138 

計 95 104 2,627 

出典：「平成 24年 都内の地下水揚水の実態」(平成 26年３月 東京都環境局) 
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表 9.2-8 渋谷区における地下水揚水事業所数、井戸本数及び揚水量 

区 分 

渋 谷 区 

事業所数 

（箇所） 

井戸本数 

（本） 

揚水量 

（m3/日） 

工 場 6 8 155 

指定作業場 22 22 243 

上 水 道 等 13 13 37 

計 41 43 435 

出典：「平成 24年 都内の地下水揚水の実態」(平成 26年３月 東京都環境局) 

 

表 9.2-9 新宿区における月別地下水揚水量 

 新 宿 区 

月 1 2 3 4 5 6 

月別揚水量(m3/月) 75,068 77,855 77,568 78,569 80,897 80,564 

月 7 8 9 10 11 12 

月別揚水量(m3/月) 78,665 84,969 78,618 83,270 80,164 85,314 

年間揚水量(m3/年) 961,521 

出典：「平成 24年 都内の地下水揚水の実態」(平成 26年３月 東京都環境局) 

 

表 9.2-10 渋谷区における月別地下水揚水量 

 渋 谷 区 

月 1 2 3 4 5 6 

月別揚水量(m3/月) 12,006 12,786 13,043 12,949 12,531 13,047 

月 7 8 9 10 11 12 

月別揚水量(m3/月) 14,123 14,247 13,351 13,640 13,946 13,906 

年間揚水量(m3/年) 159,455 

出典：「平成 24年 都内の地下水揚水の実態」(平成 26年３月 東京都環境局) 

 

7) 土壌に関する法令等の基準 

ア．環境基準 

環境基本法に基づく土壌の汚染に係る環境基準は、表 9.2-11 に、ダイオキシン類対策特

別措置法に基づくダイオキシン類による土壌の汚染に係る環境基準は、表 9.2-12 に示すと

おりである。 
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表 9.2-11 環境基本法に基づく土壌の汚染に係る環境基準 

項 目 環境上の条件 

カドミウム 
検液 1Lにつき 0.01mg以下であり、かつ、農用地においては、米 1kg
につき 0.4㎎以下であること。 

全シアン 検液中に検出されないこと。 

有機燐（りん） 検液中に検出されないこと。 

鉛 検液 1Lにつき 0.01mg以下であること。 

六価クロム 検液 1Lにつき 0.05mg以下であること。 

砒（ひ）素 
検液 1Lにつき 0.01mg以下であり、かつ、農用地(田に限る。)におい
ては、土壌 1kgにつき 15mg未満であること。 

総水銀 検液 1Lにつき 0.0005mg以下であること。 

アルキル水銀 検液中に検出されないこと。 

PCB 検液中に検出されないこと。 

銅 農用地(田に限る。)において、土壌 1kgにつき 125mg未満であること。 

ジクロロメタン 検液 1Lにつき 0.02mg以下であること。 

四塩化炭素 検液 1Lにつき 0.002mg以下であること。 

1,2-ジクロロエタン 検液 1Lにつき 0.004mg以下であること。 

1,1-ジクロロエチレン 検液 1Lにつき 0.1mg以下であること。 

シス-1,2-ジクロロエチレン 検液 1Lにつき 0.04mg以下であること。 

1,1,1-トリクロロエタン 検液 1Lにつき 1mg以下であること。 

1,1,2-トリクロロエタン 検液 1Lにつき 0.006mg以下であること。 

トリクロロエチレン 検液 1Lにつき 0.03mg以下であること。 

テトラクロロエチレン 検液 1Lにつき 0.01mg以下であること。 

1,3-ジクロロプロペン 検液 1Lにつき 0.002mg以下であること。 

チウラム 検液 1Lにつき 0.006mg以下であること。 

シマジン 検液 1Lにつき 0.003mg以下であること。 

チオベンカルブ 検液 1Lにつき 0.02mg以下であること。 

ベンゼン 検液 1Lにつき 0.01mg以下であること。 

セレン 検液 1Lにつき 0.01mg以下であること。 

ふっ素 検液 1Lにつき 0.8mg以下であること。 

ほう素 検液 1Lにつき 1mg以下であること。 

注 1) 環境上の条件のうち検液中濃度に係るものにあっては検液を作成し、これを用いて測定を行うものとする。 

2) カドミウム、鉛、六価クロム、砒(ひ)素、総水銀、セレン、ふっ素及びほう素に係る環境上の条件のうち検液中濃

度に係る値にあっては、汚染土壌が地下水面から離れており、かつ、原状において当該地下水中のこれらの物質の

濃度がそれぞれ地下水 1L につき 0.01mg、0.01mg、0.05mg、0.01mg、0.0005mg、0.01mg、0.8mg 及び 1mg を超えて

いない場合には、それぞれ検液 1L につき 0.03mg、0.03mg、0.15mg、0.03mg、0.0015mg、0.03mg、2.4mg 及び 3mg

とする。 

3) 「検液中に検出されないこと」とは、測定方法の別途定める方法により測定した場合において、その結果が当該方

法の定量限界を下回ることをいう。 

4) 有機燐(りん)とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及び EPNをいう。 
出典：「土壌汚染に係る環境基準について」(平成３年環境庁告示第 46号) 
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表 9.2-12 ダイオキシン類対策特別措置法に基づくダイオキシン類による土壌の汚染に係る環境基準 

媒 体 基準値 

土 壌 1,000pg-TEQ/g以下 

注) 土壌にあっては、環境基準が達成されている場合であって、土壌中のダイオキシン類の量が 250pg-TEQ/g 以

上の場合(簡易測定方法により測定する場合にあっては、簡易測定値に２を乗じた値が 250pg-TEQ/g以上の場

合)には、必要な調査を実施することとする。 

出典：「ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境基

準について」(平成 11年環境庁告示第 68号) 

 

イ．土壌汚染対策法 

土壌汚染対策法に基づく手続きフローは、図 9.2-8 に、要措置区域の指定に係る基準(汚

染状態に関する基準)等は、表 9.2-13に示すとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「土壌汚染の調査及び対策について」(平成 27年３月３日参照 東京都環境局ホームページ)  

        https://www.kankyo.metro.tokyo.jp/chemical/attachement/Leaflet20140901.pdf 

図 9.2-8 土壌汚染対策法に基づく手続きフロー 
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表 9.2-13 土壌汚染対策法に基づく要措置区域の指定に係る基準(汚染状態に関する基準)等 

分類 特定有害物質 土壌溶出量基準 土壌含有量基準 地下水基準 第二溶出量基準 

第
一
種
特
定
有
害
物
質 

（
揮
発
性
有
機
化
合
物
） 

四塩化炭素 0.002㎎/L以下 － 0.002㎎/L以下 0.02㎎/L以下 

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ 0.004㎎/L以下 － 0.004㎎/L以下 0.04㎎/L以下 

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.1㎎/L以下 － 0.1㎎/L以下 1㎎/L以下 

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.04㎎/L以下 － 0.04㎎/L以下 0.4㎎/L以下 

1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ 0.002㎎/L以下 － 0.002㎎/L以下 0.02㎎/L以下 

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0.02㎎/L以下 － 0.02㎎/L以下 0.2㎎/L以下 

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.01㎎/L以下 － 0.01㎎/L以下 0.1㎎/L以下 

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 1㎎/L以下 － 1㎎/L以下 3㎎/L以下 

1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 0.006㎎/L以下 － 0.006㎎/L以下 0.06㎎/L以下 

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.03㎎/L以下 － 0.03㎎/L以下 0.3㎎/L以下 

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 0.01㎎/L以下 － 0.01㎎/L以下 0.1㎎/L以下 

第
二
種
特
定
有
害
物
質 

（
重
金
属
等
） 

ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化
合物 

0.01㎎/L以下 150㎎/㎏以下 0.01㎎/L以下 0.3㎎/L以下 

六価ｸﾛﾑ化合物 0.05㎎/L以下 250㎎/㎏以下 0.05㎎/L以下 1.5㎎/L以下 

ｼｱﾝ化合物 検出されないこと 
50㎎/㎏以下 

(遊離ｼｱﾝとして) 
検出されないこと 1㎎/L以下 

水銀及び 
その化合物 

水銀が 0.0005㎎/L
以下、かつ、ｱﾙｷﾙ
水銀が検出されな

いこと 

15㎎/㎏以下 

水銀が 0.0005㎎/L
以下、かつ、 

ｱﾙｷﾙ水銀が検出さ
れないこと 

水銀が 0.005㎎
/L以下、かつ、
ｱﾙｷﾙ水銀が検出
されないこと 

ｾﾚﾝ及び 
その化合物 

0.01㎎/L以下 150㎎/㎏以下 0.01㎎/L以下 0.3㎎/L以下 

鉛及び 
その化合物 

0.01㎎/L以下 150㎎/㎏以下 0.01㎎/L以下 0.3㎎/L以下 

砒素及び 
その化合物 

0.01㎎/L以下 150㎎/㎏以下 0.01㎎/L以下 0.3㎎/L以下 

ふっ素及び 
その化合物 

0.8㎎/L以下 4,000㎎/㎏以下 0.8㎎/L以下 24㎎/L以下 

ほう素及び 
その化合物 

1㎎/L以下 4,000㎎/㎏以下 1㎎/L以下 30㎎/L以下 

第
三
種
特
定
有
害
物
質 

（
農
薬
等
） 

ｼﾏｼﾞﾝ 0.003㎎/L以下 － 0.003㎎/L以下 0.03㎎/L以下 

ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ 0.02㎎/L以下 － 0.02㎎/L以下 0.2㎎/L以下 

ﾁｳﾗﾑ 0.006㎎/L以下 － 0.006㎎/L以下 0.06㎎/L以下 

ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ 検出されないこと － 検出されないこと 0.003㎎/L以下 

有機りん化合物 検出されないこと － 検出されないこと 1㎎/L以下 
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ウ．環境確保条例 

環境確保条例に基づく手続きフローは、図 9.2-9 に、汚染土壌処理基準は、表 9.2-14 に

示すとおりである。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「土壌汚染の調査及び対策について」(平成 27年 ３月３日参照 東京都環境局ホームページ) 

        https://www.kankyo.metro.tokyo.jp/chemical/attachement/Leaflet20140901.pdf 

図 9.2-9 環境確保条例に基づく手続きフロー 
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表 9.2-14 環境確保条例に基づく汚染土壌処理基準 

有害物質の種類 溶出量基準値 含有量基準値 

カドミウム及びその化合物 カドミウムとして 0.01mg/L カドミウムとして 150mg/kg 

シアン化合物 検液中にシアンが検出されないこと 遊離シアンとして 50mg/kg 

有機燐化合物 検液中に検出されないこと  

鉛及びその化合物 鉛として 0.01mg/L 鉛として 150mg/kg 

六価クロム化合物 六価クロムとして 0.05mg/L 六価クロムとして 250mg/kg 

砒素及びその化合物 砒素として 0.01mg/L 砒素として 150mg/kg 

水銀及びアルキル水銀その他の
水銀化合物 

水銀として 0.0005mg/L 水銀として 15mg/kg 

アルキル水銀化合物 
検液中にアルキル水銀が検出されな
いこと 

 － 

ポリ塩化ビフェニル 検液中に検出されないこと  － 

トリクロロエチレン 0.03mg/L  － 

テトラクロロエチレン 0.01mg/L  － 

ジクロロメタン 0.02mg/L  － 

四塩化炭素 0.002mg/L  － 

1,2-ジクロロエタン 0.004mg/L  － 

1,1-ジクロロエチレン 0.1mg/L  － 

シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L  － 

1,1,1-トリクロロエタン  1mg/L  － 

1,1,2-トリクロロエタン 0.006mg/L  － 

1,3-ジクロロプロペン 0.002mg/L  － 

チウラム 0.006mg/L  － 

シマジン 0.003mg/L  － 

チオベンカルブ 0.02mg/L  － 

ベンゼン 0.01mg/L  － 

セレン及びその化合物 セレンとして 0.01mg/L セレンとして 150mg/kg 

ほう素及びその化合物 ほう素として 1mg/L ほう素として 4,000mg/kg 

ふっ素及びその化合物 ふっ素として 0.8mg/L ふっ素として 4,000mg/kg 

注 1) 溶出量とは土壌に水を加えた場合に溶出する有害物質の量をいい、含有量とは土壌に含まれる有害物質の量をいう。 

2) 基準値は、溶出量にあっては土壌汚染対策法施行規則（平成 14年環境省令第 29号）第６条第３項第４号、含有量

にあっては同条第４項第２号に規定する環境大臣が定める方法により測定した場合における測定値によるものと

する。 

3) 「検出されないこと」とは、別途定められた方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を

下回ることをいう。 

4) 有機燐化合物とはパラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及び EPNをいう。 

 

エ．放射線量に関する目安値 

放射線量に関する目安値は、表 9.2-15に示すとおりである。 

表 9.2-15 放射線量に係る評価基準 

物 質 評価基準 

放射線量 
0.23μSv/h 以下であること（ICPR(国際放射線防護委員会)の勧告(2007 
Pub.103)の追加被ばく量の基準である年間 1mSv を時間当たりに換算注すると
0.23μSv/hとなる） 

注）「放射性物質汚染対処特措法に基づく汚染廃棄物対策地域、除染特別地域及び汚染状況重点調査地域の

指定について（お知らせ）」（平成 23年 12月 環境省）に基づく 
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9.2.2 予測 

(1) 予測事項 

予測事項は、2020年東京大会の実施に伴う土壌汚染物質（濃度、状態等）の変化の程度、地

下水及び大気への影響の可能性の有無とした。 

 

(2) 予測の対象時点 

予測の対象時点は、2020年東京大会の実施に伴う工事（土壌汚染対策工事及び除染のための

措置を含む。）等で土壌に変化が生じると思われる時点又は期間及び汚染土壌による地下水及び

大気への影響が生じると思われる時点又は期間とし、大会開催前、大会開催中、大会開催後の

それぞれ代表的な時点又は期間のうち、大会開催前、大会開催後とした。 

 

 (3) 予測地域 

予測地域は、計画地とした。 

 

(4) 予測手法 

予測手法は、2020年東京大会の実施計画を基に、土壌の改変の程度を把握し予測する方法によ

った。 

 

(5) 予測結果 

1) 施設の建設による土壌汚染物質の変化の程度及び地下水及び大気への影響の可能性の有無 

現在、計画地では、土地の改変に先立ち、土壌汚染対策法第４条及び環境確保条例第 117条

に基づく手続き、調査が行われており、計画地の一部の区域は「形質変更時要届出区域」に指

定されている。そのため、事業の実施に伴う土地改変にあたっては、土壌汚染対策法及び環境

確保条例に基づく手続きを行い、適切に対応する。 

また、工事中に汚染土壌が確認された場合には、土壌汚染対策法及び環境確保条例に則り、

適切な土壌汚染対策を実施する。 

2) 設備等の持続的稼働よる土壌汚染物質の変化の程度及び地下水及び大気への影響の可能性

の有無 

オリンピックスタジアムの稼働に伴い、人為的な汚染要因は想定されないことから、土壌汚

染が生じるおそれはないと予測する。 
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9.2土壌 

9.2.3 ミティゲーション 

(1) 予測に反映した措置 

・土壌汚染対策法第４条及び環境確保条例第 117条に基づく手続き、調査を実施する。 

・土壌汚染状況調査の結果、汚染土壌の存在が確認された場合には、土壌汚染対策法及び環境

確保条例に基づき、適切な土壌汚染対策を実施する。 

 

(2) 予測に反映しなかった措置 

・土壌汚染対策を実施した場合には、その内容をフォローアップ報告書において明らかにする。 

 

9.2.4 評価 

(1) 評価の指標 

評価の指標は、予測事項に係る環境基準とし、「土壌の汚染に係る環境基準について」に基づ

く環境基準、土壌汚染対策法に基づく要措置区域の指定に係る基準及び環境確保条例に基づく汚

染土壌処理基準とした。 

 

(2) 評価の結果 

計画地の一部は「形質変更時要届出区域」に指定されており、事業の実施に伴う土地改変にあ

たっては、土壌汚染対策法及び環境確保条例に基づく手続きを行い、適切に対応するとともに、

その内容をフォローアップ報告書において明らかにする。 

また、工事中に汚染土壌が確認された場合には、土壌汚染対策法及び環境確保条例に則り、汚

染物質の種類、汚染土壌の量等を明らかにし、関係機関と調整を行ったうえで適切な飛散・拡散

の防止対策をとった汚染拡散防止措置を実施するとともに、その内容をフォローアップ報告書に

おいて明らかにする。 

また、設備等の持続的稼働による土壌汚染については、汚染要因が想定されないことから土壌

汚染が生じるおそれはないと考える。 

以上のことから、評価の指標を満足するものと考える。 
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9.3生物の生育・生息基盤 

9.3 生物の生育・生息基盤 

9.3.1 現況調査 

(1) 調査事項及びその選択理由 

調査事項及びその選択理由は、表 9.3-1に示すとおりである。 

表 9.3-1 調査事項及びその選択理由 

調査事項 選択理由 

①生物・生態系の賦存地の状況 
②地形・地質の状況 
③地盤等の状況 
④地下水の状況 
⑤植生の状況 
⑥気象の状況 
⑦土地利用の状況 
⑧災害等の状況 
⑨法令等による基準等 

事業の実施に伴い生物の生育・生息基盤の地形、地
質の変化が考えられることから、計画地及びその周
辺について、左記の事項に係る調査が必要である。 

 

(2) 調査地域 

調査地域は、計画地及びその周辺とした。 

 

(3) 調査方法 

1) 生物・生態系の賦存地の状況 

調査は、既存資料調査及び現地調査による方法によった。 

ア．既存資料調査 

調査は、「東京都自然環境情報図」（平成７年 環境庁）、「現存植生図」（平成10年 東京都）、

「自然環境情報GIS第２版」（平成11年 環境省自然環境局生物多様性センター）を用い、計画

地及びその周辺の生物・生態系の賦存地として草原、湿原、湿地、池沼、河川等の自然地形を

整理した。 

イ．現地調査 

現地調査により、計画地及びその周辺の生物・生態系の賦存地の分布状況等を確認した。 

調査は、平成26年６月12、13日に実施した。 

2) 地形・地質の状況 

調査は、「地形図」（国土地理院）、「土地条件図」(平成25年８月 国土地理院)、「東京都総

合地盤図Ⅰ 東京都地質図集３ 東京都の地盤（１）」（昭和52年８月 東京都土木技術研究所）、

「土地分類基本調査」（平成９年３月 東京都）の既存資料の整理によった。 

3) 地盤等の状況 

調査は、「東京都総合地盤図Ⅰ 東京都地質図集３ 東京都の地盤（１）」（昭和52年８月 東

京都土木技術研究所）の既存資料の整理によった。 

4) 地下水の状況 

調査は、「東京都総合地盤図Ⅰ 東京都地質図集３ 東京都の地盤（１）」（昭和52年８月 東

京都土木技術研究所）、「平成25年 地盤沈下調査報告書」（平成26年７月 東京都土木技術支

援･人材育成センター）及び現況調査結果等の既存資料の整理によった。 

5) 植生の状況 

調査は、既存資料調査及び現地調査による方法によった。 
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9.3生物の生育・生息基盤 

ア．既存資料調査 

調査は、「自然環境保全基礎調査 植生調査」（平成11年～ 環境省自然環境局生物多様性セ

ンター）の既存資料の整理によった。 

イ．現地調査 

現地調査により、計画地及び会場エリア内の植生の状況を確認した。 

調査は、平成26年６月12、13日に実施した。 

6) 気象の状況 

調査は、東京管区気象台の気象データを整理・解析した。 

7) 土地利用の状況 

調査は、「東京の土地利用 平成 23年東京都区部」（平成 25年５月 東京都都市整備局）、「新

宿区用途地域等都市計画図」（平成 25年 11月 新宿区）等の既存資料の整理によった。 

8) 災害等の状況 

調査は、「災害履歴図（水害、地盤沈下）」（平成23年２月 国土交通省土地・水資源局）等

の既存資料の整理によった。 

9) 法令等による基準等 

調査は、宅地造成等規制法（昭和36年法律第191号）の法令の整理によった。 

 

(4) 調査結果 

1) 生物・生態系の賦存地の状況 

計画地及びその周辺の生物・生態系の賦存地の分布状況は、図 9.3-1 に示すとおりである。 

計画地が隣接する明治神宮外苑や計画地北西側の新宿御苑、計画地東側の赤坂御所、計画地

南側の青山霊園等にまとまった樹林地が存在するほか、新宿御苑内の常緑広葉樹林が「東京都

自然環境情報図」の特定植物群落 1に指定されている。 

計画地が隣接する明治神宮外苑は、大正 15 年の明治神宮外苑の造営、国立霞ヶ丘競技場の

建設等に伴い、旧渋谷川沿いの低地や周辺の武蔵野台地を人為的に造成した区域であり、自然

地形等は存在しない。また、現地調査の結果では、湧水・湿地環境は確認されていない。 

生物の生育・生息基盤としての機能について見ると、造成後の時間経過により植栽樹木の生

育及び更新が見られており、計画地内の明治公園（四季の庭）等の樹木等が植栽されている土

壌表面には落葉等により腐植層が成立している。このような土壌は土壌動物の生息環境として

利用されるほか、特に都市部における動物の生息環境を創出する植生の生育基盤となっている。 

 

 

1特定植物群落は、わが国の植物相を形づくっている植物群落のうち、規模や構造、分布等において代表的・典型的なも

の、代替性のないもの、あるいはきわめて脆弱であり放置すれば存続が危ぶまれるものなどを対象に、地域特性を考慮し

て都道府県別に選定された植物群落である。 
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9.3生物の生育・生息基盤 

2) 地形・地質の状況 

地形の状況は、「9.1 大気等 9.1.1 現況調査 (4)調査結果 3)地形及び地物の状況」

（p.74 参照）に示したとおりである。計画地東側は、武蔵野台地東部の淀橋台と呼ばれる洪積

台地（下末吉段丘）を造成した地形となっている。計画地西側は、かつての渋谷川（穏田川と

もいう。）に沿って低地が形成され、低地部のほとんどは埋立てにより平坦化された人為的な

改変を受けた地形となっている。また、計画地内の東西の高低差は約 7～8mである。 

地質の状況は、「9.2 土壌 9.2.1 現況調査 (4)調査結果 2)地形、地質等の状況」（p.142

参照）に示したとおりである。計画地及びその周辺は、大正 15 年の明治神宮外苑の造営、国

立霞ヶ丘競技場の設置等に伴い、旧渋谷川沿いの低地や周辺の武蔵野台地を人為的に造成した

区域である。計画地の表層は埋土であり、その下部には、ロームや凝灰質シルトからなる関東

ローム層、シルト混り細砂等からなる東京層、砂礫等からなる東京礫層、細砂やシルト混り細

砂等からなる上総層群が分布する。 

3) 地盤等の状況 

地盤等の状況は、「9.2 土壌 9.2.1 現況調査 (4)調査結果 2)地形、地質等の状況」

（p.142 参照）に示したとおりである。 

計画地及び周辺の地盤は、東京層や関東ローム層からなる第四期更新世に堆積し固結した洪

積層で形成されている。低地部には、洪積層よりも新しい地層である未固結の沖積層が分布す

る。 

4) 地下水の状況 

ボーリング調査時に確認された地下水位は、計画地東側は T.P.+28m程度、西側では T.P.+21m

程度であり、いずれも難透水層であるシルト層で確認されていることから、被圧された地下水

であると考えられる。 

5) 植生の状況 

既存資料による計画地及びその周辺の現存植生の状況は、図 9.3-2に示すとおりである。計

画地及びその周辺は、「市街地」の占める割合が最も多いが、明治神宮外苑、新宿御苑、赤坂

御所及び青山霊園等には「残存・植栽樹群をもった公園、墓地等」がまとまって分布するほか、

明治神宮外苑や新宿御苑等には芝地が分布している。また、新宿御苑、明治神宮外苑及び赤坂

御所にかけては、市街地の中で連続性のある緑地が形成されている。また、現地調査による計

画地及び会場エリア内の現存植生の状況は、図 9.3-3に示すとおりである。会場エリアは、主

に明治神宮外苑及び計画地からなり、明治神宮外苑の現存植生は、聖徳記念絵画館周辺をはじ

めとして植栽樹林群（混交）が最も広く分布し、建国記念文庫周辺等に植栽樹林群（落葉広葉）

が分布するほか、植栽樹林群（常緑広葉）が点在している。また、明治神宮外苑に隣接する計

画地内は、明治公園（四季の庭）等に植栽樹林群（混交）が最も広く分布するほか、植栽樹林

群（落葉広葉）や植栽樹林群（常緑広葉）が分布している。 
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9.3生物の生育・生息基盤 

6) 気象の状況 

計画地周辺の東京管区気象台における年間降水量及び年平均気温の平年値（昭和 56 年～平

成 22年）は、1,528.8mm、15.4℃である。 

7) 土地利用の状況 

土地利用の状況は、「9.1 大気等 9.1.1 現況調査 (4)調査結果 4)土地利用の状況」

（p.74 参照）に示したとおりである。計画地の土地利用は、現在、スポーツ・興行施設のほか、

公園・運動場等（明治公園（霞岳広場）、明治公園（四季の庭））、事務所建築物（(独)日本ス

ポーツ振興センター）、宿泊・遊興施設（日本青年館）となっている。 

8) 災害等の状況 

計画地及びその周辺では、地盤沈下及び昭和 50年以降の水害は確認されていない。 

また、計画地内には急傾斜地崩壊危険箇所等の土砂災害危険箇所は存在しない。 

9) 法令等による基準等 

計画地及びその周辺には、宅地造成等規制法に基づく宅地造成工事規制区域は存在しない。 
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9.3生物の生育・生息基盤 

9.3.2 予測 

(1) 予測事項 

予測事項は、以下に示すとおりとした。 

1) 生物・生態系の賦存地の改変の程度 

2) 新たな生物の生育・生息基盤の創出の有無並びにその程度 

 

(2) 予測の対象時点 

予測の対象時点は、2020年東京大会の実施に伴う建設工事等での改変、施設撤去後の現状回復

等において、生物の生育・生息基盤に変化が生じる又は生じていると思われる時点とし、大会開

催前、大会開催中、大会開催後のそれぞれ代表的な時点又は期間のうち、大会開催前、大会開催

後とした。 

 

(3) 予測地域 

予測地域は、計画地及びその周辺とした。 

 

(4) 予測手法 

予測手法は、2020年東京大会の実施計画を基に、生物の生育・生息基盤の変化の程度を把握し

て予測する方法とした。 

 

(5) 予測結果 

1) 生物・生態系の賦存地の改変の程度 

計画地においては、大正 15年の明治神宮外苑の造園、昭和 33年の国立霞ヶ丘競技場の設置

等に伴い人為的な改変が行われており、自然地形等は存在しないが、明治公園（四季の庭）、

明治公園（霞岳広場）周囲、国立霞ヶ丘競技場周囲の植栽樹林の一部が改変される。生物の生

育・生息基盤としての機能について見ると、造成後の時間経過により植栽樹木の生育及び更新

が見られており、樹木等が植栽されている土壌表面には落葉等により腐植層が成立している。

このような土壌は土壌動物の生息環境として利用されるほか、特に都市部における動物の生息

環境を創出する植生の生育基盤が成立していることが想定される。 

計画地周辺の主な生物・生態系の賦存地としては、計画地北西側の新宿御苑、計画地東側の

赤坂御所、計画地南側の青山霊園等にまとまった樹林地が存在する。これらの生物・生態系の

賦存地は、計画地に最も近接するもので 200m 程度離れていることから、事業の実施による改

変は生じない。また、計画地に隣接する明治神宮外苑の聖徳記念絵画館周辺や建国記念文庫周

辺の植栽樹林群については、計画地外であることから、改変は生じない。 

また、地下水の帯水層である東京層や東京礫層等は、計画地周辺においてもその分布がみら

れ、帯水層が連続して分布しているものと想定され、地下水は地下構造物を迂回して流れると

考えられること、計画地に隣接する聖徳記念絵画館や建国記念文庫等は道路を隔てており急傾

斜地も存在しないことから、事業の実施に伴う地下水位の低下や周辺の土地の安定性の変化は

生じないと考えられ、計画地周辺における生物・生態系の賦存地への影響は生じないと予測す

る。 

2) 新たな生物の生育・生息基盤の創出の有無並びにその程度 

事業の実施に伴い、歩道状空地及び立体公園内人工地盤に既存樹移植、歩道状空地並木植栽、
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9.3生物の生育・生息基盤 

人工地盤上植栽、壁面緑化を行う計画としている。 

「7 オリンピックスタジアムの計画の目的及び内容 7.2 内容 7.2.4 事業の基本計画 

(8)緑化計画」（p.30 参照）に示したとおり、地上部緑化等により約 25,000m2 の植物が生育す

る基盤が創出されると予測する。 
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9.3.3 ミティゲーション 

(1) 予測に反映した措置 

・施工期間中の敷地内は殆どが作業ヤードとなるため既存樹の現位置での残置は不可能な状況

であるが、樹木調査の結果に従って移植に適合する樹木は極力場外で仮養生を行い、オリ

ンピックスタジアムの緑化樹として活用する計画である。 

・樹種は明治神宮内外苑に多く見られる日本の在来種を中心とした、景観的にも生態的にも周

辺環境と調和し、長年にわたって継承される植栽計画とする。 

・計画地内に整備する人工地盤上には、低木や地被類を植栽する計画である。 

 

(2) 予測に反映しなかった措置 

・計画地北側のマテバシイの保存方法を検討する計画である。 

・聖徳記念絵画館や建国記念文庫等の既存の緑量のあるまとまった緑との連携を図った２列植

栽による緑が連続する沿道景観を創出する計画である。 

・十分な植栽基盤（土壌）の必要な厚みを確保することを検討する計画である。 

 

9.3.4 評価 

(1) 評価の指標 

評価の指標は、生物・生態系の賦存地の現況とした。 

 

(2) 評価の結果 

事業の実施により、計画地内は、明治公園（四季の庭）、明治公園（霞岳広場）周囲、国立霞

ヶ丘競技場周囲の植栽樹林の一部が改変され、生物・生態系の賦存地への影響が生じる。計画地

周辺における生物・生態系の賦存地の改変は生じないほか、地下水位の低下や土地の安定性の変

化は生じないと考えられ、計画地周辺における生物・生態系の賦存地への影響は生じないと考え

られる。 

事業の実施にあたっては、地上部緑化等により約 25,000m2の植物が生育する基盤が創出される。

また、植栽樹種は、明治神宮内苑・外苑に多く見られる日本の在来木を中心とし、計画地周辺の

生息・生育基盤と調和する植栽計画としているほか、聖徳記念絵画館や建国記念文庫と隣接する

敷地内には、聖徳記念絵画館や建国記念文庫の緑量あるみどりとの連携を図った植栽を施す計画

である。このため、計画地の位置する明治神宮外苑の生物・生態系の賦存地と一体となった生物

の生育・生息基盤が形成されると考えられる。 

以上のことから、計画地における生物・生態系の賦存地は一部減少するものの、計画地周辺も

含めた明治神宮外苑としての生物・生態系の賦存地の現況は維持され、評価の指標は満足するも

のと考えられる。 
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9.4 水循環 

9.4.1 現況調査 

(1) 調査事項及びその選択理由 

調査事項及びその選択理由は、表 9.4-1に示すとおりである。 

表 9.4-1 調査事項及びその選択理由 

調査事項 選択理由 

①水域の状況 
②気象の状況 
③地形、地質・土質等の状況 
④水利用の状況 
⑤植生の状況 
⑥土地利用の状況 
⑦地下構造物等の状況 
⑧法令等による基準等 
⑨東京都等の計画等の状況 

事業の実施に伴い地下水涵養能の変化が考えられ
ることから、計画地及びその周辺について、左記の
事項に係る調査が必要である。 

 

(2) 調査地域 

調査地域は、計画建築物の規模及び地域の状況を考慮し、計画建築物が水循環に影響を及ぼす

と予想される範囲とした。 

 

(3) 調査方法 

1) 水域の状況 

ア．地下水、湧水等の状況 

調査は、「地形図」（国土地理院）、「湧水マップ～東京の湧水～」（平成 26 年３月 東京都

環境局）及び現況調査結果等の既存資料の整理によった。 

イ．河川等の状況 

調査は、「地形図」（国土地理院）等の既存資料の整理によった。 

2) 気象の状況 

調査は、東京管区気象台の気象データを整理・解析した。 

3) 地形、地質・土質等の状況 

ア．地形の状況 

調査は、「地形図」（国土地理院）、「土地条件図」（平成 25年８月 国土地理院）等の既存

資料の整理によった。 

イ．地質・土質の状況 

「地形図」（国土地理院）、「都道府県土地分類基本調査」（平成９年３月 東京都）等の既

存資料の整理によった。 

ウ．地表面の被覆の状況 

「東京の土地利用 平成 23 年東京都区部」（平成 25 年５月 東京都都市整備局）、「新宿

区用途地域等都市計画図」（平成 25年 11月 新宿区）等の既存資料の整理によった。 
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4) 水利用の状況 

調査は、「平成 24 年 都内の地下水揚水の実態（地下水揚水量調査報告書）」（平成 26 年３

月 東京都環境局）等の既存資料の整理によった。 

5) 植生の状況 

調査は、「自然環境保全基礎調査 植生調査」（平成 11 年～ 環境省自然環境局生物多様性

センター）の既存資料の整理によった。 

6) 土地利用の状況 

調査は、「東京の土地利用 平成 23年東京都区部」（平成 25年５月 東京都都市整備局）、「新

宿区用途地域等都市計画図」（平成 25 年 11 月 新宿区）等を用い、計画地及びその周辺の土

地利用の状況の整理によった。 

7) 地下構造物等の状況 

調査は、「地形図」（国土地理院）、「道路地図」（東京都）等の既存資料の整理によった。 

8) 法令等による基準等 

調査は、水循環基本法（平成 26 年法律第 16 号）、建築物用地下水の採取の規制に関する法

律（昭和 37 年法律第 100 号）、環境確保条例（平成 12 年東京都条例第 215 号）の法令等の整

理によった。 

9) 東京都等の計画等の状況 

調査は、「東京都雨水浸透指針」（平成 13 年７月 東京都）、「新宿区雨水流出抑制施設の設

置に関する要綱」（平成元年 10 月 新宿区）及び「渋谷区雨水流出抑制施設設置指導要綱」（平

成６年４月 渋谷区）等の計画等の整理によった。 
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(4) 調査結果 

1) 水域の状況 

ア．地下水、湧水等の状況 

地下水の状況は、「9.2土壌 9.2.1現況調査 (4)調査結果 2）地形、地質等の状況」（p.142

参照）に示すとおりである。 

また、計画地におけるボーリング調査結果は、図 9.4-1及び図 9.4-2に示すとおりである。

ボーリング調査時に確認された地下水位は、計画地東側は T.P.+28m程度、西側では T.P.+21m

程度であり、いずれも難透水層であるシルト層で確認されていることから、被圧された地下

水であると考えられる。 

湧水の状況は、「9.3生物の生育・生息基盤 9.3.1現況調査 (4)調査結果 1）生物・生

態系の賦存地の状況」（p.156参照）に示したとおりであり、計画地では湧水・湿地環境は確

認されていない。 

イ．河川等の状況 

計画地周辺には河川は存在しない。 

なお、計画地の西側に沿って、かつて新宿御苑の湧水等を水源とした渋谷川が北から南に

かけて流下していたが、昭和 25 年の「東京特別都市計画下水道」及び「東京都市計画河川

下水道調査特別委員会 委員長報告」（昭和 36 年、「36 答申」と呼ばれている。）に基づき、

渋谷駅から上流側の区間は暗渠化（暗渠化事業は昭和 36 年～38 年に実施）され、下水道と

して整備された。現在の２級河川としての渋谷川は、渋谷駅南口の宮益橋から明治通りに沿

って流れ、広尾を通り天現寺橋までを流れ、天現寺橋から先は古川という名前に変わり、浜

松町近くの浜崎橋で海に至る区間となっている。 
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図 9.4-2 ボーリング結果 

▽地下水位 

（T.P.+28m程度） 

№2地点 
（孔口標高 T.P.+33.0m） 

№1地点 
（孔口標高 T.P.+24.7m） 

▽地下水位 

（T.P.+21m程度） 
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2) 気象の状況 

東京管区気象台（気象庁）における降水量及び気温の平年値（昭和 56 年～平成 22 年）は、

表 9.4-2、年間降水時間は、表 9.4-3に示すとおりである。 

年降水量の平年値は 1,528.8mm、年平均気温は 16.3℃であった。季節的には、６～10月の降

水量が多く、12～２月にかけて降水量が少ない。時間雨量 0.5mm以上の降水時間は、平均する

と 691時間/年であった。 

なお、東京都における時間 50mm 以上の豪雨発生率の経年変化は、図 9.4-3 に示すとおりで

あり、近年、時間 50mmを超える豪雨が増加傾向にある。 

表 9.4-2 東京管区気象台における月別降水量と月平均気温の平年値（昭和 56年～平成 22年） 

月 
降水量 
(mm) 

気温 
(℃) 

1月 52.3 5.2 

2月 56.1 5.7 

3月 117.5 8.7 

4月 124.5 13.9 

5月 137.8 18.2 

6月 167.7 21.4 

7月 153.5 25.0 

8月 168.2 26.4 

9月 209.9 22.8 

10月 197.8 17.5 

11月 92.5 12.1 

12月 51.0 7.6 

年 1,528.8 15.4 

出典：｢過去の気象データ検索｣（平成 27 年３月３日参照 気象庁ホームページ） 

http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php  

 

表 9.4-3 東京管区気象台における年間降水時間 

（昭和 56年～平成 22年、時間雨量 0.5mm以上の降水時間合計 単位：時間） 
昭和 
56年 

昭和 
57年 

昭和 
58年 

昭和 
59年 

昭和 
60年 

昭和 
61年 

昭和 
62年 

昭和 
63年 

平成 
元年 

平成 
2年 

611 731 715 590 781 664 608 741 883 703 

平成 
3年 

平成 
4年 

平成 
5年 

平成 
6年 

平成 
7年 

平成 
8年 

平成 
9年 

平成 
10年 

平成 
11年 

平成 
12年 

790 734 826 551 602 574 579 839 632 665 

平成 
13年 

平成 
14年 

平成 
15年 

平成 
16年 

平成 
17年 

平成 
18年 

平成 
19年 

平成 
20年 

平成 
21年 

平成 
22年 

682 601 808 633 629 742 559 805 718 752 

出典：｢過去の気象データ検索｣（平成 27 年３月３日参照 気象庁ホームページ） 

http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php 
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出典：｢東京都豪雨対策基本方針（改定）｣（平成 26 年６月 東京都） 

 

図 9.4-3 時間 50mm以上の豪雨発生率の経年変化 

 

3) 地形、地質・土質等の状況 

ア．地形の状況 

地形の状況は、「9.1 大気等 9.1.1 現況調査 （4）調査結果 3）地形及び地物の状況」

（p.74 参照）に示したとおりである。 

計画地東側は、武蔵野台地東部の淀橋台と呼ばれる洪積台地（下末吉段丘）を造成した地

形となっている。計画地西側は、かつての渋谷川（穏田川ともいう。）に沿って低地が形成

されていたが、低地部のほとんどは埋立てにより平坦化された人為的な改変を受けた地形と

なっている。また、計画地内の東西の高低差は約 7～8mである。 

イ．地質・土質の状況 

地質・土質の状況は、「9.2土壌 9.2.1現況調査 （4）調査結果 2）地形、地質の状況」

（p.142 参照）に示したとおりである。 

また、計画地におけるボーリング調査結果は、図 9.4-1及び図 9.4-2に示したとおりであ

り、計画地の地質は、上位から表層付近には埋土、ロームや凝灰質シルトからなる関東ロー

ム層、シルト混り細砂などからなる東京層、砂礫などからなる東京礫層、細砂やシルト混り

細砂などからなる上総層群が分布する。図 9.4-4に示す東京都浸透能力マップでは、一般に

浸透対策に適した地域は台地部とされ、低地部等は浸透対策に地形条件等の勘案が必要とす

る地域とされている。計画地は台地面の下末吉ローム層（関東ローム層）に位置しており、

浸透能の観点からも浸透対策に適した地域となっている。国立霞ヶ丘競技場では、浸透対策

（雨水流出抑制対策）は行われていない。 

ウ．地表面の被覆の状況 

計画地内の国立霞ヶ丘競技場及び明治公園（霞岳広場）の大部分がアスファルト等により

舗装されている。また、外苑西通りに沿った明治公園（四季の庭）についても樹木が植栽さ

れている範囲を除いて大部分がアスファルト等により舗装されている。 
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出典：「東京都雨水貯留・浸透施設技術指針（資料編）」（平成 21年２月 東京都総合治水対策協議会） 

図 9.4-4 東京都浸透能力マップ 

 

計画地 

- 172 - 

 



9.4水循環 

4) 水利用の状況 

水利用の状況は、「9.2 土壌 9.2.1 現況調査 (4)調査結果 6)利水の状況」（p.146 参照）

に示したとおりである。また、平成 15年～24年の 10年間における工場、指定作業場及び上水

道等の事業所種類別の揚水量の変化は、表 9.4-4（1）及び（2）に示すとおりである。 

新宿区内では、平成 20年以降の５年間の揚水量は約 2,500～2,700m3/日で推移しており、こ

のうち、工場と指定作業場による揚水量の合計は約 1,400～1,600m3/日、上水道等は約 1,100m3/

日付近で推移している。渋谷区内では、平成 20年以降の５年間の揚水量は約 400～500m3/日付

近で推移しており、このうち、工場と指定作業場による揚水量の合計は約 400～500m3/日、上

水道等は約 30～50m3/日付近で推移している。新宿区、渋谷区の揚水量は、ともに近年横ばい

傾向にある。 

計画地及びその周辺からの雨水等の排水は、公共下水道（合流式下水道）を通じて、芝浦水

再生センターで処理される。 

計画地及びその周辺地域は、「9.1 大気等 9.1.1 現況調査 (4)調査結果 4)土地利用の

状況」（p.74 参照）に示したとおり、中高層住宅専用地域や住居地域及び商業地域等が広がる

地域となっており、大規模な工場・事業場はみられない。なお、国立霞ヶ丘競技場においては

芝散水等に中水が利用されていた。 

表 9.4-4(1) 新宿区における地下水揚水量の推移（平成 15年～24年の 10年間） 

単位：（m3/日） 

区 分 

新 宿 区 

平成 

15年 

平成 

16年 

平成 

17年 

平成 

18年 

平成 

19年 

平成 

20年 

平成 

21年 

平成 

22年 

平成 

23年 

平成 

24年 

工 場 770 763 751 617 539 500 403 379 125 93 

指定作業場 2,403 1,387 1,114 1,169 1,238 1,128 1,172 1,205 1,291 1,396 

上 水 道 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

そ の 他 315 887 868 977 1,629 1,077 1,134 1,145 1,088 1,138 

計 3,488 3,037 2,733 2,763 3,406 2,705 2,709 2,729 2,504 2,627 

注）上水道等とは、工場・指定作業以外のもの。 

出典：「平成 24年 都内の地下水揚水の実態」(平成 26年３月 東京都環境局) 

 

表 9.4-4(2) 渋谷区における地下水揚水量の推移（平成 15年～24年の 10年間） 

単位：（m3/日） 

区 分 

渋 谷 区 

平成 

15年 

平成 

16年 

平成 

17年 

平成 

18年 

平成 

19年 

平成 

20年 

平成 

21年 

平成 

22年 

平成 

23年 

平成 

24年 

工 場 170 165 151 152 21 153 132 139 157 155 

指定作業場 370 424 404 384 344 339 252 288 242 243 

上 水 道 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

そ の 他 47 57 60 67 200 47 46 31 25 37 

計 587 646 615 603 565 539 430 458 424 435 

注）上水道等とは、工場・指定作業以外のもの。 

出典：「平成 24年 都内の地下水揚水の実態」(平成 26年３月 東京都環境局) 
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5) 植生の状況 

植生の状況は、「9.3 生物の生育・生息基盤 9.3.1 現況調査 (4) 調査結果 5) 植生の状

況」（p.158参照）に示したとおりである。 

明治神宮外苑に隣接する計画地内は、明治公園（四季の庭）等に植栽樹林群（混交）が分布

するほか、植栽樹林群（落葉広葉）や植栽樹林群（常緑広葉）が分布しており、浸透域になっ

ているが、明治公園（四季の庭、霞岳広場）のほとんどの地表面はアスファルト等により舗装

されている。 

6) 土地利用の状況 

土地利用の状況は「9.1 大気等 9.1.1現況調査 (4) 調査結果 4) 土地利用の状況」（p.74

参照）に示したとおりである。 

計画地の土地利用は、現在、スポーツ・興行施設のほか、公園・運動場等（明治公園（霞岳

広場）、明治公園（四季の庭））、事務所建築物（(独)日本スポーツ振興センター）、宿泊・遊興

施設（日本青年館）となっている。 

計画地周辺の土地利用は、北側は道路・鉄道等をへだてて厚生医療施設、東側は教育文化施

設である聖徳記念絵画館や公園・運動場等、南側から東側にかけては、集合住宅や事務所建築

物等となっている。 

7) 地下構造物等の状況 

計画地に位置する国立霞ヶ丘競技場及び日本青年館には地下室が設置されており、地下躯体

の標高は国立霞ヶ丘競技場では T.P.+21m程度、日本青年館で T.P.+16m程度である。オリンピ

ックスタジアム建設に伴いこれらの施設は解体予定である。 

計画地の北側～東側にかけては都営地下鉄大江戸線が、西側約 600m には東京メトロ副都心

線が、南側約 600m には東京メトロ半蔵門線及び東京メトロ銀座線が通っており、計画地は地

下鉄に囲まれた地域に位置している。計画地に近い地下鉄の駅の深さは、都営地下鉄大江戸線

の最寄駅である国立競技場駅は T.P.+2m 程度、青山一丁目駅は T.P.+5m 程度である（「各駅情

報」（平成 27年３月３日参照 東京都交通局ホームページより））。 

8) 法令等による基準等 

水循環に関する法令等については、表 9.4-5に示すとおりである。 
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表 9.4-5 水循環に係る法律等 

名 称 内  容 

水循環基本法 

（平成 26年法律第 16号） 

（目的） 

第一条 この法律は、水循環に関する施策について、基本理念を定め、国、地方公共団体、事

業者及び国民の責務を明らかにし、並びに水循環に関する基本的な計画の策定その他水循環

に関する施策の基本となる事項を定めるとともに、水循環政策本部を設置することにより、

水循環に関する施策を総合的かつ一体的に推進し、もって健全な水循環を維持し、又は回復

させ、我が国の経済社会の健全な発展及び国民生活の安定向上に寄与することを目的とす

る。 

（基本理念） 

第三条 水については、水循環の過程において、地球上の生命を育み、国民生活及び産業活動

に重要な役割を果たしていることに鑑み、健全な水循環の維持又は回復のための取組が積極

的に推進されなければならない。 

２ 水が国民共有の貴重な財産であり、公共性の高いものであることに鑑み、水については、

その適正な利用が行われるとともに、全ての国民がその恵沢を将来にわたって享受できるこ

とが確保されなければならない。 

３ 水の利用に当たっては、水循環に及ぼす影響が回避され又は最小となり、健全な水循環が

維持されるよう配慮されなければならない。（以下略） 

（事業者の責務） 

第六条 事業者は、その事業活動に際しては、水を適正に利用し、健全な水循環への配慮に努

めるとともに、国又は地方公共団体が実施する水循環に関する施策に協力する責務を有す

る。 

（関係者相互の連携及び協力） 

第八条 国、地方公共団体、事業者、民間の団体その他の関係者は、基本理念の実現を図るた

め、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。 

建築物用地下水の採取の

規制に関する法律 

（昭和 37年法律第 100号） 

（目的） 

第一条 この法律は、特定の地域内において建築物用地下水の採取について地盤の沈下の防

止のため必要な規制を行なうことにより、国民の生命及び財産の保護を図り、もつて公共

の福祉に寄与することを目的とする 

（建築物用地下水の採取の許可） 

第四条  前条第一項の規定により政令で指定された地域（以下「指定地域」という。）内の揚

水設備により建築物用地下水を採取しようとする者は、揚水設備ごとに、そのストレーナー

の位置及び揚水機の吐出口の断面積を定めて、環境省令で定めるところにより、都道府県知

事（地方自治法 （昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項 の指定都市

（以下「指定都市」という。）の区域内にあつては、指定都市の長。以下第十五条を除き同

じ。）の許可を受けなければならない。許可を受けた揚水設備のストレーナーの位置を許可

を受けた位置より浅くし、又はその揚水機の吐出口の断面積を許可を受けた断面積より大き

くしようとする者も、同様とする。 

都民の健康と安全を確保

する環境に関する条例 

（平成 12年東京都 

条例第 215号） 

（目的） 

第一条 この条例は、他の法令と相まって、環境への負荷を低減するための措置を定めるとと

もに、公害の発生源について必要な規制及び緊急時の措置を定めること等により、現在及

び将来の都民が健康で安全かつ快適な生活を営む上で必要な環境を確保することを目的と

する。 

（地下水の揚水施設の構造基準及び揚水量の制限） 

第七十六条  地盤沈下の防止の対策が必要な地域として規則で定める地域内において、工場

又は指定作業場を設置している者は、地下水の利用を目的として、地下水を揚水するため

の揚水施設(動力を用いて地下水を揚水するための施設であって規則で定める規模以上の

施設に限る。以下同じ。)を設置するときは、当該工場又は指定作業場内にある揚水施設の

揚水機の吐出口の断面積(当該工場又は指定作業場内にある揚水施設の揚水機の吐出口が

二以上となるときは、すべての吐出口の断面積の合計。以下この条において同じ。)の上限

を二十一平方センチメートルとし、揚水機の吐出口の断面積が六平方センチメートルを超

える場合はストレーナーの位置を、揚水機の吐出口の断面積が六平方センチメートル以下

の場合は揚水機の出力を規則で定める基準に適合させなければならない。 
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9.4水循環 

9) 東京都等の計画等の状況 

水循環に関する東京都等の計画等については、表 9.4-6(1)～(3)に示すとおりである。 

表 9.4-6(1) 水循環に係る東京都等の計画等 

項 目 内  容 

東京都雨水浸透指針 

（平成 13年７月  

東京都） 

第1 目的 

この指針は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成 12 年東京都条例第 215 号)

に基づき、地下水の保全を図るため、雨水を地下へ浸透させるための方法等について定めるこ

とを目的とする。 

第 2 地下への浸透を推進する雨水 

地下への浸透を推進する雨水は、次に掲げる雨水とする。 

1 建物の屋根等から雨どい等を経て集まる雨水 

2 植栽のない庭、グラウンド等の裸地に降る雨水 

3 駐車場等の舗装が施されている場所等に降る雨水 

第 3 地下への浸透を推進する地域 

雨水の地下への浸透を推進する地域は、次に掲げる地域を除く地域とする。 

１ 地盤の雨水浸透能力が低く、浸透効果を期待できない地域(地下水位が高い地域、地盤の

低い地域等) 

２ 雨水を地下へ浸透させることにより防災上の支障が生じるおそれのある地域（地すべりの

おそれのある地域、急傾斜地で崩壊の危険がある地域等） 

第 4 雨水の浸透方法 

雨水の地下への浸透に当たっては、地下水汚染の防止の観点から、拡水法(地表面又は地表近

くの地層を通して、雨水を自然に地下へ浸透させる方法をいう。)を用いた次に掲げる雨水浸

透施設等により行うものとする。 

１ 雨水浸透ます 

２ 雨水浸透トレンチ 

３ 透水性舗装 

４ 雨水浸透側溝 

５ 透水池 

６ 地表面の緑地化 

第 5 雨水浸透施設の構造等 

雨水浸透施設の構造等は、次のとおりとする。 

１ 雨水浸透ます  

集水機能と透水機能とを有するように、有孔又は多孔性の透水ます、その周辺の砕石の充填て

ん層、砕石充填てん層の外面を覆う透水シート、敷砂、連結管(集水管等)等から構成し、必要

に応じ、目づまりの防止のためにゴミ除去フィルター等を設けるものとする。 

２ 雨水浸透トレンチ 

浸透機能と通水機能とを有するように、有孔又は多孔性の透水管、その周囲を覆う砕石の充填

てん層、砕石充填てん層の外面を覆う透水シート、敷砂等から構成し、透水管については、こ

う配をつけて設置するものとする。 

なお、雨水浸透トレンチは、集水機能の確保等を図るため、雨水浸透ますとの併用を原則とす

る。 

３ 透水性舗装 

表層(空隙げき率の大きい舗装材)、路盤(砕石等)、フィルター層(敷砂)等から構成するものと

する。 

４ 雨水浸透側溝 

地表面設置の有孔Ｕ字溝、敷砂等から構成し、こう配をつけて設置するものとする。 

５ 透水池 

雨水調整池等の雨水の貯留施設の底部に、雨水浸透ます等及び堆たい砂池を設置した構成とす

る。 

６ 地表面の緑地化 

地表面からの雨水の流出率を減少させ、浸透量の増大を図るように、芝等の適当な植物を植栽

するものとする。 

（雨水浸透施設等の規模） 

雨水浸透施設等の規模は、総合的な雨水対策に基づく基準等がある場合を除き、年間降水量の

80パーセント程度(降雨強度が１時間当たり 10ミリメートル程度)の雨水を、確実に地下へ浸

透させることを目標に設定するものとし、浸透対象面積、設置場所の状況及び雨水浸透施設等

の浸透能力に応じ、複数の施設の設置や、各種施設の組合せを検討し、選択するものとする。 
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表 9.4-6(2) 水循環に係る東京都等の計画等 

項 目 内  容 

水の有効利用促進要綱 

（平成 15年８月東京都） 

（目的） 

第 1 条 この要綱は、雑用水の利用及び雨水の浸透に係る必要な事項を定めることにより、

都市の貴重な水資源の有効利用を促進し、もって、環境と共生する都市の形成に寄与するこ

とを目的とする。 

（対象区域） 

第３条 この要綱の対象区域は、東京都全域とする。 

（対象建築物及び開発事業） 

第４条 この要綱の対象となる建築物及び開発事業は以下のとおりである。 

(1)延べ床面積が 10,000平方メートル以上の建築物 

(2)都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第４条第７項に規定する市街地開発事業のうち開

発面積が 3,000平方メートル以上の開発事業 

（雑用水利用・雨水浸透施設の設置） 

第５条 前条に規定する対象建築物及び開発事業を施行する事業者は、建築物又はその敷地

若しくは開発事業の施工区域において、雑用水利用及び雨水浸透の推進に努めるものとする。 

東京都雨水貯留・浸透技

術指針 

（平成 21年２月東京都） 

１．目的と適用範囲 

本指針は、都内における総合的な治水対策の一環である流域対策を推進するために雨水の流

出抑制を目的として設置する貯留施設・浸透施設について、計画及び実施に関する技術的一

般事項を示すものである。 

本指針の適用範囲は、都内全域（島しょ部を除く）で設置される貯留・浸透施設とする。 

3-4 貯留施設の貯留量 

貯留施設の貯留量は、貯留施設の容量を用いて算出する。 

3-5 浸透施設の浸透量 

浸透施設の浸透量は比浸透量と飽和透水係数を用いて算出する。 

「緊急豪雨対策」に基づ

く「公共施設における一

時貯留施設等の設置に係

る技術指針」 

（平成 24年６月東京都） 

1.1. 本指針の目的と内容 

本指針は、公共施設を活用した一時貯留・浸透施設等の設置を効率的に進めていくことを目

的とし、一時貯留・浸透施設等の設置における調査、計画、設計、施工、維持管理及びフォ

ローアップに係る技術指針を定めるものである。 

本指針は、緊急豪雨対策のうち「③公共施設を活用した一時貯留施設等の設置促進」におい

て、一時貯留・浸透施設等の設置に係る調査、計画、設計、施工、維持管理及びフォローア

ップにおける技術的一般事項や考え方を指針として定めたものである。 

新宿区雨水流出抑制施設

の設置に関する要綱 

（平成元年 10月新宿区） 

（目的） 

第１条 この要綱は、「総合的な治水対策」の一環として、公共施設、大規模民間施設、小規

模民間施設における雨水流出抑制施設の設置に関し必要な事項を定めることにより、都市型

水害の軽減、防止を図り、もって安全な都市環境の確保に資することを目的とする。 

（雨水流出抑制施設設置の協力） 

第 3 条 新宿区内において、公共施設、大規模民間施設、小規模民間施設の新設、改築また

は大規模な修繕を行おうとする者（以下「事業者」という。）は当該施設の敷地内に雨水流出

抑制施設を設置し、都市型水害の防止に協力するものとする。 

（抑制対策量） 

第 4条 

前項第 1 項の規定により、雨水流出抑制施設を設置する場合において、公共施設及び大規模

民間施設は、敷地面積 100 平方メートル当たり、6 立方メートル以上の貯留量を確保し、小

規模民間施設は、敷地面積 100 平方メートル当たり、3 立方メートル以上の貯留量を確保す

るものとする。 

 

渋谷区雨水流出抑制施設

設置指導要綱 

（平成６年４月渋谷区） 

（対象区域） 

この要綱の対象区域は、渋谷区全域とする。 

（対象施設） 

公共施設及び敷地面積が 500m2以上の民間施設 

（抑制対策） 

敷地面積 1,000m2に対して 60m3の雨水流出抑制対策量を目標値とする。 
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9.4.2 予測 

(1) 予測事項 

予測事項は、地下水涵養能の変化の程度、地下水の水位及び流動の変化の程度とした。 

 

(2) 予測の対象時点 

予測の対象時点は、2020年東京大会の実施に伴う建設工事等での土地の改変、施設撤去後の現

状回復等において、水循環に変化が生じる又は生じていると思われる時点とし、大会開催前、大

会開催中、大会開催後のそれぞれ代表的な時点又は期間のうち、大会開催前、大会開催後とした。 

 

(3) 予測地域 

予測地域は、計画地及びその周辺とした。 

 

(4) 予測手法 

1) 開催前の施設の建設による地下水の水位及び流動の変化の程度 

施工計画、建築計画及び現況調査結果を基に、掘削工事等に伴う地下水の揚水による地下水

の水位及び流動の変化の程度を定性的に予測する方法とした。 

2) 開催後の設備等の持続的稼働による地下水涵養能の変化の程度及び地下水の水位及び流動

の変化の程度 

ア．地下水涵養能の変化の程度 

建築計画を基に、地下水涵養能の変化の程度を予測した。 

雨水流出抑制量は、「新宿区雨水流出抑制施設の設置に関する要綱」、「渋谷区雨水流出抑

制施設設置指導要綱」に示されている 6m3/100m2以上とした。 

イ．地下水の水位及び流動の変化の程度 

建築計画及び現況調査結果を基に、地下構造物の存在等による地下水の水位及び流動の変

化の程度を定性的に予測する方法とした。 

 

(5) 予測結果 

1) 開催前の施設の建設による地下水の水位及び流動の変化の程度 

計画では、掘削範囲の周囲に、山留壁として遮水性の高い SMW（ソイルセメント柱列壁）を

採用し、T.P.+8m まで根入れした上で、地下構造物を構築する計画である。計画建築物の基礎

底レベルは、T.P.+20m～12mであり、フィールド部分で T.P.+16m程度、観客席部分で T.P.+18m

程度であり、最も深いキールアーチの基礎部の T.P.+12m 程度の範囲はわずかである。地下構

造物の構築に当たっては、基礎底レベルまで地下水位を低下させる必要があるが、山留壁はそ

れよりも深い範囲まで根入れすることとしており、工事に伴う地下水の揚水により、山留壁周

辺の地下水位を著しく低下させることはないと予測する。 
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2) 開催後の設備等の持続的稼働による地下水涵養能の変化の程度及び地下水の水位及び流動

の変化の程度 

ア．地下水涵養能の変化の程度 

計画地の現況は、大部分がアスファルト等により舗装されている。 

雨水流出抑制対策必要量の算定結果は、表 9.4-7 に示すとおり約 6,780m3である。計画で

は、可能な範囲に雨水浸透施設（浸透トレンチ、浸透ます、緑地）を設けるとともに、雨水

貯留施設を設置することにより、必要な雨水流出抑制対策量を確保する計画である。 

表 9.4-7 雨水流出抑制対策必要量の算定 

敷地面積 
単位面積当たりの 

雨水流出抑制対策量 
雨水流出抑制対策 

必要量 

約 113,000m2 6m3/100m2 約 6,780m3 

 

雨水浸透施設としては、浸透トレンチ、浸透ます及び緑地を配置する。雨水浸透施設の概

要と浸透量については、表 9.4-8 に示すとおりであり、約 1,050m3と算定する。なお、緑地

については、自然地盤の緑地を対象とした。 

表 9.4-8 施設の建設後の浸透施設による浸透量 

浸透施設 数量 浸透能力 浸透量 

浸透トレンチ 約 1,120m 0.74m3/m･h 約 830m3 

浸透ます 約 85基 1.60m3/基･h 約 140m3 

緑 地 約 1,550m2 0.05m3/m2･h 約 80m3 

合 計 約 1,050m3 

出典：「雨水流出抑制計画書」（(独)日本スポーツ振興センター） 

 

本事業では、必要な雨水流出抑制対策量である約 6,780m3 のうち約 1,050m3 を浸透施設に

より確保し、不足分となる約 5,730m3については、雨水貯留施設により確保する。雨水貯留

施設の設置に当たっては、南北に長い計画地の形状等をふまえ、北側、南側及びフィールド

の３箇所に設置することで効率よく雨水を貯留できるよう配慮する。 

イ．地下水の水位及び流動の変化 

計画では、山留壁として構築した SMWを地下構造物構築後も残置する計画である。計画地

及び周辺の地下水位は T.P.+28m～T.P.+21m程度と考えられるため、残置する山留壁により、

地下水の流動に影響を及ぼすおそれが考えられる。 

ただし、計画地で確認された帯水層である東京層や東京礫層等は、計画地周辺においても

その分布がみられ、帯水層が連続して分布しているものと想定される。地下水は地下構造物

を迂回して流れ、地下水流が著しく阻害される可能性は小さいと予測する。 
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9.4.3 ミティゲーション 

(1) 開催前の施設の建設による地下水の水位及び流動の変化の程度 

1) 予測に反映した措置 

・掘削工事に当たっては、掘削範囲の周囲に山留壁を設置する。山留壁には、剛性及び遮水

性の高い SMWを採用する計画である。 

・SMW の打設に当たっては、掘削深度よりも深い T.P.+8m まで根入れを行うことにより周辺

の地下水位の低下防止を図る計画である。 

2) 予測に反映しなかった措置 

・地下水位の低下（特に急激な変化）が確認された場合には、工事の内容、降雨の状況等を

踏まえ、速やかにその原因を究明し、対応策を講じる計画である。 

・また、ディープウェル工法による地下水排水に当たっては、地下水揚水量の適正な管理を

行い、必要最小限とする計画である。 

・必要に応じて、地下水位のモニタリングを実施するとともに、リチャージウェル工法の適

応性を検討する計画である。 

・雨水や施設内で利用した排水を処理した循環利用水（中水）をトイレ洗浄水や芝散水に用

いる計画である。 

 

(2) 開催後の設備等の持続的稼働による地下水涵養能の変化の程度及び地下水の水位及び流動の

変化の程度 

1) 予測に反映した措置 

・浸透性舗装、浸透ます等を設置することにより地下水涵養能の確保を図る計画である。 

・雨水流出抑制計画書を新宿区に提出し、浸透と貯留による方法で抑制対策を行う計画であ

る。 

・水の有効利用促進要綱に基づき、雑用水利用・雨水浸透計画書を提出する。雑用水利用施

設及び雨水浸透施設の計画、構造、管理等については、関係法令等の規定に従い適正に行

う。 

2) 予測に反映しなかった措置 

・浸透性舗装、浸透ます等については、定期的に点検を行い、その機能の維持・回復を図る

計画である。 
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9.4.4 評価 

(1) 評価の指標 

評価の指標として、地下水涵養能の変化の程度については、法令等による基準等として、「新宿

区雨水流出抑制施設の設置に関する要綱」、「渋谷区雨水流出抑制施設設置指導要綱」に示される

雨水流出抑制量の確保とし、地下水の水位及び流動の変化の程度については、「地下水等の現状を

悪化させないこと」とした。 

 

(2) 評価の結果 

1)  開催前の施設の建設による地下水の水位及び流動の変化の程度 

ア．地下水の水位及び流動の変化 

掘削工事に当たっては、山留壁として遮水性の高い SMW（ソイルセメント柱列壁）を採用

し、周辺からの地下水の湧出を抑制するため、山留壁周辺の地下水位を著しく低下させるこ

とはないと考える。また、掘削工事施工中については、必要に応じて、地下水位のモニタリ

ングを実施し、地下水揚水量の適切な管理を実施する。これらの状況についてはフォローア

ップ報告書により明らかにする。 

以上のことから、工事中の地下水の揚水により、計画地周辺の地下水位に著しい影響を及

ぼすことはなく、評価の指標は満足するものと考える。 

2)  開催後の設備等の持続的稼働による地下水涵養能の変化の程度及び地下水の水位及び流動

の変化の程度 

ア．地下水涵養能の変化の程度 

計画地の現況は、大部分がアスファルト等により舗装されている。 

本事業では雨水浸透施設と雨水貯留施設の組み合わせにより、「新宿区雨水流出抑制施設

の設置に関する要綱」、「渋谷区雨水流出抑制施設設置指導要綱」に示される必要な抑制対策

量を確保する計画である。雨水浸透施設としては、浸透トレンチ、浸透ます及び緑地を設置

する計画であり、地下水涵養を図る計画である。また、緑地における蒸散効果により、ヒー

トアイランド対策にも寄与することが期待できる。 

以上のことから、土地の改変に伴う雨水流出量を抑制できるとともに、地下水涵養が図れ

ることから、評価の指標を満足するものと考える。 

イ．地下水の水位及び流動の変化 

計画では、山留壁として構築した SMWを地下構造物構築後も残置する計画であり、地下水

を遮断する可能性がある。 

計画地で確認された帯水層である東京層や東京礫層等は、計画地周辺においてもその分布

がみられ、帯水層が連続して分布しているものと想定される。地下水は地下構造物を迂回し

て流れると考えられる。 

以上のことから、現状の地下水位及び流動を著しく阻害させることはなく、評価の指標を

満足するものと考える。 
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9.5 生物・生態系 

9.5.1 現況調査 

(1) 調査事項及びその選択理由 

調査事項及びその選択理由は、表 9.5-1に示すとおりである。 

表 9.5-1 調査事項及びその選択理由 

調査事項 選択理由 

①生物の状況 
②生育・生息環境 
③生態系の状況 
④土地利用の状況 
⑤法令等による基準等 
⑥東京都等の計画等の状況 

事業の実施に伴い陸上植物の植物相及び植物群落
の変化、陸上動物の動物相及び動物群集の変化、
生育・生息環境の変化及び生態系の変化が考えら
れることから、計画地及びその周辺について、左
記の事項に係る調査が必要である。 

 

(2) 調査地域 

調査地域は、図9.5-1に示す計画地及びその周辺とした。 

 

(3) 調査方法 

1) 生物の状況 

調査は、既存資料調査及び現地調査による方法によった。 

ア．陸上植物の状況 

調査方法は、表 9.5-2に示すとおりである。 

表 9.5-2 調査方法 

調査事項 調査範囲・地点 調査時期・期間 調査手法 

・植物相 
・植物群落 

計画地及びその周辺の土
地利用状況を踏まえ、会場
エリア内とした。 
（図 9.5-1参照） 

・植物相 
春、初夏、夏、秋の 
四季とした。 

・植物群落 
初夏季の一季とした。 

・植物相 
任意観察法 

・植物群落 
現地踏査、航空写真の判読
及び既存資料の整理によ
り、植生図を作成した。 

 

イ．陸上動物の状況 

調査方法は、表 9.5-3に示すとおりである。 

表 9.5-3 調査方法 

調査事項 調査範囲・地点 調査時期・期間 調査手法 

・哺乳類 
・鳥類 
・両生類・は虫類 
・昆虫類 
・クモ類 

計画地及びその周辺の土
地利用状況を踏まえ、会
場エリア内及び以下の地
点とした。 
（図 9.5-1参照） 
・哺乳類 

1地点とした。 
・鳥類 

1定点、1ラインとした。 
・昆虫類(トラップ) 

1地点とした。 

・哺乳類 
春、夏、秋、冬の 
四季とした。 

・鳥類 
春、初夏、夏、秋、冬
の五季とした。 

・両生類・は虫類 
春、初夏、夏、秋、冬
の五季とした。 

・昆虫類 
春、初夏、夏、秋の 
四季とした。 

・クモ類 
春、初夏、夏、秋の 
四季とした。 

・哺乳類 
任意観察法、トラップ法、
夜間調査(バットディテク
ター)による。 

・鳥類 
任意観察法、定点観察法、
ラインセンサス法による。 

・両生類・は虫類 
任意観察法による。 

・昆虫類 
任意観察法、ベイトトラッ
プ法、ライトトラップ法に
よる。 

・クモ類 
任意観察法による。 
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2) 生育・生息環境 

ア．地形等の状況 

調査は、「地形図」（国土地理院）、「土地条件図」(昭和 55年～昭和 56年 国土地理院)の

既存資料の整理によった。 

イ．植生等の状況 

調査は、「自然環境保全基礎調査 植生調査」（平成 11 年～ 環境省自然環境局生物多様

性センター）の既存資料の整理によった。また、現地調査により、会場エリア内の植生の状

況を確認した。調査は、平成 26年６月 12、13日に実施した。 

ウ．大気環境 

調査は、東京管区気象台及び計画地周辺に位置する一般環境大気測定局における調査結果

を整理・解析した。 

エ．地域社会とのつながり 

調査は、当該地域の利用状況において、動植物の生育・生息環境の有する機能との関わり

の整理によった。 

3) 生態系の状況 

調査は、現地調査により確認された動植物の、生物相互の関わりの整理によった。 

4) 土地利用の状況 

調査は、「東京の土地利用 平成 23年東京都区部」（平成 25年５月 東京都都市整備局）、「新

宿区用途地域等都市計画図」（平成 25年 11月 新宿区）等の既存資料の整理によった。 

5) 法令等による基準等 

調査は、文化財保護法（昭和 25年法律第 214号）、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保

存に関する法律（平成４年法律第 75号）、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成 14

年法律第 88号）等の法令の整理によった。 

6) 東京都等の計画等の状況 

調査は、「第 11次鳥獣保護事業計画」（平成 24年３月 東京都）、「植栽時における在来種選

定ガイドライン」（平成 26年５月 東京都）の計画等の整理によった。 
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(4) 調査期間 

陸上動植物の現地調査は、表 9.5-4に示す時期に実施した。 

表 9.5-4 調査時期 

調査地域 調査項目 調査時期 

オリンピック 

スタジアム 

陸上植物の 

状況 

植物相 

 

春季 ：平成 26年 4月 30日 

初夏季：平成 26年 5月 22日 

夏季 ：平成 26年 7月 4日 

秋季 ：平成 26年 10月 10日 

植物群落 初夏季：平成 26年 6月 12日、13日 

陸上動物の 

状況 

哺乳類 秋季 ：平成 25年 11月 25日、26日 

冬季 ：平成 26年 1月 22日、23日 

春季 ：平成 26年 5月 13日、15～16日 

夏季 ：平成 26年 7月 3～4日 

鳥類 秋季 ：平成 25年 11月 25日 

冬季 ：平成 26年 1月 23日 

春季 ：平成 26年 5月 2日 

初夏季：平成 26年 6月 5日 

夏季 ：平成 26年 8月 7日 

秋季 ：平成 26年 9月 25日 

は虫類 秋季 ：平成 25年 11月 25日 

冬季 ：平成 26年 1月 23日 

春季 ：平成 26年 5月 16日 

初夏季：平成 26年 6月 23日 

夏季 ：平成 26年 7月 3～4日 

両生類 秋季 ：平成 25年 11月 25日 

冬季 ：平成 26年 1月 23日 

春季 ：平成 26年 5月 16日 

初夏季：平成 26年 6月 23日 

夏季：平成 26年 7月 3～4日 

昆虫類 秋季 ：平成 25年 11月 25日、26日 

春季 ：平成 26年 5月 19～20日 

初夏季：平成 26年 6月 19～20日 

夏季 ：平成 26年 7月 31日-8月 1日 

秋季 ：平成 26年 9月 29日、30日 

クモ類 秋季 ：平成 25年 11月 25日 

春季 ：平成 26年 5月 19～20日 

初夏季：平成 26年 6月 19～20日 

夏季 ：平成 26年 7月 31日～8月 1日 

秋季 ：平成 26年 9月 29日、30日 
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(5) 調査結果 

1) 生物の状況 

ア．陸上植物の状況 

(ｱ) 確認種 

現地調査により、計画地及びその周辺において表 9.5-5(1)～(7)に示すとおり 118科 454

種の植物が確認された。 

計画地及びその周辺は、明治神宮外苑として、聖徳記念絵画館や国立霞ヶ丘競技場、東

京体育館、神宮球場等のスポーツ・文化施設が整備されている。施設周辺には落葉広葉樹

のケヤキ、トウカエデ、スズカケノキ類等、常緑広葉樹のスダジイ、シラカシ、マテバシ

イ、クスノキ等、針葉樹のヒマラヤスギ、メタセコイヤ等の植栽林が広がり、胸高直径が

50cm以上の大径木も多く確認された。また、中国や朝鮮半島のほか、国内では対馬、愛知、

岐阜、長野に分布する落葉広葉樹のヒトツバタゴも数多く植栽されていた。植栽帯が厚い

箇所の林床には、イタドリ、ヨウシュヤマゴボウ、ヒナタイノコヅチ、ドクダミ、クサノ

オウ等の草本類やフモトシダ、リョウメンシダ、ベニシダ等のシダ類が確認された。 

表 9.5-5(1) 植物確認種 

No. 科名 種名 

1 トクサ科 スギナ 
2 ハナヤスリ科 オオハナワラビ 
3 フサシダ科 カニクサ 
4 コバノイシカグマ科 フモトシダ 
5 イノモトソウ科 イノモトソウ 
6 チャセンシダ科 トラノオシダ 
7 オシダ科 リョウメンシダ 
8   オニヤブソテツ 
9   ヤマヤブソテツ 
10   ベニシダ 
11 ヒメシダ科 ミゾシダ 
12   ホシダ 
13   ヤワラシダ 
14   ミドリヒメワラビ 
15 メシダ科 イヌワラビ 
16 ウラボシ科 ノキシノブ 
17 イチョウ科 イチョウ 
18 マツ科 ヒマラヤスギ 
19   カラマツ 
20   シロマツ 
21   アカマツ 
22   クロマツ 
23 スギ科 スギ 
24   メタセコイヤ 
25   コウヤマキ 
26   ラクウショウ 
27 ヒノキ科 ヒノキ 
28   サワラ 
29   カイヅカイブキ 
30   コノテガシワ 
31 マキ科 イヌマキ 
32 イチイ科 イチイ 
33   カヤ 
34 ヤマモモ科 ヤマモモ 
35 クルミ科 シナサワグルミ 
36 ヤナギ科 セイヨウハコヤナギ 
37 カバノキ科 クマシデ 
38   アカシデ 
39   イヌシデ 
40   アサダ 
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表 9.5-5(2) 植物確認種 

No. 科名 種名 

41 ブナ科 クリ 
42   スダジイ 
43   マテバシイ 
44   クヌギ 
45   カシワ 
46   アラカシ 
47   シラカシ 
48   ウバメガシ 
49   ウラジロガシ 
50   コナラ 
51 ニレ科 ムクノキ 
52   エノキ 
53   アキニレ 
54   ケヤキ 
55 クワ科 ヒメコウゾ 
56   カジノキ 
57   クワクサ 
58   イヌビワ 
59   ヤマグワ 
60 イラクサ科 ヤブマオ 
61   カラムシ 
62   アオミズ 
63 タデ科 ミズヒキ 
64   シャクチリソバ 
65   ヒメツルソバ 
66   イヌタデ 
67   ツルドクダミ 
68   ハイミチヤナギ 
69   ミチヤナギ 
70   イタドリ 
71   スイバ 
72   アレチギシギシ 
73   ナガバギシギシ 
74   ギシギシ 
75   エゾノギシギシ 
76 ヤマゴボウ科 ヨウシュヤマゴボウ 
77 オシロイバナ科 オシロイバナ 
78 ザクロソウ科 ザクロソウ 
79   クルマバザクロソウ 
80 スベリヒユ科 スベリヒユ 
81   ハゼラン 
82 ナデシコ科 ノミノツヅリ 
83   オランダミミナグサ 
84   キヌイトツメクサ 
85   ツメクサ 
86   ノミノフスマ 
87   ウシハコベ 
88   コハコベ 
89   ミドリハコベ 
90   イヌコハコベ 
91 アカザ科 シロザ 
92   コアカザ 
93   ゴウシュウアリタソウ 
94 ヒユ科 ヒカゲイノコズチ 
95   ヒナタイノコズチ 
96   ホソアオゲイトウ 
97   ホナガイヌビユ 
98 モクレン科 ユリノキ 
99   タイサンボク 
100   ハクモクレン 
101   コブシ 
102   カラタネオガタマ 
103 マツブサ科 サネカズラ 
104 クスノキ科 バリバリノキ 
105   クスノキ 
106   ヤブニッケイ 
107   ニッケイ 
108   ゲッケイジュ 
109   タブノキ 
110   シロダモ 
111 カツラ科 カツラ 
112 キンポウゲ科 ボタンヅル 
113   コボタンヅル 
114   センニンソウ 
115 メギ科 ヒイラギナンテン 
116   ナンテン 
117 アケビ科 ムベ 
118 ドクダミ科 ドクダミ 
119 センリョウ科 センリョウ 
120 マタタビ科 シナサルナシ 
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表 9.5-5(3) 植物確認種 

No. 科名 種名 

121 ツバキ科 ヤブツバキ 
122   サザンカ 
123   チャノキ 
124   サカキ 
125   ハマヒサカキ 
126   ヒサカキ 
127   モッコク 
128 ケシ科 クサノオウ 
129   ムラサキケマン 
130   タケニグサ 
131   ナガミヒナゲシ 
132 アブラナ科 セイヨウアブラナ 
133   ナズナ 
134   タネツケバナ 
135   ミチタネツケバナ 
136   カラクサナズナ 
137   マメグンバイナズナ 
138   ショカツサイ 
139   イヌガラシ 
140   スカシタゴボウ 
141   カキネガラシ 
142 スズカケノキ科 モミジバスズカケノキ 
143   アメリカスズカケノキ 
144 マンサク科 ヒュウガミズキ 
145   トサミズキ 
146   イスノキ 
147   フウ 
148   モミジバフウ 
149   トキワマンサク 
150 ベンケイソウ科 コモチマンネングサ 
151 ユキノシタ科 ウツギ 
152   アジサイ 
153   ユキノシタ 
154 トベラ科 トベラ 
155 バラ科 ボケ 
156   ヘビイチゴ 
157   ヤブヘビイチゴ 
158   ビワ 
159   ヤマブキ 
160   カナメモチ 
161   カンヒザクラ 
162   ヤマザクラ 
163   サトザクラ 
164   ウメ 
165   イトザクラ 
166   エドヒガン 
167   モモ 
168   ソメイヨシノ 
169   シャリンバイ 
170   ノイバラ 
171   クサイチゴ 
172   カジイチゴ 
173   ホザキナナカマド 
174   ユキヤナギ 
175 マメ科 ネムノキ 
176   ハナズオウ 
177   ネコハギ 
178   タンキリマメ 
179   ハリエンジュ 
180   エンジュ 
181   ムラサキツメクサ 
182   シロツメクサ 
183   ヤハズエンドウ 
184   フジ 
185 カタバミ科 カタバミ 
186   アカカタバミ 
187   ムラサキカタバミ 
188   オッタチカタバミ 
189 フウロソウ科 アメリカフウロ 
190 トウダイグサ科 エノキグサ 
191   コニシキソウ 
192   アカメガシワ 
193   ナガエコミカンソウ 
194   コミカンソウ 
195   ナンキンハゼ 
196 ユズリハ科 ユズリハ 
197   ヒメユズリハ 
198 ミカン科 カラスザンショウ 
199   サンショウ 
200 ニガキ科 シンジュ 
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表 9.5-5(4) 植物確認種 

No. 科名 種名 

201 センダン科 センダン 
202 ウルシ科 ハゼノキ 
203   ヤマハゼ 
204 カエデ科 トウカエデ 
205   イロハモミジ 
206 トチノキ科 トチノキ 
207 モチノキ科 イヌツゲ 
208   モチノキ 
209   タラヨウ 
210   クロガネモチ 
211 ニシキギ科 ツルウメモドキ 
212   ニシキギ 
213   ツルマサキ 
214   マサキ 
215   マユミ 
216 ツゲ科 ツゲ 
217 ブドウ科 ノブドウ 
218   ヤブガラシ 
219   ツタ 
220   エビヅル 
221 シナノキ科 ボダイジュ 
222 アオイ科 ムクゲ 
223 アオギリ科 アオギリ 
224 ジンチョウゲ科 ジンチョウゲ 
225 グミ科 ナワシログミ 
226 イイギリ科 イイギリ 
227 スミレ科 アリアケスミレ 
228   タチツボスミレ 
229   ヒメスミレ 
230   ツボスミレ 
231 ウリ科 カラスウリ 
232   キカラスウリ 
233 ミソハギ科 サルスベリ 
234 フトモモ科 Eucalyptus属 
235 アカバナ科 メマツヨイグサ 
236   コマツヨイグサ 
237   ユウゲショウ 
238 ミズキ科 アオキ 
239   アメリカヤマボウシ 
240   ヤマボウシ 
241   ミズキ 
242 ウコギ科 ウド 
243   ヤツデ 
244   カナリーキヅタ 
245   キヅタ 
246 セリ科 ツボクサ 
247   セントウソウ 
248   ミツバ 
249   ノチドメ 
250   チドメグサ 
251   ヒメチドメ 
252   オヤブジラミ 
253 ツツジ科 ドウダンツツジ 
254   アセビ 
255   サツキ 
256   ヤマツツジ 
257   オオムラサキ 
258 ヤブコウジ科 マンリョウ 
259   ヤブコウジ 
260 サクラソウ科 コナスビ 
261 カキノキ科 カキノキ 
262 エゴノキ科 エゴノキ 
263 ハイノキ科 クロキ 
264 モクセイ科 ヒトツバタゴ 
265   レンギョウ 
266   アオダモ 
267   ネズミモチ 
268   トウネズミモチ 
269   イボタノキ 
270   ギンモクセイ 
271   キンモクセイ 
272   ヒイラギ 
273   ヒイラギモクセイ 
274   ムラサキハシドイ 
275 キョウチクトウ科 キョウチクトウ 
276   ツルニチニチソウ 
277 アカネ科 ヒメヨツバムグラ 
278   ヤエムグラ 
279   クチナシ 
280   ヘクソカズラ 
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表 9.5-5(5) 植物確認種 

No. 科名 種名 

281 アカネ科 ハクチョウゲ 
282 ヒルガオ科 コヒルガオ 
283   ヒルガオ 
284   カロリナアオイゴケ 
285 ムラサキ科 ハナイバナ 
286   キュウリグサ 
287 クマツヅラ科 ムラサキシキブ 
288   オオムラサキシキブ 
289   クサギ 
290 シソ科 キランソウ 
291   トウバナ 
292   イヌトウバナ 
293   カキドオシ 
294   ホトケノザ 
295   ヒメオドリコソウ 
296 ナス科 クコ 
297   ホオズキ 
298   ワルナスビ 
299   ヒヨドリジョウゴ 
300   イヌホオズキ 
301   アメリカイヌホオズキ 
302 ゴマノハグサ科 ツタバウンラン 
303   マツバウンラン 
304   トキワハゼ 
305   タチイヌノフグリ 
306   フラサバソウ 
307   ムシクサ 
308   オオイヌノフグリ 
309 ノウゼンカズラ科 ノウゼンカズラ 
310   キリ 
311 キツネノマゴ科 キツネノマゴ 
312 ハマウツボ科 ヤセウツボ 
313 ハエドクソウ科 ハエドクソウ 
314 オオバコ科 オオバコ 
315   ヘラオオバコ 
316 スイカズラ科 ハナツクバネウツギ 
317   スイカズラ 
318   ニワトコ 
319   サンゴジュ 
320   ハコネウツギ 
321 オミナエシ科 オミナエシ 
322 キキョウ科 ヒナキキョウソウ 
323   キキョウソウ 
324   ヒナギキョウ 
325 キク科 ヨモギ 
326   アメリカセンダングサ 
327   コセンダングサ 
328   ヤブタバコ 
329   トキンソウ 
330   アメリカオニアザミ 
331   アレチノギク 
332   オオアレチノギク 
333   キバナコスモス 
334   マメカミツレ 
335   ダンドボロギク 
336   ヒメムカシヨモギ 
337   ハルジオン 
338   ツワブキ 
339   ハキダメギク 
340   ハハコグサ 
341   タチチチコグサ 
342   チチコグサ 
343   セイタカハハコグサ 
344   チチコグサモドキ 
345   ウラジロチチコグサ 
346   ブタナ 
347   オオヂシバリ 
348   ハナニガナ 
349   イワニガナ 
350   アキノノゲシ 
351   ヤブタビラコ 
352   フキ 
353   ノボロギク 
354   セイタカアワダチソウ 
355   オニノゲシ 
356   ノゲシ 
357   ヒメジョオン 
358   アカミタンポポ 
359   セイヨウタンポポ 
360   アイノコセイヨウタンポポ 
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表 9.5-5(6) 植物確認種 

No. 科名 種名 

361 キク科 カントウタンポポ 
362   オニタビラコ 
363 ユリ科 ノビル 
364   ハラン 
365   ハナニラ 
366   タカサゴユリ 
367   ヒメヤブラン 
368   ヤブラン 
369   ジャノヒゲ 
370   ナガバジャノヒゲ 
371   オモト 
372   サルトリイバラ 
373 ヒガンバナ科 ヒガンバナ 
374 ヤマノイモ科 ナガイモ 
375   ヤマノイモ 
376   キクバドコロ 
377   オニドコロ 
378 ミズアオイ科 ホテイアオイ 
379 アヤメ科 シャガ 
380   ニワゼキショウ 
381   ヒメヒオウギズイセン 
382 イグサ科 クサイ 
383   スズメノヤリ 
384 ツユクサ科 マルバツユクサ 
385   ツユクサ 
386   シロバナツユクサ 
387   ヤブミョウガ 
388   ムラサキツユクサ 
389 イネ科 アオカモジグサ 
390   カモジグサ 
391   ヌカボ 
392   ノハラスズメノテッポウ 
393   メリケンカルカヤ 
394   カラスムギ 
395   コバンソウ 
396   ヒメコバンソウ 
397   イヌムギ 
398   ギョウギシバ 
399   メヒシバ 
400   アキメヒシバ 
401   イヌビエ 
402   オヒシバ 
403   カゼクサ 
404   ニワホコリ 
405   コスズメガヤ 
406   オニウシノケグサ 
407   トボシガラ 
408   ムギクサ 
409   ケナシチガヤ 
410   チガヤ 
411   ネズミムギ 
412   ホソムギ 
413   アシボソ 
414   オギ 
415   ススキ 
416   ケチヂミザサ 
417   コチヂミザサ 
418   シマスズメノヒエ 
419   チカラシバ 
420   クロチク 
421   アズマネザサ 
422   ミゾイチゴツナギ 
423   スズメノカタビラ 
424   ナガハグサ 
425   イチゴツナギ 
426   オオスズメノカタビラ 
427   ヒエガエリ 
428   アキノエノコログサ 
429   エノコログサ 
430   ネズミノオ 
431   ムラサキネズミノオ 
432   シバ 
433 ヤシ科 カナリーヤシ 
434   シュロ 
435 サトイモ科 カラスビシャク 
436 カヤツリグサ科 エナシヒゴクサ 
437   メアオスゲ 
438   アゼナルコ 
439   シラスゲ 
440   マスクサ 
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表 9.5-5(7) 植物確認種 

No. 科名 種名 

441 カヤツリグサ科 ヒゴクサ 
442   ナキリスゲ 
443   アオスゲ 
444   オオアオスゲ 
445   ノゲヌカスゲ 
446   ヤブスゲ 
447   ヒメクグ 
448   コゴメガヤツリ 
449   カヤツリグサ 
450   ハマスゲ 
451 ショウガ科 ミョウガ 
452 カンナ科 ハナカンナ 
453 ラン科 シラン 
454   ネジバナ 
計 118科 454種 

 

(ｲ) 注目される植物種 

確認された植物のうち、文化財保護法に基づく天然記念物、絶滅のおそれのある野生動

植物の種の保存に関する法律に基づく国内希少野生動植物種、「レッドリスト（絶滅のお

それのある野生生物の種のリスト 植物Ⅰ(維管束植物)）」（平成 24 年８月 環境省）の

記載種及び「レッドデータブック東京 2013（本土部）」（平成 25 年３月 東京都）の掲載

種を注目される植物種として抽出した結果、表 9.5-6に示す９種が該当した。 

注目される植物種の生態及び確認状況は、表 9.5-7(1)、(2)に示すとおりである。なお、

No.1のスダジイについては、新宿区天然記念物の「シイ」として指定されているものであ

る。 

表 9.5-6 注目される植物 

No. 科名 種名 
選定基準注) 

① ② ③ ④ 

1 ブナ科 スダジイ 区指定     
 

2 クスノキ科 ニッケイ     NT   

3 マンサク科 トサミズキ     NT 
 

4   トキワマンサク     EN 
 

5 マメ科 タンキリマメ       VU 

6 モクセイ科 ヒトツバタゴ     VU   

7 アカネ科 ハクチョウゲ     EN 
 

8 オミナエシ科 オミナエシ     
 

EX 

9 ラン科 シラン 
  

NT 
 

計 8科 9種 1種 0種 6種 2種 

注)選定基準 

①文化財保護法（昭和 25年法律第 214号）、東京都文化財保護条例（昭和 51年東京都条例第 25号）、

新宿区文化財保護条例（昭和 58年新宿区条例第 20号）に基づく天然記念物 

  区指定：新宿区指定天然記念物 

②絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律（平成４年法律第 75号）に基づく国内希

少野生動植物種 

③「レッドリスト（絶滅のおそれのある野生生物の種のリスト 植物Ⅰ(維管束植物)）」（平成 24

年８月 環境省）の記載種 

  EN：絶滅危惧 IＢ類 VU:絶滅危惧 II類 NT:準絶滅危惧 

④「レッドデータブック東京 2013（本土部）」（平成 25年３月 東京都）の区部に該当する掲載種 

  EX：絶滅 VU:絶滅危惧 II類 
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表 9.5-7(1)  注目される植物の生態及び確認状況 

【種 名】：スダジイ 

【分 布】：本州（福島県・新潟県以西）・四国・九州（屋久島まで）に産

し、朝鮮（済州島）にも分布する。 

【形 態】：常緑高木で、花期は５月下旬～６月 

【確認状況】：計画地内の明治公園（霞岳広場）に平成８年に移植されたも

のである。 

 
出典：「日本の野生植物 木本Ⅰ」 

【種 名】：ニッケイ 

【分 布】：江戸時代から栽培されているが、原産地は中国とされていた。

沖縄島北部のほか、久米島・徳之島などに分布する。 

【形 態】：常緑高木で、花期は５～６月。 

【確認状況】：計画地周辺の樹林内で１個体が確認された。 

 
出典：「日本の野生植物 木本Ⅰ」 

【種 名】：トサミズミ 

【分 布】：高知県の岩地にのみ生える。 

【形 態】：落葉低木で、花期は３月末～４月 

【確認状況】：計画地周辺の歩道脇の植込みの２箇所に 15 個体が確認され

た。 
 

出典：「日本の野生植物 木本Ⅰ」 
【種 名】：トキワマンサク 

【分 布】：静岡県・三重県・熊本県の常緑樹林内にまれに生え、台湾・中

国大陸中南部・ヒマラヤ東部に分布する。 

【形 態】：常緑小高木で、花期は４月末～５月。 

【確認状況】：計画地周辺の歩道脇の生垣に２個体が確認された。 

 
出典：「日本の野生植物 木本Ⅰ」 

【種 名】：タンキリマメ 

【分 布】：本州（千葉県以西）～琉球、朝鮮・中国・フィリピンに分布す

る。 

【形 態】：海岸や平地から低山地の草原、林縁などでみられるつる性の多

年草で、花期は７～10月。 

【確認状況】：計画地周辺の樹林内で２個体が確認された。 

 
出典：「レッドデータ東京 2013」 

【種 名】：ヒトツバタゴ 

【分 布】：長野県・岐阜県・愛知県の一部に遺在し、対馬、朝鮮・台湾・

中国大陸の一部に隔離分布する。 

【形 態】：落葉高木で、花期は５月。 

【確認状況】：明治神宮外苑内に広く点在しており、計画地周辺の樹林内や

歩道脇の植込み等に 41個体が確認された。  
注)分布及び形態は、「日本の野生植物 木本Ⅰ」（平成元年２月 (株)平凡社）、「日本の野生植物 木本Ⅰ」（平

成元年２月 (株)平凡社）、「日本の野生植物 草本Ⅰ」（昭和 57年１月 (株)平凡社）、「日本の野生植物 草

本Ⅱ」（昭和 57年３月 (株)平凡社）、「日本の野生植物 草本Ⅲ」（昭和 56年 10月 (株)平凡社）による。 
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表 9.5-7(2)  注目される植物の生態及び確認状況 

【種 名】：ハクチョウゲ 

【分 布】：中国原産でよく栽培され、長崎県では野生化している。 

【形 態】：常緑小低木で、花期は５～７月。 

【確認状況】：計画地周辺の歩道脇の植込みに５個体が確認された。 

 
出典：「日本の野生植物 木本Ⅱ」 

【種 名】：オミナエシ 

【分 布】：北海道～九州のほか、朝鮮・中国・シベリア東部に分布する。 

【形 態】：日当たりのよい山の草地にはえる多年草で、花期は８～10月。 

【確認状況】：計画地周辺の歩道脇の植込みに５個体が確認された。 

 
出典：「レッドデータ東京 2013」 

【種 名】：シラン 

【分 布】：本州中南部～琉球、中国（本土・台湾）に分布する。 

【形 態】：日当たりのよい湿り気のある斜面にはえ、花期は４～５月。 

【確認状況】：計画地周辺の植込みの２箇所に 22個体が確認された。 

 
注)分布及び形態は、「日本の野生植物 木本Ⅰ」（平成元年２月 (株)平凡社）、「日本の野生植物 木本Ⅰ」（平

成元年２月 (株)平凡社）、「日本の野生植物 草本Ⅰ」（昭和 57年１月 (株)平凡社）、「日本の野生植物 草

本Ⅱ」（昭和 57年３月 (株)平凡社）、「日本の野生植物 草本Ⅲ」（昭和 56年 10月 (株)平凡社）による。 
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(ｳ) 植物群落 

植生調査結果を基に計画地及びその周辺に分布する植物群落等を区分した結果、表

9.5-8 に示すとおり草本群落が６区分、木本群落が５区分、畑等のその他区分が５区分、

計 16区分に分類された。 

表 9.5-8 植生区分 

植生区分 群落名 概要 

一年生草本群落 ヒメムカシヨモギ-オオア
レチノギク群落 

ヒメムカシヨモギやオオアレチノギ
クが優占するほか、メマツヨイグサや
アオカモジグサ等が混生する群落。 

多年生草本群落 カゼクサ-オオバコ群落 ギョウギシバやシロツメクサが優占
するほか、オオバコ、ヘラオオバコ、
ムラサキツメクサ、ヨモギ等が混生す
る群落。 

単子葉草本群落 ネズミムギ群落 シバやシロツメクサが生育する草地
であるが、ネズミムギが優占している
群落。 

イヌムギ群落 イヌムギが優占するほか、セイヨウタ
ンポポ、チガヤ、メマツヨイグサ、シ
ロツメクサ、コセンダングサ等が混生
する群落。 

シバ群落 シバが優占する低茎草本群落で、シロ
ツメクサやオオバコ、ヘラオオバコ、
ヒメチドメ等が混生する群落。 

ジャノヒゲ植栽地 ジャノヒゲ（タマリュウ）が植栽され
ている群落。 

木本群落 
 

植栽樹林群（常緑広葉） スダジイやマテバシイ、クスノキ等の
常緑広葉樹が優占する植栽樹群。 

植栽樹林群（落葉広葉） ケヤキやトウカエデ等の落葉広葉樹
が優占する植栽樹群。 

植栽樹林群（常緑針葉） クロマツやカイヅカイブキ、ソテツ等
の常緑針葉樹が優占する植栽樹群。 

植栽樹林群（落葉針葉） ラクウショウやメタセコイア、イチョ
ウ等の落葉針葉樹が優占する植栽樹
群。 

植栽樹林群（混交） 各種の樹木が混生して優占種が判別
できない植栽樹群。 

その他 
 

畑 土地利用が耕作地のもの。 
公園・グラウンド 土地利用が小規模な児童公園やグラ

ウンドのもの。 
人工構造物 土地利用が建築物等のもの。 
道路 土地利用が道路のもの。 
開放水面 河川、池等の水面。 
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イ．陸上動物の状況 

(ｱ) 哺乳類 

ａ．確認種 

現地調査により、計画地及びその周辺において表 9.5-9に示すとおり３目３科３種の

哺乳類が確認された。 

計画地周辺の公園の草地や樹林の林床でアズマモグラ、タヌキの痕跡が確認され、夜

間調査でヒナコウモリ科の飛翔が確認された。 

表 9.5-9 哺乳類確認種 

No. 目名 科名 種名 
確認状況 

秋季 冬季 春季 夏季 

1 モグラ目 モグラ科 アズマモグラ ○ 
 

○ ○ 

2 コウモリ目 ヒナコウモリ科 ヒナコウモリ科 
  

○ ○ 

3 ネコ目 イヌ科 タヌキ 
  

○ 
 

計 3目 3科 3種 1種 0種 3種 2種 

 

ｂ．注目される種 

確認された哺乳類のうち、文化財保護法に基づく天然記念物、絶滅のおそれのある野生

動植物の種の保存に関する法律に基づく国内希少野生動植物種、「レッドリスト（絶滅の

おそれのある野生生物の種のリスト ほ乳類)」（平成 24 年８月 環境省）の記載種及び

「レッドデータブック東京 2013（本土部）」（平成 25 年３月 東京都）の掲載種を抽出し

た結果、表 9.5-10に示す１種が該当した。 

注目される哺乳類の生態及び確認状況は、表 9.5-11に示すとおりである。 

表 9.5-10  注目される哺乳類 

No. 目名 科名 種名 
選定基準注) 

① ② ③ ④ 

1 モグラ目 モグラ科 アズマモグラ       ※ 

計 1目 1科 1種 0種 0種 0種 1種 

注)選定基準 

①文化財保護法（昭和 25年法律第 214号）、東京都文化財保護条例（昭和 51年東京都条例第 25号）、新宿区

文化財保護条例（昭和 58年新宿区条例第 20号）に基づく天然記念物 

②絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律（平成４年法律第 75号）に基づく国内希少野生動

植物種 

③「レッドリスト（絶滅のおそれのある野生生物の種のリスト ほ乳類)」（平成 24年８月 環境省）の記載種 

④「レッドデータブック東京 2013（本土部）」（平成 25年３月 東京都）の区部に該当する掲載種 

  ※：留意種（皇居や区部の公園などの都市部の緑地に住む個体群は、他の集団との交流がない孤立群なので、今

後の生息の推移に留意する必要があるとされる種） 

 

表 9.5-11  注目される哺乳類の生態及び確認状況 

【種  名】：アズマモグラ（モグラ目モグラ科） 

【分  布】：本州、四国 

【形  態】：灰黒色で、トンネルを掘る手はグローブ状になり、尾は短い。

平地から山地の耕作地や草地、樹林などの地下にトンネルを

掘って生息し、トンネル内に落ちたミミズ類や昆虫類の幼虫

などを餌とする。 

【確認状況】：秋季、春季、夏季に計画地周辺の樹林地内に痕跡（塚）が複

数箇所で確認された。 

 
出典：「レッドデータ東京 2013」 

注)分布及び形態は、「レッドデータブック東京 2013（本土部）」（平成 25年３月 東京都）による。 
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(ｲ) 鳥類 

ａ．確認種 

現地調査により、計画地及びその周辺において表 9.5-12 に示すとおり５目 17 科 19

種の鳥類が確認された。 

確認された鳥類は、陸鳥ではコゲラ、オナガ、シジュウカラ、ヒヨドリ、メジロ等の

樹林性の種が確認された。また、外来種であるホンセイインコも確認された。 

確認された種は大部分が留鳥であるが、冬鳥のツグミやシロハラ、夏鳥のツバメも確

認された。 

表 9.5-12  鳥類確認種 

No. 目名 科名 種名 

確認状況 

平成 25年度 平成 26年度 

秋季 冬季 春季 夏季 初夏季 秋季 

1 ハト目 ハト科 キジバト   ○   ○   ○ 

2 キツツキ目 キツツキ科 コゲラ ○ ○ ○     ○ 

3 スズメ目 カラス科 オナガ   ○ ○       

4     ハシブトガラス ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

5   シジュウカラ科 シジュウカラ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

6   ツバメ科 ツバメ       ○     

7   ヒヨドリ科 ヒヨドリ ○ ○ ○   ○ ○ 

8   ウグイス科 ウグイス   ○         

9   エナガ科 エナガ ○           

10   メジロ科 メジロ ○ ○ ○   ○ ○ 

11   ムクドリ科 ムクドリ ○ ○ ○   ○ ○ 

12   ヒタキ科 シロハラ ○           

13     ツグミ   ○         

14   スズメ科 スズメ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

15   セキレイ科 ハクセキレイ ○ ○ ○     ○ 

16   アトリ科 カワラヒワ ○           

17   ホオジロ科 アオジ   ○         

18 ハト目 ハト科 カワラバト ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

19 インコ目 インコ科 ホンセイインコ ○ ○ ○     ○ 

計 5目 17科 19種 13種 15種 11種 6種 7種 11種 

 

ｂ．注目される種 

確認された鳥類のうち、文化財保護法に基づく天然記念物、絶滅のおそれのある野生動

植物の種の保存に関する法律に基づく国内希少野生動植物種、「レッドリスト（絶滅のお

それのある野生生物の種のリスト 鳥類)」（平成 24 年８月 環境省）の記載種及び「レ

ッドデータブック東京 2013（本土部）」（平成 25 年３月 東京都）の掲載種は該当しなか

った。 
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(ｳ) は虫類 

ａ．確認種 

現地調査により、計画地及びその周辺において表 9.5-13 に示すとおり２目５科５種

のは虫類が確認された。明るい草地ではニホントカゲ、ニホンカナヘビが、樹林内の人

工構造物の壁や住宅地内の排水パイプではニホンヤモリ、アオダイショウが確認された。 

表 9.5-13 は虫類確認種 

No. 目名 科名 種名 

確認状況 

平成 25年度 平成 26年度 

秋季 冬季 春季 初夏季 夏季 

1 カメ目 ヌマガメ科 ミシシッピアカミミガメ 
  

 ○ ○ 

2 トカゲ目 ヤモリ科 ニホンヤモリ 
  

○  ○ 

3 
 

トカゲ科 ニホントカゲ 
  

○  ○ 

4 
 

カナヘビ科 ニホンカナヘビ 
  

○  
 

5 
 

ナミヘビ科 アオダイショウ 
  

  ○ 

計 2目 5科 5種 0種 0種 3種 1種 4種 

 

ｂ．注目される種 

確認されたは虫類のうち、文化財保護法に基づく天然記念物、絶滅のおそれのある野生

動植物の種の保存に関する法律に基づく国内希少野生動植物種、「レッドリスト（絶滅の

おそれのある野生生物の種のリスト 爬虫類)」（平成 24 年８月 環境省）の記載種及び

「レッドデータブック東京 2013（本土部）」（平成 25 年３月 東京都）の掲載種を抽出し

た結果、表 9.5-14に示す４種が該当した。 

注目されるは虫類の生態及び確認状況は、表 9.5-15に示すとおりである。 

表 9.5-14  注目されるは虫類 

No. 目名 科名 種名 
選定基準注) 

① ② ③ ④ 

1 トカゲ目 ヤモリ科 ニホンヤモリ       VU 

2 
 

トカゲ科 ニホントカゲ 
   

CR+EN 

3 
 

カナヘビ科 ニホンカナヘビ 
   

VU 

4 
 

ナミヘビ科 アオダイショウ 
   

NT 

計 1目 4科 4種 0種 0種 0種 4種 

注)選定基準 

①文化財保護法（昭和 25年法律第 214号）、東京都文化財保護条例（昭和 51年東京都条例第 25号）、新宿区

文化財保護条例（昭和 58年新宿区条例第 20号）に基づく天然記念物 

②絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律（平成４年法律第 75号）に基づく国内希少野生動

植物種 

③「レッドリスト（絶滅のおそれのある野生生物の種のリスト 爬虫類)」（平成 24年８月 環境省）の記載種 

④「レッドデータブック東京 2013（本土部）」（平成 25年３月 東京都）の区部に該当する掲載種 

  CR+EN：絶滅危惧Ⅰ類 VU：絶滅危惧 II類 NT:準絶滅危惧 
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表 9.5-15  注目されるは虫類の生態及び確認状況 

【種  名】：ニホンヤモリ 

【分  布】：本州、四国、九州 

【形  態】：体色は淡い灰色に暗褐色の斑紋があるが、温度などにより大きく

変わる。夜行性でガ類などの昆虫類、クモ類を食べる。 

【確認状況】：春季に計画地周辺の樹林内で成体が、夏季に計画地周辺の住宅地

の水抜きパイプ内で卵が確認された。 

 

【種  名】：ニホントカゲ 

【分  布】：北海道、本州、四国、九州 

【形  態】：体鱗には光沢があり、オスの成体は東部が発達し、繁殖期にはの

どや腹部がオレンジ色になる。昼行性でクモ類、昆虫類、陸生甲

殻類などを食べる肉食性。 

【確認状況】：春季に計画地周辺の樹林内で幼体が、夏季に計画地周辺の樹林内

で幼体及び成体が確認された。 
 

出典：「レッドデータ東京 2013」 
【種  名】：ニホンカナヘビ 

【分  布】：北海道、本州、四国、九州 

【形  態】：体色は背面が褐色、腹面は白または黄色。背面の鱗にはうね（キ

ール）があり、ザラザラした感じ。昼行性で、クモ類や昆虫類、

ダンゴムシなどの陸生甲殻類を食べる肉食性。 

【確認状況】：春季に計画地周辺の樹林内で幼体が確認された。 

 
出典：「レッドデータ東京 2013」 

【種  名】：アオダイショウ 

【分  布】：北海道、本州、四国、九州 

【形  態】：体色は褐色からオリーブ色と個体差が大きい。成蛇は主にネズミ

類と鳥類を捕食する。幼蛇はカエル類、トカゲ類、ヤモリを好食

し、成蛇と大きく違う。 

【確認状況】：夏季に計画地周辺の樹林内の建物の隙間で成体が確認された。 

 
出典：「レッドデータ東京 2013」 

注)分布及び形態は、「レッドデータブック東京 2013（本土部）」（平成 25年３月 東京都）による。 

 

(ｴ) 両生類 

ａ．確認種 

現地調査により、計画地及びその周辺において表 9.5-16 に示すとおり１目１科１種

の両生類が確認された。 

表 9.5-16 両生類確認種 

No 目 科 種名 

確認状況 

平成 25年度 平成 26年度 

秋季 冬季 春季 初夏季 夏季 

1 カエル目 ヒキガエル科 アズマヒキガエル 
  

○ ○  

計 1 目 1 科 1 種 0 種 0 種 1 種 1 種 0 種 

 

ｂ．注目される種 

確認された両生類のうち、文化財保護法に基づく天然記念物、絶滅のおそれのある野

生動植物の種の保存に関する法律に基づく国内希少野生動植物種、「レッドリスト（絶

滅のおそれのある野生生物の種のリスト 両生類)」（平成 24 年８月 環境省）の記載

種及び「レッドデータブック東京 2013（本土部）」（平成 25 年３月 東京都）の掲載種

を抽出した結果、表 9.5-17に示す１種が該当した。 
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注目される両生類の生態及び確認状況は、表 9.5-18に示すとおりである。 

表 9.5-17 注目される両生類 

No. 目名 科名 種名 
選定基準注) 

① ② ③ ④ 

1 カエル目 ヒキガエル科 アズマヒキガエル       NT 

計 1目 1科 1種 0種 0種 0種 1種 

注)選定基準 

①文化財保護法（昭和 25年法律第 214号）、東京都文化財保護条例（昭和 51年東京都条例第 25号）、新宿区

文化財保護条例（昭和 58年新宿区条例第 20号）に基づく天然記念物 

②絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律（平成４年法律第 75号）に基づく国内希少野生動

植物種 

③「レッドリスト（絶滅のおそれのある野生生物の種のリスト 両生類)」（平成 24年８月 環境省）の記載種 

④「レッドデータブック東京 2013（本土部）」（平成 25年３月 東京都）の区部に該当する掲載種 

  NT:準絶滅危惧 

 

表 9.5-18  注目される両生類の生態及び確認状況 

【種  名】：アズマヒキガエル 

【分  布】：本州（東海以北および近畿の日本海側の一部） 

【形  態】：四肢は比較的短く、指端に吸盤を持たない。背面や側面に大小様々

な隆起が見られる。成体は昆虫類やミミズ類などを食べる。 

【確認状況】：春季に計画地周辺の池で幼生及び幼体が、初夏季に計画地周辺の

樹林内で成体の死体が確認された。 

  
出典：「レッドデータ東京 2013」 

注)分布及び形態は、「レッドデータブック東京 2013（本土部）」（平成 25年３月 東京都）による。 

 

(ｵ) 昆虫類 

ａ．確認種 

現地調査により、計画地及びその周辺において表 9.5-19(1)～(4)に示すとおり 12 目

102科 294種の昆虫類が確認された。 

確認された昆虫類は、主にクサビウンカ、ムラサキシジミ、メダカチビカワゴミムシ

等の樹林性の種のほか、オンブバッタ、ヨモギヒメヨコバイ、ミナミマキバサシガメ、

ヤマトシジミ等の草地性の種も確認された。樹林内の落ち葉が厚く堆積した箇所では、

センチコガネが多数確認された。人工池にはアメンボ類が少数生息しており、秋季には

アキアカネ、コノシメトンボが多数飛来していた。また、アカボシゴマダラ等の外来種

も確認された。 
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9.5生物・生態系 

表 9.5-19(1) 昆虫類確認種 

No. 目名 科名 種名 
確認状況 

平成 25年度 平成 26年度 
秋季 春季 初夏季 夏季 秋季 

1 ﾄﾝﾎﾞ目(蜻蛉目) ｲﾄﾄﾝﾎﾞ科 ｱｼﾞｱｲﾄﾄﾝﾎﾞ   ○       
2   ﾔﾝﾏ科 ｷﾞﾝﾔﾝﾏ       ○   
3   ﾄﾝﾎﾞ科 ｼｮｳｼﾞｮｳﾄﾝﾎﾞ       ○   
4     ｼｵｶﾗﾄﾝﾎﾞ     ○ ○   
5     ｵｵｼｵｶﾗﾄﾝﾎﾞ     ○     
6     ｳｽﾊﾞｷﾄﾝﾎﾞ       ○   
7     ｺｼｱｷﾄﾝﾎﾞ     ○ ○   
8     ｺﾉｼﾒﾄﾝﾎﾞ       ○ ○ 
9     ｱｷｱｶﾈ         ○ 
10 ｶﾏｷﾘ目(蟷螂目) ｶﾏｷﾘ科 ﾊﾗﾋﾞﾛｶﾏｷﾘ         ○ 
11 ｼﾛｱﾘ目(等翅目) ﾐｿﾞｶﾞｼﾗｼﾛｱﾘ科 ﾔﾏﾄｼﾛｱﾘ   ○       
12 ﾊｻﾐﾑｼ目(革翅目) ﾏﾙﾑﾈﾊｻﾐﾑｼ科 ﾊﾏﾍﾞﾊｻﾐﾑｼ     ○ ○   
13     ﾋｹﾞｼﾞﾛﾊｻﾐﾑｼ   ○ ○ ○ ○ 
14 ﾊﾞｯﾀ目(直翅目) ｷﾘｷﾞﾘｽ科 ｸﾋﾞｷﾘｷﾞｽ     ○     
15   ﾏﾂﾑｼ科 ｱｵﾏﾂﾑｼ ○     ○ ○ 
16   ｶﾈﾀﾀｷ科 ｶﾈﾀﾀｷ ○       ○ 
17   ｵﾝﾌﾞﾊﾞｯﾀ科 ｵﾝﾌﾞﾊﾞｯﾀ ○     ○ ○ 
18   ﾋｼﾊﾞｯﾀ科 ﾊﾗﾋｼﾊﾞｯﾀ   ○       
19 ｶﾒﾑｼ目(半翅目) ｱｵﾊﾞﾊｺﾞﾛﾓ科 ｱｵﾊﾞﾊｺﾞﾛﾓ       ○ ○ 
20   ﾏﾙｳﾝｶ科 ｸｻﾋﾞｳﾝｶ ○   ○     
21   ｸﾞﾝﾊﾞｲｳﾝｶ科 ﾐﾄﾞﾘｸﾞﾝﾊﾞｲｳﾝｶ       ○ ○ 
22   ｾﾐ科 ｱﾌﾞﾗｾﾞﾐ       ○   
23     ﾂｸﾂｸﾎﾞｳｼ       ○ ○ 
24     ﾐﾝﾐﾝｾﾞﾐ       ○ ○ 
25     ﾆｲﾆｲｾﾞﾐ       ○   
26   ｱﾜﾌｷﾑｼ科 ｼﾛｵﾋﾞｱﾜﾌｷ         ○ 
27   ﾖｺﾊﾞｲ科 ﾂﾏｸﾞﾛｵｵﾖｺﾊﾞｲ         ○ 
28     ﾌﾞﾁﾐｬｸﾖｺﾊﾞｲ     ○     
29     ﾖﾓｷﾞﾋﾒﾖｺﾊﾞｲ ○         
30     ﾎｿｻｼﾞﾖｺﾊﾞｲ ○         
31     Pagaronia属   ○       
32     ﾎｼｻｼﾞﾖｺﾊﾞｲ     ○     
33     ﾏﾀﾞﾗﾖｺﾊﾞｲ   ○       
34     ｸﾛｽｼﾞﾎｿｻｼﾞﾖｺﾊﾞｲ       ○ ○ 
35   ｻｼｶﾞﾒ科 ﾖｺﾂﾞﾅｻｼｶﾞﾒ   ○       
36   ｸﾞﾝﾊﾞｲﾑｼ科 ｱﾜﾀﾞﾁｿｳｸﾞﾝﾊﾞｲ       ○ ○ 
37     ﾔﾌﾞｶﾞﾗｼｸﾞﾝﾊﾞｲ       ○   
38     ﾂﾂｼﾞｸﾞﾝﾊﾞｲ   ○       
39     ﾄｻｶｸﾞﾝﾊﾞｲ ○ ○       
40   ﾊﾅｶﾒﾑｼ科 ﾔｻﾊﾅｶﾒﾑｼ       ○   
41     ﾅﾐﾋﾒﾊﾅｶﾒﾑｼ       ○   
42   ｶｽﾐｶﾒﾑｼ科 ﾖﾂﾎﾞｼｶｽﾐｶﾒ       ○   
43     ﾋﾒｾﾀﾞｶｶｽﾐｶﾒ     ○ ○   
44     ｱｶﾎｼｶｽﾐｶﾒ     ○ ○ ○ 
45     ﾊｷﾞﾒﾝｶﾞﾀｶｽﾐｶﾒ       ○   
46     ﾀﾞﾙﾏｶﾒﾑｼ     ○     
47     ｽﾞｱｶｼﾀﾞｶｽﾐｶﾒ   ○ ○ ○ ○ 
48     ｳｽﾓﾝﾐﾄﾞﾘｶｽﾐｶﾒ ○         
49     ｲﾈﾎｿﾐﾄﾞﾘｶｽﾐｶﾒ   ○ ○ ○ ○ 
50   ﾏｷﾊﾞｻｼｶﾞﾒ科 ﾐﾅﾐﾏｷﾊﾞｻｼｶﾞﾒ ○         
51   ｵｵﾎｼｶﾒﾑｼ科 ｵｵﾎｼｶﾒﾑｼ         ○ 
52   ﾍﾘｶﾒﾑｼ科 ﾎｿﾊﾘｶﾒﾑｼ         ○ 
53     ﾊﾘｶﾒﾑｼ   ○ ○ ○ ○ 
54     ﾐﾅﾐﾄｹﾞﾍﾘｶﾒﾑｼ ○         
55   ﾋﾒﾍﾘｶﾒﾑｼ科 ｽｶｼﾋﾒﾍﾘｶﾒﾑｼ       ○   
56     ｱｶﾋﾒﾍﾘｶﾒﾑｼ   ○       
57     ﾌﾞﾁﾋｹﾞﾋﾒﾍﾘｶﾒﾑｼ   ○       
58   ｲﾄｶﾒﾑｼ科 ﾋﾒｲﾄｶﾒﾑｼ ○     ○ ○ 
59     ｲﾄｶﾒﾑｼ ○ ○ ○ ○   
60   ﾅｶﾞｶﾒﾑｼ科 ﾎｿﾋﾒﾋﾗﾀﾅｶﾞｶﾒﾑｼ   ○       
61     ﾋﾒｺﾊﾞﾈﾅｶﾞｶﾒﾑｼ   ○ ○     
62     ﾋﾒｵｵﾒﾅｶﾞｶﾒﾑｼ         ○ 
63     ｻﾋﾞﾋｮｳﾀﾝﾅｶﾞｶﾒﾑｼ ○         
64     ｵｵﾓﾝｼﾛﾅｶﾞｶﾒﾑｼ       ○   
65     ﾋﾒﾅｶﾞｶﾒﾑｼ ○ ○ ○ ○ ○ 
66     ﾋｹﾞﾅｶﾞｶﾒﾑｼ   ○ ○ ○ ○ 
67     ﾖﾂﾎﾞｼﾋｮｳﾀﾝﾅｶﾞｶﾒﾑｼ         ○ 
68     ｷﾍﾞﾘﾋｮｳﾀﾝﾅｶﾞｶﾒﾑｼ   ○       
69   ﾂﾉｶﾒﾑｼ科 ｾｱｶﾂﾉｶﾒﾑｼ     ○     
70   ﾂﾁｶﾒﾑｼ科 ﾐﾂﾎﾞｼﾂﾁｶﾒﾑｼ     ○     
71     ﾋﾒﾂﾔﾂﾁｶﾒﾑｼ     ○     
72     ﾂﾁｶﾒﾑｼ   ○ ○ ○   
73   ｶﾒﾑｼ科 ｳｽﾞﾗｶﾒﾑｼ       ○   
74     ﾌﾞﾁﾋｹﾞｶﾒﾑｼ   ○       
75     ﾑﾗｻｷｼﾗﾎｼｶﾒﾑｼ   ○       
76     ﾏﾙｼﾗﾎｼｶﾒﾑｼ         ○ 
77     ｸｻｷﾞｶﾒﾑｼ   ○       
78     ﾁｬﾊﾞﾈｱｵｶﾒﾑｼ ○ ○ ○   ○ 
79   ｷﾝｶﾒﾑｼ科 ｱｶｽｼﾞｷﾝｶﾒﾑｼ   ○       
80   ｱﾒﾝﾎﾞ科 ｱﾒﾝﾎﾞ   ○ ○ ○   
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9.5生物・生態系 

表 9.5-19(2) 昆虫類確認種 

No. 目名 科名 種名 
確認状況 

平成 25年度 平成 26年度 
秋季 春季 初夏季 夏季 秋季 

81 ｶﾒﾑｼ目(半翅目) ｱﾒﾝﾎﾞ科 ﾋﾒｱﾒﾝﾎﾞ   ○       
82 ｱﾐﾒｶｹﾞﾛｳ目(脈翅目) ｸｻｶｹﾞﾛｳ科 ﾔﾏﾄｸｻｶｹﾞﾛｳ ○ ○   ○ ○ 
83     ｶｵﾏﾀﾞﾗｸｻｶｹﾞﾛｳ ○         
84     ｱﾐﾒｸｻｶｹﾞﾛｳ ○         
85 ﾗｸﾀﾞﾑｼ目 ﾗｸﾀﾞﾑｼ科 ﾗｸﾀﾞﾑｼ   ○       
86 ﾁｮｳ目(鱗翅目) ﾊﾏｷｶﾞ科 ﾋﾞﾛｰﾄﾞﾊﾏｷ         ○ 
87   ﾏﾀﾞﾗｶﾞ科 ﾎﾀﾙｶﾞ     ○   ○ 
88   ｾｾﾘﾁｮｳ科 ｲﾁﾓﾝｼﾞｾｾﾘ       ○ ○ 
89   ﾏﾀﾞﾗﾁｮｳ科 ｱｻｷﾞﾏﾀﾞﾗ         ○ 
90   ｼｼﾞﾐﾁｮｳ科 ｳﾗｷﾞﾝｼｼﾞﾐ         ○ 
91     ﾑﾗｻｷｼｼﾞﾐ ○   ○ ○   
92     ﾔﾏﾄｼｼﾞﾐ本土亜種 ○ ○ ○ ○ ○ 
93   ﾀﾃﾊﾁｮｳ科 ﾂﾏｸﾞﾛﾋｮｳﾓﾝ   ○       
94     ｱｶﾎﾞｼｺﾞﾏﾀﾞﾗ   ○   ○ ○ 
95   ｱｹﾞﾊﾁｮｳ科 ｼﾞｬｺｳｱｹﾞﾊ本土亜種       ○   
96     ｱｵｽｼﾞｱｹﾞﾊ   ○ ○ ○ ○ 
97     ｶﾗｽｱｹﾞﾊ本土亜種   ○       
98     ﾅｶﾞｻｷｱｹﾞﾊ     ○ ○   
99     ｸﾛｱｹﾞﾊ本土亜種   ○ ○ ○   
100     ﾅﾐｱｹﾞﾊ     ○ ○ ○ 
101   ｼﾛﾁｮｳ科 ｷﾀｷﾁｮｳ         ○ 
102     ﾓﾝｼﾛﾁｮｳ   ○   ○   
103   ｼﾞｬﾉﾒﾁｮｳ科 ﾋｶｹﾞﾁｮｳ         ○ 
104   ﾂﾄｶﾞ科 ﾓﾝｷｸﾛﾉﾒｲｶﾞ       ○   
105     ﾏｴｱｶｽｶｼﾉﾒｲｶﾞ   ○     ○ 
106     ｼﾊﾞﾂﾄｶﾞ       ○   
107     ｼﾛｵﾋﾞﾉﾒｲｶﾞ         ○ 
108   ﾒｲｶﾞ科 ｱｶｼﾏﾒｲｶﾞ     ○     
109   ｼｬｸｶﾞ科 ｳｺﾝｴﾀﾞｼｬｸ   ○ ○ ○   
110     ｼﾛｼﾞﾏｴﾀﾞｼｬｸ     ○     
111     ｸｽｱｵｼｬｸ         ○ 
112   ｽｽﾞﾒｶﾞ科 ｵｵｽｶｼﾊﾞ   ○       
113     ﾎｼﾎｳｼﾞｬｸ ○         
114     ﾎｼﾋﾒﾎｳｼﾞｬｸ       ○   
115   ｼｬﾁﾎｺｶﾞ科 ﾓﾝｸﾛｼｬﾁﾎｺ       ○   
116   ﾄﾗｶﾞ科 ﾄﾋﾞｲﾛﾄﾗｶﾞ       ○   
117   ﾄﾞｸｶﾞ科 ｷﾄﾞｸｶﾞ         ○ 
118     ﾋﾒｼﾛﾓﾝﾄﾞｸｶﾞ       ○   
119   ﾔｶﾞ科 ﾀﾏﾅﾔｶﾞ       ○ ○ 
120     ﾔﾋｺｶﾗｽﾖﾄｳ     ○     
121     ﾋﾒｻﾋﾞｽｼﾞﾖﾄｳ ○         
122     ｺｳｽﾁｬﾔｶﾞ         ○ 
123     ｵｵｱｶﾏｴｱﾂﾊﾞ   ○       
124     ﾉｺﾒﾄｶﾞﾘｷﾘｶﾞ ○         
125 ﾊｴ目(双翅目) ｶﾞｶﾞﾝﾎﾞ科 ﾎﾘｶﾜｸｼﾋｹﾞｶﾞｶﾞﾝﾎﾞ     ○ ○   
126     ｷｲﾛﾎｿｶﾞｶﾞﾝﾎﾞ   ○ ○     
127   ﾐｽﾞｱﾌﾞ科 ﾊﾗｷﾝﾐｽﾞｱﾌﾞ   ○       
128   ﾑｼﾋｷｱﾌﾞ科 ﾅﾐﾏｶﾞﾘｹﾑｼﾋｷ   ○       
129     ｼｵﾔｱﾌﾞ       ○   
130   ﾂﾘｱﾌﾞ科 ｺｳﾔﾂﾘｱﾌﾞ       ○   
131     ｸﾛﾊﾞﾈﾂﾘｱﾌﾞ       ○   
132   ｱｼﾅｶﾞﾊﾞｴ科 ﾏﾀﾞﾗﾎｿｱｼﾅｶﾞﾊﾞｴ     ○     
133   ﾊﾅｱﾌﾞ科 ﾂﾏｸﾞﾛｺｼﾎﾞｿﾊﾅｱﾌﾞ ○         
134     ｸﾛﾋﾗﾀｱﾌﾞ ○         
135     ﾎｿﾋﾗﾀｱﾌﾞ ○ ○   ○ ○ 
136     ｷｺﾞｼﾊﾅｱﾌﾞ         ○ 
137     Eumerus 属   ○       
138     ﾅﾐﾎｼﾋﾗﾀｱﾌﾞ   ○       
139     ｱｼﾌﾞﾄﾊﾅｱﾌﾞ     ○   ○ 
140     ﾀｶｻｺﾞﾊﾗﾌﾞﾄﾊﾅｱﾌﾞ       ○   
141     ﾎｼﾂﾔﾋﾗﾀｱﾌﾞ   ○       
142     ｷｱｼﾏﾒﾋﾗﾀｱﾌﾞ         ○ 
143     ｵｵﾊﾅｱﾌﾞ ○       ○ 
144     ﾎｿﾋﾒﾋﾗﾀｱﾌﾞ   ○ ○ ○ ○ 
145     ｸﾛﾍﾞｯｺｳﾊﾅｱﾌﾞ     ○     
146   ｼｮｳｼﾞｮｳﾊﾞｴ科 ｷｲﾛｼｮｳｼﾞｮｳﾊﾞｴ ○         
147     ｵｳﾄｳｼｮｳｼﾞｮｳﾊﾞｴ ○         
-     Drosophila属 ○         

148   ﾍﾞｯｺｳﾊﾞｴ科 ﾍﾞｯｺｳﾊﾞｴ ○         
149   ﾐｷﾞﾜﾊﾞｴ科 ﾐｷﾞﾜﾊﾞｴ科 ○         
150   ﾃﾞｶﾞｼﾗﾊﾞｴ科 ﾐﾂﾓﾝﾊﾁﾓﾄﾞｷﾊﾞｴ   ○       
151   ﾔﾁﾊﾞｴ科 ﾋｹﾞﾅｶﾞﾔﾁﾊﾞｴ         ○ 
152   ﾐﾊﾞｴ科 ｶﾎﾞﾁｬﾐﾊﾞｴ ○     ○   
153     ﾂﾏﾎｼｹﾌﾞｶﾐﾊﾞｴ   ○       
154   ｸﾛﾊﾞｴ科 ﾂﾏｸﾞﾛｷﾝﾊﾞｴ         ○ 
155 ｺｳﾁｭｳ目(鞘翅目) ｵｻﾑｼ科 ﾒﾀﾞｶﾁﾋﾞｶﾜｺﾞﾐﾑｼ ○         
156     ｵｵｺﾞﾐﾑｼ       ○   
157     ｵｵｸﾛﾂﾔﾋﾗﾀｺﾞﾐﾑｼ ○ ○       
158   ｴﾝﾏﾑｼ科 ｺｴﾝﾏﾑｼ   ○       
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9.5生物・生態系 

表 9.5-19(3) 昆虫類確認種 

No. 目名 科名 種名 
確認状況 

平成 25年度 平成 26年度 
秋季 春季 初夏季 夏季 秋季 

159 ｺｳﾁｭｳ目(鞘翅目) ｼﾃﾞﾑｼ科 ｵｵﾋﾗﾀｼﾃﾞﾑｼ   ○   ○   
160   ﾊﾈｶｸｼ科 Aleochara属   ○       
161     ﾙｲｽｾｽｼﾞﾊﾈｶｸｼ   ○       
162     ｱｶﾆｾｾﾐｿﾞﾊﾈｶｸｼ     ○     
163     Tachinus属   ○       
164   ｾﾝﾁｺｶﾞﾈ科 ｾﾝﾁｺｶﾞﾈ   ○     ○ 
165   ｸﾜｶﾞﾀﾑｼ科 ｺｸﾜｶﾞﾀ     ○     
166   ｺｶﾞﾈﾑｼ科 ｱｵﾄﾞｳｶﾞﾈ       ○ ○ 
167     ｾﾏﾀﾞﾗｺｶﾞﾈ       ○   
168     ｺｶﾌﾞﾄﾑｼ       ○   
169     ﾅｶﾞﾁｬｺｶﾞﾈ     ○     
170     ｸﾛｺｶﾞﾈ   ○   ○   
171     ﾋﾒﾄﾗﾊﾅﾑｸﾞﾘ   ○       
172     ﾋﾞﾛｳﾄﾞｺｶﾞﾈ       ○ ○ 
173     ﾏﾙｶﾞﾀﾋﾞﾛｳﾄﾞｺｶﾞﾈ       ○   
174     ｺﾌｷｺｶﾞﾈ       ○   
175     ｺﾌﾞﾏﾙｴﾝﾏｺｶﾞﾈ     ○ ○   
176     ｼﾛﾃﾝﾊﾅﾑｸﾞﾘ     ○ ○   
177     ｶﾅﾌﾞﾝ       ○   
178     ｶﾌﾞﾄﾑｼ       ○   
179   ﾀﾏﾑｼ科 ﾀﾏﾑｼ     ○ ○   
180     ｺｳｿﾞﾁﾋﾞﾀﾏﾑｼ   ○ ○ ○   
181     ﾅﾐｶﾞﾀﾁﾋﾞﾀﾏﾑｼ   ○       
182     ｻｼｹﾞﾁﾋﾞﾀﾏﾑｼ   ○ ○     
183   ｺﾒﾂｷﾑｼ科 ｻﾋﾞｷｺﾘ       ○   
184     ｱｶｱｼﾊﾅｺﾒﾂｷ   ○       
185     ｸｼｺﾒﾂｷ   ○ ○     
186     ｶﾝﾄｳﾂﾔﾐｽﾞｷﾞﾜｺﾒﾂｷ   ○       
187   ｼﾞｮｳｶｲﾎﾞﾝ科 Asiopodabrus属   ○       
188     ｸﾛﾂﾏｷｼﾞｮｳｶｲ   ○       
189   ﾍﾞﾆﾎﾞﾀﾙ科 Plateros属     ○     
190   ｶﾂｵﾌﾞｼﾑｼ科 ﾋﾒﾏﾙｶﾂｵﾌﾞｼﾑｼ   ○       
191   ｼﾊﾞﾝﾑｼ科 ﾂﾂｶﾞﾀｼﾊﾞﾝﾑｼ       ○   
192   ｺｸﾇｽﾄ科 ﾊﾛﾙﾄﾞﾋﾒｺｸﾇｽﾄ ○   ○     
193   ﾃﾝﾄｳﾑｼ科 ﾑｰｱｼﾛﾎｼﾃﾝﾄｳ ○ ○ ○ ○ ○ 
194     ｼﾛｼﾞｭｳｼﾎｼﾃﾝﾄｳ   ○       
195     ﾅﾅﾎｼﾃﾝﾄｳ   ○     ○ 
196     ﾄﾎｼﾃﾝﾄｳ       ○   
197     ﾅﾐﾃﾝﾄｳ   ○ ○ ○ ○ 
198     ｵｵﾆｼﾞｭｳﾔﾎｼﾃﾝﾄｳ   ○   ○   
199     ﾆｼﾞｭｳﾔﾎｼﾃﾝﾄｳ       ○   
200     ｷｲﾛﾃﾝﾄｳ ○     ○ ○ 
201     ﾖﾂﾎﾞｼﾃﾝﾄｳ   ○     ○ 
202     ﾋﾒｶﾒﾉｺﾃﾝﾄｳ   ○   ○ ○ 
203     ｸﾓｶﾞﾀﾃﾝﾄｳ       ○ ○ 
204     ﾍﾞﾀﾞﾘｱﾃﾝﾄｳ       ○   
205     ｱｶｲﾛﾃﾝﾄｳ   ○ ○ ○   
206     ﾍﾞﾆﾍﾘﾃﾝﾄｳ       ○   
207     ｸﾛﾍﾘﾋﾒﾃﾝﾄｳ       ○   
208     ｺｸﾛﾋﾒﾃﾝﾄｳ   ○   ○ ○ 
209     ｸﾛﾂﾔﾃﾝﾄｳ     ○   ○ 
210     ｷｱｼｸﾛﾋﾒﾃﾝﾄｳ   ○       
211   ｷｽｲﾑｼ科 ｸﾛﾓﾝｷｽｲ   ○       
212   ｵｵｷﾉｺﾑｼ科 ｶﾀﾓﾝｵｵｷﾉｺﾑｼ   ○       
213     ｾﾓﾝﾎｿｵｵｷﾉｺﾑｼ   ○   ○   
214   ｺﾒﾂｷﾓﾄﾞｷ科 ﾋﾗﾅｶﾞﾑｸｹﾞｷｽｲ   ○       
215   ｹｼｷｽｲ科 ｱｶﾏﾀﾞﾗｹｼｷｽｲ       ○   
216     ｸﾛｷﾏﾀﾞﾗｹｼｷｽｲ     ○     
217     ﾏﾙｷﾏﾀﾞﾗｹｼｷｽｲ   ○ ○ ○ ○ 
218   ﾅｶﾞｸﾁｷﾑｼ科 ｶﾂｵｶﾞﾀﾅｶﾞｸﾁｷ       ○   
219   ｶﾐｷﾘﾓﾄﾞｷ科 ｶﾄｳｶﾐｷﾘﾓﾄﾞｷ   ○       
220   ｺﾞﾐﾑｼﾀﾞﾏｼ科 ｸﾁｷﾑｼ         ○ 
221     ﾄﾋﾞｲﾛｸﾁｷﾑｼ     ○     
222     ﾊﾑｼﾀﾞﾏｼ     ○     
223     ﾋｹﾞﾌﾞﾄｺﾞﾐﾑｼﾀﾞﾏｼ ○ ○ ○ ○ ○ 
224     ﾍﾞﾆﾓﾝｷﾉｺｺﾞﾐﾑｼﾀﾞﾏｼ   ○   ○ ○ 
225     ｷﾏﾜﾘ       ○   
226     ﾕﾐｱｼｺﾞﾐﾑｼﾀﾞﾏｼ       ○   
227   ｶﾐｷﾘﾑｼ科 ﾄｶﾞﾘﾊﾞｱｶﾈﾄﾗｶﾐｷﾘ   ○       
228     ｹｼｶﾐｷﾘ     ○     
229   ﾊﾑｼ科 ﾍﾘｸﾞﾛﾃﾝﾄｳﾉﾐﾊﾑｼ ○         
230     ﾋﾒﾃﾝﾄｳﾉﾐﾊﾑｼ     ○ ○ ○ 
231     ｳﾘﾊﾑｼﾓﾄﾞｷ     ○     
232     ｳﾘﾊﾑｼ   ○       
233     ｸﾛｳﾘﾊﾑｼ   ○ ○ ○ ○ 
234     ｱｽﾞｷﾏﾒｿﾞｳﾑｼ       ○   
235     ﾖﾓｷﾞﾊﾑｼ   ○       
236     ｶｼﾜﾂﾂﾊﾑｼ     ○ ○   
237     ﾏﾀﾞﾗｱﾗｹﾞｻﾙﾊﾑｼ   ○ ○     
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表 9.5-19(4) 昆虫類確認種 

No. 目名 科名 種名 
確認状況 

平成 25年度 平成 26年度 
秋季 春季 初夏季 夏季 秋季 

238 ｺｳﾁｭｳ目(鞘翅目) ﾊﾑｼ科 ｲﾀﾄﾞﾘﾊﾑｼ       ○   
239     ｷﾊﾞﾗﾙﾘｸﾋﾞﾎﾞｿﾊﾑｼ   ○   ○   
240     ｱｶｸﾋﾞﾎﾞｿﾊﾑｼ       ○   
241     ｸﾛﾎﾞｼﾄﾋﾞﾊﾑｼ     ○ ○ ○ 
242     ﾖﾓｷﾞﾄﾋﾞﾊﾑｼ   ○       
243     ﾆﾎﾝｹﾌﾞｶｻﾙﾊﾑｼ     ○     
244     ﾙﾘﾅｶﾞｽﾈﾄﾋﾞﾊﾑｼ         ○ 
245     ｻﾝｺﾞｼﾞｭﾊﾑｼ         ○ 
246     ﾆﾚﾊﾑｼ         ○ 
247     ﾄﾞｳｶﾞﾈｻﾙﾊﾑｼ   ○ ○ ○ ○ 
248   ﾋｹﾞﾅｶﾞｿﾞｳﾑｼ科 ｺﾓﾝﾋﾒﾋｹﾞﾅｶﾞｿﾞｳﾑｼ   ○       
249   ｿﾞｳﾑｼ科 ｲﾁｺﾞﾊﾅｿﾞｳﾑｼ   ○     ○ 
250     ｹﾌﾞｶｸﾁﾌﾞﾄｿﾞｳﾑｼ   ○ ○     
251     ﾁﾋﾞﾋｮｳﾀﾝｿﾞｳﾑｼ   ○       
252     ﾋﾚﾙｸﾁﾌﾞﾄｿﾞｳﾑｼ ○         
253     ｽｸﾞﾘｿﾞｳﾑｼ   ○ ○ ○ ○ 
254     Rhinoncus属   ○       
255     ｹｼﾂﾁｿﾞｳﾑｼ   ○       
256   ｷｸｲﾑｼ科 ｷｸｲﾑｼ科   ○       
257 ﾊﾁ目(膜翅目) ﾐﾌｼﾊﾊﾞﾁ科 ﾙﾘﾁｭｳﾚﾝｼﾞ   ○       
258   ﾊﾊﾞﾁ科 ｾｸﾞﾛｶﾌﾞﾗﾊﾊﾞﾁ   ○       
259     ﾆﾎﾝｶﾌﾞﾗﾊﾊﾞﾁ   ○     ○ 
260     ｵｵｸﾛﾊﾊﾞﾁ   ○       
261   ｱｼﾌﾞﾄｺﾊﾞﾁ科 ｷｱｼﾌﾞﾄｺﾊﾞﾁ     ○     
262   ｱﾘ科 ｱｼﾅｶﾞｱﾘ   ○       
263     ｸﾛｵｵｱﾘ   ○ ○ ○ ○ 
264     ﾖﾂﾎﾞｼｵｵｱﾘ   ○       
265     ｳﾒﾏﾂｵｵｱﾘ   ○ ○ ○   
266     ﾊﾘﾌﾞﾄｼﾘｱｹﾞｱﾘ       ○   
267     ｷｲﾛｼﾘｱｹﾞｱﾘ ○ ○ ○ ○ ○ 
268     ﾃﾗﾆｼｼﾘｱｹﾞｱﾘ   ○       
269     ｸﾛﾔﾏｱﾘ ○ ○ ○ ○ ○ 
270     ﾄﾋﾞｲﾛｹｱﾘ ○ ○ ○ ○   
271     ﾋｹﾞﾅｶﾞｹｱﾘ ○         
272     ｱﾒｲﾛｱﾘ ○ ○ ○ ○ ○ 
273     ｱｽﾞﾏｵｵｽﾞｱﾘ ○         
274     ｱﾐﾒｱﾘ ○ ○ ○ ○ ○ 
275     ﾑﾈﾎﾞｿｱﾘ ○         
276     ﾄﾋﾞｲﾛｼﾜｱﾘ   ○ ○ ○ ○ 
277   ﾄﾞﾛﾊﾞﾁ科 ﾑﾓﾝﾄｯｸﾘﾊﾞﾁ         ○ 
278     ｽｽﾞﾊﾞﾁ         ○ 
279     ｷｵﾋﾞﾁﾋﾞﾄﾞﾛﾊﾞﾁ   ○       
280   ｽｽﾞﾒﾊﾞﾁ科 ｾｸﾞﾛｱｼﾅｶﾞﾊﾞﾁ       ○   
281     ｺｶﾞﾀｽｽﾞﾒﾊﾞﾁ         ○ 
282     ﾓﾝｽｽﾞﾒﾊﾞﾁ         ○ 
283     ﾋﾒｽｽﾞﾒﾊﾞﾁ       ○   
284     ｵｵｽｽﾞﾒﾊﾞﾁ   ○   ○ ○ 
285   ﾂﾁﾊﾞﾁ科 ﾋﾒﾊﾗﾅｶﾞﾂﾁﾊﾞﾁ         ○ 
286     ｷﾝｹﾊﾗﾅｶﾞﾂﾁﾊﾞﾁ       ○ ○ 
287     ｷｵﾋﾞﾂﾁﾊﾞﾁ     ○ ○   
288   ﾌｼﾀﾞｶﾊﾞﾁ科 ﾋﾒﾂﾁｽｶﾞﾘ     ○     
289   ﾐﾂﾊﾞﾁ科 ﾆﾎﾝﾐﾂﾊﾞﾁ       ○   
290     ｾｲﾖｳﾐﾂﾊﾞﾁ       ○ ○ 
291     ｺﾏﾙﾊﾅﾊﾞﾁ   ○       
292     ｷﾑﾈｸﾏﾊﾞﾁ   ○   ○ ○ 
293   ｺﾊﾅﾊﾞﾁ科 ｱｶｶﾞﾈｺﾊﾅﾊﾞﾁ         ○ 
294   ﾋﾒﾊﾞﾁ科 ｲﾖﾋﾒﾊﾞﾁ         ○ 
-     ﾋﾒﾊﾞﾁ科 ○         
計 12 目 102科 294種 49 種 122種 84 種 129種 97 種 
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ｂ．注目される種 

確認された昆虫類のうち、文化財保護法に基づく天然記念物、絶滅のおそれのある野

生動植物の種の保存に関する法律に基づく国内希少野生動植物種、「レッドリスト（絶

滅のおそれのある野生生物の種のリスト 昆虫類)」（平成 24 年８月 環境省）の記載

種及び「レッドデータブック東京 2013（本土部）」（平成 25 年３月 東京都）の掲載種

を注目される昆虫類として抽出した結果、表 9.5-20に示す６種が該当した。 

注目される昆虫類の生態及び確認状況は、表 9.5-21に示すとおりである。 

表 9.5-20 注目される昆虫類 

No. 目名 科名 種名 
選定基準注) 

① ② ③ ④ 

1 ﾊｴ目(双翅目) ﾊﾅｱﾌﾞ科 ｸﾛﾍﾞｯｺｳﾊﾅｱﾌﾞ      ※ 

2 ｺｳﾁｭｳ目(鞘翅目) ｺｶﾞﾈﾑｼ科 ｺｶﾌﾞﾄﾑｼ 
  

 VU 

3   ﾋﾒﾄﾗﾊﾅﾑｸﾞﾘ 
  

 EN 

4  ﾀﾏﾑｼ科 ﾀﾏﾑｼ 
  

 NT 

5  ｶﾐｷﾘﾑｼ科 ﾄｶﾞﾘﾊﾞｱｶﾈﾄﾗｶﾐｷﾘ 
  

 NT 

6 ﾊﾁ目(膜翅目) ｽｽﾞﾒﾊﾞﾁ科 ﾓﾝｽｽﾞﾒﾊﾞﾁ 
  

DD  

計 3目 5科 6種 0種 0種 1種 5種 

注)選定基準 

①文化財保護法（昭和 25年法律第 214号）、東京都文化財保護条例（昭和 51年東京都条例第 25号）、新宿区

文化財保護条例（昭和 58年新宿区条例第 20号）に基づく天然記念物 

②絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律（平成４年法律第 75号）に基づく国内希少野生動

植物種 

③「レッドリスト（絶滅のおそれのある野生生物の種のリスト 昆虫類)」（平成 24年８月 環境省）の記載種 

  DD：情報不足 

④「レッドデータブック東京 2013（本土部）」（平成 25年３月 東京都）の区部に該当する掲載種 

  EN：絶滅危惧ⅠＢ類 VU：絶滅危惧 II 類 NT:準絶滅危惧 ※：留意種（皇居や区部の公園などの都市部の緑地

に住む個体群は、他の集団との交流がない孤立群なので、今後の生息の推移に留意する必要があるとされる

種） 
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表 9.5-21  注目される昆虫類の生態及び確認状況 

【種  名】：クロベッコウハナアブ 

【分  布】：本州、四国、九州、南西諸島 

【形  態】：大型で、羽毛状の触角刺毛と翅脈に特徴がある。胸背は光沢のある

黒色。翅の中央と先端には黒班がある。腹部は黄色。幼虫はクロス

ズメバチ類の巣に寄生する。５～８月に出現する。 

【確認状況】：初夏季に計画地周辺の樹林内で飛翔する個体が確認された。 

 

【種  名】：コカブトムシ 

【分  布】：北海道、本州、四国、九州、南西諸島 

【形  態】：光沢のある黒色、上翅には明瞭な点刻列がある。朽木や樹木の樹洞

内の土中で見られ、夜間灯火に集まる。 

【確認状況】：夏季に計画地周辺の歩道脇の植込みで死体が１個体確認された。 

 

【種  名】：ヒメトラハナムグリ 

【分  布】：北海道、本州、四国、九州、対馬 

【形  態】：灰白色から黄褐色の長毛をやや密に装う。前胸部は暗黒褐色、上翅

は国褐色から赤褐色で黄褐色の太い横帯が２対ある。成虫はクリ、

ウツギ、サワフタギ、ノリウツギ、リョウブなどの花に集まる。 

【確認状況】：春季に計画地周辺の林縁のヒメジオンに飛来する成虫が確認された。 

 

【種  名】：タマムシ 

【分  布】：本州、四国、九州、南西諸島 

【形  態】：体は美しい緑色、上翅は１対の赤い縦条紋が走る。成虫は夏に出現

し、特にエノキの梢に集まる。 

【確認状況】：初夏季に計画地周辺の歩道脇で成虫が、夏季に計画地周辺の樹林内

で１個体及び野球場脇で２個体の飛翔する個体が確認された。 

 
【種  名】：トガリバアカネトラカミキリ 

【分  布】：北海道、本州、四国、九州 

【形  態】：上翅は暗赤褐色で黒紋があり、上翅端外角は後方に針状に長く突出

する。成虫は春から初夏に出現し、伐採木やカエデ類などの花に集

まる。 

【確認状況】：春季に計画地周辺の樹林内で成虫が確認された。 

 
【種  名】：モンスズメバチ 

【分  布】：北海道、本州、四国、九州 

【形  態】：黒色で光沢が弱く、頭部は黄色で頭頂単眼付近に黒斑があり、前胸

背板上面は赤褐色。巣は樹洞、人家の天井、壁の間等に作ることが

多い。  

【確認状況】：秋季に計画地周辺の植栽されたアベリアに飛来する個体が１個体確

認された。 

  

注)分布及び形態は、「レッドデータブック東京 2013（本土部）」（平成 25年３月 東京都）、「新訂原色昆虫大圖鑑第Ⅲ

巻」（平成 20年２月 北隆館）による。 
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(ｶ) クモ類 

ａ．確認種 

現地調査により、計画地及びその周辺において表 9.5-22 に示すとおり１目 10 科 35

種のクモ類が確認された。 

確認されたクモ類は、造網性種のオオヒメグモ、ジョロウグモ等、徘徊性種のデーニ

ッツハエトリ、アリグモ等が共に確認された。また、植込みの葉上では、待ち伏せタイ

プのワカバグモ、アズチグモ等が確認された。 

表 9.5-22 クモ類確認種 

No. 目名 科名 種名 
確認状況 

平成 25年度 平成 26年度 
秋季 春季 初夏季 夏季 秋季 

1 クモ目 ヒメグモ科 シロカネイソウロウグモ ○         
2     シモフリミジングモ ○     ○   
3     ヒシガタグモ ○         
4     ムナボシヒメグモ   ○ ○     
5     ニホンヒメグモ     ○ ○   
6     オオヒメグモ         ○ 
7   アシナガグモ科 コシロカネグモ   ○       
‐     Leucauge属       ○   
8     ジョロウグモ ○     ○   
9   コガネグモ科 コガタコガネグモ       ○   
10     ギンメッキゴミグモ       ○ ○ 
11   ササグモ科 Oxyopes 属   ○     ○ 
12   タナグモ科 コクサグモ ○         
13   ハグモ科 ヒナハグモ   ○       
14   ウエムラグモ科 イタチグモ       ○   
15     ヤバネウラシマグモ       ○   
16   エビグモ科 キンイロエビグモ ○         
17     アサヒエビグモ   ○ ○     
‐     Philodromus属   ○       
18   カニグモ科 キハダカニグモ ○ ○       
19     コカニグモ ○         
20     コハナグモ ○   ○     
21     ワカバグモ ○ ○   ○ ○ 
22     アズチグモ       ○   
23     セマルトラフカニグモ ○ ○       
24     ヤミイロカニグモ   ○ ○     
‐     Xysticus属   ○     ○ 
25   ハエトリグモ科 マツモトハエトリ     ○     
26     ネコハエトリ   ○       
27     マミジロハエトリ       ○   
28     エキスハエトリ     ○     
29     ヨダンハエトリ   ○       
30     アリグモ   ○       
31     クワガタアリグモ       ○   
‐     Myrmarachne属 ○         
32     チャイロアサヒハエトリ     ○     
‐     Phintella属   ○     ○ 
33     デーニッツハエトリ     ○ ○ ○ 
34     ヒメカラスハエトリ   ○       
35     カラスハエトリ       ○ ○ 
‐     Rhene属 ○         
‐     ハエトリグモ科       ○   
計 1 目 10 科 35 種 13 種 14 種 9 種 14 種 8 種 

 

ｂ．注目される種 

確認されたクモ類のうち、文化財保護法に基づく天然記念物、絶滅のおそれのある野

生動植物の種の保存に関する法律に基づく国内希少野生動植物種、「レッドリスト（絶

滅のおそれのある野生生物の種のリスト その他無脊椎動物)」（平成 24 年８月 環境

省）の記載種及び「レッドデータブック東京 2013（本土部）」（平成 25年３月 東京都）

の掲載種は該当しなかった。 

2) 生育・生息環境 

ア．地形等の状況 

地形の状況は、「9.1 大気等 9.1.1 現況調査 (4)調査結果 3)地形及び地物の状況」

（p.74 参照）に示したとおりである。計画地東側は、武蔵野台地東部の淀橋台と呼ばれる洪
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積台地（下末吉段丘）を造成した地形となっている。計画地西側は、かつての渋谷川（穏田

川ともいう。）に沿って低地が形成され、低地部のほとんどは埋立てにより平坦化された人

為的な改変を受けた地形となっている。また、計画地内の東西の高低差は約 7～8m である。 

地質の状況は、「9.2 土壌 9.2.1 現況調査 (4)調査結果 2)地形、地質等の状況」

（p.142 参照）に示したとおりである。計画地及びその周辺は、大正 15年の明治神宮外苑の

造営、国立霞ヶ丘競技場の設置等に伴い、旧渋谷川沿いの低地や周辺の武蔵野台地を人為的

に造成した区域である。計画地の表層は埋土であり、その下部には、ロームや凝灰質シルト

からなる関東ローム層、シルト混り細砂等からなる東京層、砂礫等からなる東京礫層、細砂

やシルト混り細砂等からなる上総層群が分布する。 

イ．植生等の状況 

植生等の状況は、「9.3 生物の生育・生息基盤 9.3.1 現況調査 (4)調査結果 5)植生

の状況」（p.158 参照）に示したとおりである。計画地及びその周辺は、「市街地」の占める

割合が最も多いが、明治神宮外苑、新宿御苑、赤坂御所及び青山霊園等には「残存・植栽樹

群をもった公園、墓地等」がまとまって分布するほか、明治神宮外苑や新宿御苑等には芝地

が分布している。また、新宿御苑、明治神宮外苑及び赤坂御所にかけては、市街地の中で連

続性のある緑地が形成されている。また、現地調査による計画地及び会場エリア内の現存植

生の状況は、図 9.3-3（p.160 参照）に示すとおりである。会場エリアは、主に明治神宮外

苑及び計画地からなり、明治神宮外苑の現存植生は、聖徳記念絵画館周辺をはじめとして植

栽樹林群（混交）が最も広く分布し、建国記念文庫周辺等に植栽樹林群（落葉広葉）が分布

するほか、植栽樹林群（常緑広葉）が点在している。また、明治神宮外苑に隣接する計画地

内は、明治公園（四季の庭）等に植栽樹林群（混交）が最も広く分布するほか、植栽樹林群

（落葉広葉）や植栽樹林群（常緑広葉）が分布している。 

ウ．大気環境 

大気環境の状況は、「9.1 大気等 9.1.1 現況調査 (4)調査結果 1)大気等の状況  

（p.63 参照）に示したとおりである。 

気象の状況は、「9.3 生物の生育・生息基盤 9.3.1 現況調査 (4)調査結果 6)気象の

状況」（p.161参照）に示したとおりである。計画地周辺の東京管区気象台における年間降水

量及び年平均気温の平年値（昭和 56年～平成 22年）は、1,528.8mm、15.4℃である。 

エ．地域社会とのつながり 

計画地及びその周辺は、都市部に整備された緑地が広がっており、散歩、ジョギング、サ

イクリングなど多数の市民利用があり、新緑や紅葉など四季折々の植物や動物を身近に感じ

ることのできる場となっている。 

3) 生態系の状況 

動植物の現地調査結果を基に、計画地及びその周辺における生態系の機能や構成要素、食物

連鎖による生態系構成要素は、表 9.5-23 に示すとおりである。計画地及びその周辺は、生産

者である植生の状況から生態系の機能として、樹林環境、草地環境、市街地等の３区分に分類

される。これらの環境区分で主に見られる陸上植物、陸上動物について、食物連鎖による生物

の相互の関係を整理し、図 9.5-2に整理した。 

生産者としては、樹林環境ではケヤキ、スダジイ、クスノキ、アオギリ、オオムラサキ、ヒ

マラヤスギ、イチョウ等の植栽樹林、草地環境ではシバ、ネズミムギ、イヌムギ、カゼクサ、

オオバコ、ヒメムカシヨモギ、オオアレチノギク等の草本群落、市街地等ではイチョウ、ケヤ

キ等があげられる。 
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生産者である植物の葉や茎、果実、種子等を採食する下位消費者としては、バッタ目、コウ

チュウ目、ハエ目、チョウ目等の昆虫類、キジバト等の植食性鳥類があげられる。 

下位消費者である昆虫類等を捕食する中位消費者としては、アズマモグラ、ヒナコウモリ科

のほ乳類、コゲラ、シジュウカラ、メジロ、ヒヨドリ、ヒバリ、ムクドリ、ツバメ等の鳥類、

ニホンヤモリ、ニホントカゲ等のは虫類等があげられる。 

下位から中位消費者を捕食する上位消費者としては、雑食性のハシブトガラス等があげられ

る。 

食物連鎖の最も上位に位置する最上位消費者としては、行動圏が広く、雑食性で小型哺乳

類、両生類、小型鳥類等の小動物も捕食するタヌキがあげられる。 

表 9.5-23 環境区分別に見る生態系の状況 

環境区分 樹林環境 草地環境 人工構造物等 

共通する 

環境要素 

計画地及びその周辺は、武蔵野台地の東側に位置する下末吉段丘に位置し、標高は約 30m

である。表層土壌は、関東ローム層、ローム質粘土層の火山灰層に広く覆われている。計画

地及びその周辺は、明治神宮外苑としてスポーツ・興行施設、公園としての土地利用となっ

ている。 

環境区分別の状況 

樹林環境は、計画地内の明

治公園（四季の森）や計画地

周辺の明治神宮外苑等に分

布している。 

主な植生は、混交林のケヤ

キ、スダジイ、クスノキ等、

落葉広葉樹のケヤキ、アオギ

リ等、針葉樹のヒマラヤス

ギ、イチョウ等の植栽樹林群

が分布する。 

主な動物相は樹林環境に

依存するコゲラ、シジュウカ

ラ等の鳥類、コウチュウ目、

チョウ目等の昆虫類、アズマ

モグラ、ニホントカゲ、アズ

マヒキガエル等の小動物が

生息する。 

草地環境は、計画地内の北

側にわずかに分布している

ほか、計画地周辺の明治神宮

外苑等に分布している。 

主な植生は、シバ、メヒシ

バ、イヌムギ、ネズミムギ等

の草本のほか、植栽されたジ

ャノヒゲが見られる。 

主な動物相は、草地環境に

依存するメジロ等の鳥類、オ

ンブバッタ等の昆虫類、ニホ

ンカナヘビ等の利用が見ら

れる。 

 

人工構造物等は、計画地で

はスタジアムと日本青年館、

道路等が該当する。会場エリ

アでは、明治神宮外苑や神宮

球場、東京体育館等が該当す

る。 

主に建築物や道路であり、

植生は見られず、上空が開け

ている。 

主な動物相は、ヒナコウモ

リ科のねぐら利用、チョウ類

等の昆虫類やハシブトガラ

ス、スズメ等の鳥類の利用が

見られる。 

生態系 

構成要素 

最上位 

消費者 

哺乳類：タヌキ 

 

哺乳類： タヌキ 哺乳類：タヌキ 

上 位 

消費者 

鳥 類：ハシブトガラス 鳥 類：ハシブトガラス 鳥 類：ハシブトガラス 

中 位 

消費者 

哺乳類：アズマモグラ、ヒナ

コウモリ科 

鳥 類：コゲラ、シジュウカ

ラ 等 

は虫類：ニホントカゲ 

クモ類：ジョロウグモ、コカ

ニグモ 等 

哺乳類：アズマモグラ、ヒナ

コウモリ科 

鳥 類：メジロ、ヒヨドリ、

ヒバリ、ツバメ 等 

は虫類：ニホンカナヘビ 

クモ類：ネコハエトリ 等 

哺乳類：ヒナコウモリ科 

     

鳥 類：ツバメ、スズメ 等 

 

は虫類：ニホンヤモリ 

クモ類：キンイロエビグモ 

等 

下 位 

消費者 

鳥 類：キジバト 

昆虫類：モリチャバネゴキブ

リ、ムラサキシジミ、

コクワガタ、トガリ

バアカネトラカミキ

リ 等 

 

昆虫類：オンブバッタ、モン

シロチョウ、ヤマト

シジミ 

 

昆虫類：ツマグロオオヨコバ

イ、ナミアゲハ、モ

ンシロチョウ 

生産者 

植 物：ケヤキ、スダジイ、

クスノキ、アオギリ、

オオムラサキ、ヒマ

ラヤスギ、イチョウ 

等 

植 物：シバ、ネズミムギ、

イヌムギ、カゼクサ、

オオバコ、ヒメムカ

シヨモギ、オオアレ

チノギク 等 

植 物：イチョウ、ケヤキ 等 
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図 9.5-2 生態系の概念図 

 

4) 土地利用の状況 

土地利用の状況は、「9.1 大気等 9.1.1 現況調査 (4)調査結果 3)地形及び地物の状

況」（p.74 参照）に示したとおりである。計画地及びその周辺の土地利用としては、事務所建

築物や教育施設、集合住宅、スポーツ・興行施設、公園、運動場などの混合用途の市街地とな

っている。 

 

ｹﾔｷ､ｽﾀﾞｼﾞｲ､ｸｽﾉｷ､ｱｵｷﾞﾘ､ｵｵﾑ

ﾗｻｷ､ﾋﾏﾗﾔｽｷﾞ､ｲﾁｮｳ 等 

ｲﾁｮｳ､ 

ｹﾔｷ 等 

樹林環境 草地環境 市街地等 

＜生 産 者＞ 

＜下位消費者＞ 

＜中位消費者＞ 

＜最上位消費者＞ 

ｼﾊﾞ､ﾈｽﾞﾐﾑｷﾞ､ｲﾇﾑｷﾞ､ｶｾﾞｸｻ､ｵｵ

ﾊﾞｺ､ﾋﾒﾑｶｼﾖﾓｷﾞ､ｵｵｱﾚﾁﾉｷﾞｸ 等 

ﾓﾘﾁｬﾊﾞﾈｺﾞｷﾌﾞﾘ､ﾑﾗｻｷｼｼﾞﾐ､ 

ｺｸﾜｶﾞﾀ､ﾄｶﾞﾘﾊﾞｱｶﾈﾄﾗｶﾐｷﾘ 等 

ｵﾝﾌﾞﾊﾞｯﾀ､ﾓﾝｼﾛﾁｮｳ､ 

ﾔﾏﾄｼｼﾞﾐ 等 

ﾂﾏｸﾞﾛｵｵﾖｺﾊﾞｲ､ﾅﾐｱ

ｹﾞﾊ､ﾓﾝｼﾛﾁｮｳ 等 

ｷｼﾞﾊﾞﾄ 等 

ｱｽﾞﾏﾓｸﾞﾗ､ﾋﾅｺｳﾓﾘ科 

ｺｹﾞﾗ､ 

ｼｼﾞｭｳｶﾗ 等 

ﾒｼﾞﾛ､ﾋﾖﾄﾞﾘ､ﾋﾊﾞﾘ､ 

ﾂﾊﾞﾒ 等 

ﾂﾊﾞﾒ､ 

ｽｽﾞﾒ 等 

ｼﾞｮﾛｳｸﾞﾓ､ｺｶﾆｸﾞﾓ 等 ﾈｺﾊｴﾄﾘ 等 ｷﾝｲﾛｴﾋﾞｸﾞﾓ 等 

＜上位消費者＞ 
ﾊｼﾌﾞﾄｶﾞﾗｽ 

ﾀﾇｷ 

ﾆﾎﾝﾄｶｹﾞ ﾆﾎﾝﾔﾓﾘ ﾆﾎﾝｶﾅﾍﾋﾞ 
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5) 法令等による基準等 

生物・生態系に関する法令等については、表 9.5-24(1)及び(2)に示すとおりである。 

表 9.5-24(1) 生物・生態系に関する法令等 

法令・条例等 責務等 

文化財保護法 

（昭和 25年法律第 214号） 

（文化財の定義）  

第二条 

四  貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で我が国にとつて歴史上又は学術

上価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で我が国にとつて

芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物（生息地、繁殖地及び渡来地を含む。）、

植物（自生地を含む。）及び地質鉱物（特異な自然の現象の生じている土地を含む。）

で我が国にとつて学術上価値の高いもの（以下「記念物」という。） 

（現状変更等の制限及び原状回復の命令）  

第百二十五条   史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を

及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。ただ

し、現状変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場

合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。 

絶滅のおそれのある野生動

植物の種の保存に関する法

律 

（平成４年法律第 75号） 

（目的）  

第一条  この法律は、野生動植物が、生態系の重要な構成要素であるだけでなく、自然

環境の重要な一部として人類の豊かな生活に欠かすことのできないものであること

に鑑み、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存を図ることにより、生物の多様性

を確保するとともに、良好な自然環境を保全し、もって現在及び将来の国民の健康で

文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。 

（責務）  

第二条  国は、野生動植物の種（亜種又は変種がある種にあっては、その亜種又は変

種とする。以下同じ。）が置かれている状況を常に把握し、絶滅のおそれのある野生

動植物の種の保存に関する科学的知見の充実を図るとともに、その種の保存のための

総合的な施策を策定し、及び実施するものとする。  

２  地方公共団体は、その区域内の自然的社会的諸条件に応じて、絶滅のおそれのあ

る野生動植物の種の保存のための施策を策定し、及び実施するよう努めるものとす

る。  

３  国民は、前二項の国及び地方公共団体が行う施策に協力する等絶滅のおそれのあ

る野生動植物の種の保存に寄与するように努めなければならない。 

（捕獲等の禁止）  

第九条  国内希少野生動植物種及び緊急指定種（以下この節及び第五十四条第二項に

おいて「国内希少野生動植物種等」という。）の生きている個体は、捕獲、採取、殺

傷又は損傷（以下「捕獲等」という。）をしてはならない。ただし、次に掲げる場合

は、この限りでない。  

一  次条第一項の許可を受けてその許可に係る捕獲等をする場合  

二  生計の維持のため特に必要があり、かつ、種の保存に支障を及ぼすおそれのない

場合として環境省令で定める場合  

三  人の生命又は身体の保護その他の環境省令で定めるやむを得ない事由がある場合  

鳥獣の保護及び狩猟の適正

化に関する法律 

（平成 14年法律第 88号） 

（目的） 

第一条  この法律は、鳥獣の保護を図るための事業を実施するとともに、鳥獣による生

活環境、農林水産業又は生態系に係る被害を防止し、併せて猟具の使用に係る危険を

予防することにより、鳥獣の保護及び狩猟の適正化を図り、もって生物の多様性の確

保、生活環境の保全及び農林水産業の健全な発展に寄与することを通じて、自然環境

の恵沢を享受できる国民生活の確保及び地域社会の健全な発展に資することを目的

とする。 

（鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の禁止）  

第八条  鳥獣及び鳥類の卵は、捕獲等又は採取等（採取又は損傷をいう。以下同じ。）

をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。  

一  次条第一項の許可を受けてその許可に係る捕獲等又は採取等をするとき。  

二  第十一条第一項の規定により狩猟鳥獣の捕獲等をするとき。  

三  第十三条第一項の規定により同項に規定する鳥獣又は鳥類の卵の捕獲等又は

採取等をするとき。  
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表 9.5-24(2) 生物・生態系に関する法令等 

法令・条例等 責務等 

特定外来生物による生態系

等に係る被害の防止に関す

る法律 

（平成 16年法律第 78号） 

（飼養等の禁止）  

第四条  特定外来生物は、飼養等をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、こ

の限りでない。  

一  次条第一項の許可を受けてその許可に係る飼養等をする場合  

二  次章の規定による防除に係る捕獲等その他主務省令で定めるやむを得ない事由が

ある場合 

（放出等の禁止）  

第九条  飼養等、輸入又は譲渡し等に係る特定外来生物は、当該特定外来生物に係る

特定飼養等施設の外で放出、植栽又はは種（以下「放出等」という。）をしてはなら

ない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。  

一  次条第一項の許可を受けてその許可に係る放出等をする場合  

二  次章の規定による防除に係る放出等をする場合 

 

6) 東京都等の計画等の状況 

生物・生態系に関する東京都の計画等については、表 9.5-25に示すとおりである。 

表 9.5-25 生物・生態系に関する計画等 

関係計画等 目標・施策等 

第 11次鳥獣保護事業計画 

（平成 24年３月 東京都） 

・人と野生鳥獣との共生の確保及び生物多様性の保全を基本として、野生鳥獣を適切

に保護管理することにより、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（以下「法」

という。）第４条第１項の目的を達成するため、国の定める「鳥獣の保護を図るた

めの事業を実施するための基本的な指針」に基づき、東京都の地域事情を勘案して、

「第 11 次鳥獣保護事業計画」を定める。 

第一 計画の期間 

第二 鳥獣保護区、特別保護地区及び休猟区に関する事項 

第三 鳥獣の人工増殖に関する事項 

第四 鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可に関する事項 

第五 特定猟具使用禁止区域、特定猟具使用制限区域及び猟区に関する事項 

第六 特定鳥獣保護管理計画に関する事項 

第七 鳥獣の生息状況の調査に関する事項 

第八 鳥獣保護事業の実施体制に関する事項 

第九 その他 

植栽時における在来種選定ガ

イドライン 

（平成 26年５月 東京都） 

東京都は、緑の「量」の確保に加え、生態系への配慮など緑の「質」を高める施策

を進めており、その地域に自然に分布している植物（以下「在来種」という。）を増

やすことで、在来の生きものの生息場所を拡大する取組を行っている。 
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9.5.2 予測 

(1) 予測事項 

予測事項は以下に示すとおりとした。 

1) 陸上植物の植物相及び植物群落の変化の内容及びその程度 

2) 陸上動物の動物相及び動物群集の変化の内容及びその程度 

3) 生育・生息環境の変化の内容及びその程度 

4) 生態系の変化の内容及びその程度 

 

(2) 予測の対象時点 

予測の対象時点は、2020年東京大会の実施に伴う建設工事等での改変や施設撤去後の現状回復

等において、生物・生態系に変化が生じる又は生じていると思われる時点とし、大会開催前、大

会開催中、大会開催後のそれぞれ代表的な時点又は期間のうち、大会開催前、大会開催後とした。 

 

(3) 予測地域 

予測地域は、計画地及びその周辺地域とした。 

 

(4) 予測手法 

予測手法は、2020年東京大会の実施計画を基に、生物・生態系の変化の程度を把握して予測す

る方法とした。 

 

(5) 予測結果 

1) 陸上植物の植物相及び植物群落の変化の内容及びその程度 

施設の建設に伴い、図 9.3-3（p.160参照）に示す計画地内の植栽樹林群（混交）、植栽樹林

群（落葉広葉）、植栽樹林群（常緑広葉）等の植物の生育地が改変される。ただし、現地調査

の結果、計画地内に注目される種は生育していないこと、計画地内のスダジイ（新宿区天然記

念物のシイ）については、移植を行う計画としていることから、事業による影響はないと予測

する。 

事業の実施にあたっては、図 7.2-9（p.31参照）に示したとおり、計画地北側の既存樹のマ

テバシイについては保存方法を検討するほか、既存樹移植や地上部緑化等により約 25,000m2

の緑化を行う計画としている。 

なお、計画地周辺には、隣接する聖徳記念絵画館周辺をはじめとした明治神宮外苑の緑地に

植栽樹林群（混交、落葉広葉、常緑広葉等）の植栽が広く残存する。また、本施設の植栽樹種

は、明治神宮内苑・外苑に多く見られる日本の在来木を中心とし、計画地周辺の生息・生育基

盤と調和する植栽計画としていることから、周辺地域も含めた植物相及び植物群落は維持され

るものと考えられる。 

2) 陸上動物の動物相及び動物群集の変化の内容及びその程度 

施設の建設に伴い、樹林や草地を主たる生息地とする哺乳類のアズマモグラ、は虫類のニホ

ンヤモリ、ニホントカゲ、ニホンカナヘビ、バッタ目、コウチュウ目、ハエ目等の昆虫類や移

動性の低い土壌動物等の生息地が改変される。ただし、現地調査の結果、計画地内に注目され

る種は確認されなかったことから、事業による注目される種の生息地の直接的な改変は生じな

いと予測する。 

なお、計画地周辺には、隣接する聖徳記念絵画館周辺をはじめとした明治神宮外苑の緑地に
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植栽樹林群（混交、落葉広葉、常緑広葉等）の植栽が広く残存する。また、本施設の植栽樹種

は、明治神宮内苑・外苑に多く見られる日本の在来木を中心とし、計画地周辺の生息・生育基

盤と調和する植栽計画としている。コウモリ類等の哺乳類やコゲラ、シジュウカラ、ハクセキ

レイ等の鳥類、チョウ類やトンボ類等の昆虫等の飛翔能力のある種群については、生息可能な

面積が現状より減少するものの、計画地周辺も含めた生息環境は残存することから、周辺地域

も含めた動物相及び動物群集は維持されるものと考えられる。 

3) 生育・生息環境の変化の内容及びその程度 

施設の建設に伴い、計画地内の動植物の生育・生息環境となる樹木等の伐採や土壌が改変さ

れる。また、計画地内の林床には低木類や高茎草本類が生育しているため、改変部付近に残存

する樹林内では風や日射、温度、湿度等の気象要因が変化することにより、周辺の植物群落の

生育環境と、移動性の低い動物相及び動物群集(昆虫類の幼虫、土壌動物等)の生息環境が変化

するおそれがあると予測する。 

なお、計画地周辺には、隣接する聖徳記念絵画館周辺や明治神宮外苑の緑地に植栽樹林群（混

交、落葉広葉、常緑広葉）の植栽が広く残存する。また、本施設の植栽樹種は、明治神宮内苑・

外苑に多く見られる日本の在来木を中心とし、計画地周辺の生息・生育基盤と調和する植栽計

画としていることから、周辺地域も含めた動植物の生育・生息環境は維持されるものと考えら

れる。 

4) 生態系の変化の内容及びその程度 

施設の建設に伴い、計画地内の樹林や草地が減少することにより、生態系を構成する陸上植

物、陸上動物が相互に係わる生育・生息環境が減少するが、計画地周辺には、隣接する聖徳記

念絵画館周辺や明治神宮外苑の緑地に植栽樹林群（混交、落葉広葉、常緑広葉）の植栽が広く

残存する。また、本施設の植栽樹種は、明治神宮内苑・外苑に多く見られる日本の在来木を中

心とし、計画地周辺の生息・生育基盤と調和する植栽計画としていることから、周辺地域も含

めた生態系は維持されるものと考えられる。 
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9.5.3 ミティゲーション 

(1) 予測に反映した措置 

・計画地北側のマテバシイの保存方法を検討する計画である。 

・施工期間中の敷地内は殆どが作業ヤードとなるため既存樹の現位置での残置は不可能な状況

であるが、樹木調査の結果に従って移植に適合する樹木は極力場外で仮養生を行い、オリ

ンピックスタジアムの緑化樹として活用する計画である。 

・樹種は明治神宮内外苑に多く見られる日本の在来種を中心とした、景観的にも生態的にも周

辺環境と調和し、長年にわたって継承される植栽計画とする。 

・聖徳記念絵画館や建国記念文庫等の既存の緑量のあるまとまった緑との連携を図った２列植

栽による緑が連続する沿道景観を創出する計画である。 

・計画地内に整備する人工地盤上には、低木や地被類を植栽する計画である。 

 

(2) 予測に反映しなかった措置 

・十分な植栽基盤（土壌）の必要な厚みを確保することを検討する計画である。 

・植栽後の樹木の状況（植栽状況、生育状況等）、維持管理の実施状況について確認し、必要

に応じて適切な追加対策を講じる計画である。 

・陸上植物、陸上動物及び生育・生息環境、生態系への影響の程度は不確実性を伴うことから、

その内容をフォローアップ報告書において明らかにする。 

 

9.5.4 評価 

(1) 評価の指標 

評価の指標は、生物・生態系の現況とした。 

 

(2) 評価の結果 

施設の建設に伴い、計画地内の動植物の生育・生息環境となる樹木等の伐採や土壌の改変が行

われるが、計画地周辺の明治神宮外苑の生物の生育・生息環境の改変は生じない。 

事業の実施にあたっては、計画地北側の既存樹の保存方法を検討するほか、地上部緑化等によ

り約 25,000m2の緑化を行う計画としている。本施設の植栽樹種は、明治神宮内苑・外苑に多く見

られる日本の在来木を中心とし、計画地周辺の生息・生育基盤と調和する植栽計画としている。

計画地周辺には、明治神宮外苑の緑地等の生物の生育・生息環境が存在しており、計画地及びそ

の周辺も含めた生物の生育・生息環境は維持されると考えられる。 

以上のことから、計画地における生物の生育・生息環境は一部減少するものの、計画地周辺も

含めた地域としての生物・生態系の現況は維持され、評価の指標は満足するものと考えられる。 
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9.6 緑 

9.6.1 現況調査 

(1) 調査事項及びその選択理由 

調査事項及びその選択理由は、表 9.6-1に示すとおりである。 

表 9.6-1 調査事項及びその選択理由 

調査事項 選択理由 

①緑の状況 
②生育環境 
③土地利用の状況 
④法令等による基準等 
⑤東京都等の計画等の状況 
⑥その他 

事業の実施に伴い植栽内容及び緑の量の変化が考
えられることから、計画地及びその周辺について、
左記の事項に係る調査が必要である。 

 

(2) 調査地域 

調査地域は、図9.5-1（p.184参照）に示す計画地及びその周辺とした。 

 

(3) 調査方法 

1) 緑の状況 

調査は、既存資料調査及び現地調査による方法によった。 

ア．植生等の状況 

調査は、「自然環境保全基礎調査 植生調査」（平成11年～ 環境省自然環境局生物多様性セ

ンター）の既存資料の整理によった。また、現地調査により、計画地及び会場エリア内の植生

の状況を確認した。調査は、平成26年６月12、13日に実施した。 

イ．緑の量の状況 

調査は、関係機関等へのヒヤリングにより、群落別の面積、緑被率を整理した。緑の体積

は、現地調査により、緑被面積に高木層の平均高を乗じて整理した。調査は、平成 26 年５

月 23日、６月 13日に実施した。 

2) 生育環境 

ア．地形等の状況 

調査は、「地形図」（国土地理院）、「土地条件図」(平成 25 年８月 国土地理院)の既存資

料の整理によった。 

イ．気象の状況 

調査は、東京管区気象台の気象データを整理・解析した。 

ウ．地域社会とのつながり 

調査は、当該地域の利用状況において、緑の有する機能との関わりの整理によった。また、

「明治神宮外苑志」（昭和 12年８月 明治神宮奉賛會）等を用い、明治神宮外苑造営の歴史

等を整理した。 

3) 土地利用の状況 

調査は、「東京の土地利用 平成 23年東京都区部」（平成 25年５月 東京都都市整備局）、「新

宿区用途地域等都市計画図」（平成 25年 11月 新宿区）等の既存資料の整理によった。 

4) 法令等による基準等 

調査は、都市緑地法（昭和 48 年法律第 72 号）、自然公園法（昭和 32 年法律第 161 号）、都

市計画法（昭和 43年法律第 100号）等の法令等の整理によった。 
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5) 東京都等の計画等の状況 

調査は、「緑施策の新展開」（平成 24 年５月 東京都）、「植栽時における在来種選定ガイド

ライン」（平成 26年５月 東京都）、「東京都市計画地区計画 神宮外苑地区地区計画」等の計

画等の整理によった。 

 

(2) 調査結果 

1) 緑の状況 

ア．植生等の状況 

植生等の状況は、「9.3 生物の生育・生息基盤 9.3.1 現況調査 (4)調査結果 5)植生

の状況」（p.158 参照）に示したとおりである。計画地及びその周辺は、「市街地」の占める

割合が最も多いが、明治神宮外苑、新宿御苑、赤坂御所及び青山霊園等には「残存・植栽樹

群をもった公園、墓地等」がまとまって分布するほか、明治神宮外苑や新宿御苑等には芝地

が分布している。また、新宿御苑、明治神宮外苑及び赤坂御所にかけては、市街地の中で連

続性のある緑地が形成されている。また、現地調査による計画地及び会場エリア内の現存植

生の状況は、図 9.3-3（p.160 参照）に示したとおりである。会場エリアは、主に明治神宮

外苑及び計画地からなり、明治神宮外苑の現存植生は、聖徳記念絵画館周辺をはじめとして

植栽樹林群（混交）が最も広く分布し、建国記念文庫周辺等に植栽樹林群（落葉広葉）が分

布するほか、植栽樹林群（常緑広葉）が点在している。また、明治神宮外苑に隣接する計画

地内は、明治公園（四季の庭）等に植栽樹林群（混交）が最も広く分布するほか、植栽樹林

群（落葉広葉）や植栽樹林群（常緑広葉）が分布している。 

イ．緑の量の状況 

計画地における緑の面積は合計約 24,800m2であり、植栽樹林群（混交）が約５割、植栽樹

林群（落葉広葉）が約３割を占めており、その他として植栽樹林群（常緑広葉）、植栽樹林

群（落葉針葉）、植栽樹林群（常緑針葉）の高木植栽群落のほか、イヌムギ群落及びシバ群

落の草本群落となっている。 

また、計画地における緑の体積は合計約 266,900m3であり、植栽樹林群（混交）が約５割、

植栽樹林群（落葉広葉）が約３割を占めており、その他として植栽樹林群（常緑広葉）、植

栽樹林群（落葉針葉）、植栽樹林群（常緑針葉）となっている。 

2) 生育環境 

ア．地形等の状況 

地形の状況は、「9.1 大気等 9.1.1 現況調査 (4)調査結果 3)地形及び地物の状況」

（p.74 参照）に示したとおりである。計画地東側は、武蔵野台地東部の淀橋台と呼ばれる洪

積台地（下末吉段丘）を造成した地形となっている。計画地西側は、かつての渋谷川（穏田

川ともいう。）に沿って低地が形成され、低地部のほとんどは埋立てにより平坦化された人

為的な改変を受けた地形となっている。また、計画地内の東西の高低差は約 7～8m である。 

イ．気象の状況 

気象の状況は、「9.3 生物の生育・生息基盤 9.3.1 現況調査 (4)調査結果 6)気象の

状況」（p.161参照）に示したとおりである。計画地周辺の東京管区気象台における年間降水

量及び年平均気温の平年値（昭和 56年～平成 22年）は、1,528.8mm、15.4℃である。 

ウ．地域社会とのつながり 

(ｱ) 計画地及びその周辺の歴史 

計画地及びその周辺は主に明治神宮外苑に位置し、野球、テニス、ランニング等のスポ
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ーツ、書道、絵画、陶芸等文化芸術の普及の拠点として利用されており、計画地及びその

周辺の緑は利用者に緑陰や安らぎの場を提供している。 

計画地に隣接する明治神宮外苑は、主に青山練兵場として利用されていた土地であり、

「明治神宮外苑奉献概要報告」（大正 15年 明治神宮奉賛会）によると、明治神宮内苑と

共に献木等による緑ある明快な一大記念園として、表 9.6-2に示す庭園計画とされている。

明治神宮外苑は森厳荘重な明治神宮内苑に対して、体力の向上や心身の鍛錬の場、また文

化芸術の普及の拠点となるべく、聖徳記念絵画館や競技場等の建設、聖徳記念絵画館を正

面に臨むようにいちょう並木と芝生の中央広場の整備、競技場及び野球場、相撲場周辺に

は桜並木が形成され、大正 15 年に明治神宮に奉献された。また、明治神宮外苑の整備に

あわせて、大正 15年に都市計画法に基づく風致地区が指定された。 

昭和 18 年には、明治神宮外苑競技場で出陣学徒壮行会が実施され、計画地内には平和

を祈念するため学徒出陣記念 同期の櫻が植樹されている。「国立競技場の 100 年」（平成

25年 後藤健生）によると、昭和 20年４月 13～14日かけての空襲により憲法記念館付近

が、５月 25～26 日の空襲により聖徳記念絵画館や中央広場付近の東部軍陣地、競技場や

野球場、相撲場が被災し、5,700 本の樹木が被害を被ったとされている。 

戦後は、一時野球場等が GHQによる接収に伴いアメリカ将兵の運動場となるが、全早慶

戦（昭和 20 年）、大相撲夏場所（昭和 22 年）、硬式テニスコート開場（昭和 32 年）等体

力の向上等従来の機能を取り戻しつつ、昭和 39 年には国立霞ヶ丘競技場をメインスタジ

アムとした東京オリンピックが開催された。また、都心の中の樹林地として、児童遊園内

での「森のビアガーデン」（昭和 57年開始）や「神宮外苑いちょう祭り」（平成９年開始）

等が開催されている 1ほか、散歩や自然観察等の自然との触れ合い活動の場として広く利

用されている。 

なお、戦後の明治神宮外苑は、宗教法人明治神宮の外苑として国の管理を離れ独自の事

業収入により諸施設の管理運営を行い現在に至っている。また、計画地内に位置する国立

霞ヶ丘競技場の敷地は、昭和 31 年に明治神宮より国へ譲渡され、現在では(独)日本スポ

ーツ振興センターが管理を行っている。 

1 出典：「明治神宮外苑年表」（平成 27年３月３日参照 明治神宮外苑ホームページ）

http://www.meijijingugaien.jp/history/chronology.html 
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表 9.6-2 明治神宮外苑の庭園計画 

区 分 概要 

青山口並木帯 
青山口門を入りて直路に公孫樹[イチョウ]四列を並植す並木帯は各幅員
に間として芝張す 

中央広場 
苑の中央周廻道路内約一万坪は平面芝生にして道路に接して僅に樹木を
點植するに止む中央に二条の歩道を通して絵画館正面に至る歩道の南北
両端に各石階を配す 

絵画館周辺 

絵画館の北側葬場殿址背後は針葉樹の密林として殿址の背景とし漸次左
右に広葉樹を交ふると共に疎林とし館の左右前方に至ては點植に止め以
て中央広場と相調和せしめ苑地一体に芝張す館の周囲は割栗基礎砂利広
場とし自動車の通行に適せしむ 

競技場周囲 

競技場芝生「スタンド」上端一體及入口通路両側には山櫻並木を植栽し大
谷石縁石を据付け灌木生垣を配し競技場と苑地とを区劃する境界植樹帯
とす山櫻は武蔵小金井村の献木なり 
並木帯背後の苑地は疎密相交へて植込み芝生は周廻道路に接す 
競技場西側は渋谷川沿道路に沿ひて外囲樹林とし競技場に面して多行松
並木を並植す南北両入口附近は入口に調和すへく特に植込み注意を拂ふ 

野球場西相撲場周
囲 

野球場芝生「スタンド」上端には欅並木相撲場周囲には櫻並木を植栽し、
周囲苑地には苑路を迂廻せしめ近衛歩兵聯隊及女子学習院寄りは外囲密
林とし漸次疎林を散在せしめ以て中央廣場に對せしむ 

女子学習院前 

女子学習院北側に存在する「ナンジャモンジャ」は 13年 12月に天然記念
物に指定せられたる名木なるを以て特に其周囲に廣場を設け附近に休憩
設備を爲す又正門前南側には別に一区域を作りて児童遊園とし約一千坪
の細砂敷廣場を設け壁、泉、花壇、水呑場、手洗場を築設し且つ数種の最
新児童運動器具を設備し事由遊戯場たらしむ 

出典：「明治神宮外苑奉献概要報告」（大正 15年 明治神宮奉賛会） 

 

また、「明治神宮外苑志」（昭和 12 年８月 明治神宮奉賛會）によると、明治神宮外苑の

造営にあたって植生された樹木は、明治神宮内苑献木の余剰分、明治神宮外苑献木及び購入

木となっている。昭和２年度末調査によると樹種総数 182 種、樹木総数 34,397 本であり、

内訳は、表 9.6-3に示すとおりである。 

表 9.6-3 明治神宮外苑の樹木本数 

区 分 本数 

敷地在来木（連絡道路敷含む） 1,142本 

明治神宮内苑より分植木 10,308本 

明治神宮外苑献木 3,190本 

購入木 19,757本 

合計 34,397本 

出典：「明治神宮外苑志」（昭和 12年８月 明治神宮奉賛會） 
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(ｲ) 注目される樹木等 

計画地及びその周辺で注目される樹木等は、表 9.6-4のとおりであり、天然記念物に指

定されている（スダジイ）のほか、「御観兵榎（ごかんべいえのき）」等の樹木等が確認さ

れた。確認された樹木等の位置は、図 9.6-1に示すとおりである。 

表 9.6-4 計画地及びその周辺で注目される樹木等の概要 

No. 名称 概要 

① 新宿区天然記念物 

シイ（スダジイ） 

新宿区本塩町の雪印乳業本社前より明治公園（霞岳広場）に移植され、昭和 59年 12月に新

宿区文化財保護条例（昭和 58年３月新宿区条例第 20号）に基づく天然記念物に指定された。 

② 御観兵榎 

(ごかんべいえのき) 

外苑の敷地は、造営前は青山練兵場であり、明治天皇御台臨のもとに、明治 22 年２月 11

日の憲法発布観兵式、明治 39年４月 30日の日露戦役凱旋観兵式等が行われた。その際、明

治天皇の御座所は常にこの榎の大木の西側に設けられていたため、この木を「御観兵榎」と

名付け、長く保存することとなった（現在は二代目の榎）。 

③ いちょう並木 青山通り口から外苑中央広場円周道路に至る四並列の街路樹として植栽されたいちょう並

木。明治 41 年に新宿御苑の在来木から採集したいちょうの種子を豊島御料地（現在の明治

神宮内）の苗圃に蒔き、その後樹高 6m内外に成長した 1,600 本より選ばれ、更に年々樹形

を整えてきたものを大正 12年に植栽したものである。その人工自然美の素晴らしさから、

四季を通じて都民に親しまれ、白亜の絵画館を望むいちょうの大木が作り出す景観の美しさ

は、世界的に知られている。 

④ シロマツ 中国北西部原産のマツで、日本では比較的珍しく、絵画館前庭の池の両側に３本ずつ植えら

れている。 

⑤ 葬場殿趾 クスノキ 

(そうじょうでんあと) 

大正元年９月 13日明治天皇の御大喪が旧青山練兵場で行われたとき、この場所に御轜車（ひ

つぎを乗せる車）が安置されたことから、外苑造営にあたり葬場殿を記念として石碑が建立

された。石壇の中央にあるクスノキは、建立と同時に植樹された記念樹である。 

⑥ 御鷹の松 

(みたかのまつ) 

江戸幕府三代将軍徳川家光が鷹狩りの途中、後に国立競技場の敷地となった境妙寺で休息し

ていたところ、江戸城より愛鷹「遊女」が飛来し、境内前庭の松に止まった。家光はこれを

大いに喜び、この松を「遊女の松」と名付け、後に「御鷹の松」、また地名から「霞の松」

と称されるようになった。昭和 54年８月、現在地に移設された。 

⑦ なんじゃもんじゃの木 神宮外苑に古くからあった「ひとつばたご」のこと。江戸時代から六道の辻という場所にあ

ったことから俗名「六道木」とも呼ばれた。明治 18年に青山練兵場となった後も同所に残

された。大正 13年 12月に白井光太郎博士の尽力により天然記念物の指定を受けたが、昭和

８年の夏に病菌ベッコウタケの寄生により枯死した。植え継ぎが考えられたが、白井博士が

初代木から根分けしておいたものがあることが判明し、昭和９年に同所になんじゃもんじゃ

二代目として植え付けられた。 

⑧ 東京六大学野球連盟 

結成 70年記念樹 

平成７年９月 10日に行われた東京六大学野球連盟の結成 70周年を記念する植樹祭におい

て、六大学各主将によって、さらなる繁栄を祈願して植えられた記念樹である。 

⑨ 学徒出陣記念 

同期の櫻 

昭和 18年、勅令により全国の大学、高等学校、専門学校の学徒が在学中に徴兵され出征し

た。世に言う「学徒出陣」に際して、全国各地で行われた出陣行事と並び、元明治神宮外苑

競技場においても「出陣学徒壮行会」が挙行された。この学徒出陣から 50周年を記念し、

次代に歴史的事実を伝え、平和を祈念するために植樹された記念樹である。（現地看板より） 

⑩ 学徒出陣記念 

萬朶の櫻 

（ばんだのさくら） 

同上 

出典：「新宿の歴史と文化」（平成 27年３月３日参照 新宿未来創造財団ホームページ） 

http://www.regasu-shinjuku.or.jp/?p=562 

「明治神宮外苑史跡・名木紹介」（平成 27年３月３日参照 明治神宮外苑ホームページ） 

http://www.meijijingugaien.jp/history/chronology.html 

「明治神宮外苑七十年誌」（平成 10年３月 明治神宮外苑） 

 

- 221 - 



9.6緑 

 

 

 

 

 

- 222 - 



9.6緑 

3) 土地利用の状況 

土地利用の状況は、「9.1 大気等 9.1.1 現況調査 (4)調査結果 3)地形及び地物の状

況」（p.74 参照）に示したとおりである。計画地及びその周辺の土地利用としては、事務所建

築物や教育文化施設、集合住宅、スポーツ・興行施設、公園、運動場などの混合用途の市街地

となっている。 

4) 法令等による基準等 

緑に関する法令等については、表 9.6-5(1)及び(2)に示すとおりである。 

計画地及びその周辺の明治神宮外苑は、東京都風致地区条例（昭和 45年東京都条例第 36号）

に基づき、図 9.6-2に示すとおり明治神宮内外苑付近風致地区に指定されている。東京都風致

地区条例に基づく審査基準（平成 12 年世都計発第 811 号）による風致地区の地域区分選定要

件は、表 9.6-6に示すとおりであり、計画地はＳ地域に指定されている。 

また、計画地は、東京都風致地区条例に基づく審査基準及び新宿区みどりの条例（平成２年

新宿区条例第 43号）に基づき緑化基準が定められている。 

表 9.6-5(1) 緑に関する法令等 

法令・条例等 責務等 

都市緑地法 

（昭和 48年法律第 72号） 

（目的）  

第一条  この法律は、都市における緑地の保全及び緑化の推進に関し必要な事項を

定めることにより、都市公園法（昭和三十一年法律第七十九号）その他の都市に

おける自然的環境の整備を目的とする法律と相まつて、良好な都市環境の形成を

図り、もつて健康で文化的な都市生活の確保に寄与することを目的とする。 

（国及び地方公共団体の任務等）  

第二条  国及び地方公共団体は、都市における緑地が住民の健康で文化的な生活に

欠くことのできないものであることにかんがみ、都市における緑地の適正な保全

と緑化の推進に関する措置を講じなければならない。  

２  事業者は、その事業活動の実施に当たつて、都市における緑地が適正に確保さ

れるよう必要な措置を講ずるとともに、国及び地方公共団体がこの法律の目的を

達成するために行なう措置に協力しなければならない。  

自然公園法 

（昭和 32年法律第 161号） 

（目的）  

第一条  この法律は、優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を

図ることにより、国民の保健、休養及び教化に資するとともに、生物の多様性の

確保に寄与することを目的とする。 

（国等の責務）  

第三条  国、地方公共団体、事業者及び自然公園の利用者は、環境基本法（平成五

年法律第九十一号）第三条から第五条 までに定める環境の保全についての基本理

念にのつとり、優れた自然の風景地の保護とその適正な利用が図られるように、

それぞれの立場において努めなければならない。 

都市計画法 

（昭和 43年法律第 100号） 

（目的）  

第一条  この法律は、都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画

事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と

秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与する

ことを目的とする。 

（建築等の規制）  

第五十八条  風致地区内における建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採その他の

行為については、政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で、都市の風致

を維持するため必要な規制をすることができる。 
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表 9.6-5(2) 緑に関する法令等 

法令・条例等 責務等 

東京都風致地区条例 

（昭和 45年東京都条例 

第 36号） 

(目的) 

第一条 この条例は、都市計画において定められた風致地区(面積が十ヘクタール以

上であり、かつ、二以上の特別区又は市町村(以下「区市町村」という。)の区域

にわたるものに限る。以下同じ。)について都市計画法(昭和四十三年法律第百号)

第五十八条第一項の規定に基づき、都市の風致を維持するため必要な事項を定め

ることを目的とする。 

(許可を要する行為) 

第三条 風致地区内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ知

事(当該風致地区が特別区又は市(以下「区市」という。)の区域内に存する場合に

あつては、当該区市の長。以下「知事等」という。)の許可を受けなければならな

い。 

五 建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の新築、改築、増築又は移

転(以下「建築」という。) 

新宿区みどりの条例 

（平成２年新宿区条例 

第 43号） 

(目的) 

第 1条 この条例は、新宿区(以下「区」という。)をみどり豊かなうるおいと安ら

ぎのあるまちにするため、区、区民及び事業者が協力して、今あるみどりを保護

し、新しいみどりを育成することにより、景観に配慮した良好な都市環境の形成

を図り、もって健康で快適な都市生活を確保することを目的とする。 (許可を要

する行為) 

(民間施設の緑化等) 

第 21条 土地の所有者又は管理者は、規則で定める基準により緑化を行わなければ

ならない 

 

表 9.6-6 風致地区の地域区分選定要件 

地域区分 選定要件 

Ａ地域 風致地区の核として位置づけられ、優良な風致を特に保全すべき地域 

Ｂ地域 
核としての地域をとりまく等風致地区の美観、雰囲気を守る役割を果たすべき地域。例え

ば第一種低層住居専用地域がこれに該当するが、これ以外の用途地域も含まれる。 

Ｃ地域 
住宅を中心として一定程度の風致が維持されている地域。例えば第一種中高層住居専用地

域及び第一種住居地域がこれに該当するが、これ以外の用途地域も含まれる。 

Ｄ地域 
特に土地利用上配慮すべき地域で、風致が相当失われている地域。例えば近隣商業地域及

び商業地域がこれに該当するが、これ以外の用途地域も含まれる。 

Ｓ地域 公共的な街づくり手法等の適用を受けた地区で、特殊な位置づけを与えるべき地域。 
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5) 東京都等の計画等の状況 

緑に関する東京都等の計画等については、表 9.6-7に示すとおりである。 

表 9.6-7 緑に関する計画等 

関係計画等 目標・施策等 

緑施策の新展開 

（平成 24年５月 東京都） 

緑の「10 年後の東京」（平成 18 年）の折り返し地点を迎え、これまでに取り組ん

できた緑施策を踏まえ、同計画では、緑施策を強化し、発展させ、人と自然とが共生

できる緑豊かな都市東京の実現に向け、東京都が取り組んでいる様々な施策の整理が

なされたものである。 

植栽時における在来種選定ガ

イドライン 

（平成 26年５月 東京都） 

東京都は、緑の「量」の確保に加え、生態系への配慮など緑の「質」を高める施策を

進めており、その地域に自然に分布している植物（以下「在来種」という。）を増や

すことで、在来の生きものの生息場所を拡大する取組を行っている。本ガイドライン

は、都民や事業者が緑化をする際に参考となるものとして作成されている。 

東京都市計画地区計画 

神宮外苑地区地区計画 

 

地区計画とは、地区の課題や特徴を踏まえ、住民と区市町村とが連携しながら、地

区の目指すべき将来像を設定し、その実現に向けて都市計画に位置づけて「まちづく

り」を進めていく手法であり、「東京都市計画地区計画 神宮外苑地区地区計画」は

平成 25年６月 17 日に都市計画決定された。同計画では、「地区の整備、開発及び保

全に関する方針」のうち、「緑化等の方針」として以下のものが示されている。 

１.神宮外苑いちょう並木をはじめとする歴史的な景観や緑地等の保全など、地区

資源を活用した風格ある緑の環境づくりを推進する。 

２.大規模スポーツ施設の人だまり空間や、歩行者ネットワークと調和した緑化を

積極的に推進し、魅力的な都市環境の創出・強化を図る。 

新宿区総合計画 

（平成 19年 12月 新宿区） 

新宿区総合計画は、平成 20年度～平成 29年度の 10 年間を計画期間として、新宿

区基本構想を実現するための区の基本的施策の方向性や、都市計画に関する基本的な

方針等を体系的に示したものである。 

明治神宮外苑周辺等の緑や公園、斜面緑地等のまとまった緑の積極的な保全・拡充

の促進、新宿御苑や明治神宮外苑の緑、外濠の水と緑を新宿区の外周を囲む「水とみ

どりの環」と位置づけ、水に親しめる空間や自然を感じることができる連続した水と

緑の骨格を形成するとしている。 

新宿区みどりの基本計画 

（平成 21年２月 新宿区） 

新宿区みどりの基本計画は都市緑地法に基づく法定計画であると同時に、新宿区み

どりの条例第６条に基づく「みどりの保護と育成に関する計画」に位置づけられてい

る。また、新宿区は平成 19 年度に、新たな「新宿区基本構想」と、これに伴う「新

宿区総合計画」を策定しており、「みどりの基本計画」は「新宿区総合計画」の個別

計画として、環境、まちづくり、防災などの政策分野と連携を図りながら、みどりの

施策を実施していくための基本となる計画である。 

同計画では、計画地の位置する四谷地域においては、新宿御苑、明治神宮外苑など

大規模公園を核として、周辺地域にみどりが広がるよう、地区計画や景観計画などの

制度の活用を検討し、みどりの骨格を形成するとしている。 
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9.6.2 予測 

(1) 予測事項 

予測事項は、以下に示すとおりとした。 

1) 植栽内容（植栽基盤など）の変化の程度 

2) 緑の量（緑被率や緑化面積など）の変化の程度 

 

(2) 予測の対象時点 

予測の対象時点は、2020年東京大会の実施に伴う建設工事等での改変や施設撤去後の現状回

復等において、緑に変化が生じる又は生じていると思われる時点とし、大会開催前、大会開催

中、大会開催後のそれぞれ代表的な時点又は期間のうち、大会開催前、大会開催後とした。 

 

(3) 予測地域 

予測地域は、計画地とした。 

 

(4) 予測手法 

予測手法は、2020年東京大会の実施計画を基に、緑の変化の程度を把握して予測する方法に

よった。 

 

(5) 予測結果 

1) 植栽内容の変化の程度 

計画地内の明治公園（四季の庭）等には、主に植栽樹林群落（混交）や植栽樹林群落（落

葉広葉樹）等が広く分布している。 

事業の実施に伴い、これらの植栽樹林群の多くが消失するが、計画地北側のマテバシイに

ついては、保全方法を検討する。また、施工期間中の敷地内は殆どが作業ヤードとなるため

既存樹の現位置での残置は困難な状況であるが、樹木調査の結果に従って移植に適合する樹

木は極力場外で仮養生を行い、オリンピックスタジアムの緑化樹として活用する計画である。

また、新たに植栽する樹種は、明治神宮内外苑に多く見られる日本の在来種を中心とした、

景観的にも生態的にも周辺環境と調和し、長年にわたって継承される植栽計画とする。 

計画地が隣接する明治神宮外苑には、聖徳記念絵画館周辺や建国記念文庫周辺等をはじめ

としてまとまった植栽樹林群が広く残存する。事業の実施にあたっては、図9.6-3に示すとお

り、計画地東側の外周部には、聖徳記念絵画館や建国記念文庫等の既存の緑量のあるまとま

った緑との連携を図った２列植栽による緑が連続する植栽配置とする計画である。 

以上のことから、既存植生の植栽内容の変化は小さいと予測する。 

2) 緑の量の変化の程度 

事業の実施に伴い、計画地内の植栽樹林群（混交）、植栽樹林群（落葉広葉）、植栽樹林群

（常緑広葉）、植栽樹林群（落葉針葉）等の植栽樹林群や草本群落の多くが改変されるが、

計画地北側のマテバシイについては、保存方法を検討する。また、事業の実施にあたって

は、図 9.6-3 に示すとおり、計画地北側、東側及び南側の地上部の新規高木植栽、人工地

盤上の低木や地被類植栽、屋外に配置される設備（クーリングタワー、避難用地下出入口）

の壁面緑化を行い、合計で約 25,000m2の緑地を確保する計画である。 
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注)(独)日本スポーツ振興センターへのヒヤリングに基づき作成 
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9.6.3 ミティゲーション 

(1) 予測に反映した措置 

・計画地北側のマテバシイの保存方法を検討する計画である。 

・施工期間中の敷地内は殆どが作業ヤードとなるため既存樹の現位置での残置は不可能な状況

であるが、樹木調査の結果に従って移植に適合する樹木は極力場外で仮養生を行い、オリ

ンピックスタジアムの緑化樹として活用する計画である。 

・樹種は明治神宮内外苑に多く見られる日本の在来種を中心とした、景観的にも生態的にも周

辺環境と調和し、長年にわたって継承される植栽計画とする。 

・聖徳記念絵画館や建国記念文庫等の既存の緑量のあるまとまった緑との連携を図った２列植

栽による緑が連続する沿道景観を創出する計画である。 

・計画地内に整備する人工地盤上には、低木や地被類を植栽する。 

・屋外に配置される設備（クーリングタワー、避難用地下出入口）には壁面緑化を行う計画で

ある。 

 

(2) 予測に反映しなかった措置 

・外苑西通りから自然採光が取り入れられるエリアでは、様々な樹種の混栽による壁面緑化を

行い、親しみと温もりのある空間を創出する計画である。 

・メインの歩行者動線から離れた緑豊かな人だまり空間として、来訪者が落ち着いて休息でき

る、緑に囲まれたポケットパークを設置する。また、ポケットパークの植栽地には、四季

を感じさせる花灌木や地被類を配植する計画である。 

・十分な植栽基盤（土壌）の必要な厚みを確保することを検討する計画である。 

・植栽後の樹木の状況（植栽状況、生育状況等）、維持管理の実施状況について確認し、必要

に応じて適切な追加対策を講じる計画である。 

 

9.6.4 評価 

(1) 評価の指標 

評価の指標は、法令等の緑化面積基準等とした。 

 

(2) 評価の結果 

事業の実施に伴い、地上部緑化等により約 25,000m2の緑化面積を確保する計画である。 

本事業では、東京都風致地区条例及び新宿区みどりの条例に基づき緑化基準が定められている

が、いずれの緑化基準も上回る緑化面積を確保する計画である。また、本事業では、「東京都再

開発等促進区を定める地区計画運用基準」（平成 25 年４月 東京都都市整備局）に基づき、「新

しい都市づくりのための都市再開発諸制度活用方針」（平成 26年４月 東京都）における緑化基

準を上回る緑化面積を確保する計画である。 

以上のことから、評価の指標は満足するものと考えられる。 

- 229 - 



9.6緑 

 

 

- 230 - 



9.7騒音・振動 

9.7 騒音・振動 

9.7.1 現況調査 

(1) 調査事項及びその選択理由 

騒音・振動の現況調査の調査事項及びその選択理由は、表9.7-1に示すとおりである。 

表 9.7-1 調査事項及びその選択理由 

調査事項 選択理由 

①騒音・振動の状況 
②土地利用の状況 
③発生源の状況 
④自動車交通量等の状況 
⑤地盤及び地形の状況 
⑥騒音・振動に関する法令等の基準 

事業の実施に伴う騒音及び振動の影響が考えられ
ることから、計画地及びその周辺について、左記の
事項に係る調査が必要である。 

 

(2) 調査方法 

調査地域は、環境影響要因及び周辺の土地利用や道路網等を考慮し、図9.7-1に示す範囲とし

た。 

 

(3) 調査方法 

1) 騒音・振動の状況 

調査は、既存資料調査及び現地調査によった。 

ア．既存資料調査 

既存資料として、｢平成 24 年度 道路交通騒音振動調査報告書｣（平成 26 年２月 東京都

環境局）を用い、計画地周辺の主要幹線道路沿いに位置する道路交通騒音・振動調査地点 2

地点における調査結果を整理した。 

調査地点は、表 9.7-2及び図 9.7-1に示すとおりである。 

表9.7-2 調査地点及び調査期間（既存資料調査） 

調査 

地点 
道路名(通称名) 測定地点 車線数 調査期間 備考 

No.1 
都道 319号環状 3号線 

（外苑東通り） 

港区北青山

1-1 
6 

平成 25年 1月 28日～

平成 25年 1月 29日 

「騒音規制法」第 17条

及び第 21条並びに「振

動規制法」第 16条及び

第 19条に基づく調査地

点 
No.2 

一般国道 246号 

（青山通り） 

港区北青山

3-3 
8 

注) 調査地点の番号は、図 9.7-1に対応する。 

出典:｢平成 24年度 道路交通騒音振動調査報告書｣（平成 26年２月 東京都環境局） 
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図 9.7-1 騒音・振動調査地点 
（既存資料調査） 
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イ．現地調査 

(ｱ) 調査地点 

調査地点は、表 9.7-3及び図 9.7-2に示すとおりであり、計画地内の１地点において一

般環境の騒音・振動、計画地周辺の道路沿道５地点において道路交通騒音及び振動の調査

を実施した。 

表 9.7-3 調査地点(現地調査) 

調査項目 調査地点 道路名(通称名) 用途地域 

一般環境の 
騒音・振動 

A 

(計画地内) 
－ 

第二種中高層

住居専用地域 

道路交通の

騒音・振動 

No.1 
都道 418号北品川四谷線 
（外苑西通り） 

近隣商業地域 

No.2 
都道 319号環状 3号線 
（外苑東通り） 

商業地域 

No.3 
都道 319号環状 3号線 
（外苑東通り） 

第一種中高層

住居専用地域 

No.4 補助幹線道路 24号 商業地域 

No.5 
都道 418号北品川四谷線 
（外苑西通り） 

近隣商業地域 

注) 調査地点の番号は、図 9.7-2の表記に対応する。 

 

(ｲ) 調査期間 

調査期間は、平日及び休日のそれぞれ連続 24時間実施した。 

平日：平成26年６月10日（火）10：00 ～同年６月11日（水）10：00 

休日：平成26年６月14日（土）10：00 ～同年６月15日（日）10：00 

(ｳ) 測定方法 

騒音の測定は、「騒音に係る環境基準について」(平成10年環境庁告示第64号)に定める

方法(JIS Z 8731)に準拠し、騒音レベル(等価騒音レベル：LAeq)を測定した。測定高さは、

地上1.2mとした。 

振動の測定は、振動規制法施行規則(昭和51年総務省令第58号)に定める測定方法(JIS 

Z 8735)に準拠し、振動レベル(L10)を測定した。 

 

 

  

 

- 233 - 



9.7騒音・振動 
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2) 土地利用の状況 

調査は、「東京の土地利用 平成 23年東京都区部」（平成 25年５月 東京都都市整備局）、「新

宿区用途地域等都市計画図」（平成 25年 11月 新宿区）等の既存資料の整理によった。 

3) 発生源の状況 

調査は、「東京の土地利用 平成 23年東京都区部」（平成 25年５月 東京都都市整備局）、「新

宿区用途地域等都市計画図」（平成 25年 11月 新宿区）等の既存資料の整理によった。 

4) 自動車交通量等の状況 

自動車交通量等の状況の調査は、「9.1 大気等 9.1.1 現況調査 (3) 調査方法 6) 自動

車交通量等の状況」(p.60参照)と同様とした。 

5) 地盤及び地形の状況 

ア．既存資料調査 

調査は、「地形図」（国土地理院）、「土地条件図」（平成 25年８月 国土地理院）等の既存

資料の整理によった。 

イ．現地調査 

現地調査により、道路交通振動の調査地点において、地盤卓越振動数を測定した。 

6) 騒音・振動に関する法令等の基準 

調査は、環境基本法(平成５年法律第91号)、騒音規制法(昭和43年法律第98号)、環境確保

条例(平成12年東京都条例第215号)等の法令等の整理によった。 

 

(4) 調査結果 

1) 騒音・振動の状況 

ア．騒音の状況 

(ｱ) 既存資料調査 

既存資料による道路交通騒音の調査結果は、表 9.7-4に示すとおりである。 

調査地点における道路交通の騒音レベル(LAeq)を環境基準値と比較すると、№1は昼夜と

もに環境基準値を下回っていた。No.2は昼夜ともに環境基準値を上回っていた。 

表 9.7-4 道路交通騒音調査結果(既存資料調査) 

調査 

地点 

通称名 

（路線名） 
測定地点 

車

線

数 

地域の 

類型 

等価騒音レベル(LAeq)(dB) 

調査結果 
環境 

基準値 

昼間 夜間 昼間 夜間 

№1 
都道319号環状3号線

（外苑東通り） 
港区北青山1-1 6 

A 
（幹線交通） 

65 63 70 65 

№2 
一般国道246号 

（青山通り） 
港区北青山3-3 8 

C 
（幹線交通） 

71 71 70 65 

注1) 網掛けは環境基準を上回ることを示す。 

2) 昼夜の区分は以下のとおり。 昼間:6:00～22:00  夜間22:00～6:00 

3) 地域類型の分類は次のとおり 

A：専ら住居の用に供される地域 

C：相当数の住居と合わせて商業、工業等の用に供される地域 

4) 調査地点は、幹線交通を担う道路に近接する空間であることから、「幹線交通近接空間に関する特例」の環

境基準とする。  

5) 調査地点は図9.7-1の表記に対応する。 

出典:｢平成24年度 道路交通騒音振動調査報告書｣（平成26年２月 東京都環境局） 
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(ｲ) 現地調査 

環境騒音及び道路交通騒音の現地調査結果は、表 9.7-5に示すとおりである。 

環境騒音 No.Aは、平日、休日の昼間、夜間ともに一般地域（A地域）の環境基準値を上

回っていた。計画地を含む明治神宮外苑は、一般国道や都道等の幹線道路に囲まれており、

聖徳記念絵画館の位置する外苑外周道路内については、残存・植栽樹群や国立霞ヶ丘競技

場等の既存建築物に囲まれ、(図 9.3-2 p.159 参照)、比較的静音な地域になっているが、

計画地内は、都道 414号四谷角筈線や都道 418北品川四谷線等の幹線道路に囲まれた見通

しの良い立地環境になっていることから、道路交通騒音等の影響を恒常的に受けているも

のと考えられる。 

道路交通騒音 No.1～No.5は、いずれの地点においても環境基準値を下回っていた。 

表 9.7-5 環境騒音及び道路交通騒音の調査結果（現地調査） 

調査 

項目 

調査 

地点 

道路名 

(通称名) 

車

線

数 

地域類型 
時間 

区分 

調査結果(dB) 環境 

基準値 
平日 休日 

環境 
騒音 

A 

(計画地内) 
- - 

A 

(一般の地域) 

昼間 57 56 55 

夜間 54 53 45 

道路 
交通
騒音 

No.1 
都道418号北品川四谷
線（外苑西通り） 

5 
C 

（幹線交通） 

昼間 66 65 70 

夜間 62 61 65 

No.2 
都道 319号環状 3号線
（外苑東通り） 

5 
C 

（幹線交通） 

昼間 66 65 70 

夜間 63 63 65 

No.3 
都道 319号環状 3号線
（外苑東通り） 

6 
A 

（幹線交通） 

昼間 65 63 70 

夜間 62 61 65 

No.4 補助幹線道路 24号 4 
C 

（道路に面する
地域） 

昼間 61 60 65 

夜間 56 56 60 

No.5 
都道418号北品川四谷
線（外苑西通り） 

4 
C 

（幹線交通） 

昼間 64 64 70 

夜間 61 61 65 

注 1)網掛けは環境基準を上回ることを示す。 

2)地域の類型の分類は次のとおり 

A：主として居住の用に供される地域 

C: 相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域 

3) №1～3及び№5は、幹線交通を担う道路に近接する空間であることから、「幹線交通近接空間に関する特例」

の環境基準とする。№4は、車線を有する道路に面する地域の環境基準とする。 

4) 環境基準による時間区分 昼間 6:00～22:00、夜間 22:00～6:00 

5) 調査地点は、図 9.7-2の表記に対応する。 
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イ．振動の状況 

(ｱ) 既存資料調査 

既存資料による道路交通振動の調査結果は、表 9.7-6に示すとおりである。 

道路交通の振動レベル(L10)は、昼間と夜間において規制基準値を下回っていた。 

表 9.7-6 道路交通振動調査結果(既存資料調査) 

調査 

地点 

通称名 

（路線名） 
測定地点 

車

線

数 

区域の 

区分 

振動レベル(L10)(dB) 

調査結果 
規制 

基準値 

昼間 夜間 昼間 夜間 

№2 
国道246号 

（青山通り） 
港区北青山3-3 8 第二種 45 44 65 60 

注1) 区域区分の分類は下記のとおり 

第二種区域：近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域 

2) 昼夜の区分は以下のとおり。 

第二種区域：昼間:8:00～20:00  夜間:20:00～8:00 

3) 規制基準は、環境確保条例(平成12年東京都条例第215号)に基づく「日常生活等に適用する規制基準」を示す。 

4) 調査地点は図9.7-1（p.232参照）の表記に対応する。 

出典:｢平成24年度 道路交通騒音振動調査報告書｣（平成26年２月 東京都環境局） 
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(ｲ) 現地調査 

環境振動及び道路交通振動の現地調査結果は、表 9.7-7に示すとおりである。 

環境振動及び道路交通振動は、いずれの地点においても規制基準値を下回っていた。 

表 9.7-7 環境振動及び道路交通振動の調査結果（現地調査) 

調査 

項目 

調査 

地点 

道路名 

(通称名) 

車

線

数 

区域の区分 
時間 

区分 

調査結果(dB) 規制 

基準値 
平日 休日 

環境 
振動 

A 

(計画地内) 
- - 第一種 

昼間 30 29 65 

夜間 26 24 60 

道路 
交通 
振動 

No.1 
都道 418 号北品川四
谷線（外苑西通り） 

5 第二種 
昼間 47 46 65 

夜間 43 43 60 

No.2 
都道 319 号環状 3 号
線（外苑東通り） 

5 第二種 
昼間 44 43 65 

夜間 39 38 60 

No.3 
都道 319 号環状 3 号
線（外苑東通り） 

6 第一種 
昼間 45 42 60 

夜間 39 38 55 

No.4 補助幹線道路 24号 4 第二種 
昼間 46 46 65 

夜間 40 40 60 

No.5 
都道 418 号北品川四
谷線（外苑西通り） 

4 第二種 
昼間 32 31 65 

夜間 28 26 60 

注1) 区域区分の分類は下記のとおり 

第一種：第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層

住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、無指定地域 

第二種：近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域 

2)昼夜の区分は、以下のとおり 

第一種区域  昼間8:00～19:00、夜間19:00～8:00 

第二種区域  昼間8:00～20:00、夜間20:00～8:00 

3) 調査地点は、図9.7-2（p.234参照）の表記に対応する。 

 

2) 土地利用の状況 

土地利用の状況については、「9.1 大気等 9.1.1 現況調査 (4)調査結果 4)土地利用の

状況」（p.74参照）に示したとおりである。 

3) 発生源の状況 

発生源の状況については、「9.1 大気等 9.1.1 現況調査 (4)調査結果 5)発生源の状

況」（p. 84参照）に示したとおりである。 

4) 自動車交通量等の状況 

自動車交通量等の状況については、「9.1 大気等 9.1.1 現況調査 (4)調査結果 6)自動

車交通量等の状況」（p. 84参照）に示したとおりである。 
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9.7騒音・振動 

5) 地盤及び地形の状況 

現地調査による地盤卓越振動数の調査結果は、表 9.7-8に示すとおりである。 

地盤卓越振動数は、13.6～18.4Hz であった。 

表 9.7-8 地盤卓越振動数の調査結果（現地調査） 

単位：Hz 

調査地点 地盤卓越振動数 

No.1 (外苑西通り) 13.6 

No.2 (外苑東通り) 16.8 

No.3 (外苑東通り) 18.4 

No.4 (補助幹線道路 24号) 18.4 

No.5 (外苑西通り) 16.0 

注)地盤卓越振動数は、関連車両の走行に伴う道路交通振動の予測

にあたって補正係数を求めるために使用した。 

 

6) 騒音・振動に関する法令等の基準 

騒音・振動に関する法令等については、表 9.7-9～14に示すとおりである。 
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表 9.7-9 「環境基本法」に基づく「騒音に係る環境基準」 

単位：dB 

地域の 
類型 

当てはめ地域 地域の区分 
時間の区分 

昼間(6～22時) 夜間(22～6時) 

AA 
清瀬市の区域のうち松山 3丁目 1番、竹丘 1丁目 17番、
竹丘 3丁目 1番から 3番まで及び竹丘 3丁目 10番の区
域 

50以下 40以下 

A 

第一種低層住居専用地域 
第二種低層住居専用地域 
第一種中高層住居専用地域 
第二種中高層住居専用地域 
これらに接する地先及び水面 

 一般の地域 55以下 45以下 

 

 

2 車線以上の車線
を有する道路に面
する地域 

60以下 55以下 

B 

第一種住居地域 
第二種住居地域 
準住居地域 
用途地域の定めのない地域 
これらに接する地先及び水面 

 一般の地域 55以下 45以下 

 

 

 

2 車線以上の車線
を有する道路に面
する地域 

65以下 60以下 

C 

近隣商業地域 
商業地域 
準工業地域 
工業地域 
これらに接する地先及び水面 

 一般の地域 60以下 50以下 

 

 

車線を有する道路
に面する地域 

65以下 60以下 

注 1) AA ：療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域など特に静穏を要する地域 

注 1) A ：専ら住居の用に供される地域 

注 1) B ：主として住居の用に供される地域 

注 1) C ：相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域 

2) この基準は航空機騒音、鉄道騒音及び建設作業騒音には適用しない。 

3)     は該当する基準等である。 

 

＜幹線交通近接空間に関する特例＞ 
幹線交通を担う道路に近接する空間については、上表にかかわらず特例として次表のとおりとする。 

 

 

出典単位: dB 

基準値 

昼間(6～22時) 夜間(22～6時) 

70以下 65以下 

注 1)「幹線交通を担う道路」とは、高速自動車道、一般国道、都道府県道及び市町村道(市
町村道にあっては４車線以上の区間に限る)等を表し、「幹線交通を担う道路に近接す
る空間」とは、以下のように車線数の区分に応じて道路端からの距離によりその範囲
を特定する。 
・２車線以下の車線を有する道路  15m 
・２車線を超える車線を有する道路 20m 

2) 個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営ま
れていると認められるときは、屋内へ通過する騒音に係る基準(昼間にあっては 45デ
シベル以下、夜間にあっては 40デシベル以下)によることができる。なお、騒音の評
価手法は、等価騒音レベルによるものとし、時間の区分ごとの全時間を通じた等価騒
音レベルによって評価することを原則とする。 

3)     は該当する基準である。 

参照：「騒音に係る環境基準について」（平成 10年９月 環境庁告示第 64号） 
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表 9.7-10 「騒音規制法」に基づく「特定建設作業に係る騒音の規制基準」 

騒音規制法の特定建設作業 

敷地境 
界線に 
おける 
音 量 

作業時間 
1日における 
延作業時間 

同一場所における
連続作業期間 

日曜・ 
休日に 
おける 
作 業 1号 

区域 
2号 
区域 

1号 
区域 

2号 
区域 

1号 
区域 

2号 
区域 

1.くい打機(もんけんを除く。)、くい抜
機又はくい打くい抜機(圧入式くい打
くい抜機を除く。)を使用する作業(く
い打機をアースオーガーと併用する
作業を除く。) 

85dB 

午 
 
 

前 
 
 

7 
 
 

時 
 
 

～ 
 
 

午 
 
 

後 
 
 

7 
 
 

時 

午 
 
 

前 
 
 

6 
 
 

時 
 
 

～ 
 
 

午 
 
 

後 
 
 

10 
 
 

時 

10 
 
 

時 
 
 

間 
 
 

以 
 
 

内 

14 
 
 

時 
 
 

間 
 
 

以 
 
 

内 

6 
 
 
 

日 
 
 
 

以 
 
 
 

内 

6 
 
 
 

日 
 
 
 

以 
 
 
 

内 

禁 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

止 

2.びょう打機を使用する作業 

3.さく岩機を使用する作業※ 

4.空気圧縮機(電動機以外の原動機を使
用するものであってその原動機の出
力が 15kW以上のものに限る。)を使用
する作業(さく岩機の動力として使用
する作業を除く。) 

5.コンクリートプラント(混練機の混練
容量が 0.45m3のものに限る。)又はア
スファルト (混練機の混練容量が
200kg以上のものに限る。)を設けて行
う作業(モルタルを製造するためにコ
ンクリートプラントを設けて行う作
業を除く。) 

6.バックホウ(一定の限度を超える大き
さの騒音を発生させないとして環境
庁長官が指定するものを除き、原動機
の定格出力が 80kW 以上のものに限
る。)を使用する作業 

7.トラクターショベル(一定の限度を超
える大きさの騒音を発生させないと
して環境庁長官が指定するものを除
き、原動機の定格出力が 70kW 以上の
ものに限る。)を使用する作業 

8.ブルドーザー(一定の限度を超える大
きさの騒音を発生させないとして環
境庁長官が指定するものを除き、原動
機の定格出力が 40kW 以上のものに限
る。)を使用する作業 

作業時間等の適用除外項目 

イロハニ イ ロ イロハニホ 

イ. 災害、非常事態緊急作業 
ロ. 生命、身体危険防止緊急作業 
ハ. 鉄軌道正常運行確保 
ニ. 道路法による占用許可条件及び道交法による道路使用許可条件 

夜間(休日)指定の場合 
イ. 変電所の変更工事で休日に行う必要がある場合 

注 1) １号区域：第一種、第二種低層住居専用地域、第一種、第二種中高層住居専用地域、第一種、第二種住居地域、準住

居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、用途地域として定められていない地域、工業地域のうち、

学校、病院等の周囲おおむね 80m以内の区域 

2) ２号区域：工業地域のうち、学校、病院等の周囲おおむね 80m以外の区域 

3)     *   ：作業地点が連続的に移動する作業にあたっては、１日における当該作業に係る２地点間の最大距離が 

50mを超えない作業に限る。 

4) この基準は、作業を開始した日に終わる建設作業には適用しない。 

5)      は、該当する部分である。 

参照：騒音規制法（昭和 43年法律第 98号） 
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※ 

表 9.7-11 「環境確保条例」に基づく「指定建設作業に係る騒音の勧告基準」 

作 業 区 分 

(特定建設作業) 

敷地境界に

おける騒音

レベル 

作 業 

時 間 

1 日におけ

る 延 べ 

作 業 時 間 

同一場 

所 に 

おける 

連 続 

作 業 

期 間 

日曜・休

日にお

ける作 

業 

１
号
区
域 

２
号
区
域 

１
号
区
域 

２
号
区
域 

1. 穿孔機を使用するくい打ち作業 

80dB 

午 

前 

７ 

時 

～ 

午 

後 

７ 

時 

午 

前 

６ 

時 

～ 

午 

後 
 
 

時 

 

時 

間 

以 

内 

 

時 

間 

以 

内 

６ 

日 

以 

内 

禁 止 

2. ｲﾝﾊﾟｸﾄﾚﾝﾁを使用する作業 

3. ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰを使用する作業(作業地点が

連続的に移動する作業にあっては、1日

における当該作業に係る 2 地点間の最

大距離が 50mを超えない作業に限る。) 

4. ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ、ﾊﾟﾜｰｼｮﾍﾞﾙ、ﾊﾞｯｸﾎーその他

これらに類する掘削機械を使用する作

業(作業地点が連続的に移動する作業に

あっては 1日における当該作業に係る 2

地点間の最大距離が 50m を超えない作

業に限る。) 

5. 振動ﾛｰﾗｰ、ﾀｲﾔﾛｰﾗｰ、ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗｰ、振動ﾌﾟ

ﾚｰﾄ、振動ﾗﾝﾏその他これらに類する締固

め機械を使用する作業(作業地点が連続

的に移動する作業にあっては、1日にお

ける当該作業に係る 2 地点間の最大距

離が 50mを超えない作業に限る。) 

6. ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻｰ車を使用するｺﾝｸﾘｰﾄの搬入

作業 

7. 原動機を使用するはつり作業及びｺﾝｸﾘｰ

ﾄ仕上げ作業(さく岩機を使用する作業

は除く。) 

8. 動力、火薬又は鋼球を使用して建築物そ

の他の工作物を解体し、又は破壊する作

業(作業地点が連続的に移動する作業に

あっては、1 日における最大距離が 50m

を超えない作業に限り、さく岩機、ｺﾝｸ

ﾘｰﾄｶｯﾀｰ又は掘削機械を使用する作業を

除く。) 

85dB 

1号区域 ········ 第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・
第二種住居地域、準住居地域、商業地域、近隣商業地域、準工業地域、用途地域と
して定められていない地域、工業地域のうち、学校、病院等の周囲おおむね 80m 以
内の区域 

2号区域 ········ 工業地域のうち、学校、病院等の周囲おおむね 80m以外の区域 

※1 道路交通法に規定する交通規制が行われている場合の 6.の作業に当たっては午後 9時まで 

※2 道路交通法に規定する交通規制が行われている場合の 6.の作業に当たっては午後 11時まで 

注)   は、該当する基準である。   

参照：環境確保条例（平成12年東京都条例第215号） 

 

 

14 10 

※2 

 
※1 

 

10 
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9.7騒音・振動 

表 9.7-12 「環境確保条例」に基づく「日常生活等に適用する振動の規制基準」 

 区域の区分 
敷地の境界における振動の大きさ 

時間の区分 

 あてはめ地域  
8

時 
昼間 

19

時 
夜間 

8

時 
 

第一種 

区 域 

第一種低層住居専用地域 
第二種低層住居専用地域 
第一種中高層住居専用地域 
第二種中高層住居専用地域 
第一種住居地域 
第二種住居地域 
準住居地域 
無指定地域(第二種区域に該当

する区域を除く。) 

 

60 55 

 

第二種 

区 域 

近隣商業地域 
商業地域 
準工業地域 
工業地域 

 

65   

 

20   60 

時 

 

 学校、保育所、病院、診療所、図書館及び老人ホームの敷地の周囲おおむね50mの区域内の工場

又は指定作業場当該値から５デシベルを減じた値とする。 

 振動規制法第３条第１項の規定に基づき知事が指定する地域内の工場又は指定作業場のうち、振

動規制法第２条第２項に規定する特定工場である工場又は指定作業場の第81条第３項(第82条第２

項において準用する場合を含む。)において適応する場合を除き、適用しない。 

 国又は地方公共団体その他の公共団体が工場又は指定作業場を集団立地させるために造成した

用地内に設置されている工場又は指定作業場は適用しない。 

注)注    は該当する基準等である。 

出典：環境確保条例(平成 12年都条例第 215号) 

 

 

表 9.7-13 「振動規制法」に基づく「特定建設作業の規制基準」 

振動規制法の特定建設作業 

敷 地

境界に

おける

振 動 

作業時間 
1日における 

延作業時間 

同一場所における

連続作業期間 
日曜・

休日に

おける

作業 
1号 

区域 1) 

2号 

区域 2) 

1号 

区域 1) 

2号 

区域 2) 

1号 

区域 1) 

2号 

区域 2) 

1.くい打機(もんけん及び圧入式

くい打くい抜機を除く。)、く

い抜機(油圧式くい抜機を除

く。)又はくい抜機(圧入式くい

打くい抜機を除く。) 

75dB 

 

 

午 

前 

7 

時 

 

午 

後 

7 

時 

 

 

午 

前 

6 

時 

 

午 

後 

10 

時 

10 

時 

間 

以 

内 

14 

時 

間 

以 

内 

6 

日 

以 

内 

6 

日 

以 

内 

禁 

 

止 

2.ブレーカーを使用する作業(手

持式のものを除く。)* 3) 

3.鋼球を使用して建物その他の

工作物を破壊する作業 

4.舗装版破砕機を使用する作業 

注 1) 1号区域：第一種、第二種低層住居専用地域、第一種、第二種中高層住居専用地域、第一種、第二種住居地域、

準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、用途地域として定められていない地域、工業

地域のうち、学校、病院等の周囲おおむね 80m以内の区域 

2) 2号区域：工業地域のうち、学校、病院等の周囲おおむね 80m以外の区域 

3)     *   ：作業地点が連続的に移動する作業に当たっては、１日における当該作業に係る２地点間の最大距離

が 50mを超えない作業に限る。 

4)      は、該当する部分である。 

参照：振動規制法（昭和 51年法律第 64号）

～ 
 

～ 
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9.7騒音・振動 

表 9.7-14 「環境確保条例」に基づく「指定建設作業に係る振動の勧告基準」 

作 業 区 分 

(特定建設作業) 

敷地境界にお

ける振動レベ

ル 

（ﾃﾞｼﾍﾞﾙ） 

作  業 

時  間 

1日における延

べ作業時間 
同一場所に

おける連続

作業期間 

日曜・休日に 

 

おける作業 

１
号
区
域 

２
号
区
域 

１
号
区
域 

２
号
区
域 

1. 圧入式くい打ち機、油圧式くい打ち機を
使用する作業又は穿孔機械を使用する
くい打設作業 

70 

午 

前 

７ 

時 

～ 

午 

後 

７ 

時 
午 

前 

６ 

時 

～ 

午 

後 

10 

時 

10 

時 

間 

以 

内 

14 

時 

間 

以 

内 

６ 
 

日  

以  

内 

禁 止 

2. ﾌﾞﾚｰｶｰ(手持ち式のものを除く。)以外の
さく岩機を使用する作業(作業地点が連
続的に移動する作業にあっては、1日に
おける当該作業に係る 2 地点間の最大
距離が 50mを超えない作業に限る。) 

3. ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ、ﾊﾟﾜｰｼｮﾍﾞﾙ、ﾊﾞｯｸﾎーその他
これら類する掘削機械を使用する作業
(作業地点が連続的に移動する作業にあ
っては、1 日における当該作業に係る 2
地点間の最大距離が 50m を超えない作
業に限る。) 

4. 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用い
るものであって、その原動機の定格出力
が 15kw以上のものに限る。)を使用する
作業(さく岩機の動力として使用する作
業を除く。) 

65 

5. 振動ﾛｰﾗｰ、ﾀｲﾔﾛｰﾗｰ、ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗｰ、振動ﾌﾟ
ﾚｰﾄ、振動ﾗﾝﾏ、その他これらに類する締
固め機械を使用する作業(作業地点が連
続的に移動する作業にあっては、1日に
おける当該作業に係る 2 地点間の最大
距離が 50mを超えない作業に限る。) 

70 

6. 動力、火薬を使用して建築物その他の工
作物を解体し、又は破壊する作業(作業
地点が連続的に移動する当該作業にあ
っては、1 日における当該作業に係る 2
地点間の最大距離が 50m を超えない作
業に限りさく岩機、ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ又は掘削
機械を使用する作業を除く。) 

75 

1号区域········ 第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二
種住居地域、準住居地域、商業地域、近隣商業地域、準工業地域、用途地域として定め
られていない地域、工業地域のうち学校、病院等の周囲おおむね 80m以内の区域 

2号区域········ 工業地域のうち学校、病院等の周囲おおむね 80m以外の区域 

注)     は、該当する部分である。 
参照：環境確保条例（平成12年東京都条例第215号） 
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9.7騒音・振動 

9.7.2 予測 

(1) 予測事項 

予測事項は、以下に示す項目とした。 

1) 工事用車両の走行に伴う道路交通騒音及び振動の程度 

2) 建設機械の稼働に伴う騒音及び振動の程度 

 

(2) 予測の対象時点 

予測の対象時点は、2020年東京大会の実施に伴う工事等で騒音・振動が発生していると思われ

る時点又は期間のうち、大会開催前とした。 

1) 工事用車両の走行に伴う道路交通騒音及び振動の程度 

予測の対象時点は、工事用車両の走行台数が最大になると予想される工事着工後９か月目

とした。 

通勤車両を含む工事用車両が走行する時間帯は、7：00～19：00を想定している。工事用車

両の走行に伴う道路交通騒音の予測は、環境基本法に基づく「騒音に係る環境基準について」

に示される昼間(6：00～22：00)の時間区分を対象とした。 

また、工事用車両の走行に伴う道路交通振動の予測は、環境確保条例に基づく「日常生活

等に適用する振動の規制基準」に示されている昼間(8：00～19：00)及び夜間(19：00～翌8：

00)の時間区分を対象とした。 

2) 建設機械の稼働に伴う騒音及び振動の程度 

建設機械の稼働に伴う騒音・振動が最大になると予想される時点とし、工事着工後３か月

目とした。 

 

(3) 予測地域 

工事用車両の走行に伴う道路交通騒音及び振動の予測地点は、工事用車両走行ルート沿道と

し、土地利用状況を勘案した上で、表9.7-15及び図9.7-3に示す５地点とした。 

また、建設機械の稼働に伴う建設作業騒音の予測範囲は、計画地敷地境界から200m程度の範

囲とし、また、建設作業振動の予測範囲は、計画地敷地境界から100m程度の範囲とした。 

なお、予測地点の高さは、騒音については地上1.2mとし、振動については地表面とした。 

表 9.7-15 工事用車両の走行に伴う道路交通騒音・振動の予測地点 

予測 

地点 
住 所 対象道路 

No.1 新宿区大京町 27 都道 418号北品川四谷線（外苑西通り） 

No.2 新宿区信濃町 35 都道 319号環状 3号線（外苑東通り） 

No.3 港区北青山１-1  都道 319号環状 3号線（外苑東通り） 

No.4 港区北青山 2-7 補助幹線道路 24号 

No.5 渋谷区神宮前 2-3 都道 418号北品川四谷線（外苑西通り） 

注) 予測地点の番号は、図 9.7-3に対応する。 
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9.7騒音・振動 

 

 

 

 

 

 

 

図 9.7-3 
工事用車両の走行に伴う騒音・振動
の予測地点 

注）図中の走行ルートは、施工計画より東京都が想定した走行ルートを示す。 
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9.7騒音・振動 

(4) 予測手法 

1) 工事用車両の走行に伴う道路交通騒音及び振動の程度 

ア．工事用車両の走行に伴う道路交通騒音 

(ｱ) 予測手順 

工事用車両の走行に伴う道路交通騒音は、図 9.7-4に示す予測手順に従って、騒音レベ

ル(LAeq)の予測を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

図 9.7-4 工事用車両の走行に伴う道路交通騒音の予測手順 

 

(ｲ) 予測式 

予測式は、「道路交通騒音の予測モデル(ASJ RTN-Model 2013)」(平成26年４月 (一

社)日本音響学会)を用いた。 

 

(ｳ) 予測条件 

ａ．将来交通量、道路条件及び走行速度 

将来交通量、道路条件及び走行速度は、「9.1 大気汚染 9.1.2 予測 (4) 予測手法 

1) 大会開催前 ア. 工事用車両の走行に伴い発生する二酸化窒素及び浮遊粒子状物質

の変化の程度 (ｳ) 予測条件」(p.95参照)と同様とした。 

ｂ．音源位置 

音源位置は、車道の中心、高さ 0mに設定した。 

c．走行速度 

走行速度は、表9.7-16に示すとおりであり、規制速度とした。 

 

現況騒音レベル 

(現地調査結果) 

現況交通条件 将来基礎交通条件 

現況交通量による 

騒音レベル(計算値) 

将来基礎交通量による 

騒音レベル 

将来基礎交通量による騒音レベルの増加分 

将来基礎交通量 

走行時の騒音レベル 

本事業の実施に伴い発生する 

工事用車両の交通条件 
将来基礎交通条件 

将来基礎交通量の 

走行による騒音レベル

 

本事業の実施に伴い発生する 

工事用車両による騒音レベル 

本事業の実施に伴い発生する工事用車両の

走行による騒音レベルの増加分 

将来交通量 

走行時の騒音レベル 
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9.7騒音・振動 

表 9.7-16 工事用車両の走行速度 

予測地点 
小型車 大型車 

地点 測定地点 
道路名 

（通称名） 

No.1 新宿区大京町 27 
都道 418号北品川四谷線 

（外苑西通り） 
50km/h 50km/h 

No.2 新宿区信濃町 35 
都道 319号環状 3号線 

（外苑東通り） 
50km/h 50km/h 

No.3 港区北青山１-1  
都道 319号環状 3号線 

（外苑東通り） 
50km/h 50km/h 

No.4 港区北青山 2-7 補助幹線道路 24号 40km/h 40km/h 

No.5 渋谷区神宮前 2-3 
都道 418号北品川四谷線 

（外苑西通り） 
50km/h 50km/h 
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9.7騒音・振動 

イ．工事用車両の走行に伴う道路交通振動 

(ｱ) 予測手順 

工事用車両の走行に伴う道路交通振動は、図 9.7-5に示す予測手順に従って、振動レベ

ルの 80％レンジの上端値(L10)の予測を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9.7-5 工事用車両の走行に伴う道路交通振動の予測手順 

 

(ｲ) 予測式 

予測式は、「道路環境影響評価の技術手法(平成 24 年度改定版)」（平成 25 年３月 国

土交通省国土技術政策総合研究所、独立行政法人土木研究所）による予測式を用いた。 

 

(ｳ) 予測条件 

ａ．将来交通量、道路条件及び走行速度 

将来交通量、道路条件及び走行速度は、「1) 工事用車両の走行に伴う道路交通騒音

及び振動の程度 ア．工事用車両の走行に伴う道路交通騒音 (ｳ) 予測条件」(p.247参

照)と同様とした。 

 

現況振動レベル 

(現地調査結果) 

現況交通条件 将来基礎交通条件 

現況交通量による 

振動レベル(計算値) 

将来基礎交通量による 

振動レベル 

将来基礎交通量による振動レベルの増加分 

本事業の実施に伴い発生する 

工事用車両の交通条件 

 

将来基礎交通条件 

将来基礎交通量の 

走行による振動レベル

 

本事業の実施に伴い発生する 

工事用車両の走行による振動レベル 

本事業の実施に伴い発生する工事用車両の 

走行による振動レベルの増加分 

将来交通量 

走行時の振動レベル 

将来基礎交通量 

走行時の振動レベル 
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2) 建設機械の稼働に伴う騒音及び振動の程度 

ア. 建設機械の稼働に伴う建設作業騒音 

(ｱ) 予測手順 

建設機械の稼働による建設作業騒音は、図 9.7-6に示す予測手順に従って、騒音レベル

の 90%レンジの上端値(LA5)の予測を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9.7-6 建設機械の稼働に伴う建設作業騒音の予測手順 

 

(ｲ) 予測式 

予測式は、(一社)日本音響学会による建設工事騒音の予測モデル(ASJ CN-Model 2007)

の機械別予測法に示される音源の騒音発生量を用いる場合の式を用いた。 

予測結果の表示方法は、コンター図（等値線図）及び最大騒音レベル地点を示す方法

とした。予測地域周辺に等間隔に配置したメッシュの交点における騒音レベルを、予測

式を用いて算出し、その結果を基にコンター(等値)線を描き、予測地域における騒音コ

ンター図を作成した。 

 

 

施 工 計 画 

建 設 機 械 の 種 類 及 び 台 数 

建設機械の音響パワーレベル 

距離及び回折に伴う減衰による補正 

音源及び予測点位置 

 

予測地点における騒音レベルの合成 

予測地点における建設作業騒音レベル 
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(ｳ) 予測条件 

ａ．建設機械の種類・台数及び音響パワーレベル 

建設機械の種類・台数及び音響パワーレベルは、表 9.7-17に示すとおりである。 

表 9.7-17 建設機械の種類・台数及び音響パワーレベル 

項 目 

種 類 

着工後 3か月目 音響パワーレベル 

(dB) 稼働台数(台/日) 

パワーブレンダー 6 106 

３軸掘削機 5 107 

アースオーガ 4 107 

発電機（450kVA） 11 102 

0.8m3バックホウ 23 106 

90ｔクローラークレーン 5 107 

合  計 54 － 

注）表中の建設機械稼働台数は、施工計画により東京都が想定した台数。 

参照：「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程」（平成 13年国土交通省

告示第 487号） 

 

ｂ．音源の設定 

建設機械(音源)の稼働位置は、施工計画を基に建設機械の稼働に伴い発生する音が最

も大きくなる時期を想定して、図 9.7-7に示すとおり配置した。 

なお、これらの建設機械が全て同時に稼働する可能性は低いが、周辺への影響が大き

くなる場合を想定し、予測では、全ての機械が同時に稼働した場合とした。 
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9.7騒音・振動 

図 9.7-7 建設機械の稼働位置（工事着工後３か月） 

 

注）図中の建設機械の稼働位置は、施工計画より東京都が想定した稼働位置。 
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9.7騒音・振動 

イ．建設機械の稼働に伴う建設作業振動 

(ｱ) 予測手順 

建設機械の稼働による建設作業振動は、図 9.7-8に示す予測手順に従って、振動レベル

の 80%レンジの上端値(L10)の予測を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9.7-8 建設機械の稼働に伴う建設作業振動の予測手順 

 

(ｲ) 予測式 

予測は、「建設作業振動対策マニュアル」(平成６年 (社)日本建設機械化協会)によ

り、個々の建設機械(振動源)からの受振点における振動レベルを距離減衰式を用いて求

め、それらを振動レベル合成式で合成し、予測地点における80%レンジの上端値(L10)を

求める方法とした。 

予測結果の表示方法は、コンター図（等値線図）及び最大振動レベル地点を示す方法

とした。予測地域周辺に等間隔に配置したメッシュの交点における振動レベルを、予測

式を用いて算出し、その結果を基にコンター(等値)線を描き、予測地域における振動コ

ンター図を作成した。 

 

施 工 計 画 

建設機械の種類及び台数 

建設機械の基準点振動レベル 

振動源及び予測点位置 

・地盤の内部減衰 

・幾 何 減 衰 

振 動 レ ベ ル の 合 成 

予測地点における建設作業振動レベル 
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(ｳ) 予測条件 

ａ．建設機械の種類・台数及び基準点振動レベル 

建設機械の種類・台数及び基準点振動レベル(建設機械から 5mの地点における振動レ

ベル)は、表 9.7-18に示すとおりである。 

表 9.7-18 建設機械の種類・台数及び基準点振動レベル 

項 目 

種 類 

着工後 3か月目 基準点における 
振動レベル 

(dB) 
出典 

稼働台数(台/日) 

パワーブレンダー 6 65 2 

３軸掘削機 5 71 1 

アースオーガ 4 35 2 

0.8m3バックホウ 23 65 2 

90ｔクローラークレーン 5 35 2 

合  計 43 － － 

注）表中の建設機械稼働台数は、施工計画により東京都が想定した台数。 

出典：1. 「建設工事に伴う騒音振動対策ハンドブック第３版」(平成 13年 (社)日

本建設機械化協会) 

：2. 「建設機械の騒音・振動データブック」（平成２年 建設省土木研究所機

械研究室） 

 

ｂ．発生源の設定 

建設機械(振動源)の稼働位置は、施工計画を基に建設機械の稼働に伴い発生する振

動が最も大きくなる時期を想定して、図9.7-7に示したとおり配置した。 

なお、これらの建設機械が全て同時に稼働する可能性は低いが、周辺への影響が大き

くなる場合を想定し、予測では全ての機械が同時に稼働した場合とした。 
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9.7騒音・振動 

(2) 予測結果 

1) 工事用車両の走行に伴う道路交通騒音及び振動の程度 

ア．工事用車両の走行に伴う道路交通騒音 

工事用車両の走行に伴う道路交通の騒音の予測結果は、表 9.7-19に示すとおりである。 

予測地点における工事用車両の走行に伴う道路交通の騒音レベル(LAeq)は、昼間 62～66dB

である。また、工事用車両の走行に伴う騒音レベルの増加分は、1dB未満である。 

表 9.7-19 工事用車両の走行に伴う道路交通騒音の予測結果 

単位:dB 

予測地点 
時間 

区分 

騒音レベル(LAeq) 

地点 
測定 

地点 

道路名 

（通称名） 
類型 

将来基礎交通量
の騒音レベル 

将来交通量の
騒音レベル 

工事用車両に
よる増加分 

No.1  
新宿区大
京町 27 

都道 418号北品川四
谷線（外苑西通り） 

幹線 昼間 66(66.0) 66(66.3) 1未満 

No.2  
新宿区信
濃町 35 

都道 319号環状 3号
線（外苑東通り） 

幹線 昼間 66(66.0) 66(66.2) 1未満 

No.3  
港区北青
山１-1 

都道 319号環状 3号
線（外苑東通り） 

幹線 昼間 65(65.0) 65(65.2) 1未満 

No.4 
港区北青
山 2-7 

補助幹線道路 24号 
C 

（道路） 
昼間 61(61.0) 62(61.9) 1未満 

No.5  
渋谷区神
宮前 2-3 

都道 418号北品川四
谷線（外苑西通り） 

幹線 昼間 64(64.0) 64(64.3) 1未満 

注 1)予測地点の番号は、図 9.7-3（p.246参照）に対応する。 

2)将来交通量＝将来基礎交通量＋工事用車両交通量 

3)時間区分 昼間 6:00～22:00 

 

イ．工事用車両の走行に伴う道路交通振動 

工事用車両の走行に伴う道路交通の振動の予測結果は、表 9.7-20に示すとおりである。 

予測地点における工事用車両の走行に伴う道路交通の振動レベル(L10)は、昼間 31～46dB、

夜間 26～41dB である。また、工事用車両の走行に伴う振動レベルの増加分は、昼間は 2dB

以下、夜間は 1dB未満である。 
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9.7騒音・振動 

表 9.7-20 工事用車両の走行に伴う道路交通振動の予測結果 

単位:dB 

予測地点 
時間 

区分 

振動レベル(L10) 

地点 
測定 

地点 

道路名 

（通称名） 
区域 

将来基礎 
交通量 

の振動レベル 

将来交通量 

の振動レベル 

工事用車両 

による増加分 

No.1 
新宿区大
京町 27 

都道 418号北品川四
谷線（外苑西通り） 

第二種 
昼間 45(45.0) 46(45.7) 1未満 

夜間 41(41.0) 41(41.0) 1未満 

No.2 
新宿区信
濃町 35 

都道 319号環状 3号
線（外苑東通り） 

第二種 
昼間 42(42.0) 43(42.5) 1未満 

夜間 37(37.0) 37(37.0) 1未満 

No.3 
港区北青
山１-1 

都道 319号環状 3号
線（外苑東通り） 

第一種 
昼間 42(42.0) 43(42.5) 1未満 

夜間 37(37.0) 37(37.0) 1未満 

No.4 
港区北青
山 2-7 

補助幹線道路 24号 第二種 
昼間 43(43.0) 45(44.9) 2 

夜間 37(37.0) 37(37.2) 1未満 

No.5 
渋谷区神
宮前 2-3 

都道 418号北品川四
谷線（外苑西通り） 

第二種 
昼間 30(30.0) 31(30.6) 1未満 

夜間 26(26.0) 26(26.0) 1未満 

注 1)予測地点の番号は、図 9.7-3（p.246参照）に対応する。 

2)将来交通量＝将来基礎交通量＋工事用車両交通量 

3)時間区分 第一種区域：昼間 8:00～19:00、夜間 19:00～8:00 

第二種区域：昼間 8:00～20:00、夜間 20:00～8:00 

 

2) 建設機械の稼働に伴う騒音及び振動の程度 

ア．建設機械の稼働に伴う騒音 

建設機械の稼働に伴う建設作業の騒音の予測結果は、図 9.7-9に示すとおりである。 

敷地境界付近における騒音レベル(LA5)は最大67dBであり、その出現地点は計画地北側敷

地境界である。 

イ．建設機械の稼働に伴う振動 

建設機械の稼働に伴う建設作業の振動の予測結果は、図 9.7-10に示すとおりである。 

敷地境界における振動レベル(L10) は最大66dBであり、その出現地点は計画地北側敷地

境界である。 
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図 9.7-9  

建設機械の稼働に伴う建設作業騒音の 

予測結果（工事着工後３か月目） 
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図 9.7-10  

建設機械の稼働に伴う建設作業振動の 

予測結果（工事着工後３か月目） 
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9.7騒音・振動 

9.7.3 ミティゲーション 

(1) 予測に反映した措置 

〔建設機械に関する保全のための措置〕 

・仮囲い(高さ 3m)を設置する計画である。 

〔工事用車両に関する保全のための措置〕 

・規制速度を遵守する計画である。 

 

(2) 予測に反映しなかった措置 

〔建設機械に関する保全のための措置〕 

・低騒音型建設機械の採用に努める計画である。 

・建設機械の集中稼働を行わないよう、建設機械の分散稼働に努める計画である。 

・建設機械のアイドリングストップを厳守するよう徹底する計画である。 

・作業時間及び作業手順は、周辺に著しい影響を及ぼさないように、事前に工事工程を十分

検討する計画である。 

〔工事用車両に関する保全のための措置〕 

・低公害型の工事用車両を極力採用し、不要なアイドリングの防止を徹底する計画である。 

・資材の搬出入に際しては、走行ルートの検討、安全走行等により、騒音及び振動の低減に

努める計画である。 
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9.7.4 評価 

(1) 評価の指標 

評価の指標は、工事用車両の走行に伴う道路交通騒音については「騒音に係る環境基準」、工

事用車両の走行に伴う道路交通振動については環境確保条例に基づく「日常生活等に適用する振

動の規制基準」、建設機械の稼働に伴う建設作業騒音については環境確保条例に基づく「指定建

設作業に係る騒音の勧告基準」及び建設機械の稼働に伴う建設作業振動については、環境確保条

例に基づく「指定建設作業に係る振動の勧告基準」とした。 

 

(2) 評価の結果 

1) 工事用車両の走行に伴う道路交通騒音及び振動の程度 

ア．工事用車両の走行に伴う道路交通騒音 

工事用車両の走行に伴う道路交通の騒音レベル(LAeq)は、表 9.7-21に示すとおり、昼間 62

～66dB であり、全地点において環境基準値を下回る。工事用車両の走行に伴う騒音レベルの

増加分は、1dB未満である。 

 

表 9.7-21 工事用車両の走行に伴う道路交通騒音の影響の評価 

単位:dB 

予測地点 
時間 

区分 

騒音レベル(LAeq) 環境 

基準値 

(LAeq) 
地点 

測定 

地点 

道路名 

（通称名） 
類型 

将来基礎交
通量の騒音
レベル 

将来交通
量の騒音
レベル 

工事用車
両による
増加分 

No.1  
新宿区大
京町 27 

都道 418号北品川四
谷線（外苑西通り） 

幹線 昼間 66 66 1未満 70 

No.2  
新宿区信
濃町 35 

都道 319号環状 3号
線（外苑東通り） 

幹線 昼間 66 66 1未満 70 

No.3  
港区北青
山１-1 

都道 319号環状 3号
線（外苑東通り） 

幹線 昼間 65 65 1未満 70 

No.4 
港区北青
山 2-7 

補助幹線道路 24号 幹線 昼間 61 62 1未満 65 

No.5  
渋谷区神
宮前 2-3 

都道 418号北品川四
谷線（外苑西通り） 

幹線 昼間 64 64 1未満 70 

注 1)予測地点の番号は、図 9.7-3（p.246参照）に対応する。 

2)将来交通量＝将来基礎交通量＋工事用車両交通量 

3)時間区分 昼間 6:00～22:00 
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9.7騒音・振動 

イ．工事用車両の走行に伴う道路交通振動 

工事用車両の走行に伴う道路交通の振動レベル(L10)は、表 9.7-22に示すとおり、昼間 31

～46dB、夜間 26～41dB であり、規制基準値を下回る。工事用車両の走行に伴う振動レベル

の増加分は、昼間は 2dB以下、夜間は 1dB未満である。 

 

表 9.7-22 工事用車両の走行に伴う道路交通振動の評価の結果 

単位:dB 

予測地点 

時間 

区分 

振動レベル(L10) 

地点 
測定 

地点 

道路名 
（通称名） 

区域 
将来基礎交
通量の振動
レベル 

将来交通
量の振動
レベル 

工事用車 
両による 
増加分 

規制 
基準値 
(L10) 

No.1 
新宿区大
京町 27 

都道 418号北品川 
四谷線（外苑西通り） 

第二種 
昼間 45 46 1未満 65 

夜間 41 41 1未満 60 

No.2 
新宿区信
濃町 35 

都道 319号環状 3号
線（外苑東通り） 

第二種 
昼間 42 43 1未満 65 

夜間 37 37 1未満 60 

No.3 
港区北青
山１-1 

都道 319号環状 3号
線（外苑東通り） 

第一種 
昼間 42 43 1未満 60 

夜間 37 37 1未満 55 

No.4 
港区北青
山 2-7 

補助幹線道路 24号 第二種 
昼間 43 45 2 65 

夜間 37 37 1未満 60 

No.5 
渋谷区神
宮前 2-3 

都道 418号北品川 
四谷線（外苑西通り） 

第二種 
昼間 30 31 1未満 65 

夜間 26 26 1未満 60 

注 1)予測地点の番号は、図 9.7-3（p.246参照）に対応する。 

2)将来交通量＝将来基礎交通量＋工事用車両交通量 

3)時間区分 第一種区域：昼間 8:00～19:00、夜間 19:00～8:00 

第二種区域：昼間 8:00～20:00、夜間 20:00～8:00 

 

2) 建設機械の稼働に伴う騒音及び振動の程度 

ア．建設機械の稼働に伴う騒音 

建設機械の稼働に伴う建設作業の騒音レベル(LA5)は、計画地北側敷地境界において、最大

67dBであり、「指定建設作業に係る騒音の勧告基準」(80dB)を下回る。 

 

イ．建設機械の稼働に伴う振動 

建設機械の稼働に伴う建設作業の振動レベル(L10)は、計画地北側敷地境界において、最大

66dBであり、「指定建設作業に係る振動の勧告基準」(70dB)を下回る。 
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9.8 日影 

9.8.1 現況調査 

(1) 調査事項及びその選択理由 

調査事項及びその選択理由は、表 9.8-1に示すとおりである。 

表 9.8-1 調査事項及びその選択理由 

調査事項 選択理由 

①日影の状況 
②日影が生じることによる影響に特
に配慮すべき施設等の状況 

③既存建築物の状況 
④地形の状況 
⑤土地利用の状況 
⑥植生等の状況 
⑦法令等による基準等 
⑧東京都等の計画等の状況 

事業の実施に伴い日影が生じることによる影響に
特に配慮すべき施設等における日影となる時刻、時
間数等の日影の状況の変化、冬至日における日影の
範囲、日影となる時刻、時間数等の日影の状況の変
化、日照阻害が生じる又は改善する住宅戸数及び既
存植物に影響が考えられることから、計画地及びそ
の周辺について、左記の事項に係る調査が必要であ
る。 

 

(2) 調査地域 

調査地域は、計画建築物の規模及び地域の状況を考慮し、計画建築物による日影が生じると予

想される範囲とした。 

 

(3) 調査方法 

1) 日影の状況 

調査は、「地形図」（国土地理院）等の既存資料調査及び現地踏査によった。 

2) 日影が生じることによる影響に特に配慮すべき施設等の状況 

調査は、「地形図」（国土地理院）、「しんじゅくノート」（平成 27 年２月 20日参照 新宿区ホ

ームページ）、「渋谷区案内図」（平成 26年１月 渋谷区）等の既存資料の整理によった。 

3) 既存建築物の状況 

調査は、｢ゼンリン住宅地図｣等の既存資料の整理及び現地踏査によった。 

4) 地形の状況 

調査は、「地形図」（国土地理院）、「土地条件図」（平成 25年８月 国土地理院）等の既存資料

の整理によった。 

5) 土地利用の状況 

調査は、「東京の土地利用 平成 23年東京都区部」（平成 25年５月 東京都都市整備局）、「新

宿区用途地域等都市計画図」（平成 25年 11月 新宿区）等の既存資料の整理によった。 

6) 植生等の状況 

調査は、既存資料調査及び現地調査による方法によった。 

ア．既存資料調査 

調査は、「自然環境保全基礎調査 植生調査」（平成11年～ 環境省自然環境局生物多様性セ

ンター）の既存資料の整理によった。 

イ．現地調査 

現地調査により、計画地及び会場エリア内の植生の状況を確認した。 

調査は、平成26年６月12、13日に実施した。 
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7) 法令等による基準等 

調査は、都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）、建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）、東

京都日影による中高層建築物の高さの制限に関する条例（昭和 53 年東京都条例第 63 号）の法

令等の整理によった。 

8) 東京都等の計画等の状況 

調査は、「東京都環境基本計画」（平成 20年３月 東京都）の計画等の整理によった。 

 

(4) 調査結果 

1) 日影の状況 

計画地周辺の建築物の状況は「9.1 大気等 9.1.1 現況調査 (4)調査結果 3) 地形及び地

物の状況」（p.74参照）に示したとおりである。 

計画地西側を南北に通る都道 418 号北品川四谷線（外苑西通り）沿いや計画地北側には低～

中層の建築物が分布し、東側から南側には明治神宮外苑が広がっている。また、計画地に近接

した高層建築物としては、西側約 30mに 11階建のオフィスビルや北側約 200mに 12階建の病院

等が位置しており、これらの建築物による日影が生じている。 

2) 日影が生じることによる影響に特に配慮すべき施設等の状況 

日影が生じることによる影響に特に配慮すべき施設等の計画地周辺における分布状況は、図

9.8-1及び表 9.8-2に示すとおりである。 

計画地北側から西側にかけて四谷第六小学校、四谷第六幼稚園等の教育施設や慶應義塾大学

病院等の医療施設、新宿御苑や明治公園等の公園・緑地等が存在するほか、東側から南側にか

けては国指定重要文化財の聖徳記念絵画館や明治神宮外苑等の公園等が分布している。



9.8日影 

- 265 - 

 

 

表 9.8-2 日影が生じることによる影響に特に配慮すべき施設等 

区 分 
地点

番号 
施設名 住所 

計画地
からの
方向 

計画地中
心からの
距離 

教育 

施設 

幼稚園 1 新宿区立四谷第六幼稚園 新宿区大京町 30 北 390m 

小学校 2 新宿区立四谷第六小学校 新宿区大京町 30 北 400m 

大学 3 慶應義塾大学医学部 新宿区信濃町 35 北東 400m 

4 津田塾大学 

千駄ヶ谷キャンパス 

渋谷区千駄ヶ谷 1-18-24 
西 430m 

福祉 

施設 

幼稚園・ 

保育園 

5 四谷第六小学校内学童クラブ 新宿区大京町 30 
北 400m 

保育園、 

児童施設 

6 新宿三つの木保育園 

もりさんかくしかく 

新宿区大京町 29 
北 500m 

医療

施設 

病院 7 慶應義塾大学病院 新宿区信濃町 35 北東 400m 

8 医療法人財団 東京勤労者医

療会 代々木病院 

渋谷区千駄ヶ谷 1-30-7 
西 550m 

その

他施

設 

図書館 9 慶應義塾大学信濃町 

メディアセンター 

（北里記念医学図書館） 

新宿区信濃町 35 

北 510m 

公園・緑地・児童

遊園 

10 新宿御苑 新宿区内藤町 11 北 450m 

11 大番児童遊園 新宿区大京町 31 北 390m 

12 都立明治公園 新宿区霞岳町 

渋谷区千駄ヶ谷一丁目 

西 

南 

170m 

250m 

13 かすみ児童遊園 新宿区霞ヶ丘町 5 南 250m 

14 明治神宮外苑 新宿区霞ヶ丘町 

港区北青山 
東 400m 

15 神宮前公園 渋谷区神宮前 2-2-30 南 470m 

指定文化財 16 聖徳記念絵画館 新宿区霞ヶ丘町 1-1 東 210m 

注) 地点番号は、図 9.8-2の表記に対応する。 

出典:「しんじゅくノート」(平成 27年３月３日参照 新宿区ホームページ) 

http://shinjuku.mypl.net/ 

「渋谷区案内図」(平成 27年３月３日参照 渋谷区ホームページ) 

http://map.city-minato.jp/ 

「医療機関名簿」(平成 26年 東京都) 

「国指定文化財等データベース」(平成 27年３月３日参照 文化庁ホームページ） 

http://kunishitei.bunka.go.jp/bsys/index_pc.asp 
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注）図中番号は、表 9.8-2参照。 
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3) 既存建築物の状況 

計画地及びその周辺の既存建築物の状況は、「9.1 大気等 9.1.1 現況調査 (4)調査結果 

3) 地形及び地物の状況」（p.74参照）に示したとおりである。 

計画地西側を南北に通る都道 418 号北品川四谷線（外苑西通り）沿いや計画地北側には低～

中層の建築物が分布し、東側から南側には明治神宮外苑が広がっている。また、計画地に近接

した高層建築物としては、西側約 30mに 11階建のオフィスビルや北側約 200mに 12階建の病院

等が位置している。 

なお、計画地内には、国立霞ヶ丘競技場及び日本青年館（地上９階）の建築物が位置してい

る。 

4) 地形の状況 

計画地及びその周辺の地形の状況は、「9.1 大気等 9.1.1 現況調査 (4)調査結果 3) 地形

及び地物の状況」（p.74参照）に示したとおりである。 

計画地東側は、武蔵野台地東部の淀橋台と呼ばれる洪積台地（下末吉段丘）を造成した地形

となっている。計画地西側は低地が形成され、低地部のほとんどは平坦化された地形となって

いる。また、計画地内の東西の高低差は約 7～8mである。 

5) 土地利用の状況 

計画地及びその周辺の土地利用の状況は、「9.1 大気等 9.1.1 現況調査 (4)調査結果 4) 

土地利用の状況」（p.74参照）に示したとおりである。 

計画地はスポーツ・興行施設、公園、運動場及び宿泊・遊興施設となっている。計画地北側

には慶應義塾大学病院等の厚生医療施設、新宿御苑等の公園、運動場等や四谷第六小学校、四

谷第六幼稚園等の教育文化施設等があり、南側にはシーアイプラザ、伊藤忠青山アートスクエ

ア等の専用商業施設や青山小学校、青山中学校等の教育文化施設、集合住宅、東側には聖徳記

念絵画館等の教育文化施設やスポーツ・興行施設、公園、運動場等、西側にはスポーツ・興行

施設や集合住宅、事務所建築物等が立地している。 

6) 植生等の状況 

計画地及びその周辺の植生の状況は、「9.3 生物の生育・生息基盤 9.3.1 現況調査 (4)調

査結果 5)植生の状況」（p.158参照）に示したとおりである。 

計画地及びその周辺の現存植生は、主に「市街地」、「残存・植栽樹群をもった公園、墓地等」、

「ゴルフ場・シバ地」となっている。 

現地調査による計画地及び会場エリア内の現存植生の状況は、図 9.3-3（p.160参照）に示し

たおりであり、会場エリア内の現存植生は、聖徳記念絵画館周辺をはじめとして植栽樹林群（混

交）が広く分布し、建国記念文庫周辺等に植栽樹林群（落葉広葉）が分布するほか、植栽樹林

群（常緑広葉）が点在している。また、計画地内は、明治公園（四季の庭）にまとまった植栽

樹林群が分布するほか、国立霞ヶ丘競技場周囲や明治公園（霞岳広場）周囲に植栽樹林群が分

布している。 
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7) 法令等による基準等 

計画地周辺における日影規制は、建築基準法第 56条の２（日影による中高層の建築物の高さ

の制限）及び東京都日影による中高層建築物の高さの制限に関する条例第３条（対象区域、規

制値及び測定面）により指定されており、都市計画法で区分された用途地域、容積率及び高度

地区の区分に応じ、日影規制時間が定められている。 

新宿区及び渋谷区の都市計画（用途地域）に応じた日影規制時間の指定状況は、表 9.8-3(1)

及び(2)、図 9.8-2に示すとおりである。 

計画地の北側は第二種中高層住居専用地域となっており、日影規制地域（３時間・２時間）

に指定されている。 

8) 東京都等の計画等の状況 

「東京都環境基本計画」によると、「日照阻害は都市部において、生活環境に影響を及ぼす問

題となっているため、地域特性に応じた環境保全措置を講じ、生活環境の質の向上に努める。」

とされている。 
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表 9.8-3 (1) 新宿区における日影規制の状況 

項 目 内 容 

規制対象区域 
第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専
用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、近隣商業地域、準工業地域(特
別工業地区を含む)のうち条例で指定した区域 

規制対象建築物 

(1) 第一種低層住居専用地域では、軒の高さが 7m をこえる建築物又は地階
を除く階数が 3以上の建築物 

(2) その他の地域では高さが 10mをこえる建築物 
 ※ 規制対象区域外であっても、高さが 10mをこえる建築物で、規制対象区

域に日影を生じさせる場合は、その規制対象区域内の規制を受ける。 

日影の前提条件 

季  節：冬至日 
有効時間：午前 8時から午後 4時までの 8時間 
測 定 面：第一種低層住居専用地域では平均地盤面から 1.5m、 

その他地域では平均地盤面 4m又は 6.5mの高さ 

日影規制基準 

 

日影規制時間 

規制される日影時間 
(敷地境界線から外側への水平距離) 

5m＜L≦10m 10m＜L 

3-2 3時間以上 2時間以上 

4-2.5 4時間以上 2.5時間以上 

5-3 5時間以上 3時間以上 

出典:｢新宿区用途地域等都市計画図｣（平成20年２月 新宿区都市計画部都市計画課） 

表9.8-3(2) 渋谷区における日影規制の状況 

項 目 内 容 

規制対象区域 
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用
地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住
居地域、近隣商業地域、準工業地域のうち条例で指定した区域 

規制対象建築物 

(1) 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域では、軒の高さが
7mをこえる建築物又は地階を除く階数が 3以上の建築物 

(2) その他の地域では高さが 10mをこえる建築物 
 ※ 規制対象区域外であっても、高さが 10mをこえる建築物で、規制対象区

域に日影を生じさせる場合は、その規制対象区域内の規制を受ける。 

日影の前提条件 

季  節：冬至日 
有効時間：午前 8時から午後 4時までの 8時間 
測 定 面：第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域では、平均地

盤面から 1.5m、その他地域では平均地盤面 4mの高さ 

日影規制基準 

 

日影規制時間 

規制される日影時間 
(敷地境界線から外側への水平距離) 

5m＜L≦10m 10m＜L 

3-2 3時間以上 2時間以上 

4-2.5 4時間以上 2.5時間以上 

5-3 5時間以上 3時間以上 

出典:「渋谷区都市計画図・日影規制図」(平成24年３月 渋谷区)  
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図 9.8-2 日影規制の指定状況 
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9.8.2 予測 

(1) 予測事項 

予測事項は、以下に示すとおりとした。 

1) 日影が生じることによる影響に特に配慮すべき施設等における日影となる時刻、時間数等の

日影の状況の変化の程度 

2) 冬至日における日影の範囲、日影となる時刻、時間数等の日影の状況の変化の程度 

3) 日照障害が生じる又は改善する住宅戸数及び既存植物 

 

(2) 予測の対象時点 

予測の対象時点は、2020 年東京大会の実施に伴う建設、改修もしくは撤去の工事等における工

作物の設置又は撤去により、日照阻害が生じる又は改善すると予測される時点とし、大会開催前、

大会開催中、大会開催後のそれぞれ代表的な時点又は期間のうち、大会開催前、大会開催後とし

た。 

 

(3) 予測地域 

予測地域は、冬至日の真太陽時における８時から 16時までに、計画建築物による日影が生じる

と想定される範囲とした。 

 

(4) 予測手法 

1) 日影が生じることによる影響に特に配慮すべき施設等における日影となる時刻、時間数等の

日影の状況の変化の程度 

予測手法は、時刻別日影図、等時間日影図等の作成による方法とした。 

なお、計画建築物による冬至日の８時から 16時（真太陽時）の時刻別日影図及び等時間日影

図はコンピュータにより計算・作図する方法とし、予測に用いた条件は、表 9.8-4 に示すとお

りであり、時刻別日影図及び等時間日影図の測定面高さは、建築基準法及び東京都日影による

中高層建築物の高さの制限に関する条例に規定された高さ（平均地盤面から高さ 4mの位置）と

した。 

表 9.8-4 日影の予測条件 

項  目 条  件 

計画地の位置及び形状 「7.オリンピックスタジアムの計画の目的及び内容 7.2内容」
（p.15参照） 

建築物の高さ 約 70m 

日影測定面の位置 4m 

予測の時期 計画建築物の建設完了後の冬至日 

予測の時間帯 真太陽時の 8時から 16時 

予測に用いた緯度 北緯 36度 00分 
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2) 冬至日における日影の範囲、日影となる時刻、時間数等の日影の状況の変化の程度 

予測手法は、「1) 日影が生じることによる影響に特に配慮すべき施設等における日影となる

時刻、時間数等の日影の状況の変化の程度」で示した計画建築物による冬至日の８時から 16時

（真太陽時）の時刻別日影図及び等時間日影図をコンピュータにより計算・作図する方法と同

様とした。 

3) 日照障害が生じる又は改善する住宅戸数及び既存植物 

予測手法は、「1) 日影が生じることによる影響に特に配慮すべき施設等における日影となる

時刻、時間数等の日影の状況の変化の程度」で作成した時刻別日影図と等時間日影図を地形図

に重ね合わせることにより、日照阻害が生じる又は改善する住宅戸数等を把握した。 

 

(5) 予測結果 

1) 日影が生じることによる影響に特に配慮すべき施設等における日影となる時刻、時間数等の

日影の状況の変化の程度 

冬至日の平均地盤面から 4m の高さにおける計画建築物による時刻別日影図は、図 9.8-3 に、

等時間日影図は、図 9.8-4 に示すとおりである。計画建築物による日影は、計画地の西北西か

ら東北東の範囲に生じるが、公園・緑地等に生じる日影は２時間程度以下であり、３時間程度

の日影が生じる範囲は、ほぼ道路の範囲になると予測する。 

2) 冬至日における日影の範囲、日影となる時刻、時間数等の日影の状況の変化の程度 

冬至日の平均地盤面から 4mの高さにおける計画建築物による時刻別日影図は、図 9.8-3に示

したとおりである。８時から 16 時の時間帯で日影が及ぶ範囲は、計画地の西北西側約 350m の

渋谷区千駄ヶ谷一丁目から、東北東側約 300mの新宿区霞ヶ丘町に及ぶ範囲であると予測する。 

また、冬至日の等時間日影図は、図 9.8-4 に示したとおりである。日影規制地域に２時間あ

るいは３時間以上の日影は生じないと予測する。 

3) 日照阻害が生じる又は改善する住宅戸数及び既存植物 

計画地の現況では、国立霞ヶ丘競技場や日本青年館が立地しており、周辺地域に日影が生じ

ている。計画建築物が出現することにより、冬至日の平均地盤面から 4mの高さにおいて周辺地

域に日影を生じると予測されるが、３時間程度の日影が生じる範囲は、ほぼ道路の範囲になる

と予測する。 
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注 1）日影図は、（独）日本スポーツ振興センター提供資料を基に作成｡ 

2）図中番号は、表 9.8-2（p.265）参照。 
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注）日影図は、（独）日本スポーツ振興センター提供資料を基に作成｡ 
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9.8.3 ミティゲーション 

(1) 予測に反映した措置 

・計画地周辺への日影の影響を低減するため、計画建築物の当初案より高さを低くした構

造とする。 

 

9.8.4 評価 

(1) 評価の指標 

評価の指標は、東京都等が定めた計画、要綱等の中で設定している日影に関する目標、方

針等とし、東京都日影による中高層建築物の高さの制限に関する条例に定める日影規制とし

た。 

 

(2) 評価の結果 

計画建築物により日影が生じると予測される範囲は、計画地の西北西側約 350m の渋谷区

千駄ヶ谷一丁目から、東北東側約 300mの新宿区霞ヶ丘町に及ぶ範囲であるが、日影規制地

域に対して規制時間を上回る日影は生じないものと考える。 

以上のことから、評価の指標を満足するものと考える。 
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9.9 景観 

9.9.1 現況調査 

(1) 調査事項及びその選択理由 

調査事項及びその選択理由は、表 9.9-1に示すとおりである。 

表 9.9-1 調査事項及びその選択理由 

調査事項 選択理由 

①地域景観の特性 
②景観資源の状況 
③眺望地点の状況 
④眺望景観の状況 
⑤圧迫感の状況 
⑥緑視率の状況 
⑦土地利用の状況 
⑧法令等による基準等 
⑨東京都等の計画等の状況 

事業の実施に伴い主要な景観の構成要素の改変及
びその改変による地域景観の特性の変化、景観形成
特別地区の景観阻害又は貢献の程度、代表的な眺望
地点からの眺望の変化、貴重な景勝地の消滅の有無
又は改変の程度、圧迫感の変化、緑視率の変化及び
景観阻害要因の変化が考えられることから、計画地
及びその周辺について、左記の事項に係る調査が必
要である。 

 

(2) 調査地域 

調査地域は、計画建築物の種類及び規模、明治神宮外苑に位置していることを勘案し、2020年

東京大会の実施により景観に影響を及ぼすと予想される地域とした。 

なお、計画地にアクセスする歩行者等からの眺望を考慮して、アクセスルートを含む地域とし

た。 

 

(3) 調査方法 

1) 地域景観の特性 

調査は、「東京の土地利用 平成23年東京都区部」（平成25年５月 東京都都市整備局）、｢東

京都景観計画｣（平成23年４月 東京都）、「新宿区景観形成ガイドライン」（平成21年３月 新

宿区）、「港区景観計画」（平成21年８月 港区）、「渋谷区景観計画」（平成24年３月 渋谷区）

等の既存資料調査及び現地踏査によった。 

2) 景観資源の状況 

調査は、｢東京都景観計画｣、「新宿区景観形成ガイドライン」、「港区景観計画」、「渋谷区景

観計画」等の既存資料調査及び現地踏査によった。 

3) 眺望地点の状況 

調査は、既存資料に基づき、不特定多数の人の利用度や滞留度が高い場所などの代表的な８

地点を選定した。 

眺望の状況の調査地点は、表 9.9-2及び図 9.9-1に示すとおりである。 
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表 9.9-2 代表的な眺望地点 

区分 調査地点 選定の理由 
計画地か
らの方向 

計画地境
界線から
の距離 

近
景
域 

No.1 噴水前 

計画地の南東側に位置し、イチョウ並木と聖徳記念
絵画館の間の地点である。不特定多数の人々の利用
度の高い場所である。噴水及び軟式野球場越しに計
画地を望むことができる。 

南東 約 370m 

No.2 青山口 

計画地の南東側に位置する地点で、「東京都景観計
画」において明治神宮聖徳記念絵画館に係る眺望地
点に指定されている。青山一丁目駅からのアクセス
ルートであり、不特定多数の人々の利用が高い場所
である。 

南東 約 670m 

No.3 
仙寿院 
交差点 

計画地の南西側に位置する地点であり、不特定多数
の人々の利用度の高い場所である。交差点越しに計
画地を望むことができる。 

南西 約 50m 

No.4 
外苑橋 
交差点 

計画地の北西側に位置する地点で、千駄ヶ谷駅及び
国立競技場駅からのアクセスルートであり、不特定
多数の人々の利用度の高い場所である。計画地を直
接望むことができる。 

北西 約 10m 

No.5 
聖徳記念 
絵画館北西 

計画地の北東側に位置する地点であり、計画地を直
接望むことができる。 

北東 約 10m 

No.6 
聖徳記念 
絵画館東 

計画地の東側に位置する地点で、信濃町駅からのア
クセスルートであり、不特定多数の人々の利用度の
高い場所である。聖徳記念絵画館西側の樹木越しに
計画地を望むことができる。 

東 約 240m 

No.7 
聖徳記念 
絵画館西 

計画地の東側に位置する地点であり、不特定多数の
人々の利用度の高い場所である。計画地を直接望む
ことができる。 

東 約 40m 

No.8 新宿御苑 
計画地の北西側に位置する公園内であり、不特定多
数の人々の利用度、滞留度の高い場所である。また、
周辺住民の方々が慣れ親しんでいる公園である。 

北西 約 520m 

注) 調査地点の番号は、図 9.9-1に対応する。 
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4) 眺望景観の状況 

調査は、既存資料調査によった。 

5) 圧迫感の状況 

圧迫感の状況については、天空写真を撮影し、正射影に変換後、圧迫感の指標の一つである

形態率を算定する手法によった。 

天空写真の撮影地点は、計画地に近接した道路上とし、表 9.9-3及び図 9.9-2に示す４地点

とした。また、撮影諸元は、表 9.9-4に示すとおりである。 

表 9.9-3 天空写真撮影地点 

調査地点 住所 計画地方向 
計画地敷地境
界からの距離 

ａ フットサルコート前 新宿区霞ヶ丘町 11 北 40m 

ｂ 聖徳記念絵画館西 新宿区霞ヶ丘町 2 東 40m 

ｃ 仙寿院交差点 渋谷区千駄ヶ谷 2-24 南西 30m 

ｄ 東京体育館東 渋谷区千駄ヶ谷 1-17 北西 30m 

注) 調査地点記号は、図 9.9-2に対応する。 

表 9.9-4 天空写真撮影諸元 

撮影日 平成 26年９月 27日 

使用カメラ Nikon D3 Digital Camera 

使用レンズ Nikon ME&AI 8mm ｆ2.8 

水平角 90° 

撮影高さ 地上 1.5m 

注）天空写真は撮影した画像を正射影に変換した。 

 

6) 緑視率の状況 

調査は、日常生活の実感として捉えられる緑の量として、人間が通常見ている視界に近い状

態を想定して撮影された既存資料に基づく写真の中に占める緑の割合を算定する方法によっ

た。調査地点は、不特定多数の人の利用度や滞留度が高い場所などの代表的な 8地点とし、図

9.9-1 に示したとおりとした。 

7) 土地利用の状況 

調査は、「東京の土地利用 平成 23年東京都区部」（平成 25年５月 東京都都市整備局）等

の既存資料の整理によった。 

8) 法令等による基準等 

調査は、景観法 (平成 16 年法律第 110 号）、東京都景観条例（平成 18 年都条例第 136 号）、

新宿区景観まちづくり条例(平成 20年区条例第 67号)等の法令等の整理によった。 

9) 東京都等の計画等の状況 

調査は、「東京都景観計画」、「新宿区景観まちづくり計画」（平成 23 年４月 新宿区）、「渋

谷区景観計画」等の計画等の整理によった。
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(4) 調査結果 

1) 地域景観及び景観資源の特性 

計画地が隣接する明治神宮外苑は、その周辺の明治神宮（内苑）、新宿御苑、赤坂御所や青

山霊園等の緑地とともに都市内の大規模緑地を構成し、潤いのある景観を形成している。また、

緑地以外の地域には主に住居地域が分布するほか、計画地南側の一般国道 246号（青山通り）

沿いには大規模な商業施設が立地する等の都市景観を形成しており、計画地周辺は多様な景観

を呈している。 

明治神宮外苑は、明治天皇と昭憲皇太后を祀る神社として創立された明治神宮（内苑）とと

もに計画され、「明治神宮外苑 70 年誌」（平成 10 年３月 明治神宮外苑）によると、「御神霊

の鎮まります森厳荘重な内苑に対し、外苑は豊かな自然環境の中で両御祭神の御事績を目のあ

たりに拝する聖徳記念絵画館を中心に、憲法記念館、各種スポーツ施設、林泉を配して、健全

なスポーツ精神による体力の向上・錬成、徳育の涵養を図り、多くの人々に親しまれる悠遊安

息の神苑として」大正 15年に創建された。 

また、「明治神宮外苑志」（昭和 12 年８月 明治神宮奉賛会）によると、内苑が古来の様式

による伝統の美を現せるのに対し、外苑は現代式庭園として計画されており、明るく開放的な

景観を形成している。また、明治神宮外苑造設当初より競技場が記念建造物として計画される

等、多数のスポーツ施設が立地する公園として整備されている。 

大正 15 年（1926 年）には「環境ノ風致ヲ維持シ神宮崇敬ノ意ヲ完フセムトスル」ことを意

図して、内外苑連絡道や表参道等が国で初めての風致地区に指定され、後の昭和 45 年には東

京都条例により内苑とともに外苑は全敷地が第二種風致地区に指定された。 

計画地の東側約 100mに位置する聖徳記念絵画館は、「重要文化財（建築物）の指定について」

（平成 23年４月 15日文化庁報道発表資料）において、わが国最初期の美術館建築で直線を強

調した造形表現により、記念性の高い重厚な外観意匠を実現しており、高い価値が認められて

いる。また、「東京都景観計画」において、保全対象建築物に指定されており、重要な視点場

としての眺望地点、建築物等の色彩等を適切に誘導することを目的とした景観誘導区域が設定

されている。なお、計画地にはそれらの区域は含まれていない。聖徳記念絵画館の眺望地点は

一般国道 246号（青山通り）と都道 414号四谷角線が交差する青山通り交差点付近に設定され

ており、都道 414号四谷角線のイチョウ並木の奥に聖徳記念美術館を望む景観は、東京を代表

する都市景観のひとつとされている。 

2) 眺望地点の状況 

代表的な眺望地点の状況は、表 9.9-2及び図 9.9-1に示したとおりである。 

3) 眺望景観の状況 

代表的な眺望地点からの眺望の状況は、「第 55回新宿区景観まちづくり審議会資料 新国立

競技場(仮称)整備計画について」を基に、写真 9.9-1～8(上段の写真、p.292～299 参照)に示

すとおりである。 

4) 圧迫感の状況 

圧迫感の状況は、表 9.9-7及び写真 9.9-9～12(上段の写真、p.301～304参照)に示すとおり

である。 

圧迫感の指標の一つである形態率は、「建築物の水平面立体角投射率」1と定義される。 

市街地の大規模建築物については、圧迫感の許容値を示すことを目的とした研究がなされ

1具体的には魚眼レンズ(正射影)で天空写真を撮影したときの写真内に占める面積比として表される。 
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ている。その結果によると、街区単位の大規模建築物については、その中心的な高層建築物

の圧迫感の許容限界値は、周辺建築物が低層の場合15％、中層の場合14％、高層の場合11％

とされている。 

5) 緑視率の状況 

緑視率の状況は、表 9.9-8 及び写真 9.9-13～18（上段の写真、p.306～311)に示すとおりで

ある。 

6) 土地利用の状況 

土地利用の状況は、「9.1 大気汚染 9.1.1 現況調査 (4) 調査結果 4) 土地利用の状況」

(p.74 参照)に示したとおりである。 

計画地及びその周辺の土地利用としては、事務所建築物や教育文化施設、集合住宅、スポー

ツ・興行施設、公園、運動場等の混合用途の市街地となっている。このうち、計画地北側には

慶應義塾大学病院等の厚生医療施設、新宿御苑等の公園、運動場等や四谷第六小学校、四谷第

六幼稚園等の教育文化施設等があり、南側にはシーアイプラザ、伊藤忠青山アートスクエア等

の専用商業施設や青山小学校、青山中学校等の教育文化施設、集合住宅、東側には聖徳記念絵

画館等の教育文化施設やスポーツ・興行施設、公園、運動場等、西側にはスポーツ・興行施設

や集合住宅、事務所建築物等が立地している。 

7) 法令等による基準等 

景観に関する法令等については、表 9.9-5(1)及び(2)に示すとおりである。 
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表 9.9-5(1) 景観の保全に係る法律等 

法令・条例等 責務等 

景観法 

（平成 16年法律 

第 110号） 

（目的） 

第一条 この法律は、我が国の都市、農山漁村等における良好な景観の形成を促進するため、景観計画の策

定その他の施策を総合的に講ずることにより、美しく風格のある国土の形成、潤いのある豊かな生活環境

の創造及び個性的で活力ある地域社会の実現を図り、もって国民生活の向上並びに国民経済及び地域社会

の健全な発展に寄与することを目的とする。 

（基本理念） 

第二条  良好な景観は、美しく風格のある国土の形成と潤いのある豊かな生活環境の創造に不可欠なもので

あることにかんがみ、国民共通の資産として、現在及び将来の国民がその恵沢を享受できるよう、その整

備及び保全が図られなければならない。 

２  良好な景観は、地域の自然、歴史、文化等と人々の生活、経済活動等との調和により形成されるもので

あることにかんがみ、適正な制限の下にこれらが調和した土地利用がなされること等を通じて、その整備

及び保全が図られなければならない。 

３  良好な景観は、地域の固有の特性と密接に関連するものであることにかんがみ、地域住民の意向を踏ま

え、それぞれの地域の個性及び特色の伸長に資するよう、その多様な形成が図られなければならない。 

４  良好な景観は、観光その他の地域間の交流の促進に大きな役割を担うものであることにかんがみ、地域

の活性化に資するよう、地方公共団体、事業者及び住民により、その形成に向けて一体的な取組がなされ

なければならない。 

５  良好な景観の形成は、現にある良好な景観を保全することのみならず、新たに良好な景観を創出するこ

とを含むものであることを旨として、行われなければならない。 

（事業者の責務） 

第五条  事業者は、基本理念にのっとり、土地の利用等の事業活動に関し、良好な景観の形成に自ら努める

とともに、国又は地方公共団体が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。 

東京都景観条例 

（平成 18年東京都 

条例第 136号） 

（目的） 

第一条 この条例は、良好な景観の形成に関し、景観法(平成十六年法律第百十号。以下「法」という。)の

規定に基づく景観計画の策定や行為の規制等について必要な事項を定めるとともに、東京都(以下「都」と

いう。)、都民及び事業者の責務を明らかにするほか、大規模建築物等の建築等に係る事前協議の制度を整

備することなどにより、地形、自然、まち並み、歴史、文化等に配慮した都市づくりを総合的に推進し、

もって美しく風格のある東京を形成し、都民が潤いのある豊かな生活を営むことができる社会の実現を図

ることを目的とする。 

（基本理念） 

第三条 良好な景観は、国内外の人々の来訪を促し、交流を活発化させ、新たな産業、文化等の活動を創出

することにかんがみ、活力ある都市の発展につながるよう、その整備及び保全が図られなければならない。 

2 良好な景観の形成は、先人から受け継いだ自然、歴史、文化等の保全のみならず、都市づくり等を通じ

て、新たに美しく魅力あふれる景観を創出し、都市としての価値を高めていくことを旨として、行わなけ

ればならない。 

3 良好な景観は、地域の魅力の向上に加えて、広域的に都市としての魅力を高めていくものであることに

かんがみ、首都の形成に資するよう、都及び都民、事業者、区市町村等の連携及び協力の下に、その形成

に向けて一体的な取組がなされなければならない。 

（事業者の責務） 

第五条 事業者は、基本理念にのっとり、土地の利用等の事業活動に関し、良好な景観の形成に自ら努めな

ければならない。 

2 事業者は、都がこの条例に基づき実施する良好な景観の形成に関する施策に協力するよう努めなければ

ならない。 

新宿区景観まちづく

り条例 

（平成 20年 新宿区 

条例第 67号） 

 

（目的） 

第一条 この条例は、景観法（平成16年法律第110号。以下「法」という。）の規定に基づく景観計画の策定

等の施策及び良好な景観の形成の推進に係る施策（以下これらを「景観形成施策」という。）を総合的に展

開することにより、新宿区（以下「区」という。）の歴史、文化及び自然環境と調和し、かつ、地域の個性

を反映した良好な景観を形成し、もって潤いのある豊かな区民の生活環境の創造と個性的でにぎわいのあ

るまちづくりの推進に寄与することを目的とする。 

（基本理念） 

第二条 良好な景観の形成は、先人から受け継いだ良好な景観を保全すること、新たな良好な景観を創出す

ること及びこれらの良好な景観を区民共通の資産として次代に引き継ぐことを旨として、行われなければ

ならない。 

２ 前条に規定する目的を実現するため、良好な景観の形成に向けた取組は、区、事業者及び区民が連携し、

及び協力して一体的になされなければならない。 

（事業者の責務） 

第四条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、自ら良好な景観の形成に努めるとともに、

景観形成施策に協力するよう努めなければならない。 

- 284 - 



9.9景観 

 

表 9.9-5(2) 景観の保全に係る法律等 

法令・条例等 責務等 

渋谷区景観条例 

（平成 24年 渋谷区 

条例第 29号） 

（目的） 

第一条 この条例は、景観法(平成十六年法律第百十号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定

めることにより、渋谷区における良好な景観の形成を図り、多様な界わいが共存する魅力あるまちづくり

を推進することを目的とする。 

（基本理念） 

第三条 良好な景観は、法第二条並びに渋谷区まちづくり条例(平成十七年渋谷区条例第七十一号)前文及び

第二条の規定に基づき、渋谷区における多様な地域の特性に応じ、区、区民及び企業等が、各々の責務を

果たし、協働することにより形成されなければならない。 

(企業等の責務) 

第六条 企業等は、基本理念にのっとり、区内で事業活動を行うに当たり、自ら良好な景観の形成に取り組

むとともに、区が実施する施策に協力するよう努めなければならない。 

 

- 285 - 

https://www.city.shibuya.tokyo.jp/reiki_int/reiki_honbun/g114RG00000737.html%23l000000000
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/reiki_int/reiki_honbun/g114RG00000619.html
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/reiki_int/reiki_honbun/g114RG00000737.html%23e000000057


9.9景観 

8) 東京都等の計画等の状況 

景観に関する東京都等の計画等については、表9.9-6(1)～(4)に示すとおりである。 

表 9.9-6(1) 景観の保全に係る東京都等の計画等 

関係計画等 目標・施策等 

東京都景観計画 

（平成 23年４月  

東京都） 

「景観法」の施行及び東京都景観審議会の答申「東京における今後の景観施策のあり方について」(平成 18

年１月)を踏まえ、これまでの景観施策を再構築し、都民や事業者、区市町村等と連携・協力しながら、美

しく風格のある首都東京を実現するための具体的な施策を示すものである。 

○対象 

大規模建築物等の建築等に係る景観誘導区域：新宿御苑（文化財庭園等景観形成特別地区） 

保全対象建築物：聖徳記念絵画館 

○景観形成 

眺望地点及び景観誘導が定められている。 

○事前協議 

大規模建築物等の建築等に係る事前協議制度が定められている。 

○必要な手続等 

景観計画区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令（第四号に掲げ

る行為にあっては、景観行政団体の条例。）で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、

着手予定日その他国土交通省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。 

・建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 

・工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 

・都市計画法第四条第十二項 に規定する開発行為その他政令で定める行為 

・前三号に掲げるもののほか、良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれのある行為として景観計画に従い景

観行政団体の条例で定める行為 

新しい都市づくりの

ための都市再開発諸

制度活用方針 

（平成 26年４月  

東京都） 

東京都は、平成 13年 10月「東京の新しい都市づくりビジョン（以下「ビジョン」という。）」を策定し、地

域ごとの「将来像」とそれを実現していく方策を示した。この「ビジョン」の将来像を実現していくため、

特定街区、再開発等促進区を定める地区計画（旧再開発地区計画。以下「再開発等促進区」という。）、高度

利用地区、総合設計の４制度（以下「都市開発諸制度」という。）の戦略的活用を図る。 

○対象区域 

都心等拠点地区、一般拠点地区、複合市街地ゾーン、職住近接ゾーン 

○景観形成 

この方針では、開発区域及び建築敷地内の空間の緑化に努めることにより緑の量の増加を図るほか、周辺の

緑と連携した緑の適正配置を誘導し、良好な維持管理を行うことで、良好な都市景観の形成や緑豊かな都市

空間のネットワークの形成を図るものとされている。 
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表 9.9-6(2) 景観の保全に係る東京都等の計画等 

関係計画等 目標・施策等 

新宿区景観まちづく

り計画 

（平成 23年４月 

新宿区） 

潤いのある豊かな生活環境を創出し、個性的で賑わいのあるまちづくりを進めていくために、これまで育

まれてきた新宿区の持つ自然をいかし、歴史的風土や自然環境と調和した景観を守り、育んでいくことを

地域が主体で取組めるようなしくみをつくる。 

○対象区域 

新宿区全体を対象とする。 

○景観形成基準 

計画地は一般地域に区分され、以下の内容が定められている。 

建築物の建築等 

届出対象行為 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは

模様替又は色彩の変更 

届出対象規模 建築物の高さ＞10m 又は延べ面積＞300 ㎡ 

景

観

形

成

基

準 

形態・意匠 ○外壁の色彩や素材は、隣接する建築物や周辺景観との調和を図る。  

○形態意匠は、建築物単体のバランスだけでなく、隣接する建築物や周辺景観との

調和を図る。 

その他 ○敷地内に歴史的な建造物や残すべき自然などがある場合は、積極的にこれらをい

かす。  

○隣接する建築物の壁面等の位置を考慮した配置とする。  

○附帯する設備等は、建築物と一体的に計画するか、歩行者や水平方向からの見え

方に配慮し、緑化や目隠しなどによる修景を行う。  

○附帯する構造物や施設等は、建築物との調和を図るとともに、歩行者からの見え

方に配慮した修景をする。 

○外構は、敷地内のデザインだけでなく、隣接する敷地や道路など、周辺景観との

調和を図る。  

○敷地内はできる限り緑化を行う。  

○夜間の景観に配慮し、周辺の景観に応じた照明を行う。 

ただし、建築物の高さ＞60m 又は延べ面積＞30,000m2 の場合は、下記の景観形成基準を加えるものとす

る。 

景

観

形

成

基

準 

形態意匠 ○色彩は、色彩基準に適合するとともに、隣接する建築物や周辺景観との調和を図

る。 

形態・意匠 ○隣接する敷地や公共施設と一体となったオープンスペースを新たに創出するな

ど、周辺景観に配慮した配置とする。  

○壁面の位置の連続性や、適切な隣棟間隔の確保など、隣接する建築物や周辺景観

との調和を図る。  

○周辺の主要な眺望点（道路、河川、公園など）からの見え方に配慮するとともに、

周辺の建築物のスカイラインとの調和を図る。  

○緑化にあたっては、生態系にも配慮した樹種の選定を行うとともに、積極的に屋

上や壁面の緑化を行う。 

 

■開発行為 (都市計画法第 4 条第 12 項に規定する開発行為) 

届出対象規模 開発区域の面積＞1,000 m2 

景観形成基準 ○開発区域内に、歴史的な建造物や残すべき自然などがある場合は、それらをいか

した計画とする。  

○大幅な地形の改変を避けるとともに、長大な擁壁や法面などが生じないようにす

る。  

○擁壁や法面は、緑化等を行うことにより、圧迫感の軽減を図る。 

ただし、開発区域の面積＞400,000 m2の場合は、下記の景観形成基準を加えるものとする。 

景観形成基準 ○事業地内のオープンスペースと周辺地域のオープンスペースが連続的なものと

なるように計画するなど、周辺地域の土地利用と関連付けた土地利用計画とする。  

○開発区域内の全体的な計画を踏まえ、個別の計画もまとまりのあるものとする。  

○区画割によって不整形な土地が生じる場合には、積極的に緑地や広場などとして

活用する。  

○電線類は道路を整備する際に地中化したり、目立たない場所に設置するなどの工

夫をする。 

○事前協議 

「景観まちづくり相談員」や「景観形成ガイドライン」などの活用 
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表 9.9-6(3) 景観の保全に係る東京都等の計画等 

関係計画等 目標・施策等 

新宿区景観形成ガイ

ドライン 

（平成 21年３月 

新宿区） 

新宿区景観まちづくり計画第２章「2良好な景観の形成に関する方針」に基づいて、地域の景観特性に応じ

た良好な景観の形成を推進するための指針として定められた。景観法に基づく届出のみでは、行為の制限

（景観形成基準）による「規制」に留まり、良好な景観を誘導していくには限界がある。景観形成ガイド

ラインは、新宿区と事業者の景観事前協議に活用し、良好な景観の形成に向けての区の考え方を明確にす

ることで、事業者の積極的な取り組みも促しながら、地域特性を踏まえたきめ細やかな景観誘導を行う。 

○対象区域 

四谷地区-神宮外苑・南元町エリア 

○景観形成 

・四谷地区-神宮外苑・南元町エリアの景観形成の目標 

 「神宮外苑の広大な眺めと豊かなみどりに囲まれたまちなみへ」 

・四谷地区-神宮外苑・南元町エリアの景観形成の方針 

1. 聖徳記念絵画館の広大な眺めを保全する。 

2. 周辺のまとまったみどりと身近なみどりを感じられる景観をつくる。 

新宿区が許可する総

合設計の建築物等に

係る景観形成ガイド

ライン 

（新宿区） 

一般地域の形態・意匠等について定める他、明治神宮聖徳記念絵画館及び新宿御苑の周辺区域についての

ガイドラインについて定めている。 

○対象区域 

明治神宮聖徳記念絵画館及び新宿御苑の周辺区域 

○景観形成 

計画地は新宿御苑の眺望の保全に関する景観誘導区域に位置しており、「新宿区景観まちづくり計画」の新

宿御苑みどりと眺望保全地区の景観形成基準があてはめられる。 
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表 9.9-6(4) 景観の保全に係る東京都等の計画等 

関係計画等 目標・施策等 

渋谷区景観計画 

（平成 25年３月 

渋谷区） 

渋谷区の良好な景観形成を総合的かつ計画的に推進するための基本的な考え方、基本方針及び行為の制限、

実現のための方策を明らかにし、区と区民、企業等の協働による取り組みを推進することを目的としてい

る。 

○対象区域 

一般地域 住宅地系市街地 

当地域の景観形成の方針は以下のとおりである。 

○一般地域 住宅地系市街地の景観形成の方針 

1. 地形の特性を活かした景観形成  

2. 緑、河川等の自然の特性を活かした景観形成 

3. 歴史・文化の特性を活かした景観形成 

4. 都市における賑わい・交流空間の特性を活かした景観形成 

5. 住民主体の取り組みを活かした景観形成 

○景観形成 

a ） 建築物の建築等 

［建築物の新築、増築、改築若しくは移転］ 

 ：延べ面積 500m2以上の建築物の新築等  

［建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更］ 

 ：高さ 60m 以上又は、延べ面積 30,000m2以上のもの  

：延べ面積 500m2 以上の建築物で、高さ 60m 未満又は、延べ面積 30,000m2 未満のものについては、以下

の行為 

・外観を変更することとなる修繕若しくは模様替で、その行為に係る面積が変更前の外観の面積の２分の

１を超えるもの  

・色彩の変更で、屋根、外壁、建築物に附帯する設備、外構において 50m2を超える変更を行うもの 

ｃ）開発行為  

［都市計画法第４条第 12 項に規定する開発行為］ 

 ：主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う、開発区域の面積が 500m2以上の

土地の区画形質の変更 

○景観形成基準 

a ） 建築物の建築等 

形態又は 

色彩 
その他の 

意匠 

１形態 

 ・形態意匠は、建築物単体だけでなく、周辺の建築物や景観資源等との調和に配慮する。  
・坂道など地形の変化のある場所では、外構及び低層部のデザインにそれを活かす工夫を

する。  

・附帯する設備等は建築物と一体的な形態意匠とするか、目隠し等により修景を行うなど、 
乱雑さの解消に努める。  

２色彩  

・公園や緑道周辺など、緑が景観の構成要素として重要な場所では、緑との調和に配慮す
る。 

 ・外壁、建築物に附帯する設備、屋根の色彩は、色彩基準に適合するとともに、周辺景観

との調和を図る。 

配置 ・周辺からの見え方に配慮し、威圧感、圧迫感の軽減に努める。 

・隣接する建築物群、オープンスペースとの連続性の確保に努める。 

・敷地内に残すべき景観資源などがある場合は、これを活かした建築物の配置とする。 

高さ ・高さ・規模については、周辺からの見え方に配慮し、外構や低層部のデザインの工夫等

を含め、街並みとの調和を図る。 

壁面の位置 ・壁面の位置の連続性など、周辺の街並みに配慮した配置とする。 

緑等 ・緑化の際は、周辺の緑との連続性を考慮し、継続的な維持管理が可能な樹種の構成、樹
木の配置とする。  

・外構計画は、隣接する敷地や道路など、周辺景観との調和に配慮する。  

・照明を行う場合は、周囲の環境や夜間の景観に配慮し、周辺の街並みと調和したものと
する。 

ｃ ） 開発行為 

配置 ・事業地内のオープンスペースと周辺地域のオープンスペースが連続的なものとなるよう 

に計画するなど、周辺地域との土地利用と関連づけた土地利用計画とする。  
・事業地内に景観資源がある場合、その資源を活用するようにオープンスペースの配置計 

画を行う。 

法の高さ・ 
擁壁 

・擁壁や法面は、壁面緑化等により、圧迫感の軽減に努める。 

○事前協議 

・渋谷区景観条例に基づく事前協議において景観に関する指導・助言を行う。  

・事前協議の際に、景観に関する専門的な知識を有する者が、区とともに指導・助言を行う景観アドバイ

ザー制度の設立。  

・景観上の影響が大きな行為については、複数の景観アドバイザー又は景観審査会による事前協議の実施。 
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9.9.2 予測 

(1) 予測事項 

予測事項は、以下に示すとおりとした。 

1) 主要な景観の構成要素の改変の程度及びその改変による地域景観の特性の変化の程度 

2) 景観形成特別地区の景観阻害又は貢献の程度 

3) 代表的な眺望地点からの眺望の変化の程度 

4) 貴重な景勝地の消滅の有無又は改変の程度 

5) 圧迫感の変化の程度 

6) 緑視率の変化の程度 

7) 景観阻害要因の変化の程度 

 

(2) 予測の対象時点 

予測の対象時点は、2020年東京大会の実施に伴う建設、改修若しくは撤去の工事等における工

作物の設置又は撤去により景観に変化が生じると予測される時点及び競技会場への来場者等か

らの景観を配慮すべき時点とし、大会開催前、大会開催中、大会開催後のそれぞれ代表的な時点

又は期間のうち、大会開催前、大会開催後とした。 

 

(3) 予測地域 

予測地域は、計画地及びその周辺とした。 

 

(4) 予測手法 

予測手法は、現況調査結果及び事業計画の内容の重ね合わせ等による定性的な予測、現況写真

に計画建築物の完成予想図を重ね合わせた合成写真（フォトモンタージュ）の作成、現況の天空

写真に計画建築物の完成予想図を合成した天空写真を作成し、圧迫感の指標の一つである形態率

の算定による方法によった。 
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(5) 予測結果 

1) 主要な景観の構成要素の改変の程度及びその改変による地域景観の特性の変化の程度 

計画地は明治神宮外苑に隣接しており、当該エリアは、大正期に整備された明治神宮外苑の

都市構造を基盤として、風格のある都市景観と苑内の樹林による豊かな自然環境を有している。

また、周辺には、東京体育館や明治神宮野球場、秩父宮ラグビー場等の多様な規模や種類のス

ポーツ施設が集積している。 

計画建築物の建物外周部は、大きな壁面構成を避け、フレームによる構成とする等、通りを

歩く人や周辺の街並みに配慮した計画としている。また、明治神宮外苑のみどりの一部として、

外苑の植栽計画の考え方を継承し、都市に開かれたみどりを形成する計画であり、周辺地域の

景観と調和すると予測する。 

2) 景観形成特別地区の景観阻害又は貢献の程度 

計画地は、「東京都景観計画」に定める保全対象建築物である聖徳記念絵画館の景観誘導区

域には該当せず、眺望地点から計画建築物を視認することもできないことから、景観を阻害す

ることはないと予測する。 

また、計画地は、「東京都景観計画」に定める新宿御苑周辺の景観誘導区域に該当するが、

新宿御苑内の眺望地点から計画建築物を視認することはできず、景観を阻害することはないと

予測する。 

3) 代表的な眺望地点からの眺望の変化の程度 

代表的な眺望地点からの、現況と工事の完了後の眺望の変化の程度は、「第 55回新宿区景観

まちづくり審議会資料 新国立競技場(仮称)整備計画について」を基に、写真 9.9-1～8 に示

すとおりである。 

計画地周囲の主要な交差点からの眺望については、計画建築物が視野に占める割合は増加す

る。周辺地域においては、計画建築物の一部が視認されるが、眺望景観に著しい変化は生じな

いと予測する。 

- 291 - 



9.9景観 

 

現
況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開
催
前
の
施
設
の
存
在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現  況   計画地の南東側約370mに位置す
る、噴水前からの眺望である。噴
水及び軟式野球場の芝生越しに聖
徳記念美術館が視認できる。 
 
 

 

開催前の  

施設の存在 

計画建築物の一部が樹木の後背に
視認できる。計画建築物の出現に
より、建造物の占める割合は増加
する。 
 
 

注）「第55回新宿区景観まちづくり審議会資料 新国立競技場(仮称)整備計画について」を基に作成 

写真9.9-1 眺望の状況（噴水前・№1地点） 
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現  況   計画地の南東側約670mに位置す
る、青山口からの眺望である。イ
チョウ並木越しに聖徳記念美術館
が視認できる。 
 
 

 

開催前の  

施設の存在 

計画建築物は、イチョウ並木及び
沿道の建物によって視認すること
ができない。 
 
 

注）「第55回新宿区景観まちづくり審議会資料 新国立競技場(仮称)整備計画について」を基に作成 

写真9.9-2 眺望の状況（青山口・№2地点） 
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現  況   計画地南西側約50mに位置する、仙
寿院交差点からの眺望である。計
画地に位置する明治公園（霞岳広
場）の樹木及び日本青年館が視認
できる。 

 

開催前の  

施設の存在 

計画建築物が正面に視認できる。
計画建築物の出現により、現況よ
りも建造物の占める割合は増加す
る。 

注）「第55回新宿区景観まちづくり審議会資料 新国立競技場(仮称)整備計画について」を基に作成 

写真9.9-3 眺望の状況（仙寿院交差点・№3地点） 
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現  況   計画地北西側約10mに位置する、外
苑橋交差点からの眺望である。明
治公園（四季の庭）の樹木のほか
に、東京体育館との歩行者デッキ
が視認できる。 

 

開催前の  

施設の存在 

計画建築物が手前の樹木越しに視
認できる。計画建築物の出現によ
り、現況よりも建造物の占める割
合は増加する。 

注）「第55回新宿区景観まちづくり審議会資料 新国立競技場(仮称)整備計画について」を基に作成 

写真9.9-4 眺望の状況（外苑橋交差点・№4地点） 
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現  況   計画地北東側約10mに位置する地
点からの眺望である。計画地内の
既存の国立霞ヶ丘競技場及びその
周辺の樹木が視認できる。 
 
 

 

開催前の  

施設の存在 

中央から右方にかけて計画建築物
が視認できる。視野に占める構造
物の割合は大きく変化しない。ま
た、計画地内の歩道状空地に並木
植栽が施されることにより、新た
な緑地空間が形成される。 
 

注）「第55回新宿区景観まちづくり審議会資料 新国立競技場(仮称)整備計画について」を基に作成 

写真9.9-5 眺望の状況（聖徳記念絵画館北西・№5地点） 
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現  況   計画地東側約240mに位置する地点
からの眺望である。聖徳記念絵画
館周辺の樹木越しに計画地に立地
する既存の国立霞ヶ丘競技場及び
照明塔が視認できる。 
 

 

開催前の  

施設の存在 

聖徳記念絵画館周辺の樹木越しに
計画建築物の一部が視認できる。
計画建築物の出現により、現況よ
りも建造物の占める割合は増加す
る。 
 

注）「第55回新宿区景観まちづくり審議会資料 新国立競技場(仮称)整備計画について」を基に作成 

写真9.9-6 眺望の状況（聖徳記念絵画館東・№6地点） 
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現  況   計画地東側約40mに位置する地点
からの眺望である。聖徳記念絵画
館周辺の樹木越しに計画地内の既
存の国立霞ヶ丘競技場が視認でき
る。 
 

 

開催前の  

施設の存在 

計画建築物が正面に視認できる。
計画建築物の出現により、建造物
の占める割合は増加するが、計画
地内の歩道状空地に並木植栽が施
されることにより、緑地空間が形
成される。 

注）「第55回新宿区景観まちづくり審議会資料 新国立競技場(仮称)整備計画について」を基に作成 

写真9.9-7 眺望の状況（聖徳記念絵画館西・№7地点） 
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現  況   計画地北西側約520mに位置する新
宿御苑からの眺望である。公園内
の樹木等が視認できる。 

 

開催前の  

施設の存在 

計画建築物は、新宿御苑内の樹木
等によって視認することができな
い。 

注）「第55回新宿区景観まちづくり審議会資料 新国立競技場(仮称)整備計画について」を基に作成 

写真9.9-8 眺望の状況（新宿御苑・№8地点） 
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4) 貴重な景勝地の消滅の有無又は改変の程度 

計画地内に文化財保護法（昭和 25 年法律第 214 号）に基づく名勝等はなく、事業の実施に

伴い貴重な景勝地を消滅及び改変することはないと予測する。 

5) 圧迫感の程度  

圧迫感の指標である形態率は、「建築物の水平面立体角投射率」と定義され、具体的には魚

眼レンズ（正射影）で天空写真を撮影したときの写真内に占める面積比として表わされる。 

各調査地点における計画建築物に対する形態率の[変化の程度は、表 9.9-7 及び写真 9.9-9

～12 に示すとおりである。 

形態率の変化の程度は、ａ地点で約 1.2％、ｃ地点で約 1.6％、ｄ地点で約 2.0％の増加があ

り、ｂ地点では約 0.2％減少すると予測する。なお、ｂ地点において、計画建築物は国立霞ヶ

丘競技場の照明塔よりも低く視認されるが、これは照明塔までの距離が近いことから、天空写

真上では照明塔がより高く感じられることを示している。 

表 9.9-7 計画建築物による形態率 

予測地点 

現況 開催前の施設の存在 
変化量 
②－① 現況形態率 

① 
施設の存在による形

態率 ② 

ａ フットサルコート前 約 5.0％ 約 6.2％ 約 1.2％ 

ｂ 聖徳記念絵画館西 約 2.5％ 約 2.3％ 約-0.2％ 

ｃ 仙寿院交差点 約 28.4％ 約 30.0％ 約 1.6％ 

ｄ 東京体育館東 約 5.7％ 約 7.7％ 約 2.0％ 

注) 調査地点の番号は、図 9.9-2（p.281参照）に対応する。 
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［現 況］ 

 

 

 

［開催前の施設の存在］ 

 

現  況   
建築物としてフットサルコートの管理等が見える。樹木を除いた現況の建築物の形態率は約 5.0％であ

る。 

開催前の  
施設の存在 

南側から西側にかけて計画建築物が見える。樹木を除いた建築物の形態率は約 6.2％となり、現況と比

較して約 1.2％の増加となる。 

写真 9.9-9 天空写真（フットサルコート前・ａ地点） 
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東  西 

 

 

 

 

 

 

 

南 

北 

 

 

 

 

 

 

 

東  西 

 

 

 

 

 

 

 

南 

計画建築物 

フットサルコート管理棟 
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［現 況］ 

 

 

 

［開催前の施設の存在］ 

 

現  況   
西側から北西側にかけて国立霞ヶ丘競技場が見える。南西側の樹林は建国記念文庫の樹林である。樹

木を除いた現況の建築物の形態率は約 2.5％である。 

開催前の  
施設の存在 

国立霞ヶ丘競技場に代わり計画建築物が見える。樹木を除いた建築物の形態率は約 2.3％となり、現況

と比較して約 0.2％の減少となる。 

写真 9.9-10 天空写真（聖徳記念絵画館西・ｂ地点） 
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計画建築物 

国立霞ヶ丘競技場 

建国記念文庫 
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［現 況］ 

 

 

 

［開催前の施設の存在］ 

 

現  況   
北西側にマンションの建物が見える。北東側に見える樹木は、明治公園（霞岳広場）の樹木である。

樹木を除いた現況の建築物の形態率は約 28.4％である。 

開催前の  
施設の存在 

南東から北にかけて計画建築物が見える。樹木を除いた建築物の形態率は約 30.0％となり、現況と比

較して約 1.6％の増加となる。 

写真 9.9-11 天空写真（仙寿院交差点・ｃ地点） 
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明治公園（霞岳広場） 
マンション） 

計画建築物） 
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［現 況］ 

 

 

 

［開催前の施設の存在］ 

 

現  況   西側に東京体育館が見える。南から東側にかけて、歩行者デッキと明治公園（四季の庭）の樹木が見

える。樹木を除いた現況の建築物の形態率は約 5.7％である。 

開催前の  

施設の存在 

南側から東側にかけて計画建築物が見える。樹木を除いた建築物の形態率は約 7.7％となり、現況と比

較して約 2.0％の増加となる。 

写真 9.9-12 天空写真（東京体育館東・ｄ地点） 
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東京体育館 

計画建築物 

歩行者デッキ 

明治公園（四季の庭） 
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6) 緑視率の変化の程度 

代表的な眺望地点からの、将来の緑視率の変化の程度は、「第 55回新宿区景観まちづくり審

議会資料 新国立競技場(仮称)整備計画について」を基に、表 9.9-8 及び写真 9.9-13～18 に

示すとおりである。なお、No.2 及び No.8 地点については、計画建築物が視認できず、緑視率

の変化は生じないものと予測する。 

緑視率の変化の程度は、No.3地点で約 20％の減少、No.4地点で約 13％の減少となり、逆に

No.7 地点では 3％、No.5 地点では 5％の増加と予測する。No.1、6 地点では、緑視率の変化は

ほとんどないと予測する。 

表 9.9-8 緑視率の変化の程度 

調査地点 現況 将来 変化量 

No.1 約 41％ 約 41％ 約 0％ 

No.3 約 45％ 約 25％ 約 20％減 

No.4 約 47％ 約 34％ 約 13％減 

No.5 約 13％ 約 18％ 約 5％増 

No.6 約 39％ 約 39％ 約 0％ 

No.7 約 26％ 約 29％ 約 3％増 

注) 地点番号は、図 9.9-1（p.280参照）に対応する。 

 

7) 景観阻害要因の変化の程度 

「3) 代表的な眺望地点からの眺望の変化の程度」等に示したとおり、計画建築物は周辺地

域より視認され、一部地域では計画建築物が視野に占める割合が増加し、都市的な景観要素と

なるものの、計画建築物の建物外周部は、大きな壁面構成を避け、フレームによる構成とする

など、通りを歩く人や周辺の街並みに配慮した計画としている。また、神宮外苑のみどりの一

部として、外苑の植栽計画の考え方を継承し、都市に開かれたみどりを形成する計画であり、

景観阻害要因に著しい変化は生じないものと予測する。 
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現  況   計画地の南東側約370mに位置する、噴水前からの眺望である。噴水及び軟式野球場の芝
生越しに聖徳記念美術館が視認できる。 

開催前の  

施設の存在 

左方の樹木越しに計画建築物の一部が視認できる。緑視率に変化はなく、建築物の占め
る割合が増加する。 

注）「第55回新宿区景観まちづくり審議会資料 新国立競技場(仮称)整備計画について」を基に作成 

写真9.9-13 緑視率の変化の程度（噴水前・№1地点） 
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現  況   計画地南西側約50mに位置する、仙寿院交差点からの眺望である。計画地に位置する明治
公園（霞岳広場）の植栽及び日本青年館が視認できる。 

開催前の  

施設の存在 

計画建築物が正面に視認できる。計画建築物の出現により緑視率は減少し、建築物の占
める割合が増加する。 

注）「第55回新宿区景観まちづくり審議会資料 新国立競技場(仮称)整備計画について」を基に作成 

写真9.9-14 緑視率の変化の程度（仙寿院交差点・№3地点） 
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現  況   計画地北西側約 10m に位置する、外苑橋交差点からの眺望である。明治公園（四季の庭）

の樹木のほかに、東京体育館との歩行者デッキが視認できる。 

開催前の  

施設の存在 

計画建築物を正面に視認できる。 

計画建築物の出現により緑視率は減少し、建築物の占める割合が増加する。 

注）「第55回新宿区景観まちづくり審議会資料 新国立競技場(仮称)整備計画について」を基に作成 

写真9.9-15 緑視率の変化の程度（外苑橋交差点・№4地点） 
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現  況   計画地北東側約 10m に位置する地点からの眺望である。計画地内の既存の国立霞ヶ丘競技

場及びその周辺の樹木が視認できる。 

 

開催前の  

施設の存在 

中央から右方にかけて計画建築物が視認できる。道路沿道に植栽を施すことにより、緑視

率は増加する。建築物の占める割合は大きく変化しない。 

注）「第55回新宿区景観まちづくり審議会資料 新国立競技場(仮称)整備計画について」を基に作成 

写真9.9-16 緑視率の変化の程度（聖徳記念絵画館北西・№5地点） 
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現  況   計画地東側約 240mに位置する地点からの眺望である。聖徳記念絵画館周辺の樹木越しに計

画地に立地する既存の国立霞ヶ丘競技場及び照明塔が視認できる。 

 

開催前の  

施設の存在 

聖徳記念絵画館周辺の樹木越しに計画建築物の一部が視認できる。緑視率はやや減少し、

建築物の占める割合が増加する。 

 

注）「第55回新宿区景観まちづくり審議会資料 新国立競技場(仮称)整備計画について」を基に作成 

写真9.9-17 緑視率の変化の程度（聖徳記念絵画館東・№6地点） 
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現  況   計画地東側約 40m に位置する地点からの眺望である。聖徳記念絵画館周辺の樹木越しに計

画地内の既存の国立霞ヶ丘競技場が視認できる。 

 

開催前の  

施設の存在 

計画建築物が正面に視認できる。計画建築物の出現に伴い植栽が施されるため、緑視率は

やや増加する。また、建築物が占める割合も増加する。 

注）「第55回新宿区景観まちづくり審議会資料 新国立競技場(仮称)整備計画について」を基に作成 

写真9.9-18 緑視率の変化の程度（聖徳記念絵画館西・№7地点） 
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9.9.3 ミティゲーション 

(1) 予測に反映した措置 

・フレームワーク設計時より計画建築物の高さを約 5m下げ、最高高さを約 70m以下とした。 

・計画建築物の建物外周部は、大きな壁面構成を避け、フレームによる構成とする等、通りを

歩く人や周辺の街並みに配慮した計画である。 

・計画建築物を敷地境界からセットバックすることで、広幅員での開放的な歩道空間を整備す

るとともに、並木植栽を施す等、みどりが連続する沿道景観を創出する計画である。 

・聖徳記念絵画館や建国記念文庫等の既存のまとまりあるみどりに呼応する、２列植栽による

魅力的な沿道景観の形成を図る計画である。 

・都道 418 号北品川四谷線（外苑西通り）の街路樹と立体公園上の植栽が立体的につながり、

奥行きのある緑景観を形成する計画である。 

 

(2) 予測に反映しなかった措置 

・樹木の選定に当っては、内外苑に多くみられる日本の在来木を中心とした、景観的・生態的

に周辺環境と調和した植栽計画を行う計画である。 

・都道 418号北品川四谷線（外苑西通り）からの自然採光が取り入れられるエリアでは、様々

な樹種の混栽による壁面緑化を検討し、親しみと温もりのある空間を創出する計画である。 

・「第 55回新宿区景観まちづくり審議会」及びそれ以降の協議も踏まえ、植栽計画を拡充する

計画である。 

 

- 312 - 



9.9景観 

9.9.4 評価 

(1) 評価の指標 

主要な景観の構成要素の改変の程度及びその改変による地域景観の特性の変化の程度、景観

形成特別地区の景観阻害又は貢献の程度、代表的な眺望地点からの眺望の変化の程度、貴重な

景勝地の消滅の有無又は改変の程度及び景観阻害要因の変化の程度については、「新宿区景観形

成ガイドライン」の四谷地区神宮外苑・南元町エリアで掲げられている景観形成の方針「聖徳

記念絵画館の広大な眺めを保全する」、「周辺のまとまったみどりと身近な緑を感じられる景観

をつくる」を評価の指標とした。また、圧迫感の変化の程度については、「圧迫感の軽減を図る

こと」とし、緑視率の変化の程度については、「緑視率の変化の軽減を図ること」とした。 

 

(2) 評価の結果 

1) 主要な景観の構成要素の改変の程度及びその改変による地域景観の特性の変化の程度 

計画地は明治神宮外苑に隣接しており、当該エリアは、大正期に整備された明治神宮外苑の

都市構造を基盤として、風格のある都市景観と苑内の樹林による豊かな自然環境を有している。

また、周辺には、東京体育館や明治神宮外苑野球場、秩父宮ラグビー場等の多様な規模や種類

のスポーツ施設が集積している。 

計画建築物の建物外周部は、大きな壁面構成を避け、フレームによる構成とする等、通りを

歩く人や周辺の街並みに配慮した計画としている。また、明治神宮外苑のみどりの一部として、

外苑の植栽計画の考え方を継承し、都市に開かれたみどりを形成する計画であり、周辺地域の

景観と調和すると考える。 

以上のことから、評価の指標とした「聖徳記念絵画館の広大な眺めを保全する」、「周辺のま

とまったみどりと身近な緑を感じられる景観をつくる」を満足するものと考える。 

2) 景観形成特別地区の景観阻害又は貢献の程度 

計画地は、「東京都景観計画」に定める保全対象建築物である聖徳記念絵画館の景観誘導区

域には該当せず、｢東京都景観計画」において指定されている聖徳記念絵画館に係る眺望地点

から計画建築物を視認することはできないことから、景観を阻害することはない。また、計画

地は、「東京都景観計画」に定める新宿御苑周辺の景観誘導区域に該当するが、新宿御苑内の

眺望地点から計画建築物を視認することはできず、景観を阻害することはない。 

以上のことから、評価の指標とした「聖徳記念絵画館の広大な眺めを保全する」、「周辺のま

とまったみどりと身近な緑を感じられる景観をつくる」を満足するものと考える。 

3) 代表的な眺望地点からの眺望の変化の程度 

計画地周囲の主要な交差点からの眺望については、計画建築物が視野に占める割合は増加す

るが、計画建築物の建物外周部は、大きな壁面構成を避け、フレームによる構成とする等、通

りを歩く人や周辺の街並みに配慮した計画としている。また、明治神宮外苑のみどりの一部と

して、外苑の植栽計画の考え方を継承し、都市に開かれたみどりを形成する計画であり、周辺

地域の景観と調和すると考える。周辺地域においては、計画建築物の一部が視認されるが、眺

望景観に著しい変化は生じないと考える。 

以上のことから、評価の指標とした「聖徳記念絵画館の広大な眺めを保全する」、「周辺のま

とまったみどりと身近な緑を感じられる景観をつくる」を満足するものと考える。 

4) 貴重な景勝地の消滅の有無又は改変の程度 

計画地内に貴重な景勝地はなく、事業の実施に伴い貴重な景勝地を消滅及び改変する事はな

く、評価の指標とした「聖徳記念絵画館の広大な眺めを保全する」、「周辺のまとまったみどり
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と身近な緑を感じられる景観をつくる」を満足するものと考える。 

5) 圧迫感の変化の程度 

計画建築物による形態率の増加は少なく、形態率の変化の程度は、ａ地点で約 1.2％、ｃ地

点で約 1.6％、ｄ地点で約 2.0％の増加であり、ｂ地点では約 0.2％の減少である。 

計画建築物は敷地境界からセットバックすることで、周囲に広幅員での開放的な歩道状空

地を配置するとともに、並木植栽を施すことで、計画建築物による圧迫感の低減に配慮した

計画としている。 

以上のことから、評価の指標とした「圧迫感の軽減を図ること」を満足するものと考える。 

6) 緑視率の変化の程度 

緑視率の変化の程度は、No.3地点で約 20％の減少、No.4地点で約 13％の減少となり、逆に

No.7 地点では 3％、No.5 地点では 5％の増加と予測する。No.2、8 地点からは計画建築物を視

認できず、No.1、6地点では、緑視率の変化はほとんどない。 

計画建築物は敷地境界からセットバックすることで、周囲に広幅員での開放的な歩道状空

地を配置するとともに、並木植栽を施すことで、周辺との緑の連続性を創出する計画として

いる。また、新宿区景観まちづくり審議会及びそれ以降の協議も踏まえ、植栽計画を拡充する

計画である。 

以上のことから、評価の指標とした「緑視率の変化の軽減を図ること」を満足するものと考

える。 

7) 景観阻害要因の変化の程度 

計画建築物は周辺地域より視認され、一部地域では計画建築物が視野に占める割合が増加す

るが、計画建築物の建物外周部は、大きな壁面構成を避け、フレームによる構成とする等、通

りを歩く人や周辺の街並みに配慮した計画としている。また、神宮外苑のみどりの一部として、

外苑の植栽計画の考え方を継承し、都市に開かれたみどりを形成する計画であり、景観阻害要

因に著しい変化は生じないものと考える。 

以上のことから、評価の指標とした「聖徳記念絵画館の広大な眺めを保全する」、「周辺のま

とまったみどりと身近な緑を感じられる景観をつくる」を満足するものと考える。 
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9.10 自然との触れ合い活動の場 

9.10.1 現況調査 

(1) 調査事項及びその選択理由 

自然との触れ合い活動の場の現況調査の調査事項及び選択理由は、表9.10-1に示すとおりで

ある。 

表 9.10-1 調査事項及び選択理由 

調査事項 選択理由 

①自然との触れ合い活動の場等の状況 

②地形等の状況 

③土地利用の状況 

④法令等による基準等 

⑤東京都等の計画等の状況 

事業の実施に伴い自然との触れ合い活

動の場の状況、機能及び利用経路の変化

が考えられることから、左記の事項に係

る調査が必要である。 

 

(2) 調査地域 

調査地域は、計画地及びその周辺とした。 

 

(3) 調査方法 

1) 自然との触れ合い活動の場等の状況 

調査は、既存資料調査及び現地調査による方法によった。 

ア．既存資料調査 

調査は、既存資料を用い、計画地及びその周辺の公園等の施設の名称、位置、目的、施設別

の活動内容、周辺駅からの利用経路等を整理した。 

イ．現地調査 

現地調査により、計画地及びその周辺の公園等の施設における自然との触れ合い活動の状況

を確認した。 

調査期間は、表9.10-2に示すとおりである。 

表 9.10-2 調査期間 

調査項目 調査時期 調査日 調査時間帯 

人と自然との触れ合い

の活動の場調査 

秋季 
平日：平成 25年 11月 28日(木) 
休日：平成 25年 11月 30日(土) 

6：30～16：30 

冬季 
平日：平成 26年 1月 24日(金) 
休日：平成 26年 1月 25日(土) 

6：30～16：30 

春季 
平日：平成 26年 6月 10日(火) 
休日：平成 26年 6月 14日(土) 

6：30～17：00 

夏季 
平日：平成 26年 8月 8日(金) 
休日：平成 26年 8月 9日(土) 

6：30～17：00 

 

2) 地形等の状況 

調査は、「地形図」（国土地理院）、「土地条件図」(平成 25 年８月 国土地理院)等の既存資

料の整理によった。 

3) 土地利用の状況 

調査は、「東京の土地利用 平成 23年東京都区部」（平成 25年５月 東京都都市整備局）、「新

宿区用途地域等都市計画図」（平成 25年 11月 新宿区）等の既存資料の整理によった。 

4) 法令等による基準等 
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調査は、都市緑地法（昭和 48年法律第 72号）、都市計画法（昭和 43年法律第 100号）の法

令の整理によった。 

5) 東京都等の計画等の状況 

調査は、「東京都市計画地区計画 神宮外苑地区計画」、「新宿区都市マスタープラン」（平成

19年 12月 新宿区）の計画等の整理によった。 

 

(4) 調査結果 

1) 自然との触れ合い活動の場等の状況 

ア．自然との触れ合い活動の場の状況 

調査範囲は、明治公園や明治神宮外苑に位置しており、緑豊かな空間の中に、広場や公園

が位置し、それを取り囲む歩道が整備されている。 

また、神宮外苑の北側の一部は、東京都の設定する歴史と文化の散歩道、新宿区の設定す

る史跡めぐりコースの一部に該当しており、散策等のルートとして選定されている。 

自然との触れ合い活動の場等の名称及び位置は、表 9.10-3、図 9.10-1 に、状況は、写真

9.10-1(1)及び(2)に示すとおりである。 
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表 9.10-3 自然との触れ合い活動の場の名称及び位置 

区 分 番号 名称 位置 目的等 

遊歩道、 
道路 

① 東京都設定 
歴史と文化の 
散歩道 
（新宿コース） 

新宿中央公園－新宿駅－四谷大
木戸－四ツ谷駅－赤坂一ツ木（約
9.0km） 

新宿中央公園から四谷見附を経
て赤坂にいたるこのコースは、新
宿超高層散歩、内藤新宿散歩、外
苑散歩、外堀散歩の４つの散歩道
からなる。風景がダイナミックに
移りかわり、都心の活気あふれる
コースである。 

② 新宿区史跡めぐり 
コース 
（四ツ谷コース） 

四谷見附橋－迎賓館赤坂離宮－
西念寺－愛染院－東福院－宗福
寺－須賀神社・ミニ博物館・三十
六歌仙絵－本性寺－田宮稲荷神
社跡－一行院－滝沢馬琴終焉の
地－聖徳記念絵画館－明治神宮
外苑（約 5.0km） 

四谷界隈から神宮外苑にかけて
の寺社をめぐるコースである。 

③ 周回道路 聖徳記念絵画館を周回する延長
約 1.3kmの道路 

フラット周回コースで、初心者で
も走り易いジョギングコースと
して利用されている。 

④ イチョウ並木 明治神宮外苑の青山通り口から
外苑広場円周道路までの約 300m
におよぶ並木 

春の芽生え、夏の青葉、秋の黄葉、
冬の裸木と、その人工自然美の素
晴らしさから、四季を通じて都民
に親しまれ、白亜の聖徳記念絵画
館を望むイチョウの大木が作り
出す景観の美しさは、世界的に知
られている。 

⑤ 渋谷区将軍家ゆか
りの地寺町の千駄
ヶ谷コース 

千駄ヶ谷駅－国立能楽堂－鳩森
八幡神社－瑞円寺－聖輪寺－ 仙
寿院－熊野神社－外苑前駅（所要
時間約 60分、約 3.7km） 

千駄ヶ谷界隈の寺社をめぐるコ
ースである。 

⑥ 渋谷区エキサイテ
ィングでおしゃれ
な原宿とその界隈
コース 

原宿駅－東郷神社－旧渋谷川歩
道－穏田神社－表参道ケヤキ並
木－妙円寺－原宿駅（所要時間約
80分、約 4.8km） 

竹下通り～キャットストリート
を通る原宿界隈のコースである。 

公園 

⑦ 明治公園 
（四季の庭） 

渋谷区千駄ヶ谷一丁目 「緑の空間」として、季節の風情 
が楽しめる。 

⑧ 明治公園 
（霞岳広場） 

新宿区霞岳町七丁目 国立競技場や神宮球場などの周
辺施設とともに大規模なイベン
ト会場として活用されている。 

⑨ 明治公園 
（こもれびテラス） 

新宿区霞岳町 適度な木陰とベンチが設置され
ており、休憩スポットとして人気
がある。 

⑩ かすみ児童遊園 新宿区霞ヶ丘町五丁目 霞ヶ丘町に位置する街区公園。 

広場 

⑪ 神宮外苑広場 
（建国記念文庫） 

新宿区霞ヶ丘町 祝日「建国記念の日」の制定を記
念して建てられた。 

⑫ 神宮外苑広場 
（御観兵榎） 

港区北青山一丁目 明治神宮外苑の前身は青山練兵
場であり、観兵式などが行われて
いた。その際、明治天皇の御座所
は常にこの榎の大木の西側に設
けられていた。 

⑬ 聖徳記念絵画館前
広場 

新宿区霞ヶ丘町一丁目 国の重要文化財に指定されてい
る聖徳記念絵画館前の広場。池の
両脇に植えられているシロマツ
は、中国北西部原産のマツで、日
本では比較的珍しい。 
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9.10自然との触れ合い活動の場 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

①東京都設定 歴史と文化の散歩道（新宿コース） ②新宿区史跡めぐりコース（四ツ谷コース） 

  

 

 

 

 

 

 

 

③周回道路 ④イチョウ並木 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤渋谷区将軍家ゆかりの地寺町の千駄ヶ谷コース ⑥渋谷区エキサイティングでおしゃれな 

原宿とその界隈コース 

   

 

 

 

 

 

 

 

⑦明治公園（四季の庭） ⑧明治公園（霞岳広場） 

写真 9.10-1(1) 自然との触れ合い活動の場の状況 
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9.10自然との触れ合い活動の場 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨明治公園（こもれびテラス） ⑩かすみ児童遊園 

  

⑪神宮外苑広場（建国記念文庫） ⑫神宮外苑広場（御観兵榎） 

  

 

 

 

 

 

 

 

⑬聖徳記念絵画館前広場  

写真 9.10-1(2) 自然との触れ合い活動の場の状況 
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9.10自然との触れ合い活動の場 

イ．自然との触れ合い活動の場が持つ機能 

自然との触れ合い活動の場が持つ機能は、表 9.10-4(1)、(2)に示すとおりである。 

計画地周辺には、国立霞ヶ丘競技場、明治公園等、複数の施設が存在し、各施設内に広場、

ベンチ、水飲み場、トイレ等が設置されている。 

平日の利用形態としては、散歩が最も多く確認された。散歩に次いで、ジョギング・ランニング、

通り抜け(通勤・通学)となっていた。 

休日の利用形態としては、平日と同様であり、散歩が最も多かった。平日と比べ、特に正午

及び夕方において、イチョウ並木やその他の広場で休息の利用が非常に多く見られた。また、学校

公開があり、正午及び夕方において平日と同程度の通り抜けが確認された。 

イチョウ並木等では 11 月中旬から 12 月上旬にかけて「いちょう祭り」が開催されており、例年

180万人程度の来訪者が見られる。（写真9.10-2参照） 

表 9.10-4(1) 自然との触れ合い活動の場が持つ機能 

区 分 番号 施設名 場が持つ機能 

遊歩道、 

道路 

① 東京都設定 
歴史と文化の 
散歩道 
（新宿コース） 

東京都の設定する歴史と文化の散歩道として、新宿駅－新宿三丁

目駅－四谷三丁目駅－信濃町駅－四ツ谷駅－赤坂見附駅－赤坂

駅を結ぶ散歩道である。調査範囲内では、聖徳記念絵画館を含む

明治神宮外苑の歩道が該当する。調査範囲内の場の利用として、

散策、ジョギング・ランニング、サイクリング等の利用が見られ

る。 

② 新宿区史跡めぐり 
コース 
（四ツ谷コース） 

新宿区の設定する史跡めぐりコースとして、千駄ヶ谷駅から四ツ

谷駅を結ぶ散策路である。明治神宮外苑－聖徳記念絵画館－四谷

寺町―迎賓館赤坂離宮－四ツ谷見附橋を結んでおり、調査範囲内

では、聖徳記念絵画館を含む明治神宮外苑の歩道が該当する。調

査範囲内の場の利用として、散策、ジョギング・ランニング、サ

イクリング等の利用が見られる。 

③ 周回道路 周回道路は、聖徳記念絵画館とその南側の軟式球場を取り囲む都

道 414 号線の約 1,300m の道路である。周回道路周辺は、都民の

健康への寄与、都民の憩いの場である神宮の緑を排出ガスから守

り、交通量削減をねらいとして、日曜・祝日には交通規制を行い

サイクリングコースとして開放されているほか、皇居周辺と並ぶ

ジョギング・ランニングコースとして利用がさかんである。 

④ イチョウ並木 青山通り口から明治神宮外苑中央広場周回道路に至る四並列の

街路樹として植栽されたイチョウ並木は、四季折々の人工自然美

と、聖徳記念絵画館を望む景観が都民に親しまれている。散歩や

自然観察、歩道に設置されたベンチでの休息利用が見られほか、

歩道内ではジョギング・ランニング、車道側ではサイクリング利

用が見られる。毎年 11月中旬～12月上旬にかけて、「いちょう

祭り」が開催されている。 

⑤ 渋谷区将軍家ゆかり
の地寺町の千駄ヶ谷
コース 

渋谷区の設定する散策ルートのうち、千駄ヶ谷駅を起点として、

国立能楽堂や鳩森八幡神社、仙寿院を経由して、外苑前駅に至る。

計画地の西側に位置し、ルートの一部は明治公園（霞岳広場）と

道路を隔てて隣接するが、全ては計画地外に位置している。 

⑥ 渋谷区エキサイティ
ングでおしゃれな原
宿とその界隈コース 

渋谷区の設定する散策ルートのうち、原宿駅を起点として主に東

側を周回するルートである。計画地の南西側に位置し、ルートの

全ては計画地外に位置している。 
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9.10自然との触れ合い活動の場 

表 9.10-4(2) 自然との触れ合い活動の場が持つ機能 

区 分 番号 施設名 場が持つ機能 

公園、 

広場 

⑦ 明治公園 
（四季の庭） 

明治公園（四季の庭）は、ヤマザクラやカエデ等が植栽され、四

季を感じることのできる「緑の空間」であり、水道やトイレ、ベ

ンチ等が設置されている。このため、庭園内の歩道は、自然観察

や散策、休息等の利用が見られる。また、車道側の歩道では、ジ

ョギング・ランニングの利用が見られる。 

⑧ 明治公園 
（霞岳広場） 

明治公園（霞岳広場）は、アスファルト舗装された約 13,000m2

の広場で、水道やトイレ、自動販売機が設置されており、国立霞

ヶ丘競技場や明治神宮野球場等の周辺施設とともに大規模なイ

ベント会場として活用される。主に散策やジョギング・ランニン

グ等の利用が多く見られる。 

⑨ 明治公園 
（こもれびテラス） 

明治公園（こもれびテラス）は、芝地に適度な樹木が植栽され、

木陰にベンチが設置されている。休息や犬の散歩等の利用が多く

見られるほか、ジョギング・ランニング利用が多く見られる。 

⑩ かすみ児童遊園 かすみ児童遊園は、都営霞ヶ丘アパートに隣接し、遊具のほかベ

ンチが設置され、樹木の植栽がある。東西に細長く面積は小さい

ことから、主に児童の遊び場であり、園内の散策や休息利用は見

られない。隣接する歩道では、ジョギング・ランニング等の利用

が見られる。 

⑪ 神宮外苑 広場 
（建国記念文庫） 

建国記念文庫の位置する広場は、イチョウやケヤキの高木が植栽

され、遊歩道やベンチが整備された静かな緑地が広がっている。

主に散策や休息、自然観察の利用が見られるほか、周囲の歩道で

は、散策、ジョギング・ランニング等の利用が多く見られる。 

⑫ 神宮外苑 広場 
（御観兵榎） 

御観兵榎の位置する広場は、イチョウ並木と北東端で連続し、カ

エデやツツジ等の植栽された緑地が広がっている。主に散策や休

息、自然観察の利用が見られるほか、周囲の歩道は周回道路と隣

接しており、散策、サイクリング、ジョギング・ランニング等の

利用が多く見られる。 

⑬ 聖徳記念絵画館前広
場 

聖徳記念絵画館は我が国最初期の美術館建築として国の重要文

化財に指定されており、南側には道路と一体となった広場が広が

っている。周辺は植栽された高木が立ち並び、散策、ジョギング・

ランニング、自然観察の利用のほか、設置されたベンチでの休息

が見られる。 

 

 
イチョウ並木より聖徳記念絵画館方向を望む（平成 26年 11月 24日撮影） 

写真 9.10-2 いちょう祭り期間中の状況 
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9.10自然との触れ合い活動の場 

ウ．自然との触れ合い活動の場までの利用経路 

アクセス経路（歩行者動線計画）の状況は、「7.2.4事業の基本計画 （5）歩行者動線計画」

（p.25 参照）に示したとおりである。 

また、鉄道路線の各駅からのアクセス経路と所要時間は、表 9.10-5及び図 9.10-2に示す

とおりである。 

表 9.10-5 自然との触れ合い活動の場までの利用経路の状況 

区 分 番号 施設名 駅名 距離 標準所要時間 

遊歩道、 

道路 

① 東京都設定 歴史と文化の 

散歩道（新宿コース） 

信濃町駅 

千駄ヶ谷駅 

70m 

50m 

約 1分 

約 1分 

② 新宿区史跡めぐりコース 

(四ツ谷コース) 

信濃町駅 

千駄ヶ谷駅 

70m 

50m 

約 1分 

約 1分 

③ 周回道路 信濃町駅 

青山一丁目駅 

200m 

600m 

約 3分 

約 7分 

④ イチョウ並木 青山一丁目駅 300m 約 3分 

⑤ 渋谷区将軍家ゆかりの地寺町の

千駄ヶ谷コース 

千駄ヶ谷駅 

外苑前駅 

0m 

0m 

0分 

0分 

⑥ 渋谷区エキサイティングでおし

ゃれな原宿とその界隈コース 

外苑前駅 550m 約 6分 

 

公園 

⑦ 明治公園（四季の庭） 信濃町駅 

北参道駅 

450m 

850m 

約 6分 

約 10分 

⑧ 明治公園（霞岳広場） 千駄ヶ谷駅 900m 約 11分 

⑨ 明治公園（こもれびテラス） 外苑前駅 850km 

1.0km 

約 10分 

約 12分 

⑩ かすみ児童遊園 外苑前駅 900m 約 11分 

広場 

⑪ 神宮外苑 広場（建国記念文庫） 青山一丁目駅 1.0km 約 12分 

⑫ 神宮外苑 広場（御観兵榎） 青山一丁目駅 800m 約 10分 

⑬ 聖徳記念絵画館前広場 信濃町駅 450m 約 6分 
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9.10自然との触れ合い活動の場 

2) 地形等の状況 

地形の状況は、「9.1 大気等 9.1.1 現況調査 (4)調査結果 3)地形及び地物の状況」

（p.74 参照）に示したとおりである。計画地東側は、武蔵野台地東部の淀橋台と呼ばれる洪積

台地（下末吉段丘）を造成した地形となっている。計画地西側は、かつての渋谷川（穏田川と

もいう。）に沿って低地が形成され、低地部のほとんどは埋立てにより平坦化された人為的な

改変を受けた地形となっている。また、計画地内の東西の高低差は約 7～8mである。計画地や

その周辺には、明治神宮外苑、新宿御苑、赤坂御所等のまとまった樹林地が存在している。 

3) 土地利用の状況 

土地利用の状況は、「9.1 大気等 9.1.1 現況調査 (4)調査結果 4)土地利用の状況」

（p.74 参照）に示したとおりである。計画地及びその周辺の土地利用としては、スポーツ興行

施設、公園、運動場等が広く分布している。 

4) 法令等による基準等 

自然との触れ合い活動の場に関する法令等については、表 9.10-6に示すとおりである。 

表 9.10-6 自然との触れ合い活動の場に関する法令等 

 

法令・条例等 責務等 

都市緑地法 

（昭和 48年法律第 72号） 

（目的）  

第一条  この法律は、都市における緑地の保全及び緑化の推進に関し必要な事項を

定めることにより、都市公園法 （昭和三十一年法律第七十九号）その他の都市に

おける自然的環境の整備を目的とする法律と相まつて、良好な都市環境の形成を

図り、もつて健康で文化的な都市生活の確保に寄与することを目的とする。 

（国及び地方公共団体の任務等）  

第二条  国及び地方公共団体は、都市における緑地が住民の健康で文化的な生活に

欠くことのできないものであることにかんがみ、都市における緑地の適正な保全

と緑化の推進に関する措置を講じなければならない。 

（緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画）  

第四条  市町村は、都市における緑地の適正な保全及び緑化の推進に関する措置で

主として都市計画区域内において講じられるものを総合的かつ計画的に実施する

ため、当該市町村の緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画（以下「基本計

画」という。）を定めることができる。  

都市計画法 

（昭和 43年法律第 100号） 

（目的）  

第一条  この法律は、都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画

事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と

秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与する

ことを目的とする。 

（国、地方公共団体及び住民の責務）  

第三条  国及び地方公共団体は、都市の整備、開発その他都市計画の適切な遂行に

努めなければならない。  
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9.10自然との触れ合い活動の場 

5) 東京都等の計画等の状況 

自然との触れ合い活動の場に関する東京都等の計画等については、表 9.10-7 に示すとおり

である。 

表 9.10-7 自然との触れ合い活動の場に関する計画等 

関係計画等 目標・施策等 

東京都市計画地区計画 

神宮外苑地区地区計画 

 

（地区計画の目標） 

本地区は、大正期に整備された神宮外苑の都市構造を基盤として風格ある景観内樹林

による豊かな自然環境を有している。また、昭和 39 年の東京オリンピックの主会場と

なった国立霞ヶ丘競技をはじめとした日本を代表するスポーツ施設が多く集積し、国民

や競技者に親しむ一大拠点を形成している地区であり日本を代表するスポーツ施設が

多く集積し、国民や競技者に親しむ一大拠点を形成している地区であり「2020年の東京」

計画（2011年 12月策定）において、「スポーツクラスター」として、集客力の高いにぎ

わいと活力のあるまち再生が方向付けられている。  

今後、国立霞ヶ丘競技場の建替えを契機として、地区内のスポーツ施設等建替えを促

進し、国内外から多くの人が訪れる世界的競技大会の開催可能となるスポーツ拠点を創

造する。また、神宮外苑いちょう並木から明治神宮聖徳記念絵画館を正面に臨む首都東

京の象徴となる景観を保全するとともに、神外苑地区一帯おいて緑豊宮聖徳記念絵画館

を正面に臨む首都東京の象徴となる景観保全、神外苑地区一帯おいて緑豊かな風格ある

景観の創出、バリアフリー化された歩行者空間整備など成熟した都市・東京の新しい魅

力となるまちづくりを推進する。  

（後略） 

新宿区都市マスタープラン 

（平成 19年 12月新宿区） 

（四谷地域まちづくり方針） 

○水とみどりのネットワークの形成を図る 

・新宿御苑から明治神宮外苑、外濠に至る歩行系幹線道における街路樹の充実等を行い、

住民と協働で、みどりの創出を図る。 

・新宿御苑、明治神宮外苑などの大規模公園を核とし、周辺地域へみどりが広がるよう、

地区計画や景観計画等の制度の活用を検討する。 
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9.10.2 予測 

(1) 予測事項 

予測事項は以下に示すとおりとした。 

1) 自然との触れ合い活動の場の消滅の有無又は改変の程度 

2) 自然との触れ合い活動の阻害又は促進の程度 

3) 自然との触れ合い活動の場までの利用経路に与える影響の程度 

 

(2) 予測の対象時点 

予測の対象時点は、2020年東京大会の実施に伴う建設工事、競技の実施等において、自然との

触れ合い活動の場及び自然との触れ合い活動に変化が生じると思われる時点とし大会開催前、大

会開催中、大会開催後のそれぞれ代表的な時点又は期間のうち、大会開催前、大会開催後とした。 

 

(3) 予測地域 

予測地域は、計画地及びその周辺とした。 

 

(4) 予測手法 

予測手法は、自然との触れ合い活動の場の位置、区域及び分布状況並びに活動内容と 2020 年

東京大会大会計画とを比較（重ね合わせなど）する方法によった。 

 

(5) 予測結果 

1) 自然との触れ合い活動の場の消滅の有無又は改変の程度 

事業の実施により、明治公園（四季の庭）と明治公園（霞岳広場）の自然との触れ合いの活

動の場が改変される。 

計画地周辺の自然との触れ合い活動の場は、事業の実施により直接改変されることはなく、

明治神宮外苑の樹林地やイチョウ並木における散策、休息や自然観察、周回道路におけるサイ

クリング、ジョギング・ランニング等の自然との触れ合い活動の場は維持されるものと考える。 

また、計画地の外構部に既存樹の保存も含めた緑の回廊（歩道状空地並木植栽）を整備し、

隣接する聖徳記念絵画館等の緑との連続性に配慮する計画としている。新たに整備される緑の

回廊は、新たな自然との触れ合い活動の場として、周辺の自然との触れ合い活動の場とともに

利用されるものと予測する。 

2) 自然との触れ合い活動の阻害又は促進の程度 

施設の建設における、周辺地域の自然との触れ合い活動の阻害要因としては、建設機械の稼働に伴

う大気汚染、騒音・振動、工事用車両の走行に伴う影響が考えられる。建設機械の稼働に伴う大気汚

染等については、「9.1 大気等」、「9.7 騒音・振動」に示したとおり、各種のミティゲーションを実

施することにより、その影響を低減する。工事用車両の走行に関しては、周辺における自然との触れ

合い活動の場の多くが存在する計画地東側に配慮し、明治神宮外苑内（イチョウ並木）を極力走行し

ない等のミティゲーションを実施することにより、その影響を低減する。 

計画地に隣接する明治神宮外苑では、散歩や自然観察、休息、ジョギング・ランニング等の自然

との触れ合い活動が日常的に行われている。事業の実施により、計画地周辺の自然との触れ合い活動

の場を直接改変することはないため、周辺地域における自然との触れ合い活動は継続されると予測す

る。 

また、計画地の外構部に既存樹の保存も含めた緑の回廊（歩道状空地並木植栽）を整備し、
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隣接する聖徳記念絵画館等の緑との連続性に配慮する計画としている。新たに整備される緑の

回廊は、隣接する聖徳記念絵画館の緑等とともにネットワークが構築され、周辺の自然との触

れ合い活動も含めた利用者の利便性が向上するものと予測する。 

3) 自然との触れ合い活動の場までの利用経路に与える影響の程度 

施設の建設に伴う工事用車両の走行に伴い、自然との触れ合い活動の場までの利用経路に影

響を及ぼすおそれがあるが、周辺の自然との触れ合い活動の場の利用者も含めた一般歩行者の

通行に支障を与えないよう、工事用車両の出入り口には交通整理員を配置する予定である。 

また、事業の実施に伴い、計画地の外構部に緑の回廊を整備し、歩行者等にオープンな通路

空間として提供する計画としている。特に、計画地西側は、人工地盤上に緑化を行うことによ

り、歩行者動線と車両動線とを分離した安全で快適な歩行者ネットワークが構築されるものと

予測する。 
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9.10.3 ミティゲーション 

(1) 予測に反映した措置 

・計画地の外構部に既存樹の保存も含めた緑の回廊（歩道状空地並木植栽）を整備することに

より、施設利用者、地域住民等が活用できる回遊性が高く、安全で快適な歩行者ネットワー

クを創出する計画である。（図 7.2-9 緑化計画（p.31）参照） 

・建設機械の稼働については可能な限り平準化等を行い、建設機械の稼働に伴う騒音等の影響

を軽減する計画である。 

・工事用車両の出入り口には交通整理員を配置する予定とし、周辺の自然との触れ合い活動の

場の利用者も含めた一般歩行者の通行に支障を与えないよう配慮する計画である。 

・工事用車両は、明治神宮外苑内（イチョウ並木）を極力走行しない走行ルートを計画する。 

 

(2) 予測に反映しなかった措置 

・緑化を行う場所については、良質な植栽基盤を整備し、周辺地域の植生に配慮した緑化材（樹

種等）を用いて、早急に緑化を実施する計画である。 

・植栽後の樹木の状況（植栽状況、生育状況等）、維持管理の実施状況について確認し、必要

に応じて適切な追加対策を講じる計画である。 

・工事用車両の運転者には安全運転を徹底させ、周辺の自然との触れ合い活動の場までの利用

経路に与える影響を軽減する計画である。 

・国立霞ヶ丘競技場敷地内にある記念作品、芸術作品、記念碑については、計画地内外への再

設置や保存等を含む利活用方法を検討中である。 

 

9.10.4 評価 

(1) 評価の指標 

評価の指標は、自然との触れ合い活動の場及び人と自然との触れ合い活動の現況とした。 

 

(2) 評価の結果 

1) 自然との触れ合い活動の場の消滅の有無又は改変の程度 

事業の実施により、明治公園（四季の庭）と明治公園（霞岳広場）の自然との触れ合いの活

動の場が改変されるものの、開催後は、計画地の外構部に既存樹の保存も含めた緑の回廊（歩

道状空地並木植栽）を整備する。新たに整備される緑の回廊は、新たな自然との触れ合い活動

の場として、周辺の自然との触れ合い活動の場とともに利用されるものと考える。 

計画地周辺の自然との触れ合い活動の場は、事業の実施により直接改変されることはなく、

明治神宮外苑の樹林地やイチョウ並木における散策、休息や自然観察、周回道路におけるサ

イクリングやジョギング等の自然との触れ合い活動の場は維持されるものと考える。 

以上のことから、現況の計画地内の自然との触れ合い活動の場は改変されるものの、開催

後には新たな自然との触れ合い活動の場が創出され、周辺の自然との触れ合い活動の場とと

もに一体的に利用されると考えられ、評価の指標を満足するものと考える。 

2) 自然との触れ合い活動の阻害又は促進の程度 

開催前の施設の建設における建設機械の稼働、工事用車両の走行により、計画地周辺における自然

との触れ合い活動が阻害されるおそれがあるが、建設機械の平準化等のミティゲーションを実施する

ことにより、その影響を低減する。 

計画地を含めた明治神宮外苑では、散歩や自然観察、休息、ジョギング・ランニング等の自然と
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の触れ合い活動が日常的に行われている。事業の実施により、計画地周辺の自然との触れ合い活動の

場を直接改変することはないため、周辺地域における自然との触れ合い活動は継続される。また、計

画地の外構部に既存樹の保存も含めた緑の回廊（歩道状空地並木植栽）を整備し、隣接する聖

徳記念絵画館の緑等とともにネットワークが構築され、周辺の自然との触れ合い活動も含めた

利用者の利便性が向上するものと考えられる。 

以上のことから、計画地内に新たに創出される自然との触れ合い活動の場は、周辺の自然と

の触れ合い活動の場とともに、その活動を促進することから、評価の指標を満足するものと考

える。 

3) 自然との触れ合い活動の場までの利用経路に与える影響の程度 

施設の建設に伴う工事用車両の走行に伴い、自然との触れ合い活動の場までの利用経路に影

響を及ぼすおそれがあるが、周辺の自然との触れ合い活動の場の利用者も含めた一般歩行者の

通行に支障を与えないよう、工事用車両の出入り口には交通整理員を配置する予定である。 

また、事業の実施に伴い、計画地の外構部に緑の回廊を整備し、歩行者等にオープンな通路

空間として提供するとともに、計画地西側の人工地盤の整備により歩行者動線と車両動線とを

分離した安全で快適な歩行者ネットワークが構築される。 

以上のことから、周辺の自然との触れ合い活動の場までの利用経路が充実することにより、

評価の指標を満足するものと考える。 
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9.11 歩行者空間の快適性 

9.11.1 現況調査 

(1) 調査事項及びその選択理由 

調査事項及びその選択理由は、表 9.11-1に示すとおりである。 

表 9.11-1 調査事項及びその選択理由 

調査事項 選択理由 

①緑の状況 
②施設の状況 
③歩行者が感じる快適性に係る基準 
④歩行者が感じる快適性に係る気象

等の状況 
⑤法令等による基準等 
⑥東京都等の計画等の状況 
⑦その他 

夏季の気温の上昇に伴い歩行者が感じる快適性へ
の影響が考えられることから、計画地及びその周辺
について、左記の事項に係る調査が必要である。 

 

(2) 調査地域 

調査地域は、公共交通機関から計画地への主要なアクセス経路の概況を考慮し、計画地及びそ

の周辺地域とした。 

 

(3) 調査方法 

1) 緑の状況 

現地調査により、計画地への主要なアクセス経路における街路樹や緑陰の有無等を確認した。 

調査は、平成26年８月９日に実施した。 

2) 施設の状況 

現地調査により、計画地への主要なアクセス経路における歩行者空間の地盤面被覆状態等を

確認した。 

調査は、平成 26年８月９日に実施した。 

3) 歩行者が感じる快適性に係る基準 

調査は、暑さ指数（WBGT）や不快指数の快適性に係る基準について整理した。 

4) 歩行者が感じる快適性に係る気象等の状況 

調査は、東京管区気象台の気象データを整理・解析した。 

5) 法令等の基準等 

調査は、都市緑地法（昭和 48年法律第 72号）の法令の整理によった。 

6) 東京都等の計画等の状況 

調査は、「東京都ヒートアイランド対策ガイドライン」(平成 17 年７月 東京都)、「壁面緑

化ガイドライン」(平成 18年３月 東京都)の計画等の整理によった。 

(4) 調査結果 

1) 施設の状況 

公共交通機関から計画地への主要なアクセス経路における街路樹整備の状況は、表 9.11-2、

図 9.11-1及び写真 9.11-1に示すとおりである。 

JR中央本線千駄ヶ谷駅からのアクセス経路、都営大江戸線国立競技場駅からのアクセス経路、

東京メトロ副都心線北参道駅からのアクセス経路には、街路樹等による緑陰は形成されていな

いが、その他のアクセス経路には、歩道上の街路樹や沿道の樹木により緑陰が形成されている。 

また、会場内については、「7.オリンピックスタジアムの計画の目的及び内容 7.2 内容 
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7.2.4 事業の基本計画 8.緑化計画」（p.30 参照）に示すとおり、計画地内に植栽を行う計画

である。 

なお、沿道建築物で、壁面緑化が設置されている箇所はない。 

表 9.11-2 主要なアクセス経路の街路樹整備状況 

路線名 駅名 出口 アクセス経路 街路樹整備状況 

JR中央本線 

信濃町 

－ 
①都道 414号四谷角筈線

(外苑外周道路) 

歩道上に街路樹はないが、沿道の明

治神宮外苑公園や道路北側の緑地

帯の樹木により、緑陰が形成されて

いる。 

－ 

②都道 319号環状３号線

(外苑東通り)～聖徳記

念絵画館前広場 

歩道上にイチョウ並木が整備され

ている他、沿道の明治神宮外苑の樹

木により、緑陰が形成されている。

聖徳記念絵画館前広場は、開けたオ

ープンスペースであり、緑陰はほと

んどない。 

千駄ヶ谷 － ③東京体育館屋外広場 

広場上の一部に樹木があるが、開け

たオープンスペースであり、緑陰は

ほとんどない。 

東京メトロ 

半蔵門線 

青山一丁目 1番 

④一般国道 246号（青山

通り）～都道 414号四

谷角筈線(外苑イチョ

ウ並木)～外苑外周道

路 

歩道上にケヤキ並木やイチョウ並

木が整備されている他、明治神宮外

苑内の樹木により、緑陰が形成され

ている。 

東京メトロ 

銀座線 

都営大江戸線 

東京メトロ 

銀座線 
外苑前 3番 

⑤補助幹線道路 24号 

歩道上にアオギリ並木が整備され

ている他、沿道の明治神宮野球場等

の樹木により、緑陰が形成されてい

る。 

⑥都道 418号北品川四谷

線(外苑西通り) 

歩道上の一部に主にユリノキ並木

が整備されており、緑陰が形成され

ている。 

都営大江戸線 国立競技場 A1、A2 ⑦都道 414号四谷角筈線 街路樹は整備されていない。 

東京メトロ 

副都心線 
北参道 2番 

⑧千駄ヶ谷三丁目～千駄

ヶ谷一丁目 
街路樹は整備されていない。 

 

2) 施設の状況 

公共交通機関から計画地への主要なアクセス経路における歩行者空間の地表面被覆の状況

は、図 9.11-2に示すとおりである。 

一般国道 246号（青山通り）の歩道がインターロッキングブロック舗装、東京体育館屋外広

場がコンクリート舗装となっている他は、全てアスファルト舗装であった。 
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①都道 414号四谷角筈線(外苑外周道路) 

 

②都道 319号環状３号線(外苑東通り) 

 

③東京体育館屋外広場 

 

④都道 414号四谷角筈線(外苑イチョウ並木) 

 

⑤補助幹線道路 24号 

 

⑥都道 418号北品川四谷線(外苑西通り) 

 

⑦都道 414号四谷角筈線 

 

⑧千駄ヶ谷三丁目～千駄ヶ谷一丁目 

写真 9.11-1 アクセス経路の街路樹整備状況 
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9.11歩行者空間の快適性 

3) 歩行者が感じる快適性に係る基準 

ア．暑さ指数（WBGT：湿球黒球温度） 

暑さ指数（WBGT）は、熱中症を予防することを目的として、人間の熱バランスに影響の大

きい「気温」、「湿度」、「輻射熱」の３つを取り入れた温度の指標である。 

環境省では、熱中症の危険度を判定する数値として「環境省熱中症予防情報サイト」（環

境省ホームページ）において暑さ指数（WBGT）の当日の実測値、翌日及び翌々日の予測値を

公表しており、図 9.11-3 に示すとおり暑さ指数（WBGT）が 28℃を超えると熱中症患者が著

しく増加するとしている。 

また、暑さ指数（WBGT）は労働環境や運動環境の指針として有効であるとされ、日本生気

象学会では表 9.11-3に示すとおり「日常生活に関する指針」を公表している。 

 

出典：「環境省熱中症予防情報サイト」（平成 27 年３月３日参照 環境省ホームページ）

http://www.wbgt.env.go.jp/wbgt.php 

図 9.11-3 WBGTと熱中症疾患者発生率 

 

表 9.11-3 WBGTと熱中症予防のための指針（日常生活に関する指針） 

WBGT 注意すべき生活活動の目安 注意事項 

危険 

31℃以上 

すべての生活活動でおこる

危険性 

高齢者においては安静状態でも発生する危険性が大きい。外

出はなるべく避け、涼しい室内に移動する。 

厳重警戒 

28～31℃* 

外出時は炎天下を避け、室内では室温の上昇に注意する。 

警戒 

25～28℃* 

中等度以上の生活活動でお

こる危険性 

運動や激しい作業をする際は定期的に充分に休息を取り入れ

る。 

注意 

25℃未満 

強い生活活動でおこる危険

性 

一般に危険性は少ないが激しい運動や重労働時には発生する

危険性がある。 

注）28～31℃及び 25～28℃については、それぞれ 28℃以上 31℃未満、25℃以上 28℃未満を示している。 

出典：「日常生活における熱中症予防指針 Ver.3」（平成 25年 日本生気象学会） 

 

暑さ指数（WBGT）は、湿球温度（Tw）、黒球温度（Tg)、乾球温度（Ta)の測定値から、次

式で算出される。 

WBGT(℃)＝0.7×Tw＋0.2×Tg＋0.1×Ta 

 

また、次式 1を用いて推定値を算出することもできる。 

WBGT(℃)＝0.727×Ta＋0.0371×RH＋0.00295×Ta×RH＋4.933×SR－1.853×SR2－0.0511×WS－3.877 

ここで、Ta：乾球温度（℃） 

    RH：相対湿度(%) 

    SR：全天日射量（kW/m2) 

    WS：平均風速(m/s) 

1小野雅司ら(2014)：通常観測気象要素を用いた WBGTの推定．日生気誌，50(4)，147-157． 
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9.11歩行者空間の快適性 

イ．不快指数（DI） 

不快指数（DI）は、夏の蒸し暑さを定量的に示す指数であり、次式で算出される。 

DI＝0.81Ta+0.01RH(0.99Ta-14.3） 

ここで、Ta：乾球温度（℃） 

    RH：相対湿度(%) 

 

一般的に、不快指数（DI）が 75 を越えると人口の一割が不快になり、80 を越えると全員

が不快になると言われている。 

 

- 337 - 



9.11歩行者空間の快適性 

4) 歩行者が感じる快適性に係る気象等の状況 

平成 26 年夏季（７月～９月）における日最高気温出現時の暑さ指数（WBGT）の推移は、図

9.11-4 に示すとおりである。７月中旬から９月上旬にかけて、日本生気象学会の「日常生活に

関する指針」において「厳重警戒」とされる 28℃を上回る日が出現しており、特に７月中旬か

ら８月中旬にかけては「危険」とされる 31℃を上回る日が出現している。 

夏季期間中を通して最も暑さ指数（WBGT）が高かった平成 26 年７月 27 日の日変化は、図

9.11-5 に示すとおりである。８時～14 時にかけては「厳重警戒」とされる 28℃を上回り、特

に 10時及び 12時～14時にかけては「危険」とされる 31℃を上回っている。 

20 

22 

24 

26 

28 

30 

32 

34 

36 

2014/7/1 2014/8/1 2014/9/1

暑
さ
指

数
（
℃

）

 

注)暑さ指数は、東京管区気象台における気温、湿度、風速及び全天日射量を基に算出した。 

図 9.11-4 夏季期間中の暑さ指数（WBGT）の推移 

 

20 

22 

24 

26 

28 

30 

32 

34 

36 

1時 3時 5時 7時 9時 11時 13時 15時 17時 19時 21時 23時

暑
さ
指

数
（
℃

）

 

注)暑さ指数は、東京管区気象台における気温、湿度、風速及び全天日射量を基に算出した。 

図 9.11-5 暑さ指数（WBGT）の日変化（平成 26年 7月 27日） 
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注意 
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9.11歩行者空間の快適性 

5) 法令等による基準等 

歩行者の快適性に関する法令等については、表 9.11-4に示すとおりである。 

表 9.11-4 歩行者が感じる快適性に関する法令等 

法令・条例等 責務等 

都市緑地法 

（昭和 48年法律第 72号） 

（目的）  

第一条 この法律は、都市における緑地の保全及び緑化の推進に関し必要な事項を

定めることにより、都市公園法（昭和三十一年法律第七十九号）その他の都市に

おける自然的環境の整備を目的とする法律と相まつて、良好な都市環境の形成を

図り、もつて健康で文化的な都市生活の確保に寄与することを目的とする。  

（国及び地方公共団体の任務等）  

第二条 国及び地方公共団体は、都市における緑地が住民の健康で文化的な生活に

欠くことのできないものであることにかんがみ、都市における緑地の適正な保全

と緑化の推進に関する措置を講じなければならない。  

２ 事業者は、その事業活動の実施に当たつて、都市における緑地が適正に確保さ

れるよう必要な措置を講ずるとともに、国及び地方公共団体がこの法律の目的を

達成するために行なう措置に協力しなければならない。  

３ 都市の住民は、都市における緑地が適正に確保されるよう自ら努めるとともに、

国及び地方公共団体がこの法律の目的を達成するために行なう措置に協力しなけ

ればならない。 

 

6) 東京都等の計画等の状況 

歩行者の快適性に関する東京都の計画等については、表 9.11-5に示すとおりである。 

表 9.11-5 歩行者が感じる快適性に関する計画等 

関係計画等 目標・施策等 

東京都ヒートアイランド対策

ガイドライン 

(平成 17年７月 東京都) 

・東京都では、公共施設を中心とした率先事業や各種制度の実施により、保水性舗装・

屋上緑化・校庭芝生化等の各種対策を推進してきたが、ヒートアイランド対策は幅

広い主体により取り組む課題であり、民間建築物における対策の推進も重要である

ことから、民間事業者や都民が、建物の新築や改修時に、地域の熱環境に応じたヒ

ートアイランド対策に取り組んでもらえるよう、熱環境マップ、東京モデル（地域

特性別対策メニュー）、及び建物用途別の対策メニューを取りまとめたものである。 

・建築主・設計者においては、建物の新築・改修時に本ガイドラインを活用して、地

域の熱環境を把握した上で、地域に適した対策技術を選択し、設計内容にヒートア

イランド対策を取り込み、広範なヒートアイランド対策が着実に進むことを期待し

ている。 

壁面緑化ガイドライン 

(平成 18年３月 東京都) 

・東京都では、ヒートアイランド対策として、緑化事業などさまざまな対策を推進し

ており、その一つである壁面緑化は、日射をさえぎるとともに、植物の蒸散作用に

より壁面温度の上昇を抑制する効果がある。近年、壁面緑化に対する関心が高まっ

てきたが、施工事例はいまだ少なく、情報も不足しており、壁面緑化を広く普及す

るため、「壁面緑化ガイドライン」を作成し、都施設にモデルを設置した。 

・同ガイドラインでは、都民・民間事業者が壁面緑化に取り組みやすいよう、壁面緑

化工法別の注意ポイント、適した植物などの各種情報を取りまとめている。 
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9.11歩行者空間の快適性 

9.11.2 予測 

(1) 予測事項 

予測事項は以下に示すとおりとした。 

1) 緑の程度 

2) 歩行者が感じる快適性の程度 

 

(2) 予測の対象時点 

1) 緑の程度 

予測の対象時点は、2020年東京大会の実施に伴う工事等による緑の増減等、緑に変化が生じ

ると思われる時点を含め、大会開催前、大会開催中及び大会開催後のそれぞれ代表的な時点又

は期間のうち、大会開催前、大会開催後とした。 

2) 歩行者が感じる快適性の程度 

予測の対象時点は、2020年東京大会の実施に伴い歩行者が感じる快適性に変化が生じると思

われる時点を含め、大会開催前、大会開催中及び大会開催後のそれぞれ代表的な時点又は期間

のうち、大会開催前、大会開催後とした。 

 

 (3) 予測地域 

予測地域は、競技会場にアクセスする歩行者への快適性に影響を及ぼすと予想される地域と

し、公共交通機関から計画地への主要なアクセス経路とした。 

また、歩行者が感じる快適性の程度の予測地点は、主要なアクセス経路における街路樹の整

備状況、地表面被覆状態、沿道の建築物や緑地等の土地利用状況等を勘案した上で、各アクセ

ス経路における歩行者が感じる快適性の程度を代表できる地点とし、表9.11-6及び図9.11-6に

示す11地点とした。 

表 9.11-6 歩行者が感じる快適性の程度に係る予測地点 

予測 

地点 
アクセス経路 

街路樹 

整備状況 

地表面 

被覆状態 

沿道土地 

利用状況 

No.1 
JR中央本線信濃町駅 

～都道 414号四谷角筈線(外苑外周道路) 
無し ｱｽﾌｧﾙﾄ 緑地 

No.2-1 JR中央本線信濃町駅 

～都道 319号環状３号線(外苑東通り) 

～聖徳記念絵画館前広場 

有り ｱｽﾌｧﾙﾄ 緑地 

No.2-2 無し ｱｽﾌｧﾙﾄ 広場 

No.3 
JR中央本線千駄ヶ谷駅 

～東京体育館屋外広場 
無し ｺﾝｸﾘｰﾄ 

広場 

建築物 

No.4-1 
東京メトロ半蔵門線・銀座線・都営大江戸線青山一丁目駅 

～一般国道 246号（青山通り） 

～都道 414号四谷角筈線(外苑イチョウ並木) 

～外苑外周道路 

有り 
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ 

ﾌﾞﾛｯｸ 
建築物 

No.4-2 有り ｱｽﾌｧﾙﾄ 
緑地 

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 

No.5-1 

東京メトロ銀座線外苑前駅 

～補助幹線道路 24号 

有り ｱｽﾌｧﾙﾄ 建築物 

No.5-2 有り ｱｽﾌｧﾙﾄ 

緑地 

建築物 

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 

No.6 
東京メトロ銀座線外苑前駅 

～都道 418号北品川四谷線(外苑西通り) 
有り ｱｽﾌｧﾙﾄ 建築物 

No.7 
都営大江戸線国立競技場駅 

～都道 414号四谷角筈線 
無し ｱｽﾌｧﾙﾄ 建築物 

No.8 

東京メトロ副都心線北参道駅 

～千駄ヶ谷三丁目 

～千駄ヶ谷一丁目 

無し ｱｽﾌｧﾙﾄ 建築物 
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9.11歩行者空間の快適性 

(4) 予測手法 

1) 緑の程度 

予測手法は、2020年東京大会の会場周辺及び最寄りの公共交通機関の駅からのアクセスルー

トに街路樹の緑陰及び接道緑化並びに壁面緑化の位置、区域及び分布施設計画図を重ね合わせ

る方法によった。 

2) 歩行者が感じる快適性の程度 

予測手法は、数値シミュレーションによる方法によった。 

予測は、国土交通省国土技術政策総合研究所が開発した「都市の熱環境対策評価ツール」を

使用し、アクセス経路の歩道上における熱環境を数値シミュレーションし、気温、湿度、風速、

全天日射量より暑さ指数（WBGT）を算出した。数値シミュレーションにおける条件は、以下の

とおりである。 

ア．気象条件 

平成 26 年夏季（７月～９月）において、東京管区気象台で最も暑さ指数（WGBT）が高か

った平成 26年７月 27日 14時の気象条件を用いた。 

なお、風速が小さいほど暑さ指数（WBGT）は高くなるため、風向・風速は静穏として扱っ

た。 

イ．周辺土地利用条件 

現地調査結果に基づき、歩道上の街路樹、地表面被覆状態、沿道建築物の用途・階数・構

造等を設定した。 

 

(5) 予測結果 

1) 緑の程度 

公共交通機関から計画地への主要なアクセス経路では、JR中央本線信濃町駅からのアクセス

経路、東京メトロ半蔵門線・銀座線・都営大江戸線青山一丁目駅からのアクセス経路、東京メ

トロ銀座線外苑前駅からのアクセス経路については、既に歩道上の街路樹や沿道の樹木により

緑陰が形成されており、将来的な緑の程度は現況と同等と予測する。 

一方、JR中央本線千駄ヶ谷駅からのアクセス経路、都営大江戸線国立競技場駅からのアクセ

ス経路、東京メトロ副都心線北参道駅からのアクセス経路には、街路樹等による緑陰は形成さ

れていない。これらのアクセス経路における街路樹等が整備されておらず、緑の程度は現況と

同等と予測する。 
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2) 歩行者が感じる快適性の程度 

主要なアクセス経路における暑さ指数（WBGT）の予測結果は、表 9.11-7 に示すとおりであ

る。アクセス経路となる歩道上の暑さ指数（WBGT）は、日影のない直射日光下では最大で 32℃

となるが、街路樹や沿道の樹木、沿道の建築物等による日影下では 26℃程度まで低下する。 

このため、聖徳記念絵画館前広場や東京体育館屋外広場等の開放空間、道路方向が南北とな

り沿道建築物による日影が形成されにくい補助幹線道路 24 号等で暑さ指数（WBGT）が高くな

る。 

表 9.11-7 歩行者が感じる快適性の程度に係る予測結果 

予測地点 アクセス経路 暑さ指数(WBGT) 

No.1 
JR中央本線信濃町駅 

～都道 414号四谷角筈線(外苑外周道路) 
27～29℃ 

No.2-1 JR中央本線信濃町駅 

～都道 319号環状３号線(外苑東通り) 

～聖徳記念絵画館前広場 

27～28℃ 

No.2-2 27～31℃ 

No.3 
JR中央本線千駄ヶ谷駅 

～東京体育館屋外広場 
27～31℃ 

No.4-1 
東京メトロ半蔵門線・銀座線・都営大江戸線青山一丁目駅 

～一般国道 246号（青山通り） 

～都道 414号四谷角筈線(外苑イチョウ並木) 

～外苑外周道路 

27～29℃ 

No.4-2 26～28℃ 

No.5-1 東京メトロ銀座線外苑前駅 

～補助幹線道路 24号 

28～32℃ 

No.5-2 28～31℃ 

No.6 
東京メトロ銀座線外苑前駅 

～都道 418号北品川四谷線(外苑西通り) 
27～29℃ 

No.7 
都営大江戸線国立競技場駅 

～都道 414号四谷角筈線 
28～31℃ 

No.8 

東京メトロ副都心線北参道駅 

～千駄ヶ谷三丁目 

～千駄ヶ谷一丁目 

26～29℃ 

注)各予測地点における暑さ指数（WBGT）は、直射日光下や日影下で異なることから、各予測地点内で

の最小値から最大値を示した。 
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9.11.3 ミティゲーション 

(1) 予測に反映しなかった措置 

・アクセス経路沿いの既存街路樹について可能な限りの保全を図る。 

 

9.11.4 評価 

(1) 評価の指標 

1) 緑の程度 

評価の指標は、現況の緑量とした。 

2) 歩行者が感じる快適性の程度 

評価の指標は、日常生活における熱中症予防指針（日本生気象学会熱中症予防研究委員会）

とした（表 9.11-3（p.336 参照））。 

 

(2) 評価の結果 

1) 緑の程度 

公共交通機関から計画地への主要なアクセス経路では、一部の経路を除き既に歩道上の街路

樹や沿道の樹木により緑陰が形成されており、将来的な緑の程度は現況と同等と考える。 

以上のことから、現況の緑量は維持されると考えられ、評価の指標は満足するものと考える。 

2) 歩行者が感じる快適性の程度 

アクセス経路となる歩道上の暑さ指数（WBGT）は、日影のない直射日光下では最大で 32℃と

なり、熱中症が全ての生活活動でおこる危険性がある「危険」レベルになると考える。 

街路樹や沿道の樹木、沿道の建築物等による日影下では、暑さ指数（WBGT）は 26℃程度まで

低下するため、熱中症が中等度以上の生活活動でおこる危険性がある「警戒」レベルにまで低

下すると考える。 
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9.12 史跡・文化財 

9.12.1 現況調査 

(1) 調査事項及びその選択理由 

調査事項及びその選択理由は、表 9.12-1に示すとおりである。 

表 9.12-1 調査事項及びその選択理由 

調査事項 選択理由 

①文化財等の状況 
②埋蔵文化財包蔵地の状況 
③法令等による基準等 

事業の実施に伴い計画地内の文化財等の現状変更
及びその周辺地域の文化財等の損傷等、文化財等の
周辺の環境の変化及び埋蔵文化財包蔵地の改変、計
画地周辺の文化財等の保護・保全対策及び文化財等
の回復の影響が考えられることから、計画地及びそ
の周辺について、左記の事項に係る調査が必要であ
る。 

 

(2) 調査地域 

調査地域は、計画地及びその周辺地域とした。 

 

(3) 調査方法 

1) 文化財等の状況 

ア．指定、登録等の文化財等 

調査は、「東京都文化財総合目録」（平成 22 年３月 東京都教育委員会）等の既存資料の

整理によった。 

イ．未指定、登録等の文化財等 

調査は、関係機関へのヒヤリングによった。 

ウ．地形等の状況 

調査は、「地形図」（国土地理院）、「東京都総合地盤図」（東京都）等の既存資料の整理に

よった。 

2) 埋蔵文化財包蔵地の状況 

ア．周知の埋蔵文化財包蔵地 

調査は、「東京都遺跡地図」(平成 21年２月 東京都教育委員会)等の既存資料の整理によ

った。 

イ．周知されていない埋蔵文化財包蔵地 

調査は、「地形図」（国土地理院）、「東京都総合地盤図」（東京都）等の既存資料の整理に

よった。 

3) 法令等による基準等 

調査は、文化財保護法（昭和 25 年法律第 214 号）、東京都文化財保護条例（昭和 51 年東京

都条例第 25号）、新宿区文化財保護条例（昭和 58年新宿区条例第 20号）等の法令等の整理に

よった。 
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(4) 調査結果 

1) 文化財等の状況 

ア．指定、登録等の文化財等 

計画地及びその周辺の指定（登録）文化財等は、表 9.12-2に、その位置は、図 9.12-1に

示すとおりである。 

計画地内には、新宿区指定天然記念物として「シイ」（地点番号 3）が存在する。また、計

画地の東側には、国指定重要文化財として、我が国最初期の美術館建築である「聖徳記念絵

画館」（地点番号 1）、新宿区指定史跡として「滝沢馬琴終焉の地」（地点番号 2）、新宿区登

録文化財の「一行院の版碑」及び「一行院の墓地出土品」（地点番号 13）が、西側に「銅板

日遙墓誌」（地点番号 15）が存在する。 

イ．未指定、登録等の文化財等 

国立霞ヶ丘競技場の記念作品等は、1964年東京オリンピックの歴史を記憶に留めるもので

あり、スポーツ文化の精神を体現する芸術品及び記念品として貴重なものである。記念作品

等は、塑像・彫像・記念碑・壁画等である。 

ウ．地形等の状況 

地形等の状況は、「9.1 大気等 9.1.1 現況調査 (4) 調査結果 3) 地形及び地物の状況」

（p.74 参照）に、植生の状況は、「9.3 生物の生育・生息基盤 9.3.1 現況調査 (4) 調査結

果 5) 植生の状況」（p.158参照）に示したとおりである。 

計画地内に位置する新宿区指定の天然記念物であるシイは、明治公園（霞岳広場）に位置

している。明治公園（霞岳広場）はほぼ平坦で、大部分がアスファルト舗装となっている。 
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表 9.12-2  計画地及び周辺の指定(登録)文化財等 

地点 

番号 
種別 名称 住所 区分 

1 重要文化財 建造物 聖徳記念絵画館 新宿区霞ヶ丘町 1-1 国指定 

2 史跡 滝沢馬琴終焉の地 新宿区霞ヶ丘町 14-1 
明治神宮 

新宿区指定 

3 天然記念物 シイ 新宿区霞ヶ丘町 
都立明治公園 

新宿区指定 

4 有形文化財 歴史資料 駿馬塚の碑 新宿区内藤町 1 
多武峰内藤神社 

新宿区登録 

5 旧跡 田宮稲荷神社跡 新宿区左門町 17 都指定 

6 有形文化財 絵画 須賀神社の三十六歌仙絵 新宿区須賀町 5-6 
須賀神社 

新宿区指定 

7 史跡 高松喜六の墓 新宿区若葉 2-8 
愛染院 

新宿区指定 

史跡 塙保己一の墓 新宿区指定 

8 史跡 服部半蔵の墓 新宿区若葉 2-9 
西念寺 

新宿区指定 

史跡 岡崎三郎信康供養塔 新宿区指定 

有形文化財 歴史資料 服部半蔵の槍 新宿区登録 

9 史跡 源清麿の墓 新宿区須賀町 10 
宗福寺 

新宿区指定 

10 史跡 榊原鍵吉の墓 新宿区須賀町 11-4 
西応寺 

新宿区指定 

11 史跡 萩原宗固の墓 新宿区須賀町 13 
本性寺 

新宿区登録 

12 有形文化財  
古文書・古記録 

林光寺の歴代宗主銘 新宿区南元町 15-3 
林光寺 

新宿区指定 

有形文化財 絵画 林光寺の高僧先達連座画像 新宿区登録 

有形文化財 絵画 林光寺の太子・高僧画像 新宿区登録 

有形文化財  
古文書・古記録 

林光寺文書 新宿区登録 

13 有形民俗文化財  
民俗資料 

一行院の板碑 新宿区南元町 19-2 
一行院 

新宿区登録 

有形文化財 考古資料 一行院墓地出土品 新宿区登録 
14 有形文化財 歴史資料 庚申塔 北青山 2-12-29 

海蔵寺 
港区登録 

15 有形文化財 銅板日遙墓誌 渋谷区千駄ヶ谷 2-24-1 
仙寿院 

渋谷区指定 

16 有形民俗文化財 千駄ヶ谷の富士塚 渋谷区千駄ヶ谷 1-1-24 
八幡神社境内 

都指定 

17 新宿区地域文化財 長谷川平蔵埋葬の地 新宿区須賀町 9-3 
戒行寺境内 

新宿区 

注) 地点番号は、図 9.12-1に対応する。 

出典：「国指定文化財等データベース」(平成 27年３月３日参照 文化庁ホームページ） 

http://kunishitei.bunka.go.jp/bsys/index_pc.asp 

出典：「東京都指定文化財情報データベース」(平成 27年３月３日参照 東京都生涯学習情報ホームページ） 

http://www.taims.metro.tokyo.jp/kyoiku/bunkazai.nsf 

出典：「区指定文化財」(平成 27年３月３日参照 渋谷区ホームページ） 

http://www.city.shibuya.tokyo.jp/shibuya/town/kubunka.html 

新宿：「新宿区の指定・登録文化財と地域文化財」(平成 27年３月３日参照 新宿区ホームページ） 

http://www.city.shinjuku.lg.jp/kanko/bunka02_000004.html 

新宿：「港区の文化財総合目録」(平成 27年３月３日参照 港区ホームページ） 

http://www.lib.city.minato.tokyo.jp/muse/j/bunkazai/mokuroku.cgi 

新宿：「東京都文化財総合目録（平成二十一年度）」(平成 22年３月 東京都教育委員会) 
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図 9.12-1  
指定文化財等の分布状況 
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2) 埋蔵文化財包蔵地の状況 

ア．周知の埋蔵文化財包蔵地 

計画地及びその周辺の周知の埋蔵文化財包蔵地は、表 9.12-3(1)、(2)に、その位置は、図

9.12-2 に示すとおりである。 

計画地内には、霞ヶ丘町（地点番号 67）及び千駄ヶ谷北ノ脇（地点番号 104（渋谷区））

が存在する。 

計画地の近傍では、北側に内藤町（地点番号 56）、東側に發昌寺跡（地点番号 46）、一行

院（地点番号 142）、南東側に No.22-3（地点番号 22-3）が存在する。 

イ．周知されていない埋蔵文化財包蔵地 

埋蔵文化財の特殊性は、その存在や広がりがはっきりとわかっていないことである。計画

地及びその周辺の周知の埋蔵文化財包蔵地の状況については前述したとおりであり、計画地

内の西側の大部分が埋蔵文化財包蔵地とされている。これらのことから、周知の埋蔵文化財

包蔵地に隣接する範囲においても、埋蔵文化財が確認される可能性がある。 

表 9.12-3(1) 計画地及び周辺の周知の埋蔵文化財包蔵地 

地点 

番号 
遺跡名 所在地 遺跡の概要 時代 

1 青山墓地内貝塚 港区南青山二丁目 台地縁辺・斜面 包蔵地・貝塚 2,000㎡ [縄早] 
[縄中] 
[縄後] 

14 No.14遺跡 新宿区内藤町 
新宿御苑 

台地 包蔵地 7,850㎡ 新宿 56参照 [縄中] 

20 若葉一丁目 新宿区若葉一丁目 
22・23 

台地 貝塚・屋敷 16,582㎡ [近]地下室 
大型土坑 土坑 小穴 

[縄][近] 

22-2 No.22-2 新宿区信濃町 台地 上水道 706㎡ [近]木樋 [近] 

22-3 No.22-3 新宿区霞ヶ丘町 
（明治神宮外苑内） 

台地 上水道 706㎡ [近]木樋 [近] 

31 竜泉寺跡 新宿区須賀町 10 台地 社寺・墓 4,066 ㎡ [近] 甕棺墓 
木棺墓 蔵骨器 墓坑 石塔 
 

[近] 

36 龍谷寺跡 新宿区南元町 低地 社寺・墓 2,548㎡ [近] 

46 發昌寺跡 新宿区南元町 18・19 低地 社寺・墓 1,536 ㎡ [近]埋葬施設 
井戸状遺構 木道 柵状遺構 

[近] 

56 内藤町 新宿区内藤町 
新宿区新宿一丁目 1 
新宿二丁目 1-7・10 
新宿三丁目 1-27 

台地・谷 包蔵地・屋敷 町屋 478,250
㎡ [縄]炉穴 ピット 集石土坑 陥し
穴 埋甕 小穴 [近]溝 地下室 半地
下室 井戸 ごみ穴 掘立柱建物跡 柱
列 杭列 土坑 小穴 地割溝 畝跡 
杭穴列 柱穴 地下水路 溝状遺構 植
栽痕 土取穴 硬化面 胞衣埋納遺構 
[近][近代]土坑 井戸 ピット ピット
列 溝 上水状遺構 掘立柱建物跡 性
格不明遺構 池跡 水田跡 畝跡 新宿
14参照 

[縄前] 
[縄中] 
[縄後] 
[近] 

63 
(新宿区) 

圓應寺跡 新宿区若葉三丁目 6 谷 社寺・墓 611 ㎡ [近]埋葬施設 柵
状遺構 生垣状遺構 柱列 木塔遺構 

[近] 

63 
(渋谷区) 

－ 渋谷区神宮前五丁目 台地 包蔵地 [縄中] 

67 霞ヶ丘町 新宿区霞ヶ丘町 10 台地 包蔵地・その他の墓・屋敷 22,726
㎡ 

[縄早] 
[縄前] 
[中][近] 

102 － 渋谷区神宮前一丁目 台地 集落 [縄]住居 [縄][近] 
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表 9.12-3(2) 計画地及び周辺の周知の埋蔵文化財包蔵地 

地点 

番号 
遺跡名 所在地 遺跡の概要 時代 

104 
(新宿区) 

信濃町 新宿区信濃町 14～17 台地 包蔵地・屋敷 2,155 ㎡ [近]地下
室 半地下室 井戸 井戸状遺構 溝状
遺構 地鎮跡 土坑 植栽痕 柱穴 柱
穴列 杭穴 小穴 

[縄前] 
[縄中] 
[縄後] 
[近] 

104 
(渋谷区) 

千駄ヶ谷北ノ脇 渋谷区千駄ヶ谷一丁
目 15、二丁目 33  

台地  包蔵地  [縄 ]～[弥 ]自然流路 
[近]杭跡 土坑 

[縄][弥]
[近]  

105 若葉三丁目 新宿区若葉三丁目 
2・3・8 

低地 屋敷 町屋 3,119 ㎡ [近]杭基礎
建物 礎石建物 建物 下水 路地 排
水樋 井戸 上水井戸・上水施設 埋甕 
埋桶 かわらけ埋納遺構 芥溜 盛土地
業址 土坑 

[近] 

111 四谷二丁目 新宿区四谷二丁目 
1・6 
新宿区若葉一丁目 5 

台地・谷 屋敷 8,880 ㎡ [近]地下室 
半地下室 井戸 ごみ穴 上水遺構 溝
状遺構 土蔵基礎 建物基礎 土坑 小
穴 上水竹樋井戸 胞衣皿埋納 植栽痕 
境堀 採土坑 桶埋納 盛土状遺構 礎
石建物跡 礎石 [縄]小穴 

[近] 

124 信濃町南 新宿区信濃町 
31・32・34 
新宿区南元町 4 

台地 包蔵地・屋敷 11,173㎡ [近]地下
室 半地下室 井戸 植栽痕 溝状遺構 
建物跡 土坑 不明 ごみ穴 小穴 土
採穴 焼土跡 溝持ちピット列 ピット 
礎石 道路遺構 硬化面 池跡 採土坑 
上水遺構 退避壕 [縄]炉穴 土杭 小
穴 風倒木 

[縄中] 
[縄後] 
[中] 
[近] 

129 大京町 新宿区大京町 
新宿区四谷四丁目 

台地 屋敷 4,083㎡ [近] 

139 左門町 新宿区左門町 台地 屋敷 2,075㎡ [近] 
140 南元町 新宿区南元町 

9・10・23・24 
低地 社寺・墓・町屋 6,258 ㎡ [弥]～
[古]住居跡 [近]埋葬遺構〔円形木棺 方
形木棺 甕棺 蔵骨器 再埋葬〕 溝状遺
構 土留状遺構 

[近] 

142 一行院 新宿区南元町 19 台地 社寺・墓 499㎡ 埋葬施設 [近] 

注 1) 

 

 

 

2) 地点番号は、出典の文献による。 

出典：「東京都遺跡地図情報インターネット提供サービス」(平成 27年３月３日参照 東京都生涯学習情報ホームページ） 

http://www.syougai.metro.tokyo.jp/iseki0/iseki/index.htm 

 

時代  [縄]：縄文時代  [縄晩]：縄文時代・晩期 [近]：近世（江戸時代） 

[縄早]：縄文時代・早期 [弥]：弥生時代  [不]：不明 

[縄前]：縄文時代・前期 [奈]：奈良時代  

[縄中]：縄文時代・中期 [平]：平安時代   

[縄後]：縄文時代・後期 [中]：中世   
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図 9.12-3  
埋蔵文化財包蔵地の分布状況 

図 9.12-2 

周知の埋蔵文化財包蔵地の分布状況 
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3) 法令等による基準等 

史跡・文化財に関する法令等については、表 9.12-4(1)及び(2)に示すとおりである。 

指定文化財については、文化財保護法、東京都文化財保護条例、新宿区文化財保護条例及び

渋谷区文化財保護条例（平成 14年条例第 44号）に基づき、文化財に関してその現状を変更し、

また、その存在に影響を及ぼす行為をしようとするときには、教育委員会等への届出等を行い、

必要な指示を受けなければならない。 

埋蔵文化財包蔵地については、文化財保護法に基づき、「埋蔵文化財発掘届」を東京都教育

委員会、新宿区教育委員会及び渋谷区教育委員会へ提出することが義務づけられている。また、

工事の施行中に埋蔵文化財を発見した場合には、その現状を変更することなく、教育委員会等

に遅滞なく報告し、適切な措置を講じる必要がある。 

表 9.12-4(1) 史跡・文化財に関する関係法令等 

法令・条例等 責務等 

文化財保護法 

（昭和 25年法律

第 214号） 

（この法律の目的） 

第一条  この法律は、文化財を保存し、且つ、その活用を図り、もつて国民の文化的向上に資

するとともに、世界文化の進歩に貢献することを目的とする。 

（土木工事等のための発掘に関する届出及び指示） 

第九十三条  土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的で、貝づか、古墳その他埋蔵文化財

を包蔵する土地として周知されている土地（以下「周知の埋蔵文化財包蔵地」という。）を発

掘しようとする場合には、前条第一項の規定を準用する。この場合において、同項中「三十

日前」とあるのは、「六十日前」と読み替えるものとする。 

（遺跡の発見に関する届出、停止命令等） 

第九十六条  土地の所有者又は占有者が出土品の出土等により貝づか、住居跡、古墳その他遺

跡と認められるものを発見したときは、第九十二条第一項の規定による調査に当たつて発見

した場合を除き、その現状を変更することなく、遅滞なく、文部科学省令の定める事項を記

載した書面をもつて、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。ただし、非常災害の

ために必要な応急措置を執る場合は、その限度において、その現状を変更することを妨げな

い。 

（現状変更等の制限）  

第四十三条   重要文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしよ

うとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更について

は維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為に

ついては影響の軽微である場合は、この限りでない。 

（登録有形文化財の現状変更の届出等）  

第六十四条   登録有形文化財に関しその現状を変更しようとする者は、現状を変更しようと

する日の三十日前までに、文部科学省令で定めるところにより、文化庁長官にその旨を届け

出なければならない。ただし、維持の措置若しくは非常災害のために必要な応急措置又は他

の法令の規定による現状の変更を内容とする命令に基づく措置を執る場合は、この限りでな

い。 

（現状変更等の制限及び原状回復の命令） 

第百二十五条  史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行

為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。ただし、現状変更に

ついては維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす

行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。 

（現状変更等の届出等）  

第百三十九条   重要文化的景観に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為

をしようとする者は、現状を変更し、又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする日の三十

日前までに、文部科学省令で定めるところにより、文化庁長官にその旨を届け出なければな

らない。ただし、現状変更については維持の措置若しくは非常災害のために必要な応急措置

又は他の法令の規定による現状の変更を内容とする命令に基づく措置を執る場合、保存に影

響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。 
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表 9.12-4(2) 史跡・文化財に関する関係法令等 

法令・条例等 責務等 

東京都文化財 

保護条例 

（昭和 51年条例

第 25号） 

(目的) 

第一条 この条例は、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。以下「法」という。)第

百八十二条第二項の規定に基づき、法の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で東京

都(以下「都」という。)の区域内に存するもののうち、都にとつて重要なものについて、そ

の保存及び活用のため必要な措置を講じ、もつて都民の文化的向上に資するとともに、我が

国文化の進歩に貢献することを目的とする。 

(現状変更等の制限) 

第十四条 都指定有形文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をし

ようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更につい

ては維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為

については影響の軽微である場合は、この限りでない。 

新宿区文化財 

保護条例 

（昭和 58年条例

第 20号） 

(目的) 

第 1条 この条例は、文化財保護法(昭和 25年法律第 214号。以下「法」という。)第 182条第

2項の規定に基づき、法の規定による指定を受けた文化財以外の文化財及び東京都文化財保

護条例(昭和 51年東京都条例第 25号。以下「都条例」という。)の規定による指定を受けた

文化財以外の文化財で新宿区(以下「区」という。)の区域内に存するものについて、その保

存及び活用のため必要な措置を講じ、区民の文化の向上及び郷土の文化の発展に貢献するこ

とを目的とする。 

(現状変更等の事前協議及び届出) 

第 10条 事業者、所有者及び権原に基づく占有者(以下「事業者等」という。)は、区指定有形

文化財、区指定有形民俗文化財及び区指定史跡、名勝及び天然記念物に関し、その現状の変

更又はその保存に影響を及ぼす行為(以下「行為等」という。)をしようとするときは、あら

かじめ教育委員会と協議しなければならない。 

渋谷区文化財 

保護条例 

（平成 14年条例

第 44条） 

(目的) 

第一条 この条例は、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。以下「法」という。)第

百八十二条第二項の規定に基づき、法及び東京都文化財保護条例(昭和五十一年東京都条例第

二十五号。以下「都条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で区内に

存するもののうち、区にとって文化的に重要であり、かつ、価値の高いものの保存と活用に

必要な措置を講じ、区民の文化的向上に貢献することを目的とする。 

(現状変更の制限) 

第十九条 区登録文化財の管理者等又は管理責任者は、当該区登録文化財の現状を変更しよう

とするときは、教育委員会に届け出なければならない。 
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9.12.2 予測 

(1) 予測事項 

予測事項は、以下に示す事項とした。 

1) 2020 年東京大会の会場事業計画地内の文化財等の現状変更の程度及びその周辺地域の文化

財等の損傷等の程度 

2) 文化財等の周辺の環境の変化の程度 

3) 埋蔵文化財包蔵地の改変の程度 

4) 2020年東京大会の会場事業計画地周辺の文化財等の保護・保全対策の程度 

5) 文化財等の回復の程度 

 

(2) 予測の対象時点 

予測の対象時点は、2020年東京大会の実施に伴う建設工事等において、埋蔵文化財包蔵地及び

文化財等に影響が生じる又は生じていると思われる時点とし大会開催前、大会開催中、大会開催

後のそれぞれ代表的な時点又は期間のうち、大会開催前、大会開催後とした。 

 

(3) 予測地域 

予測地域は、計画地及びその周辺地域とした。 

 

(4) 予測手法 

予測は、2020年東京大会の実施計画を基に、埋蔵文化財包蔵地及び文化財等の改変の程度を把

握する方法によった。 

 

(5) 予測結果 

1) 会場事業地内の文化財等の現状変更の程度及びその周辺地域の文化財等の損傷等の程度 

大会開催前の施設の建設に伴い、計画地内に位置する新宿区指定天然記念物のシイの生育地

は改変されるが、新宿区教育委員会とも十分な協議を行った上で、適切に移植を行う計画とし

ており、個体は維持される。 

1964年東京オリンピックのレガシーである記念作品等については、一時的な保管を行った後、

再設置を含む利活用の検討を行う計画としている。 

2) 文化財等の周辺の環境の変化の程度 

新宿区指定天然記念物のシイは、移植されるため、移植先での適切な管理により環境変化の

影響は少ないものと考える。 

1964年東京オリンピックレガシーである記念作品等については、再設置を含む利活用の検討

を行う。 

3) 埋蔵文化財包蔵地の改変の程度 

計画地内の周知の埋蔵文化財包蔵地については、オリンピックスタジアムの建設に伴い、改

変されるおそれがある。そのため、埋蔵文化財包蔵地を改変する工事の着手前までに、文化財

保護法に基づき、都教育委員会、区教育委員会との協議の上、発掘調査等を行い、確認及び保

存等の適切な措置を講じる。 

なお、埋蔵文化財包蔵地の指定を受けていない範囲においても、工事中に埋蔵文化財が確認

される可能性がある。工事中に新たな埋蔵文化財が確認された場合には、都教育委員会、区教

育委員会へ遅滞なく報告し、文化財保護法に基づき適切に対処する。 

- 354 - 



9.12史跡・文化財 

4) 会場事業計画地周辺の文化財等の保護・保全対策の程度 

本事業の実施による大気汚染、騒音・振動等は、それぞれの項目で設定した評価の目標を満

足するものと考えられることから、事業計画地周辺の文化財に与える影響はないものと考える。 

5) 文化財等の回復の程度 

新宿区指定天然記念物のシイは、移植されるため、移植先での適切な管理により現況と同程

度に回復するものと考える。 

1964年東京オリンピックレガシーである記念作品等については、再設置を含む利活用の検討

を行う。 
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9.12.3 ミティゲーション 

(1) 工事の施行中 

1) 予測に反映した措置 

・計画地内の指定文化財及び埋蔵文化財包蔵地については、文化財保護法、東京都文化財保

護条例、新宿区文化財保護条例及び渋谷区文化財保護条例に基づき、保存及び確認等適正

に対処する。 

・現状の計画地内には、既往の建築物が立地しているため、それらの建築物の解体工事と並

行して埋蔵文化財の確認調査を行う。調査の方法・範囲については都教育委員会、区教育

委員会と協議を行った上で確定する。 

・工事の施行中に新たな埋蔵文化財を発見した場合には、文化財保護法に基づき、適正に対

処する。 

 

9.12.4 評価 

(1) 評価の指標 

評価の指標は、「文化財等の保存及び管理に支障が生じないこと」とし、文化財保護法等に定

める現状変更の制限、発掘等に関する規定を遵守することとした。 

 

(2) 評価の結果 

1) 会場事業地内の文化財等の現状変更の程度及びその周辺地域の文化財等の損傷等の程度 

生育地が改変される新宿区天然記念物のシイは適切な移植、国立霞ヶ丘競技場の 1964 年東

京オリンピックのレガシーである記念作品等は、再設置を含む利活用の検討を行う計画である。 

以上のことから、計画地内の文化財等の現状変更等は適切に行われ、周辺地域の文化財等の

損傷等は生じないことから、評価の指標を満足するものと考える。 

2) 文化財等の周辺の環境の変化の程度 

新宿区指定天然記念物のシイは、移植先での適切な管理、1964年東京オリンピックレガシー

である記念作品等は、再設置を含む利活用の検討を行うことから、評価の指標を満足するもの

と考える 

3) 埋蔵文化財包蔵地の改変の程度 

計画地内の周知の埋蔵文化財包蔵地については、改変する工事の着手前までに、文化財保護

法に基づき、都教育委員会、区教育委員会との協議の上、発掘調査等を行い、確認及び保存等

の適切な措置を講じる。 

埋蔵文化財包蔵地の指定を受けていない範囲においても、工事中に新たな埋蔵文化財が確認

された場合には、都教育委員会、区教育委員会へ遅滞なく報告し、文化財保護法に基づき適切

に対処する。 

以上のことから、埋蔵文化財包蔵地の確認及び保存に支障はなく、評価の指標を満足するも

のと考える。 

4) 会場事業計画地周辺の文化財等の保護・保全対策の程度 

本事業の実施による大気汚染、騒音・振動等は、それぞれの項目で設定した評価の目標を満

足するものと考えられることから、事業計画地周辺の文化財に与える影響は少なく、評価の指

標を満足するものと考える。 

5) 文化財等の回復の程度 

新宿区指定天然記念物のシイは、移植先での適切な管理、1964年東京オリンピックレガシー
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である記念作品等については、再設置を含む利活用の検討を行うことから、評価の指標を満足

するものと考える。 
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9.13水利用 

9.13 水利用 

9.13.1 現況調査 

(1) 調査事項及びその選択理由 

調査事項及びその選択理由は、表 9.13-1に示すとおりとした。 

表 9.13-1 調査事項及びその選択理由 

調査事項 選択理由 

①水利用の状況 
②供給状況 
③雨水利用施設の種類、構造等の状況 
④循環利用水の種類、構造等の状況 
⑤節水方法の種類、構造等の状況 
⑥東京都等の計画等の状況 
⑦法令等による基準等 
⑧その他 

事業の実施に伴い水の効率的利用への取組み・貢献
の影響が考えられることから、左記の事項に係る調
査が必要である。 

 

(2) 調査方法 

1) 水利用状況 

調査は、「東京都水道局環境報告書」（東京都）等の既存資料の整理とともに関係機関へのヒ

ヤリングにより、既存施設、類似施設及び周辺施設等における雨水、循環利用水（中水）1及び

再生水 2の利用状況を整理した。 

2) 供給状況 

調査は、「東京都下水道局事業概要」（東京都）の整理とともに関係機関へのヒヤリングによ

り、計画地周辺の下水処理場等における再生水の供給状況を整理した。 

3) 雨水利用施設の種類、構造等の状況 

調査は、関係機関等へのヒヤリングとし、以下に示す資料を用い、既存施設、類似施設にお

ける雨水利用施設の種類、構造等の状況を整理した。 

4) 循環利用水（中水）の種類、構造等の状況 

調査は、関係機関等へのヒヤリングとし、既存施設、類似施設における循環利用水（中水）

の設備等の種類、構造等や取組みの状況を整理した。 

5) 節水方法（雨水、循環利用水（中水）及び再生水の利用を除く）の種類、構造等の状況 

調査は、関係機関等へのヒヤリングとし、既存施設、類似施設及び周辺施設における節水方

法（雨水、循環利用水（中水）及び再生水の利用を除く。）の種類、構造、取組みの内容等の

状況を整理した。 

6) 東京都等の計画等の状況 

調査は、「水の有効利用促進要綱」(平成 15 年８月 東京都)、「排水再利用・雨水利用シス

テム計画基準」（平成９年７月 国土交通省）の計画等の整理によった。 

1 「循環利用水（中水）」とは、一度使用した水を処理して循環利用（リサイクル）する水をいう。（出典：パンフレット

「貴重な水資源の有効利用のお願い」東京都都市整備局）ここでは、一つの建物で循環利用する個別循環方式で利用され

る水を指す。 
2 「再生水」とは、通常の下水処理に加え、ろ過処理やオゾン処理などさらに高度な処理を行った水下水を高度処理した

水をいう。 

出典：「再生水とは」（平成 27年３月３日参照 東京都下水道局ホームページ）      

http://www.gesui.metro.tokyo.jp/jigyou/saiseisui/saiseisui.html 

http://www.gesui.metro.tokyo.jp/jigyou/saiseisui/saiseisui.html 

ここでは、下水再生センターから供給される再生水を利用する広域循環方式で利用される水を指す。 
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7) 法令等による基準等 

調査は、水循環基本法（平成 26 年法律第 16 号）、雨水の利用の推進に関する法律（平成 26

年法律第 17号）の法令の整理によった。 

 

(4) 調査結果 

1) 水利用状況 

ア．既存施設における水利用（雨水、循環利用水（中水）及び再生水）の状況 

既存の国立霞ヶ丘競技場においては、雨水利用は行っていなかった。また、循環利用水（中

水）及び再生水については、施設内のシャワー排水の利用を行っており、芝散水に利用して

いた。国立霞ヶ丘競技場における循環水（中水）利用の状況は、表 9.13-2 に示すとおりで

ある。 

 

表 9.13-2 国立霞ヶ丘競技場における雨水・循環水（中水）等の利用状況 

項目 国立霞ヶ丘競技場 

施設概要 延床面積：約 51,581m2 

収容人数：約 5万人 
竣工年 昭和 33年 3月 
分類 個別循環 
雨水利用 集水面積 

－ 
雨水貯留施設容量 
処理方式 
雨水利用量 
原水種類 シャワー排水 
処理方式 消毒処理 
処理槽容量 5m3 
循環水（中水）利用量 57m3/年 

雨水・循環水（中水）利用量 57m3/年 
雨水・循環水（中水）用途 芝散水 

注）(独)日本スポーツ振興センターへのヒヤリングに基づく 

 

イ．類似施設における水利用（雨水、循環利用水（中水）及び再生水）の状況 

類似施設は、国内のスタジアムやドームの中で、収容人数や延べ床面積が本計画の施設に

近いＡスタジアム（広域循環）、竣工が近年のＢスタジアム（個別循環）、都内のＣスタジア

ムの計３施設とした。これらの施設における水利用の状況は、表 9.13-3 に示すとおりであ

る。 

Ａスタジアムでは、スタジアムの屋根 3万 m2に降った雨水を集水し、雑用水としてフィー

ルド散水、トイレ洗浄水、植栽への散水として利用している。なお、Ａスタジアムでは広域

循環方式を採用し、最寄りの水再生センターにて下水を高度処理した再生水をＡスタジアム

に送水し、トイレ洗浄水及び最寄りの公園の大池放流等に利用している。循環利用水（中水）

は使用していない。 

Ｂスタジアムでは、雨水を貯留し芝散水、トイレ洗浄水、冷却塔補給水に利用している。

Ｃスタジアムでは、雨水利用を行っており、トイレ洗浄水に利用している。循環水（中水）

利用は行っていない。 
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表 9.13-3 類似事例における雨水・循環水（中水）等の利用状況 

項目 Ａスタジアム Ｂスタジアム Ｃスタジアム 

建築面積 約 68,300 m² 約 52,600 ㎡ 約 44,400 ㎡ 
施設概要 延床面積：172,758 m2 

観客席：72,327席 
延床面積：60,863 m2 
観客席：63,700席 

延床面積：86,000 m2 
観客席：49,970席 

竣工年 平成 10年 平成 14年 平成 12年 
分類 広域循環 個別循環 個別循環 

雨
水
利
用 

集水面積 3万 m2  スタジアム屋根部 24,000 m2 
雨水貯留施設
容量 

2槽：計 2,000 m3 2槽：計 3,250 m3 合計：2,400 m3 

処理方式 砂ろ過処理 砂ろ過処理 ろ過処理・消毒処理 
雨水利用量 24,212 m3/年 25,243 t/年 17,299 m3/年 

再
生
水
利
用 

処理センター 
最寄りの 
水再生センター 

－ － 
処理方式 

高度処理、砂ろ過、 
オゾン処理 

再生水利用量 630,864 m3/年 

循
環
水 

（
中
水
）
利
用 

原水種類 

－ 
※施設としてはある
が、ほぼ雨水利用のみ 

－ 
処理方式 

処理槽容量 

循環水（中水）
利用量 

雨水・再生水・ 
循環水（中水） 
利用量 

655,076 m3/年 
25,243 t/年 

（トイレ洗浄水 
年間使用量の 76％） 

17,299 m3/年 

雨水・再生水・ 
循環水（中水） 
用途 

雨水：フィールド散水、
雑用水（トイレ洗浄水） 
再生水：雑用水（トイレ
洗浄水）、最寄りの公園
の大池放流、園内散水 

芝散水、 
トイレ洗浄水、 
冷却塔補給水 

トイレ洗浄水 

注 1)Ａスタジアムにおいて、建築物内のフィールド散水、植栽散水は建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和 45年

法律第 20号）に基づき再生水は使用していない。 

2)Ａスタジアム、Ｂスタジアム、Ｃスタジアムの各施設設備担当へのヒヤリングによる。 

 

ウ．周辺施設等の水利用（雨水、循環利用水（中水）及び再生水）の状況 

計画地が位置する新宿区における雑用水利用施設等の状況は、表 9.13-4に示すとおりであ

る。東京都建築物環境計画書制度の届出 3によると、134件の届出があった中で、雑用水利用

の取組みを実施しているのは、公共施設５件、民間 33 件の計 38 件であった。このうち、雨

水利用は 35件の施設で、中水利用は広域循環方式３件、地区循環方式１件、個別循環方式 10

件が行われる計画となっている。 

表 9.13-4 新宿区における雑用水利用の状況 

項 目 
届出

件数 

雑用水利用の状況 雑用水利用の取組内容 

対象外 未実施 実施 
雨水

利用 

再生水・中水利用 雨水、再生水・中

水利用両方実施 広域循環 地区循環 個別循環 

公共施設 7 0 2 5 5 0 0 0 0 

民  間 127 45 49 33 30 3 1 10 13 

合 計 134 45 51 38 35 3 1 10 13 

注) 一つの建築物で複合用途の場合、各用途別にカウントしている。また、計画書制度のため、工事完了していない建築物も含まれる。 

出典：「東京都建築物環境計画書制度 計画書の公表」（平成 27年３月３日参照 東京都環境局ホームページ）新宿区のみ抜粋 

   http://www7.kankyo.metro.tokyo.jp/building/area_select.html   

 
3  東京都建築物環境計画書制度とは、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（平成 12 年東京都条例第 25 号）により創設され

た制度で、都内の延べ面積 1 万 m2（平成 22 年 10 月以降は 5,000m2超）を超える新築・増築を行う建築物に対し、建築物における環

境配慮の全体像を明らかにするとともに、優れた環境配慮の取組みを行った場合にはそのレベルを評価することなどにより、環境に

配慮した質の高い建築物が評価される市場の形成と、新たな環境技術の開発を促進していこうとするもの。評価項目は、エネルギー

の使用合理化、資源の適正利用、自然環境の保全、ヒートアイランド現象の緩和から構成される。 
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また、計画地が位置する新宿区内のビル等における雨水・再生水等の利用状況の例を表

9.13-5 に示すとおりである。個別循環方式による雨水や循環水（中水）利用の他、下水再生

水を用いた広域循環方式を採用しているビルもあり、トイレ洗浄水や散水用水として利用さ

れている。 

表 9.13-5 計画地周辺のビル等における雨水・再生水等の利用状況（個別循環方式、広域循環方式） 

項 目 

早稲田大学早稲田 
キャンパスＤ棟（仮称） 
（建築主：学校法人 

早稲田大学） 

新宿セントラル 
パークシティ 

（建築主：西新宿 
六丁目西第６地区 

市街地再開発組合） 

(仮称)四谷保健福祉施設・ 
清掃センター等建設工事 
（建築主：新宿区） 

施設用途 学校等 百貨店、事務所等 事務所、工場等 
延べ床面積等 28,471.42m2 

（地上 14階・地下 2階） 
153,463.60 m2 

（地上 45階、地下 2階） 
5,127.17㎡ 

（地上 5階、地下 1階） 
工事完了年月 平成 26年 9月 平成 24年 2月 平成 25年 12月 
方式 個別循環方式 広域循環方式 個別循環方式 
原水種別 

雨水、空調ドレン 
下水再生水 

（供給エリア：西新宿） 
雨水 

計画水量 36.10 m3/日 135.00 m3/日 1.00 ｍ3/日 
貯留槽容量 272.41 m3 － 1.00 m3 
集水面積 1,460.00 m2 － 10.00 m2 
利用先 便所洗浄水 便所洗浄水、散水用水 散水用水 

出典：「東京都建築物環境計画書制度 計画書の公表」（平成 27年３月３日参照 東京都環境局ホームページ） 

   http://www7.kankyo.metro.tokyo.jp/building/area_select.html 

 

東京都内の施設における雨水利用施設の現況は、表 9.13-6 に示すとおりである。平成 25

年３月時点では 1,335件の雨水利用施設が稼働している。 

表 9.13-6 東京都の雨水利用施設 

区 分 都施設 
区市 
施設 

国施設 
民間 
施設 

総件数 

件 数 192 452 56 635 1,335 

出典：「東京都水道局環境報告書 2013」（平成 25 年 10 月 東京都水道局） 

 

また、東京都の循環利用水（中水）及び再生水の利用施設の現況は、表 9.13-7に示すとお

りである。平成 25年３月時点における、中水の個別循環及び地区循環の施設数はそれぞれ 408

件、186件であり、再生水の利用施設は 180件となっている。また、中水の使用量は、個別循

環が 66,145m3/日、地区循環が 23,600m3/日となっており、再生水の使用量 33,887m3/日を合わ

せた、循環利用水（中水及び再生水）使用量の合計は 123,632m3/日となっている。 
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表 9.13-7 東京都の循環利用水（中水）及び再生水の利用施設 

区 分 

施設数 水量（m3/日） 循環 

利用率注 2) 

（％） 

備考 
総件数 

総使用 

水量計画量注 1) 

循環利用 

水量計画量注 1) 

中水 個別 

循環 
408 260,795 66,145 25.4  

 地区 

循環 
186 102,310 23,600 23.1 54地区 

再生水 広域 

循環 
180 98,311 33,887 34.5 7地区 

合 計 774 437,607 123,632 26.8  

注 1) 総使用水量と循環利用水量は計画値である。 

2) 循環利用率：循環利用水量÷総使用水量×100により算出 

出典：「東京都水道局環境報告書 2013」（平成 25 年 10 月 東京都水道局）より作成 

 

2) 供給状況 

東京都内の主な広域循環施設による下水処理の実績と再生水の供給量の状況は、表 9.13-8

及び表 9.13-9 に示すとおりである。現在、西新宿・中野坂上地区、臨海副都心地区、品川駅

東口地区、大崎地区、汐留地区、永田町及び霞が関地区、八潮及び東品川地区の７地区で再生

水の供給が行われており、172 施設で再生水が利用されているが、計画地周辺へ再生水の供給

はなされていない。 

表 9.13-8 区部の水再生センター別下水処理の実績 

        実 績 

水再生センター 

下水処理量（m3） 

年間 1日平均 

芝浦 221,614,290 607,162 

三河島 153,034,230 419,272 

中川 63,943,700 175,188 

みやぎ 68,399,690 187,396 

砂町 136,955,700 375,221 

有明 5,828,290 15,968 

小菅 80,276,150 219,935 

葛西 108,723,780 297,873 

落合 129,004,000 353,436 

中野 9,481,110 25,976 

浮間 49,609,310 135,916 

新河岸 190,872,130 522,937 

森ヶ崎 415,532,560 1,138,446 

計 1,633,274,940 4,474,726 

出典：「東京都下水道局事業概要 平成 26 年版」（平成 26 年 8 月 東京都下水道局） 
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表 9.13-9 水再生センターにおける処理水・再生水の用途と供給量 

種別 水再生センター 主な供給先 主な用途 供給量(m3） 

処

理

水 

森ヶ崎 
清掃工場（品川・大田）、 

国土交通省等 
冷却・洗浄水用・防塵用等 174,211 

各水再生センター 公共団体等 
プラント用水・洗浄水用・ 

防塵用等 
1,187,389 

小計 1,361,600 

再
生
水 

芝浦 

品川駅東口・大崎・汐留・永田町

及び霞が関・八潮及び東品川地区

再生水利用事業 

地域内ビル等の水洗トイレ用 1,629,057 

御成橋 修景用水 55,201 

落合 

西新宿及び中野坂上地区再生水利

用事業 
地域内ビル等の水洗トイレ用 1,168,788 

環境局（城南三河川） 清流復活用水 26,353,220 

有明 臨海副都心地区再生水利用事業 地域内ビル等の水洗トイレ用 807,111 

小計 30,013,377 

合 計 31,374,977 

出典：「東京都下水道局事業概要 平成 26 年版」（平成 26 年８月 東京都下水道局） 

 

3) 雨水利用施設の種類、構造等の状況 

ア．既存施設における雨水利用施設の種類、構造等の状況 

既存の国立霞ヶ丘競技場では、雨水利用は行っていない。 

イ．類似施設における雨水利用施設の種類、構造等の状況 

類似施設のＡスタジアム、Ｂスタジアム、Ｃスタジアムの 3施設における雨水利用施設の

種類、構造等は、表 9.13-3 に示すとおりである。 

各施設においては、スタジアムの屋根から雨水貯留槽に集水し、砂ろ過や消毒処理するシ

ステムとなっている。 

4) 循環利用水（中水）の種類、構造等の状況 

ア．既存施設における循環利用水（中水）の種類、構造等の状況 

既存の国立霞ヶ丘競技場においては、循環利用水（中水）は、シャワー排水を原水とし、

芝散水に再利用していた。設備の規模等は、表 9.13-2に示すとおりであり、5m3の処理槽に

て、消毒処理後に利用されている。 

イ．類似施設における循環利用水（中水）の種類、構造等の状況 

表 9.13-3 に示すとおり、今回調査した類似施設 3 件においては、循環利用水（中水）を

利用している施設はなかった。 

5) 節水方法（雨水、循環利用水（中水）及び再生水の利用を除く）の種類、構造等の状況 

ア．既存施設の節水方法の種類、構造等の状況 

既存の国立霞ヶ丘競技場においては、トイレ手洗いの水量調整による水道量の削減、節水

型トイレの導入を行っていた。その他、ヒヤリングによると、利用者への節水の呼びかけ（ポ

スター設置）を行っていた。 
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イ．類似施設及び周辺施設における節水方法の種類、構造等の状況 

類似施設及び周辺施設として、Ａスタジアム、Ｂスタジアム及びＣスタジアムにおける節

水方法（雨水、循環利用水（中水）及び再生水の利用を除く）の種類等の状況は、表 9.13-10

に示すとおりである。これらの類似施設等では、トイレ手洗いへの節水コマ・センサー設置

や、小便器へのセンサー設置等が行われている。また、利用者に、雨水利用をお知らせする

ポスター掲示などがなされている。 

表 9.13-10 類似施設における節水の取組み 

項目 Ａスタジアム Ｂスタジアム Ｃスタジアム 

機器設置等の 
取組み 

・トイレ手洗いへの 
節水コマ設置 

・トイレ手洗いへの 
センサー設置 

・擬音装置の導入 

・小便器へのセンサー設置 

・一部のトイレ手洗いに 
センサー設置 

ソフト対策 － － 
・雨水利用の旨のポスター

掲示 

注) Ａスタジアム、Ｂスタジアム、Ｃスタジアムの各施設設備担当へのヒヤリングに基づく。 

 

6) 東京都等の計画等の状況 

水利用に関する東京都等の計画等については、表 9.13-11に示すとおりである。 

表 9.13-11 水の効率的利用への取組みに関する東京都等の計画、目標等 

関係計画等 目標・施策等 

水の有効利用
促進要綱 
（平成 15 年８
月 東京都） 

○対象建築物及び開発事業 
建築物：延べ床面積 10,000m2以上の建築物 
開発事業：開発面積 3,000m2以上の開発事業（都市計画法第 4 条第 7 項に規定する市街地開発

事業：土地区画整理事業、市街地再開発事業など） 

○水の有効利用の種類 
雑用水利用：一度使用した水や雨水を処理した水を、水道水の代わりにトイレ洗浄水や植栽散

水などの雑用水用途に利用すること。 
雨水浸透：敷地内に降った雨を下水道に放流するのではなく、なるべく地中にしみこませるこ

と。 

○必要な手続等 
建築物：当該建築物の確認申請書又は計画通知書を提出する時までに、「雑用水利用・雨水浸

透計画書」を提出する。 
開発事業：当該開発事業の許可又は許可を申請するときまでに「雑用水利用・雨水浸透計画書」

を提出する。 

排水再利用・雨
水利用システ
ム計画基準 
（平成 17 年３
月  国土交通
省） 

○対象 
官庁施設に排水再利用システム又は雨水利用システムを設置する場合 
（排水再利用システムに係る基準は，公共下水道処理区域内において，個別循環方式又は地区
循環方式とする場合に適用するものとし，広域循環方式は除く） 

○水の有効利用の種類 
(1) 排水再利用システム 
建築物から排出される排水を適切に処理し再利用するシステム 
(2) 雨水利用システム 
建築物から集水する雨水を適切に処理し利用するシステム 
(3) 個別循環方式 
個別の建築物からの原水を処理し，処理水を当該建築物内で循環利用する方式 
(4) 地区循環方式 
比較的まとまった地区の複数の建築物において，処理水を共同利用する方式 
(5) 広域循環方式 
公共下水処理場等の処理水を，比較的広域的な地区に送水して利用する方式 

出典：パンフレット「貴重な水資源の有効利用のお願い」（東京都都市整備局） 

「排水再利用・雨水利用システム計画基準」（平成 17 年３月 国土交通省）
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8) 法令等による基準等 

水利用に関する法令等については、表 9.13-12に示すとおりである。 

表 9.13-12 水利用にかかる法令等 

法令・条例等 責務等 

水循環基本法 

（平成 26年 

法律第 16号） 

（目的） 

第一条 この法律は、水循環に関する施策について、基本理念を定め、国、地方公共団体、事業

者及び国民の責務を明らかにし、並びに水循環に関する基本的な計画の策定その他水循環に関

する施策の基本となる事項を定めるとともに、水循環政策本部を設置することにより、水循環

に関する施策を総合的かつ一体的に推進し、もって健全な水循環を維持し、又は回復させ、我

が国の経済社会の健全な発展及び国民生活の安定向上に寄与することを目的とする。 

（基本理念） 

第三条 水については、水循環の過程において、地球上の生命を育み、国民生活及び産業活動に

重要な役割を果たしていることに鑑み、健全な水循環の維持又は回復のための取組が積極的に

推進されなければならない。 

２ 水が国民共有の貴重な財産であり、公共性の高いものであることに鑑み、水については、そ

の適正な利用が行われるとともに、全ての国民がその恵沢を将来にわたって享受できることが

確保されなければならない。 

３ 水の利用に当たっては、水循環に及ぼす影響が回避され又は最小となり、健全な水循環が維

持されるよう配慮されなければならない。（以下略） 

（事業者の責務） 

第六条 事業者は、その事業活動に際しては、水を適正に利用し、健全な水循環への配慮に努め

るとともに、国又は地方公共団体が実施する水循環に関する施策に協力する責務を有する。 

（関係者相互の連携及び協力） 

第八条 国、地方公共団体、事業者、民間の団体その他の関係者は、基本理念の実現を図るため、

相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。 

雨水の利用の推進に

関する法律 

（平成 26年 

法律第 17号） 

（目的） 第一条 この法律は、近年の気候の変動等に伴い水資源の循環の適正化に取り組むこと

が課題となっていることを踏まえ、その一環として雨水の利用が果たす役割 に鑑み、雨水の利

用の推進に関し、国等の責務を明らかにするとともに、基本方針等の策定その他の必要な事項を

定めることにより、雨水の利用を推進し、もって水資源の有効な利用を図り、あわせて下水道、

河川等への雨水の集中的な流出の抑制に寄与することを目的とする。 

（国及び独立行政法人等の責務） 

第三条  国は、雨水の利用の推進に関する総合的な施策を策定し、及び実施するものとする 

２ 国及び独立行政法人等は、自らの雨水の利用を推進するための措置を講ずるよう努めなけれ

ばならない。 

（事業者及び国民の責務） 

第五条 事業者及び国民は、自らの雨水の利用に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施す

る雨水の利用の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。 
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9.13.2 予測 

(1) 予測事項 

予測事項は、水の効率的利用への取組み・貢献の程度とした。 

 

(2) 予測の対象時点 

予測の対象時点は、2020年東京大会の実施のための施設が運営されている時点とし、大会開催

前、大会開催中及び大会開催後においてそれぞれ代表的な時点又は期間のうち、大会開催前、大

会開催後とした。 

 

 (3) 予測地域 

予測地域は、計画地とした。 

 

(4) 予測手法 

予測は、施行計画等から推定する方法とした。 

 

(5) 予測結果 

本事業では、水の効率的利用の取組みとして、雨水及び循環水（中水）利用を行う計画として

いる。さらに、節水型トイレ、センサー感知器具の採用、トイレ手洗器の自動水栓、省エネ型温

水便座の設置等について導入を検討している。 

本事業における上水利用量及び雨水利用、循環水（中水）利用計画は、図 9.13-1及び表 9.13-13

に示すとおりであり、トイレ洗浄水等の雑用水の全体の約 77％を雨水・循環水（中水）で、芝散

水の約 82％を雨水で再利用する計画としており、水の効率的な利用が行われると予測する。なお、

施設の規模や用途は、大会開催前、大会開催後ともに同様であるため、いずれの時点においても

水利用の状況等は同様である。 
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自己所有施設 

原水 
 

厨房排水 
雑排水 

膜分離活性汚泥方

式、オゾン処理、 
バイオリアクター 

雨水貯留槽 
（容量：2,000m3） 

集水面積：32,000 m2 

余剰排水 

余剰排水 

砂ろ過処理 

雑排水：26,081 m3/年 

雑用水槽 

（容量：1,200 m3） 

上水：12,091 m3/年 

補給水 
上水 

雑用水全体（52,648 m3/年）

の約 77％（年間） 

雨水・再生水利用 

用途：トイレ洗浄水 

雨水 

雨水：11,295 m3/年 

処理施設（有） 

（処理能力：370 m3/日） 

芝散水槽 

（容量：45 m3） 

雨水利用 

用途：芝散水 

芝散水全体（13,725 m3/年）

の約 82％（年間） 

上水：2,430 m3/年 

雨水：14,476 m3/年 

 
注）(独)日本スポーツ振興センターへのヒヤリングに基づき作成 

図 9.13-1 雨水・循環水（中水）利用の流れ 

表 9.13-13 オリンピックスタジアムにおける水利用計画 

項目 水量等 備考 

年間水使用量 139,009 m3/年 上水使用量＋雨水＋循環水（中水） 

上水使用量 87,157 m3/年  

水の 

効率的

利用 

雨水貯留槽 2,000 m3 ろ過処理 

雨水利用量 雑用水  14,476 m3/

年 

トイレ洗浄水 

芝散水 11,295 m3/年 芝散水 

原水種類 厨房排水・雑排水  

循環水（中水） 

処理槽規模 

370 m3/日 膜分離活性汚泥方式、 

オゾン処理、バイオリアクター 

循環水（中水） 

利用量 

26,081 m3/年 トイレ洗浄水 

雨水・循環水（中水）

利用量 

雑用水 40,557 m3/年 トイレ洗浄水 

（雑用水全体：52,648 m3/年の約 77％） 

芝散水 11,295 m3/年 芝散水 

（芝散水全体：13,725 m3/年の約 82％） 

注）(独)日本スポーツ振興センターへのヒヤリングに基づき作成 
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9.13.3 ミティゲーション 

(1) 予測に反映した措置 

・屋根に降った雨水を、地下の貯水槽に貯留する計画とし、貯水槽は 2,000m3、ろ過処理の設

置を計画する。 

・施設内で利用した厨房排水及び雑排水を集水し中水処理する設備として、膜分離活性汚泥方

式、オゾン処理、バイオリアクターによる処理設備（処理能力 370 m3/日）を設置する計画と

する。 

・雨水や施設内で利用した排水を処理した循環利用水（中水）を、トイレ洗浄水や芝散水に使

用する計画とする。 

・節水型トイレの導入、擬音装置の設置、トイレ手洗器の自動水栓等について導入を検討して

いる。 

 

(2) 予測に反映しなかった措置 

・必要に応じて利用者に対する節水を周知する。 

 

9.13.4 評価 

(1) 評価の指標 

評価の指標は、水の効率的利用への取組みに関する東京都等の計画、目標等とした。 

 

(2) 評価の結果 

本事業は、スタジアムの膜屋根に降る雨水を集水し、地下雨水貯留槽へ貯留後、トイレ洗浄水

や芝散水に使用する計画としている。利用量は、トイレ洗浄水について全体の約 77%を雨水及び

循環水（中水）で、芝散水の約 82％を雨水でまかなう計画としている。 

また、節水の取組みとして、節水型トイレ、センサー感知器具の採用、トイレ手洗器の自動水

栓、省エネ型温水便座の設置等について導入を検討しており、より効率的な水利用が行われると

考える。 

東京都においては「水の有効利用促進要綱」により、一定規模の大規模建築又は開発事業に対

して、便所洗浄水や修景用水、散水などの雑用水に、雨水、中水及び再生水の利用を要請してお

り、本事業の取組みは本要綱に合致している。 

よって、本事業における節水対策は、東京都の水の有効利用に係る計画等との整合が図られて

おり、評価の指標は満足するものと考える。
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9.14 廃棄物 

9.14.1 現況調査 

(1) 調査事項及びその選択理由 

調査事項及びその選択理由は、表 9.14-1に示すとおりである。 

表 9.14-1 調査事項及びその選択理由 

調査事項 選択理由 

①施設等での廃棄物発生状況 
②工事等に伴う廃棄物の状況 
③再利用・再資源化の状況 
④法令等の目的、方針、基準等 
⑤東京都等の計画等の状況 

事業の実施に伴い廃棄物の排出量及び再利用量並
びに処理・処分方法等の影響が考えられることか
ら、左記の事項に係る調査が必要である。 

 

(2) 調査地域 

調査地域は、計画地及びその周辺とした。 

 

(3) 調査方法 

1) 施設等での廃棄物発生状況 

調査は、関連施設へのヒヤリング調査によった。 

2) 工事等に伴う廃棄物の状況 

調査は、国土交通省の既存資料の整理によった。 

3) 再利用・再資源化の状況 

調査は、国土交通省の既存資料等の整理によった。 

4) 法令等の目的、方針、基準等 

調査は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45年法律第 137号）、資源の有効な利用

の促進に関する法律（平成３年法律第 48 号）、循環型社会形成推進基本法（平成 12 年法律第

100 号）等の法令等の整理によった。 

5) 東京都等の計画等の状況 

調査は、「東京都廃棄物処理計画」（平成 23年６月 東京都）、「東京都リサイクル推進計画」

（平成 20 年４月 東京都）、「新宿区一般廃棄物処理基本計画<平成 25 年度改定版>」（平成 25

年２月 新宿区）等の計画等の整理によった。 
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(4) 調査結果 

1) 施設等での廃棄物発生状況 

施設等での廃棄物発生状況については、既存施設として、国立霞ヶ丘競技場における廃棄

物の発生状況について整理した。国立霞ヶ丘競技場における原単位は、表9.14-2に示すとお

りであり、１人当たりの発生量は144g/人となっている。 

表 9.14-2 既存施設（国立霞ヶ丘競技場）における廃棄物発生量の状況（平成 25年度） 

施 設  国立霞ヶ丘競技場 備考 

利用者数 人 1,404,279 a 

ごみ発生量 

可燃ごみ t 61.0  

不燃ごみ t 43.2  

資源ごみ 

古紙・雑誌・段ボール t 29.7  

ミックス古紙 t 26.6  

かん t 8.0  

びん t 15.9  

ペットボトル t 18.2  

（小 計） t 98.4 b 

（ごみ合計） t 202.6 c 

1人当たりの発生量 g/人 144 c/a 

リサイクル率 % 49 b/c 
注 1）資源ごみ（びん、かん、ペットボトル）に、自動販売機で排出されたごみは含まない。 

2）(独)日本スポーツ振興センターへのヒヤリングに基づき作成 

 

なお、国立霞ヶ丘競技場では、以下の廃棄物対策が実施されている。 

・場内外のごみ箱の設置数を減らし、ごみを持ち込まれない、捨てられない環境を整

備。 

・弁当等の主催者持ち込みごみは、持ち帰りを徹底。 

・イベントによりびんかんの持ち込みを制限。館内に分別ごみ容器を多数設置。回収

後は徹底した分別作業の実施。 

・資源となるごみは、可能な限りリサイクル処理や買い取りによる処理（鉄・アルミ

ニウム等、蛍光灯、乾電池、食用油）を実施。 
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2) 工事等に伴う廃棄物の状況 

東京における建設工事から排出された建設廃棄物の状況は、表 9.14-3及び図 9.14-1に示す

とおりである。 

平成 24 年度における建設廃棄物の発生量は、総量で 7,719.4 千 t であり、品目別ではコン

クリート塊が最も多く、次いでアスファルト・コンクリート塊、建設汚泥が多くなってい

る。 

表 9.14-3 東京都の建設廃棄物の発生状況（平成 24年度） 

品目 

建設工事全体 都関連工事 

発生量 
現場内 

利用量 

現場内 

減量化量 

搬出量 

再資源化等率 再資源化等量 
最終処分量 

再資源化量 減量化量 

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 2,988.2 18.5 0.0 2,953.4 0.0 16.3 99.5% 99.2% 

ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 2,102.3 6.0 0.0 2,092.8 0.0 3.5 99.8% 99.8% 

建設発生木材  353.0 5.8 0.0 324.6 5.9 16.7 95.2% 95.3% 

建設汚泥 1,608.2 1.8 0.5 1,173.8 284.8 147.3 90.8% 87.2% 

建設混合廃棄物 410.0 0.0 0.0 311.8 4.8 93.4 77.2% 69.8% 

その他 257.7 0.0 44.2 193.9 11.3 8.3 96.1% 99.1% 

合計 7,719.4 32.1 44.7 7,050.2 306.8 285.5 96.3% 97.4% 

注 1）建設発生木材には、伐木材・除根材等を含む。 

注 2）再資源化等率は、右記の式にて算出。  再資源化等率＝再資源化等量÷搬出量 

出典：「平成 24年度建設副産物実態調査結果」（国土交通省総合政策局） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 1）建設発生土を除く。 

注 2）平成 12年度及び平成 14年度は、（再利用量+中間処理減量）/（再利用量+中間処理

減量+最終処分量）の集計結果、平成 17年度、平成 20年度及び平成 24年度は、（再

資源化量+減量化量）/（搬出量）の集計結果を示す。 

出典：「建設副産物実態調査結果」（国土交通省総合政策局） 

図 9.14-1 東京都における建設廃棄物（建設工事全体）の再資源化等率の推移 
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3) 再利用・再資源化の状況 

施設等での廃棄物のリサイクル率は、表 9.14-2 に示すとおり既存施設の国立霞ヶ丘競技場

で、49%となっている。 

工事等に伴う廃棄物のリサイクル率は、表 9.14-3 に示すとおりであり、建設廃棄物はその

大部分が再資源化されており、現場内利用や減量化の割合は小さくなっている。現場内利用や

減量化も含めた平成 24年度における再資源化等率は、東京都平均で 95%を超えており、最もリ

サイクル率の低い建設混合廃棄物で 77%、コンクリート塊やアスファルト・コンクリート塊で

はほぼ 100%のリサイクル率となっている。 

また、図 9.14-1に示すとおり再資源化等率の推移をみると、経年的に増加している。 

4) 法令等の目的、方針、基準等 

廃棄物に関する法令等については、表 9.14-4(1)～(6)に示すとおりである。 

表 9.14-4(1) 廃棄物に関する法令等 

法令・条例等 責務等 

廃棄物の処理及び清掃に
関する法律 
(昭和 45年法律第 137号) 

（目的） 

第一条  この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収

集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、

生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。 

(事業者の責務) 

第三条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正

に処理しなければならない。 

2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことにより

その減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器

等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、

適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、

容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等によ

り、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難にな

ることのないようにしなければならない。 

3 事業者は、前二項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の

確保等に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。 

資源の有効な利用の促進
に関する法律 
(平成３年法律第 48号) 

（目的） 

第一条  この法律は、主要な資源の大部分を輸入に依存している我が国において、

近年の国民経済の発展に伴い、資源が大量に使用されていることにより、使用済

物品等及び副産物が大量に発生し、その相当部分が廃棄されており、かつ、再生

資源及び再生部品の相当部分が利用されずに廃棄されている状況にかんがみ、資

源の有効な利用の確保を図るとともに、廃棄物の発生の抑制及び環境の保全に資

するため、使用済物品等及び副産物の発生の抑制並びに再生資源及び再生部品の

利用の促進に関する所要の措置を講ずることとし、もって国民経済の健全な発展

に寄与することを目的とする。 

(事業者等の責務) 

第四条 工場若しくは事業場(建設工事に係るものを含む。以下同じ。)において事

業を行う者及び物品の販売の事業を行う者(以下「事業者」という。)又は建設工

事の発注者は、その事業又はその建設工事の発注を行うに際して原材料等の使用

の合理化を行うとともに、再生資源及び再生部品を利用するよう努めなければな

らない。  

2 事業者又は建設工事の発注者は、その事業に係る製品が長期間使用されること

を促進するよう努めるとともに、その事業に係る製品が一度使用され、若しくは

使用されずに収集され、若しくは廃棄された後その全部若しくは一部を再生資源

若しくは再生部品として利用することを促進し、又はその事業若しくはその建設

工事に係る副産物の全部若しくは一部を再生資源として利用することを促進す

るよう努めなければならない。 
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表 9.14-4(2) 廃棄物に関する法令等 

法令・条例等 責務等 

循環型社会形成推進基本
法 
(平成 12年法律第 110号) 

（目的）  

第一条  この法律は、環境基本法 （平成五年法律第九十一号）の基本理念にのっ

とり、循環型社会の形成について、基本原則を定め、並びに国、地方公共団体、

事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、循環型社会形成推進基本計画の

策定その他循環型社会の形成に関する施策の基本となる事項を定めることによ

り、循環型社会の形成に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及

び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。 

(事業者の責務) 

第十一条 事業者は、基本原則にのっとり、その事業活動を行うに際しては、原材

料等がその事業活動において廃棄物等となることを抑制するために必要な措置

を講ずるとともに、原材料等がその事業活動において循環資源となった場合に

は、これについて自ら適正に循環的な利用を行い、若しくはこれについて適正に

循環的な利用が行われるために必要な措置を講じ、又は循環的な利用が行われな

い循環資源について自らの責任において適正に処分する責務を有する。 

2 製品、容器等の製造、販売等を行う事業者は、基本原則にのっとり、その事業

活動を行うに際しては、当該製品、容器等の耐久性の向上及び修理の実施体制の

充実その他の当該製品、容器等が廃棄物等となることを抑制するために必要な措

置を講ずるとともに、当該製品、容器等の設計の工夫及び材質又は成分の表示そ

の他の当該製品、容器等が循環資源となったものについて適正に循環的な利用が

行われることを促進し、及びその適正な処分が困難とならないようにするために

必要な措置を講ずる責務を有する。 

3 前項に定めるもののほか、製品、容器等であって、これが循環資源となった場

合におけるその循環的な利用を適正かつ円滑に行うためには国、地方公共団体、

事業者及び国民がそれぞれ適切に役割を分担することが必要であるとともに、当

該製品、容器等に係る設計及び原材料の選択、当該製品、容器等が循環資源とな

ったものの収集等の観点からその事業者の果たすべき役割が循環型社会の形成

を推進する上で重要であると認められるものについては、当該製品、容器等の製

造、販売等を行う事業者は、基本原則にのっとり、当該分担すべき役割として、

自ら、当該製品、容器等が循環資源となったものを引き取り、若しくは引き渡し、

又はこれについて適正に循環的な利用を行う責務を有する。 

4 循環資源であって、その循環的な利用を行うことが技術的及び経済的に可能で

あり、かつ、その循環的な利用が促進されることが循環型社会の形成を推進する

上で重要であると認められるものについては、当該循環資源の循環的な利用を行

うことができる事業者は、基本原則にのっとり、その事業活動を行うに際しては、

これについて適正に循環的な利用を行う責務を有する。 

5 前各項に定めるもののほか、事業者は、基本原則にのっとり、その事業活動に

際しては、再生品を使用すること等により循環型社会の形成に自ら努めるととも

に、国又は地方公共団体が実施する循環型社会の形成に関する施策に協力する責

務を有する。 

食品循環資源の再生利用
等の促進に関する法律(食
品リサイクル法) 
(平成 12年法律第 116号) 

（目的） 

第一条  この法律は、食品循環資源の再生利用及び熱回収並びに食品廃棄物等の発

生の抑制及び減量に関し基本的な事項を定めるとともに、食品関連事業者による

食品循環資源の再生利用を促進するための措置を講ずることにより、食品に係る

資源の有効な利用の確保及び食品に係る廃棄物の排出の抑制を図るとともに、食

品の製造等の事業の健全な発展を促進し、もって生活環境の保全及び国民経済の

健全な発展に寄与することを目的とする。 

(事業者及び消費者の責務) 

第四条  事業者及び消費者は、食品の購入又は調理の方法の改善により食品廃棄

物等の発生の抑制に努めるとともに、食品循環資源の再生利用により得られた製

品の利用により食品循環資源の再生利用を促進するよう努めなければならない。 
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表 9.14-4(3) 廃棄物に関する法令等 

法令・条例等 責務等 

建設工事に係る資材の再
資源化等に関する法律(建
設リサイクル法) 
(平成 12年法律第 104号) 
 
 
 

（目的） 

第一条  この法律は、特定の建設資材について、その分別解体等及び再資源化等を

促進するための措置を講ずるとともに、解体工事業者について登録制度を実施す

ること等により、再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有

効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び国民

経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 

(建設業を営む者の責務) 

第五条 建設業を営む者は、建築物等の設計及びこれに用いる建設資材の選択、建

設工事の施工方法等を工夫することにより、建設資材廃棄物の発生を抑制すると

ともに、分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用を低減するよ

う努めなければならない。 

2 建設業を営む者は、建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資材(建設資

材廃棄物の再資源化により得られた物を使用した建設資材を含む。次条及び第四

十一条において同じ。)を使用するよう努めなければならない。 

(発注者の責務)  

第六条 発注者は、その注文する建設工事について、分別解体等及び建設資材廃棄

物の再資源化等に要する費用の適正な負担、建設資材廃棄物の再資源化により得

られた建設資材の使用等により、分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等の

促進に努めなければならない。 

容器包装に係る分別収集
及び再商品化の促進等に
関する法律 
(平成７年法律第 112号) 
 

（目的） 

第一条  この法律は、容器包装廃棄物の排出の抑制並びにその分別収集及びこれに

より得られた分別基準適合物の再商品化を促進するための措置を講ずること等

により、一般廃棄物の減量及び再生資源の十分な利用等を通じて、廃棄物の適正

な処理及び資源の有効な利用の確保を図り、もって生活環境の保全及び国民経済

の健全な発展に寄与することを目的とする。 

(事業者及び消費者の責務) 

第四条  事業者及び消費者は、繰り返して使用することが可能な容器包装の使用、

容器包装の過剰な使用の抑制等の容器包装の使用の合理化により容器包装廃棄

物の排出を抑制するよう努めるとともに、分別基準適合物の再商品化をして得ら

れた物又はこれを使用した物の使用等により容器包装廃棄物の分別収集、分別基

準適合物の再商品化等を促進するよう努めなければならない。 
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表 9.14-4(4) 廃棄物に関する法令等 

法令・条例等 責務等 

東京都廃棄物条例 
(平成４年東京都 

条例第 140号) 
 
 
 
 
 
 
 
 

（目的） 

第一条 この条例は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進するとともに、廃棄物

の適正な処理が行われるように必要な措置を講ずることによって、生活環境の保

全及び公衆衛生の向上並びに資源が循環して利用される都市の形成を図り、もっ

て都民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。 

(事業者の基本的責務)  

第八条 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進する等により、廃棄物を

減量しなければならない。  

2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物(以下「事業系廃棄物」という。)

を自らの責任において適正に処理しなければならない。 

3 事業者は、従業者の教育訓練の実施体制その他の必要な管理体制の整備に努め、

前二項の責務の達成に向けて継続的かつ計画的な取組を行わなければならない。 

4 事業者は、事業系廃棄物の減量及び適正な処理を確保するために講じている取

組の内容を積極的に公表し、自らが排出する廃棄物の処理に対する信頼性の向上

に努めなければならない。 

5 廃棄物の処理を受託する事業者は、受託した廃棄物の処理の透明性を確保する

ため、その処理の状況の公表その他の必要な措置を講ずるよう努めなければなら

ない。 

6 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保に関し都の施策に協力しなけれ

ばならない。 

(事業系廃棄物の減量等) 

第十条 事業者は、再利用の可能な物の分別の徹底を図る等再利用を促進するため

に必要な措置を講ずる等により、その事業系廃棄物を減量しなければならない。 

2 事業者は、その事業系廃棄物の処理に当たっては、再生、破砕、圧縮、焼却、

油水分離、脱水等の処理を行うことにより、その減量を図らなければならない。 

3 事業者は、事業系廃棄物の適正な処理について、自ら又は共同して技術開発を

図らなければならない。 
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表 9.14-4(5) 廃棄物に関する法令等 

法令・条例等 責務等 

新宿区リサイクル及び一
般廃棄物の処理に関する
条例 
（平成 11年新宿区 

条例第 51号） 
 
 
 
 
 

（目的） 
第 1条 この条例は、リサイクルを推進するとともに、廃棄物を適正に処理し、あ

わせて生活環境を清潔にすることによって、生活環境の保全及び公衆衛生の向上
並びに資源が循環して利用される都市の形成を図り、もって区民の健康で快適な
生活を確保することを目的とする。 

（事業者の責務） 
第 11 条 事業者は、リサイクルを推進するとともに、その事業系廃棄物を自らの
責任において適正に処理しなければならない。 

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物にな
った場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければな
らない。 

(事業系廃棄物の減量) 
第 19 条 事業者は、再利用対象物の分別の徹底を図る等再利用を促進するために
必要な措置を講ずる等により、その事業系廃棄物を減量しなければならない。 

(廃棄物の発生抑制等) 
第 20 条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期間使用可能な製品の
開発、製品の修理体制の確保等廃棄物の発生の抑制に必要な措置を講ずるよう努
めなければならない。 

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源及び再生品を利用する
よう努めなければならない。 

(再利用の容易性の自己評価等) 
第 21 条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等の再利
用の容易性についてあらかじめ自ら評価し、再利用の容易な製品、容器等の開発
を行うこと、その製品、容器等の再利用の方法についての情報を提供すること等
により、その製品、容器等の再利用を促進しなければならない。 

(適正包装等) 
第 22 条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、自ら包装、容器等に係る
基準を設定する等により、その包装、容器等の適正化を図り、廃棄物の発生の抑
制に努めなければならない。 

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再び使用することが可能な包装、
容器等の普及に努め、使用後の包装、容器等の回収策を講ずる等により、その包
装、容器等の再利用の促進を図らなければならない。 

3 事業者は、区民が商品の購入等に際して、当該商品について適正な包装、容器
等を選択できるよう努めるとともに、区民が包装、容器等を不要とし、又はその
返却をする場合には、その回収等に努めなければならない。 

(事業用大規模建築物の所有者等の義務) 
第 23条 事業用の大規模建築物で規則で定めるもの(以下「事業用大規模建築物」

という。)の所有者は、再利用を促進する等により、当該事業用大規模建築物か
ら排出される事業系一般廃棄物を減量しなければならない。 

4 事業用大規模建築物の所有者は、当該事業用大規模建築物又は敷地内に規則で
定める基準に従い、再利用対象物の保管場所(以下「再利用対象物保管場所」と
いう。)を設置するよう努めなければならない。 

6 事業用大規模建築物を建築しようとする者(以下「事業用大規模建築物の建築
主」という。)は、当該事業用大規模建築物又は敷地内に規則で定める基準に従
い、再利用対象物保管場所を設置しなければならない。この場合において、事業
用大規模建築物の建築主は、当該保管場所について、規則で定めるところにより、
あらかじめ区長に届け出なければならない。 

(事業系廃棄物の処理) 
第 33 条 事業者は、その事業系廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに
自ら運搬し、若しくは処分し、又は廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分を業
として行うことのできる者に、運搬させ、若しくは処分させなければならない。 

(事業者の中間処理義務) 
第34条 事業者は、その事業系廃棄物の処理に当たっては、再生、破砕、圧縮、焼

却、油水分離、脱水等の処理(以下「中間処理」という。)を行うことにより、そ
の減量を図らなければならない。 
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表 9.14-4(6) 廃棄物に関する法令等 

法令・条例等 責務等 

渋谷区清掃及びリサ
イクルに関する条例 
（平成 11年渋谷区 

条例第 36号） 

（目的） 
第一条 この条例は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進するとともに、廃棄物を適正に処
理し、あわせて生活環境を清潔にすることによって、生活環境の保全及び公衆衛生の向上並
びに資源が循環して利用される都市の形成を図り、もって区民の健康で快適な生活を確保す
ることを目的とする。 

（事業者の責務） 
第十四条 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進する等により、廃棄物の減量を図
らなければならない。 

2 事業者は、その事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。 
3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物になった場合にお
いて、その適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。 

 (事業系廃棄物の減量) 
第二十条 事業者は、再利用が可能な物の分別の徹底を図る等再利用を促進するために必要な
措置を講ずる等により、その事業系廃棄物を減量しなければならない。 

(廃棄物の発生抑制等) 
第二十一条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期間使用可能な製品の開発、製
品の修理体制の確保等廃棄物の発生抑制に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する
法律(平成三年法律第四十八号)第二条第四項に規定する再生資源をいう。)及び再生品を利用
するよう努めなければならない。 

 (再利用の容易性の自己評価等) 
第二十二条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等の再利用の容易
性についてあらかじめ自ら評価し、再利用の容易な製品、容器等の開発を行うこと、その製
品、容器等の再利用の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等の再
利用を促進しなければならない。 

(適正包装等) 
第二十三条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、自ら容器包装等に係る基準を設定
する等により、その容器包装等の適正化を図り、廃棄物の発生抑制に努めなければならない。 

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再び使用することが可能な容器包装等の普及
に努め、使用後の容器包装等の回収策を講ずる等により、その容器包装等の再利用の促進を
図らなければならない。 

3 事業者は、区民が商品の購入等に際して、当該商品について適正な容器包装等を選択できる
よう努めるとともに、区民が容器包装等を不要とし、又はその返却をする場合には、その回
収等に努めなければならない。 

(事業用大規模建築物の所有者等の義務) 
第二十四条 事業用の大規模建築物で区規則で定めるもの(以下「事業用大規模建築物」とい
う。)の所有者は、再利用を促進する等により、当該建築物から排出される事業系一般廃棄物
を減量しなければならない。 

4 事業用大規模建築物の所有者は、当該建築物又は敷地内に区規則で定める基準に従い、再利
用の対象となる物の保管場所(以下「再利用対象物の保管場所」という。)を設置するよう努
めなければならない。 

6 事業用大規模建築物を建設しようとする者(以下「事業用大規模建築物の建設者」という。)
は、当該建築物又は敷地内に区規則で定める基準に従い、再利用対象物の保管場所を設置し
なければならない。この場合において、事業用大規模建築物の建設者は、当該再利用対象物
の保管場所について、区規則で定めるところにより、あらかじめ区長に届け出なければなら
ない。 

 (事業系廃棄物の処理) 
第三十二条 事業者は、その事業系廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに自ら運搬
し、若しくは処分し、又は廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分を業として行うことので
きる者に運搬させ、若しくは処分させなければならない。 

(事業者の中間処理義務) 
第三十三条 事業者は、その事業系廃棄物の処理に当たっては、再生、破砕、圧縮、焼却、油
水分離、脱水等の処理(以下「中間処理」という。)を行うことにより、その減量を図らなけ
ればならない。 
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5) 東京都等の計画等の状況 

廃棄物に関する東京都等の計画等については、表 9.14-5(1)～(4)に示すとおりである。 

表 9.14-5(1) 廃棄物に関する計画等 

関係計画等 目標・施策等 

建設リサイクル 
推進計画 2014 
（平成 26年９月  

国土交通省） 
 

(計画の目標) 

対象品目 
平成 24年度 
（実績） 

平成 30年度 
目標 

ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 
再資源化率 

99.5％ 99％以上 

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 99.3％ 99％以上 

建設発生木材 
再資源化・縮減率 

94.4％ 95％以上 

建設汚泥 85.0％ 90％以上 

建設混合廃棄物 
排出率 3.9％ 3.5％以下 

再資源化・縮減率 58.2％ 60％以上 

建設廃棄物全体 再資源化・縮減率 96.0％ 96％以上 

建設発生土 建設発生土有効利用率 ― 80％以上 
注)目標値の定義は次のとおり。 
＜再資源化率＞ 
・建設廃棄物として排出された量に対する再資源化された量と工事間利用された量の合計の割

合 
＜再資源化・縮減率＞ 
・建設廃棄物として排出された量に対する再資源化及び縮減された量と工事間利用された量の

合計の割合 
＜建設混合廃棄物排出率＞ 
・全建設廃棄物排出量に対する建設混合廃棄物排出量の割合 
＜建設発生土有効利用率＞ 
・建設発生土発生量に対する現場内利用およびこれまでの工事間利用等に適正に盛土された採

石場跡地復旧や農地受入等を加えた有効利用量の合計の割合 

東京都廃棄物 
処理計画 
(平成 23年６月 

 東京都) 

「東京都環境基本計画」に基づき、都の廃棄物行政の基本的な方向を示すものであり、計画
期間を平成 23～27 年度の５年間として策定している。また、「廃棄物の処理及び清掃に関する
法律」に基づき策定する法定計画であり、東京から循環型社会を実現していくために必要な施
策を定めている。 
計画目標は、平成 27年度の最終処分量を平成 19年度比 30％減とし、以下の３つの主要施策

を挙げている。 
・ ３Ｒ施策の促進 
・ 適正処理の促進 
・ 静脈ビジネス発展の促進 
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表 9.14-5(2) 廃棄物に関する計画等 

関係計画等 目標・施策等 

東京都建設リサイク
ル推進計画 
(平成 20年４月 

 東京都) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(目標値)（上段：全体の目標値、下段：都関連工事の目標値） 

対 象 品 目 平成 22年度（規定値） 平成 27年度 

建設廃棄物 94％  (92％) 95％ 

97％  (96％) 98％ 

 ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 99％以上(99％) 99％以上 

99％以上(99％) 99％以上 

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 99％以上(99％) 99％以上 

99％以上(99％) 99％以上 

建設発生木材 95％    (94％) 97％ 

99％以上(96％) 99％以上 

建設泥土 85％    (83％) 90％ 

90％  (86％) 95％ 

建設混合廃棄物 平成 17年度排出量に
対して 25％削減 

平成 17 年度排出量に
対して 50％削減 

建設発生土 90％    (84％) 92％ 
95％    (90％) 99％以上 

注 1) ( )内は、平成 17年度の実績値 
注 2) 建設発生木材は、実績値・目標値ともに焼却施設での縮減を含む。 

 
(目標値の定義) 

対 象 品 目 計 算 式 

再資源化率 

 a) ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 
b) ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 

(再使用量＋再生利用量)/発生量 

再資源化・縮減率 

 
c) 建設発生木材 

(再使用量＋再生利用量＋熱回収量＋焼却による減量
化量) /発生量 

d) 建設泥土 (再使用量＋再生利用量＋脱水等の減量化量) /発生量 

利用土砂の建設発生土利用率 

 
e) 建設発生土 

(土砂利用量のうち土質改良を含む建設発生土利用
量)/土砂利用量  ※利用量には現場内利用量を含む。 

 

東京都建設リサイク
ルガイドライン 
（平成 23年６月 

 東京都） 

・「東京都建設リサイクル推進計画」（以下「推進計画」という。）に基づき策定されている。推
進計画の目標数値を達成するための各種の施策について定める。 

・対象工事は都・都監理団体・区市町村発注工事（都関連工事）。 
・取組内容は以下の通り。 
＜建設資源循環＞ 

①長期使用：建築物や工作物の長期使用。 
②発生抑制：建設工事等の施行に当たり、まず発生抑制を徹底。 
③事前調査及び利用調整等：毎年度、建設副産物の発生予測量等の調査を行い、現場内利用、
工事間利用等の促進のため利用調整を行う。各工事ごとにリサイクル計画を作成、リサイ
クルが不十分な場合は阻害要因を明確にする。 

④分別解体等及び再資源化等：再資源化施設の受入基準等を踏まえ、建設資材廃棄物を種類
ごとに分別する。発生した建設資材廃棄物は、できる限り再資源化等を行う。 

⑤情報システムの活用：建設副産物の再資源化等に当たり、建設副産物に係る情報システム
等を活用する。 

⑥実態調査及び補足改善：現場内利用、工事間利用、再資源化等の実施状況は、毎年度、実
態調査で把握し、効果の大きい施策を継続、不十分な部分を補足改善する。 

⑦再生建設資材等の活用：建設工事等で使用する建設資材には、できる限り建設副産物を再
資源化することにより得られた物を活用する。 

・対象となる建設副産物等は以下の通り。 
・社会資本等の整備・更新等にともなう副産物：建設廃棄物、建設発生土、しゅんせつ土等） 
・社会資本等の維持管理に伴う副産物：しゅんせつ土、せん定枝葉等 
・都民生活や産業活動等に係る廃棄物処理後の副産物（一般廃棄物、上水スラッジ、下水汚
泥等） 

・建設資材として使用を促進する環境物品等 
・熱帯雨林材等、使用を抑制すべき物品等 
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表 9.14-5(3) 廃棄物に関する計画等 

関係計画等 目標・施策等 

東京都建設リサイク
ルガイドライン（民
間事業版） 
（平成 23年６月 

 東京都） 

・「東京都建設リサイクル推進計画」に基づき策定されている。民間事業者を対象に、建設資源
循環に関する各種施策への協力を要請する目的で実施方法の情報提供を行うもの。 
・対象工事は、民間事業者が都内で施工するすべての建設工事。 
・取組内容は以下の通り。 
＜建設資源循環＞ 

①長期使用：建築物や工作物の長期使用に努める。 
②発生抑制：建設副産物が発生する建設工事等の施行に当たっては、まず発生抑制を徹底す
る。 

③事前調査等：建設副産物が発生する場合、発生予測量等の調査を行い、この結果に基づき、
現場内利用・工事間利用を促進する。 

④分別解体等及び再資源化等：工事現場における分別解体等に当たっては、搬出先の再資源
化施設の受入基準等を踏まえ、建設資材廃棄物をその種類ごとに分別する。また、工事現
場において発生した建設資材廃棄物は、できる限り再資源化等を行う。 

⑤実態調査及び補足改善：現場内利用、工事間利用、再資源化等の実施状況については、実
態調査を行い把握するとともに、その結果をもとに、効果の大きい施策を継続し、不十分
な部分を補足改善する。 

⑥再生建設資材等の活用：建設工事等で使用する建設資材には、できる限り建設副産物を再
資源化することにより得られた物を活用する。 

・対象となる建設副産物等は以下の通り。 
・社会資本等の整備・更新等にともなう副産物：建設廃棄物、建設発生土、しゅんせつ土等 
・社会資本等の維持管理に伴う副産物：しゅんせつ土、せん定枝葉等 
・建設資材として使用を促進する環境物品等 
・熱帯雨林材等、使用を抑制すべき物品等  
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表 9.14-5(4) 廃棄物に関する計画等 

関係計画等 目標・施策等 

東京都建設泥土リサ
イクル指針 
（平成 21年４月 

 東京都） 

・都関連工事全体において泥状の掘削物質等が発生する工事及び築堤及び盛土及び埋戻しなど
に土砂等が必要な工事が対象。建設泥土リサイクルの基本方針、関係部局による基準等の根
拠としての位置付け。 

・建設泥土とは廃棄物処理法で「汚泥」として取り扱われるものをさす。水等を使用しない地
山掘削工法で発生した泥土は土砂として別途に扱う。 

・一体の施工システム内の処理工程で余剰の泥水等を処理し、搬出時点で泥状でないものは、
要件を満たした都関連工事に限り建設発生土として別途取り扱う。 

・基本的な取組方針は以下の通り。 
①計画的な取組の推進：事前調査を十分に行い、リサイクル計画を作成する。指針の策定・
施策は「東京都建設副産物対策協議会」、発生材の利用調整等は「東京都建設発生土利用調
整会議」が行う。 

②発生抑制：建設泥土の発生が少ない工法等の採用。工事現場において一体の施工システム
内の処理工程により、搬出時に建設発生土として利用できるよう改良する等して泥土の発
生を抑制する。 

③自ら利用（現場内利用）：建設泥土を一体の施工システム外で改良したものを現場内で利用
可能な場合は、自ら利用する。また、一体の施工システム内処理土は建設発生土として現
場内利用を行う。 

④工事間利用の促進：工事現場外に搬出せざるを得ない場合は、一体の施工システム内処理
土等は建設発生土の工事間利用として、建設泥土改良土は、一般指定制度又は個別指定制
度等により工事間利用を最大限に行う。また、その利用調整は利用調整会議が行う。  

⑤海面処分場の覆土材利用の促進：工事現場外に搬出せざるを得ず工事間利用ができない場
合は、一体施工システム内処理土は建設発生土として、建設泥土改良土は一般指定制度又
は個別指定制度により、海面処分場の覆土材利用を行う。  

 その利用調整は、利用調整会議が行い、一体施工システム内処理土、債務工事で前年度か
らの継続工事を優先に利用調整する。毎年度の海面処分場の埋立事業計画に定める覆土材
必要量を超える場合は対象外となるが、このうち、泥土圧シールド（推進）工法の工事は、
新海面処分場の基盤整備用材利用の対象とする。 

⑥新海面処分場の基盤整備用材利用の促進：工事現場外に搬出せざるを得ず、工事間利用又
は海面処分場の覆土材利用ができない場合、一体施工システム内で改良した場合は建設発
生土として、一体施工システム外で改良した場合は建設泥土改良土として一般指定制度に
より、新海面処分場の基盤整備用材利用を一定の枠内で行う。利用調整は利用調整会議が
行うものとし、海面処分場の覆土材利用ができないものを対象とする。 

⑦再資源化施設の活用：発生抑制、自ら利用（現場内利用）を最大限に行った後、工事間利
用、海面処分場の覆土材利用、新海面処分場の基盤整備用材利用等ができないものは、建
設資材製造の原料として活用するとともに、再資源化施設において再資源化を行う。工事
現場から直接最終処分してはならない。 

⑧資源としての有効利用：発注部局が施行する各種事業において、築堤、盛土、埋戻し等に
土質材料等が必要な場合は、分別土、分級処理土、一体の施工システム内処理土、混合処
理土、建設泥土改良土を建設資材として積極的に利用しなければならない。 

⑨リサイクルを支える仕組みの強化：リサイクル実施状況についての報告や調査の実施等に
より、毎年度フォローアップを行っていく。 

 また、各種の施策を着実に推進するため、基準類の整備、研究開発等、リサイクルを支え
る仕組みの強化を図る。 

一般廃棄物処理基本
計画 
（平成 22年２月 
東京二十三区清掃一
部事務組合） 

・「循環型ごみ処理システムの推進」に向けて、以下の施策を推進する。 
1.効率的で安定した中間処理体制の確保：受入れ体制拡充、安定稼働の確保、人材育成、計画
的な施設整備等 
2.環境負荷の低減：環境保全対策、環境マネジメントシステム活用 
3.地球温暖化防止対策の推進：熱エネルギー有効利用等 
4.資源回収の徹底：ごみ・灰処理過程での資源選別回収 
5.最終処分場の延命化：焼却灰の全量処理、破砕処理残さの埋立処分量削減 

新宿区一般廃棄物処
理基本計画<平成 25
年度改定版> 
（平成 25年２月 

 新宿区） 

・新宿区は平成 29年度のごみ量を平成 17年度比 50％（１人１日あたり 433g）、資源化率を 35％
とするチャレンジ目標を掲げている。 

渋谷区一般廃棄物処
理基本計画 
（平成 23年３月 

渋谷区） 

・計画ごみ量目標値を平成 27年度は 10.8万 t、平成 32年度は 9.2万 tとしている。 
・削減量は平成 21年度比で、平成 27年度は-12％、平成 32年度は-25％である。 
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9.14.2 予測 

(1) 予測事項 

予測事項は、廃棄物の排出量及び再利用量並びに処理・処分方法等とした。 

 

(2) 予測の対象時点 

予測の対象時点は、2020年東京大会の実施のための建設工事又は改修工事、大会開催での施設

運営等で廃棄物の発生が予想される時点とし、大会開催前、大会開催中及び大会開催後において

それぞれ代表的な時点又は期間のうち、大会開催前、大会開催後とした。 

 

(3) 予測地域 

予測地域は、計画地及びその周辺とした。  

 

(4) 予測手法 

1) 施設の建設に伴う廃棄物の排出量及び再利用量並びに処理・処分方法等 

予測手法は、施行計画等から推定する方法によった。 

ア．建設発生土・建設汚泥の発生量 

建設発生土の発生量の予測は、現時点における施工計画から掘削残土の発生量を推定する

方法によった。 

建設汚泥の発生量の予測は、現時点における施工計画の山留壁、杭の掘削量から推定する

方法によった。 

また、廃棄物の資源化量については、廃棄物の発生量に表9.14-6に示す「東京都建設リ

サイクル推進計画」の平成27年度の目標値を基に想定した資源化率を乗じて算出し、それ

を事業者が目標とする資源化量とした。 

表 9.14-6 建設工事に伴い生じる建設発生土・建設汚泥の資源化率 

廃棄物の種類 目標とする資源化率(%) 

建設発生土 92 

建設泥土 90 
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イ．建設工事に伴い生じる廃棄物の発生量 

建設工事に伴い生じる廃棄物の発生量の予測は、延床面積に廃棄物の発生原単位を乗じて

算出する方法によった。 

また、廃棄物の資源化量については、廃棄物の発生量に表9.14-7に示す「東京都建設リ

サイクル推進計画」の平成27年度の目標値及び東京都における実績を基に想定した資源化

率を乗じて算出し、それを事業者が目標とする資源化量とした。 

表 9.14-7 建設工事に伴い生じる建設廃棄物の資源化率 

廃棄物の種類 目標とする資源化率(%) 

建設廃棄物 

コンクリート塊 99以上 

アスコン塊 99以上 
木くず 97 

建設混合廃棄物 80 
注)コンクリート塊、アスコン塊及び木くずについては、「東京都建設リサイクル推進

計画」（平成 20年４月 東京都）の平成 27年度目標値とした。建設混合廃棄物に

ついては、東京都における建設工事の平成 24 年度の再資源化等率（77.2%）を上

回る目標として想定した。 

 

2) 設備の持続的稼働に伴う廃棄物の排出量及び再利用量並びに処理・処分方法等 

予測手法は、既存施設の発生原単位から推定する方法により、表 9.14-8 に示す利用者数に

廃棄物の発生量原単位及び廃棄物の構成比を乗じて算出する方法によった。 

表 9.14-8 オリンピックスタジアムにおける最大利用者数 

項 目 単 位 数 量 

利用者数 人/日 80,000 

運用日数 日/週 2 

利用者数 人/週 160,000 

注)運用日数（最大２日/週）は、スポーツイベントやコンサートが開催される日

数として、想定している。 
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(5) 予測結果 

1) 施設の建設に伴う廃棄物の排出量及び再利用量並びに処理・処分方法等 

ア．建設発生土・建設汚泥の発生量 

計画地の掘削に伴い想定される建設発生土の発生量は、表9.14-9に示すとおり約661,000m3

と予測する。また、山留工事による建設汚泥の発生量は、約37,400m3と予測する。 

建設発生土は受入れ機関の受入れ基準への適合を確認した上で場外搬出することにより

適正に処分し、建設汚泥は産業廃棄物として適正処理し、表9.14-9に示すとおり再資源化

量は建設発生土で約608,000m3、建設汚泥で約33,600m3と予測する。 

表 9.14-9 建設発生土・建設汚泥の排出量と資源化量 

廃棄物の種類 発生量 資源化率 資源化量 

建設発生土 約 661,000m3 92% 約 608,000m3 

建設汚泥 約 37,400m3 90% 約 33,600m3 

注 1）発生量は、(独)日本スポーツ振興センターへのヒヤリングに基づき作成 

2）建設発生土の量（体積）は掘削前の土量である。 

 

イ．建設工事に伴い生じる廃棄物の発生量 

建設工事に伴い生じる廃棄物の発生量は、表9.14-10に示すとおり、約49,400tと予測す

る。建設廃棄物については、分別収集し、再利用可能なものについては、極力、再利用を

図ることにより、「東京都建設リサイクル推進計画」に示される資源化率の達成に努める。

また、再利用できないものは、運搬・処分の許可を得た業者に委託して処理・処分を行い、

その状況はマニフェストにより確認する。なお、混合廃棄物については、コンクリート塊、

木くず及び金属くず等に再分別を行い資源化に努めるとともに、軍手類、セメント袋、乾

電池及び蛍光灯等、徹底した分別を行い再資源化に努める。 

表 9.14-10 建設廃棄物の種類ごとの排出量 

廃棄物の種類 
廃棄物発生量 重量換算係数 

(t/m3) 

廃棄物 

発生量 

(t) 

資源化率 

(%) 
資源化量(t) 

数量 単位 

コンクリート 26,174 m3 1.8 47,113 99以上 46,642以上 

アスファルト類 814.4 m3 1.8 1,466 99以上 1,451以上 

タイル 6.1 m3 0.624 3.8 

80 

3.0 

プラスチック類 0.2 m3 1.1 0.22 0.18 

混合廃棄物 0.1 m3 0.305 0.031 0.024 

金属スチール 804.9 t － 805 644 

合 計 － － － 49,388 － 48,740以上 

注 1）その他、電線類（184m）が、廃棄物として発生する。 

2）廃棄物発生量は、（独）日本スポーツ振興センターへのヒヤリングに基づき作成 

3）重量換算係数のうち、コンクリート及びアスファルト類は、「平成 24年度 建設副産物実態調査 利用量・

搬出先調査」（平成 24 年度 国土交通省）の荷積み状態での換算値（参考値）、プラスチック類は、同資料

の実体積による換算値（参考値）とした。 

4）タイルは及び混合廃棄物、「新築系廃棄物の比重（重量/容積 換算値）」（平成 27 年３月７日参照 一般社

団法人日本建設業連合会ホームページ）のガラス・陶磁器くず及び混合廃棄物の調査結果（最大値）とした。 

5）タイルの発生原単位は、下記のホームページにおいてタイルくずが陶磁器くずに含まれているため、ガラス・

陶磁器くずの値を使用した。 

出典：「産業廃棄物の具体例」（平成 27年３月３日参照 東京都ホームページ） 

https://www.kankyo.metro.tokyo.jp/resource/industrial_waste/about_industrial_waste/about_

02.html 
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2) 設備等の持続的稼働に伴う廃棄物の排出量及び再利用量並びに処理・処分方法等 

施設等の持続的稼働に伴う廃棄物の排出量は、表 9.14-11に示すとおり、約 23.1t/週と予測

する。 

発生した廃棄物は、可燃ごみ、不燃ごみ、再利用物のそれぞれの保管に必要なスペースを確

保するとともに、3m2 以上の粗大ごみ置き場も設置し、東京都廃棄物条例及び新宿区リサイク

ル及び一般廃棄物の処理に関する条例に基づき適切に処理・処分を行い、表 9.14-11に示すと

おり再利用量は約 11.2t/週と予測する。 

廃棄物の処理・処分方法は、表 9.14-12に示すとおりである。 

表 9.14-11 設備の持続的稼働における廃棄物の排出量及び再利用量 

項 目 単位 数量 備考 

利用者数（最大） 人/週 160,000 a 

1人当たりの発生量 g/人 144 b 

廃棄物

発生量 

 

（合計） t/週 23.1 a×b 

資源ごみ t/週 11.2 再利用量：(a×b)×49％ 

可燃ごみ t/週 7.0  

不燃ごみ t/週 4.9  

注 1）利用者数（最大）は、スポーツイベントやコンサートが開催される日数（最大２日/週）を考

慮しており、毎週の値にはならない予定である。 

注 2）１人当たりの発生量（144g/人）は、現況調査結果の値を使用した。 

 

 

表 9.14-12 廃棄物の処理・処分方法等 

・廃棄物は、雑芥、不燃ごみ、粗大ごみ、再生紙、ダンボール、ビン、缶、プラスチック、ペ

ットボトルに区分し、２か所に集積して、保管する。 

・ごみ集積所は地下２階メインスタンド側、バックスタンド側２か所にそれぞれ設ける。 

・ごみ収集車が処理エリア内に入る計画とする。 

・ごみ収集業者による収集・運搬・処分を前提とする。 

・収集間隔については、可燃３日、不燃６日、資源６日程度とする。ただし、以下については、

最大週２回スポーツイベントやコンサートが開催されると想定し、２日にて想定する。 

観覧席、VIP関連諸室、救護室・授乳室・キッズスペース・託児室、 

メディア、コンベンション 

注）(独)日本スポーツ振興センターへのヒヤリングに基づく 
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9.14.3 ミティゲーション 

(1) 予測に反映した措置 

・建設発生土・建設汚泥の再利用・資源化、建設廃棄物の資源化を行う計画である。 

・新宿区の分別方法に従い、古紙（段ボールを含む。）、びん、缶、ペットボトルは、資源とし

て分別回収を行う計画である。 

 

(2) 予測に反映しなかった措置 

・計画建築物の建設に伴い発生する建設廃棄物については、分別収集し、再利用可能なものに

ついては、極力、再利用を図る計画である。 

・コンクリート型枠材については、非木材系型枠の採用や部材のプレハブ化等により木材系型

枠材の使用量を低減する計画である。 

・建設廃棄物の排出量を低減するような施工計画を検討し、施工業者に遵守させる計画である。 

・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく特定建設資材廃棄物については現場

内で分別解体を行い、可能な限り現場内利用に努め、現場で利用できないものは現場外で再

資源化を行う計画である。 

・山留・基礎工事における建設汚泥については、脱水等を行って減量化し、産業廃棄物として

適切な処理を行う計画である。 

・掘削工事等に伴い発生する建設発生土については、一部を計画地内の埋戻し土等に利用する

計画である。 

・建設発生土を場外に搬出する場合には、受入れ基準を満足していることを確認の上、関係法

令に係る許可を受けた施設において、適正な処理を行う計画である。 

・建設廃棄物の分別を徹底し、種類に応じて保管、排出、再利用促進及び不要材の減量等を図

る。再利用できないものは、運搬・処分の許可を得た業者に委託して処理・処分を行い、そ

の状況はマニフェストにより確認する計画である。 

・施設整備に当たっては、リサイクル材料を積極的に使用する計画である。 

・新宿区の分別方法に従い、容器包装プラスチック、スプレー缶、カセットボンベ、乾電池、

蛍光灯についても、資源として分別回収を行う計画である。 

・飲食事業等から発生する廃棄物については、極力発生量を減らし、発生する廃棄物に対して

は、再資源化が図れるように適切な分別を実施する計画である。 

・スポーツ大会、イベントの開催時において発生する廃棄物については、各事業者が“事業

活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理”を行う必要があるため、大

会やイベントの開催事業者への十分な周知を行い、開催事業者が処理・処分を行うように

調整する計画である。 

・産業廃棄物が発生した場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び東京都廃棄物条例に

基づき、収集・運搬・処分の許可を得た産業廃棄物処理業者に委託して処理・処分を行い、その

状況はマニフェストにより確認する計画である。 
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9.14.4 評価 

(1) 評価の指標 

評価の指標は、法令等による目的、方針、基準等とした。 

1) 施設の建設に伴う廃棄物の排出量及び再利用量並びに処理・処分方法等 

指標は、「東京都建設リサイクル推進計画」の平成 27年度の目標値及び東京都における実績

値とした。 

2) 設備等の持続的稼働に伴う廃棄物の排出量及び再利用量並びに処理・処分方法等 

指標は、「新宿区一般廃棄物処理基本計画<平成 25年度改定版>」の平成 29年度の目標値で

ある資源化率 35%、国立霞ヶ丘競技場におけるリサイクル率 49%及び廃棄物の収集間隔を考慮

した保管スペースの確保とした。 

 

(2) 評価の結果 

1) 施設の建設に伴う廃棄物の排出量及び再利用量並びに処理・処分方法等 

ア．建設発生土・建設汚泥の発生量 

建設発生土については、受入れ機関の受入れ基準への適合を確認した上で場外搬出する

ことにより適正な廃棄物処理を行い、建設汚泥については、場外に搬出して産業廃棄物と

して処分する計画とする。 

以上のことから、「東京都建設リサイクル推進計画」（平成20年４月 東京都）の目標と

する再資源化率等を満足するものと考える。 

イ．建設工事に伴い生じる廃棄物の発生量 

建設工事に伴い生じる建設廃棄物については、分別を徹底し、種類に応じて保管、排出、

再利用促進及び不要材の減量等を図る。 

以上のことから、「東京都建設リサイクル推進計画」の目標とする再資源化率等を満足す

るものと考える。 

2) 設備等の持続的稼働に伴う廃棄物の排出量及び再利用量並びに処理・処分方法等 

設備等の持続的稼働に伴う廃棄物の排出量及び再利用量並びに処理・処分方法等は、廃棄物

の種類別に分別回収及び保管場所を設置し、国立霞ヶ丘競技場と同様に、東京都廃棄物条例及

び新宿区リサイクル及び一般廃棄物の処理に関する条例に基づき適切に処理・処分を行う。 

また、施設内のテナントに対する廃棄物の発生抑制、再使用、再利用の誘導や施設利用者に

対する分かりやすい分別表示を行う。 

以上のことから、「新宿区一般廃棄物処理基本計画<平成 25年度改定版>」の目標とする再資

源化率を満足するだけではなく、国立霞ヶ丘競技場におけるリサイクル率を維持し、廃棄物の

搬出も滞りなく実施できるものと考える。 
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9.15 エコマテリアル 

9.15.1 現況調査 

(1) 調査事項及びその選択理由 

調査事項及びその選択理由は、表9.15-1に示すとおりである。 

表 9.15-1 調査事項及びその選択理由 

調査事項 選択理由 

①種類及び供給状況 
②施設等でのエコマテリアルの利用

状況 
③工事等に伴うエコマテリアルの状

況 
④東京都等の目標、方針、基準等 

事業の実施に伴うエコマテリアルの利用への取組
み・貢献の影響が考えられることから、左記の事項
に係る調査が必要である。 

 

(2) 調査地域 

調査地域は、計画地及びその周辺とした。 

 

(3) 調査方法 

1) 種類及び供給状況 

調査は、事業計画、既存資料の整理によった。 

2) 施設等でのエコマテリアルの利用状況 

調査は、事業計画、既存資料の整理によった。 

3) 工事等に伴うエコマテリアルの状況 

調査は、事業計画、既存資料の整理によった。 

4) 東京都等の目標、方針、基準等 

調査は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成 12 年法律第 100 号）、

「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」（平成 26 年２月４日変更閣議決定）、「平成 26

年度東京都環境物品等調達方針（公共工事）」（平成 26 年５月 東京都）の目標、方針、基準

等の整理によった。 

 

(4) 調査結果 

1) 種類及び供給状況 

ア．エコマテリアルの種類 

国の公共工事における特定調達品目の「資材」は、表9.15-2に示すとおりである。 
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表 9.15-2 国が公共工事の中で設定する特定調達品目（資材） 

品目分類 品目名 

盛土材等 

建設汚泥から再生した処理土 

土工用水砕スラグ 

銅スラグを用いたケーソン中詰め材 

フェロニッケルスラグを用いたケーソン中詰め材 

地盤改良材 地盤改良用製鋼スラグ 

コンクリート用スラグ骨材 

高炉スラグ骨材 

フェロニッケルスラグ骨材 

銅スラグ骨材 

電気炉酸化スラグ骨材 

アスファルト混合物 

再生加熱アスファルト混合物 

鉄鋼スラグ混入アスファルト混合物 

中温化アスファルト混合物 

路盤材 
鉄鋼スラグ混入路盤材 

再生骨材等 

小径丸太材 間伐材 

混合セメント 
高炉セメント 

フライアッシュセメント 

セメント エコセメント 

コンクリート及びコンクリート 製品 透水性コンクリート 

鉄鋼スラグ水和固化体 鉄鋼スラグブロック 

吹付けコンクリート フライアッシュを用いた吹付けコンクリート 

塗料 

下塗用塗料（重防食） 

低揮発性有機溶剤型の路面標示用水性塗料 

高日射反射率塗料 

防水 高日射反射率防水 

舗装材 
再生材料を用いた舗装用ブロック（焼成） 

再生材料を用いた舗装用ブロック類（プレキャスト無筋コンクリート製品） 

園芸資材 
バークたい肥 

下水汚泥を用いた汚泥発酵肥料（下水汚泥コンポスト） 

道路照明 環境配慮型道路照明 

中央分離帯ブロック 再生プラスチック製中央分離帯ブロック 

タイル 陶磁器質タイル 

建具 断熱サッシ・ドア 

製材等 
製材 

集成材、合板、単板積層材 

フローリング フローリング 

再生木質ボード パーティクルボード、繊維板、木質系セメント板 

ビニル系床材 ビニル系床材 

断熱材 断熱材 

照明機器 照明制御システム 

変圧器 変圧器 

空調用機器 

吸収冷温水機 

氷蓄熱式空調機器 

ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機 

送風機 

ポンプ 

配管材 排水・通気用再生硬質ポリ塩化ビニル管 

衛生器具 

自動水栓 

自動洗浄装置及びその組み込み小便器 

洋風便器 

コンクリート用型枠 再生材料を使用した型枠 

出典：「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」（平成 26年２月４日変更閣議決定） 
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東京都では、公共工事にあたって「東京都環境物品等調達方針（公共工事）」により、環

境物品等を最大限に活用することとしている。 

特に、「東京都建設リサイクル推進計画」及び同ガイドラインにおいて、都が政策として、

各種の副産物対策や環境負荷の軽減のため建設（実施）する施設や事業などにおける副産

物又は製品を、「特別品目」として指定している。このうち、副産物の有効利用に関するも

のは、表9.15-3に示すとおりであり、建設発生土、建設泥土等の有効利用を図る副産物等

が指定されている。 

表 9.15-3 東京都が定める特別品目 

分 類 エコマテリアルの種類 

建設発生土の有効利用を

図るもの 

建設発生土、良質土（道路上工事で使用するもの）、 

普通土（再利用センターストック土、青梅事業所ストック土）、改良土、 

粒状改良土、流動化処理土、一体の施工システム内処理土、分級処理土、 

しゅんせつ土、しゅんせつ土改良土 

建設泥土の有効利用を図

るもの 

建設泥土改良土、 

流動化処理土 

建設発生木材の有効利用

を図るもの 

再生木質ボード類 

熱帯雨林材等の使用を抑

制するもの 

環境配慮型型枠（複合合板型枠等） 

コンクリート塊、アスファ

ルト・コンクリート塊等の

有効利用を図るもの 

再生クラッシャラン、再生粒度調整砕石、再生砂、 

再生加熱アスファルト（混合物、処理混合物）、 

再生骨材（均し（捨て）コンクリート等（均しコンクリート、捨てコンクリート、裏

込めコンクリート等、杭、耐圧版、基礎渠、鋼管充填コンクリート等）及びレディー

ミクストコンクリート） 

再生コンクリート（路盤材、砕石等）、道床砕石 

廃棄物処理に伴う副産物

の有効利用を図るもの 

エコセメント（直接利用、均し（捨て）コンクリート等、レディーミクストコンクリ

ート、コンクリート二次製品） 

溶融スラグ（直接利用、コンクリート二次製品、再生加熱アスファルト混合物） 

スーパーアッシュ（コンクリート二次製品（管渠、人孔、ボックスカルバート、セグ

メント、基礎くい）、土木材料） 

アスファルト混合物用汚泥焼却灰を用いた加熱アスファルト混合物（再生・一般） 

浄水場発生土（グランド舗装材、緑化用土、土ブロック） 

都内の森林再生のため多

摩産材の有効利用を図る

もの 

多摩産材（直接利用、道路（林道を含む）施設材料、河川（治山を含む）施設材料、

建設材料、仮設材料） 

温室効果ガスの削減を図

るもの 

高効率空調用機器（熱源機器、熱源以外の空調機器）、発光ダイオードを用いた交通

信号機、高効率のランプ等を使用した照明器具（道路照明、道路照明以外）、ノンフ

ロン断熱材 

ヒートアイランド対策を

図るもの 

高反射率塗料、環境に配慮した公共用照明器具 

その他環境負荷の低減に

寄与するもの 

ハロゲンフリー電線・ケーブル、鉛フリー電線・ケーブル、低 VOC塗料、都内産緑化

植物（支給材、請負材） 

出典：「東京都環境物品等調達方針（公共工事）」（平成 26年６月 東京都） 
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イ．エコマテリアルの供給状況 

公共工事において利用量が多い再生骨材及び混合セメントの供給量は、表9.15-4及び表

9.15-5に示すとおりである。 

東京都に出荷されている砕石は、平成21年～平成25年で、約8,600千t～約9,500千tであ

るのに対して、再生骨材は、平成24年で281千tとなっている。 

また、東京都におけるセメントの販売高は、平成22年～平成26年で、約3,100千t～約3,500

千tであり、各年とも80％以上がポルトランドセメントとなっている。 

表 9.15-4 東京都への砕石及び再生骨材の出荷量 

年次 

砕石 再生骨材 

東京都への出荷合計 東京都への出荷合計 

 出荷元  出荷元 

 都内 都外  都内 都外 

（千 t） （％） （千 t） （千 t） （％） （千 t） 

平成 21年 9,016  3,859 5,157 X  X - 

平成 22年 9,489  3,757 5,732 X  X - 

平成 23年 9,110  3,516 5,594 （43）  X 43 

平成 24年 8,646 96.9 3,473 5,173 281 3.1 240 41 

平成 25年 8,844  3,657 5,187 （6）  X 6 

注 1）表中の「－」は実績なし、「X」は数字の秘匿を示す。 

注 2）表中の（ ）内の数値は、数字の秘匿分を除いた合計値を示す。 

出典：「平成 21年砕石等統計年報」（経済産業省製造産業局住宅産業窯業建材課） 

「平成 22年砕石等統計年報」（経済産業省製造産業局住宅産業窯業建材課） 

「平成 23年砕石等統計年報」（経済産業省製造産業局住宅産業窯業建材課） 

「平成 24年砕石等統計年報」（経済産業省製造産業局住宅産業窯業建材課） 

「平成 25年砕石等統計年報」（経済産業省製造産業局住宅産業窯業建材課） 

 

表 9.15-5 セメントの種類別販売高（東京都） 

年次 
ポルトランドセメント 混合セメント その他のセメント 計 

（t） （％） （t） （％） （t） （％） （t） 

平成 22年 2,619,787 82.3 544,835 17.1 18,015 0.6 3,182,637 

平成 23年 2,875,080 85.1 483,527 14.3 19,437 0.6 3,378,044 

平成 24年 2,830,987 83.2 558,706 16.4 14,659 0.4 3,404,352 

平成 25年 2,865,918 82.5 589,602 17.0 18,815 0.5 3,474,335 

平成 26年 2,791,476 85.0 473,951 14.4 18,643 0.6 3,284,070 

出典：「2010年暦年度 都道府県別種類別販売高」（平成 27年３月７日参照 (一社)セメント協会ホームページ） 

「2011年暦年度 都道府県別種類別販売高」（平成 27年３月７日参照 (一社)セメント協会ホームページ） 

「2012年暦年度 都道府県別種類別販売高」（平成 27年３月７日参照 (一社)セメント協会ホームページ） 

「2013年暦年度 都道府県別種類別販売高」（平成 27年３月７日参照 (一社)セメント協会ホームページ） 

「2014年暦年度 都道府県別種類別販売高」（平成 27年３月７日参照 (一社)セメント協会ホームページ） 

http://www.jcassoc.or.jp/cement/1jpn/jh3.html 
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2) 施設等でのエコマテリアルの利用状況 

スポーツ競技施設、又は大規模集客イベントにおけるリサイクル品の利用事例は、表 9.15-6

に示すとおりである。 

表 9.15-6 スタジアム・大規模集客イベントにおけるリサイクル品の利用 

施設・イベント 利用品目・概要 

IAIスタジアム日本平（清
水エスパルス） 

・スタジアム内に設置した専用回収ボックスで回収した紙コップ

を、トイレットペーパーにリサイクルし、スタジアムで使用。 

愛知万国博覧会 ・バガス（サトウキビの搾りかす）由来の成型紙食器を環境推薦

品に選定、会場で使用した。 

大分スポーツ公園総合競
技場 

・PLA(バイオマス原料プラスチック)製の再使用可能カップをド

リンク用に導入実績あり。 

小瀬スポーツ公園陸上競
技場 

〃 

横浜国際総合競技場（日
産スタジアム） 

〃 

瑞穂陸上競技場 〃 

SUMMER SONIC TOKYO 
（屋外音楽イベント） 

・PLA(バイオマス原料プラスチック)製の再使用可能カップをビ

ール用に導入実績あり。 
出典：「環境省「fun to share」キャンペーンウェブサイト チャレンジ 25 キャンペーン活動報告」

（平成 27年３月３日参照 環境省ホームページ）http://funtoshare.env.go.jp/ 
 「エコ・アイ」（平成 27年３月３日参照 (株)エコ・アイホームページ） 

http://www.ecoi.co.jp/ex.html 
  「平成 16年度デポジット制度導入実証事業に関する検討調査報告書」（平成 17年３月 三重県） 

 

3) 工事等に伴うエコマテリアルの状況 

公共工事における資材の特定調達品目の使用実績は、表 9.15-7(1)及び(2)に示すとおりであ

る。 

適用品目の数量割合は、90％以上の品目が多くなっているが、地盤改良材、吹付けコンクリ

ート、空調用機器、配管材については、70％を下回る割合となっている。 
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表 9.15-7(1) 特定調達品目実績集計表（公共工事（資材）） 

品目名 

単位 

数 量 適用品目

数量割合

①／③ 品目分類 品目名 
適用品目 

① 

類似品目 

② 

合計③ 

（=①＋②） 

盛土材等 

建設汚泥から再生した処理土 m3 213,214 

54,444 394,837 86.2% 

土工用水砕スラグ m3 4,289 

銅スラグを用いたケーソン中詰め材 m3 58,683 

フェロニッケルスラグを用いたケー

ソン中詰め材 
m3 64,207 

地盤改良材 地盤改良用製鋼スラグ m3 4,978 6,000 10,978 45.3% 

コンクリート用ス

ラグ骨材 

高炉スラグ骨材 m3 11,807 

836 19,528 95.7% 
ﾌｪﾛﾆｯｹﾙｽﾗｸﾞ骨材 m3 2,875 

銅スラグ骨材 m3 4,011 

電気炉酸化スラグ骨材 m3 0 

アスファルト混合

物 

再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 t 2,368,048 

42,455 2,450,022 98.3% 鉄鋼ｽﾗｸﾞ混入ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 t 459 

中温化アスファルト混合物 t 39,060 

路盤材 
鉄鋼ｽﾗｸﾞ混入路盤材 m3 44,130 

77,642 3,548,250 97.8% 
再生骨材等 m3 3,426,478 

小径丸太材 間伐材 m3 45,490   
  

混合セメント 

高炉ｾﾒﾝﾄ t 1,278,510 
12,974 1,367,060 99.1% 

ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄ t 75,576 

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) m3 4,699,717 
163,042 4,887,652 96.7% 

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(ﾌﾗｲｱｯｼｭ) m3 24,893 

セメント エコセメント 個 83,684   
 

  

コンクリート及びコン

クリート 製品 

透水性コンクリート m3 715   
 

  

透水性コンクリート２次製品 個 753,980   
 

  

鉄鋼スラグ水和固

化体 
鉄鋼スラグブロック kg 24,719,005 3,950 24,722,955 100.0% 

吹付けコンクリー

ト 

フライアッシュを用いた吹付けコン

クリート 
m3 106,317 82,448 188,766 56.3% 

塗料 

下塗用塗料（重防食） kg 484,544 4,011 488,555 99.2% 

低揮発性有機溶剤型の路面表示用水

性塗料 
m2 1,954,445 5,535 1,959,980 99.7% 

高日射反射率塗料 m2 30,474 11,619 42,094 72.4% 

防水 高日射反射率防水 m2 97,149 25,403 122,553 79.3% 

舗装材 

再生材料を用いた舗装用ブロック

（焼成） 
m2 18,464 

832 27,203 96.9% 再生材料を用いた舗装用ブロック類

（プレキャスト無筋コンクリート製

品） 

m2 7,906 

園芸資材 

バークたい肥 kg 16,852,176 

2,714 17,208,816 100.0% 下水汚泥を用いた汚泥発酵肥料（下

水汚泥コンポスト） 
kg 353,927 

道路照明 環境配慮型道路照明 台 11,871 651 12,522 94.8% 

中央分離帯ブロッ

ク 

再生プラスチック製中央分離帯ブロ

ック 
個 10,341 274 10,615 97.4% 

タイル 陶磁器質タイル m2 215,005 22,851 237,856 90.4% 

建具 断熱サッシ・ドア 工事数 1,011   
 

  

注1）品目名については、平成24年度基本方針に基づく名称としている。 
2）類似品目が共通しているものは、該当する特定調達物品全体の数量割合を算出している。 
3）間伐材、エコセメント、透水性コンクリート、透水性コンクリート２次製品、断熱サッシ・ドア、製材、集成材、合

板、単板積層材、フローリング、断熱材、再生材料を使用した型枠の特定調達物品等数量割合は、類似品目の特定が
困難なため算出していない。 

4）基本方針に定める品目名「透水性コンクリート」は、透水性コンクリートと透水性コンクリート２次製品に分けて計
上している。 

5）「排水・通気用再生硬質塩化ビニル管」の集計にあたっては、特定調達物品等の数量を、m で計上している場合と工
事数で計上している場合がある。 

出典：「平成 24年度国等の機関によるグリーン購入の実績及びその環境負荷低減効果等」 
（平成 24年６月５日環境省報道発表資料） 
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表 9.15-7(2) 特定調達品目実績集計表（公共工事（資材）） 

品目名 

単位 

数 量 適用品目

数量割合

①／③ 品目分類 品目名 
適用品目 

① 

類似品目 

② 

合計③ 

（=①＋②） 

製材等 

製材 m3 12,022       

集成材 m3 1,111       

合板 m2 319,754       

合板 m3 427       

単板積層材 m3 1,396       

フローリング フローリング m2 112,784 5,083 117,867 95.7% 

再生木質ボード 

パーティクルボード m2 61,902 0 61,902 100.0% 

繊維板 m2 13,486 35 13,521 99.7% 

木質系セメント板 m2 13,444 368 13,812 97.3% 

ビニル系床材 ビニル系床材 m2 832,316 230,042 1,062,358 78.3% 

断熱材 断熱材 工事数 11,958   
  

照明機器 照明制御システム 工事数 882 118 1,000 88.2% 

変圧器 変圧器 台 1,902 134 2,036 93.4% 

空調用機器 

吸収冷温水機 台 62 4 66 93.9% 

氷蓄熱式空調機器 台 53 0 53 100.0% 

ガスエンジンヒートポンプ式空気調

和機 
台 1,308 31 1,339 97.7% 

送風機 台 1,401 657 2,058 68.1% 

ポンプ 台 542 83 625 86.7% 

配管材 
排水・通気用再生硬質ポリ塩化ビニ

ル管 

ｍ 205,704 89,588 295,292 69.7% 

工事数 67 2 69 97.1% 

衛生器具 

自動水栓 工事数 1,428 11 1,439 99.2% 

自動洗浄装置及びその組み込み小便

器 
工事数 729 39 768 94.9% 

洋風便器 工事数 1,456 36 1,492 97.6% 

コンクリート用型 再生材料を使用した型枠 工事数 1,107   
  

注1）品目名については、平成24年度基本方針に基づく名称としている。 

2）類似品目が共通しているものは、該当する特定調達物品全体の数量割合を算出している。 

3）間伐材、エコセメント、透水性コンクリート、透水性コンクリート２次製品、断熱サッシ・ドア、製材、集成材、

合板、単板積層材、フローリング、断熱材、再生材料を使用した型枠の特定調達物品等数量割合は、類似品目の特

定が困難なため算出していない。 

4）基本方針に定める品目名「透水性コンクリート」は、透水性コンクリートと透水性コンクリート２次製品に分けて

計上している。 

5）「排水・通気用再生硬質塩化ビニル管」の集計にあたっては、特定調達物品等の数量を、m で計上している場合と

工事数で計上している場合がある。 

出典：「平成 24年度国等の機関によるグリーン購入の実績及びその環境負荷低減効果等」 
（平成 24年６月５日 環境省報道発表資料） 

 

4) 東京都等の目標、方針、基準等 

エコマテリアルに関する東京都等の目標、方針、基準等については、表 9.15-8(1)～(3)に示

すとおりである。 

また、東京都では平成 14 年６月より「建築物環境計画書制度」を導入しており、延床面積

5,000m2 を超える新築・増築を行う建築物には、建築主自身が環境配慮の取組みを評価した書

類を計画・変更時・完了時に提出することが義務付けられている。この中で、エコマテリアル

についての項目と評価基準は、表 9.15-9 に示すとおりであり、再生骨材や混合セメント、リ

サイクル鋼材等の利用についての評価基準が設定されている。 

なお、エコマテリアルに関連する各種リサイクルに係る方針等については、「9.14 廃棄物 

9.14.1 現況調査 (4)調査結果 5)東京都等の計画等の状況」（p.380 参照）に示したとおり

である。 
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9.15エコマテリアル 

表 9.15-8(1) エコマテリアルに関する目標、方針、基準等 

関係計画等 目標・施策等 

国等による環境物

品等の調達の推進

等に関する法律 

（平成 12年法律 

第 100号） 

（目的）  

第一条  この法律は、国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人による

環境物品等の調達の推進、環境物品等に関する情報の提供その他の環境物品等への需要

の転換を促進するために必要な事項を定めることにより、環境への負荷の少ない持続的

発展が可能な社会の構築を図り、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確

保に寄与することを目的とする。 

（国及び独立行政法人等の責務）  

第三条  国及び独立行政法人等は、物品及び役務（以下「物品等」という。）の調達に

当たっては、環境物品等への需要の転換を促進するため、予算の適正な使用に留意しつ

つ、環境物品等を選択するよう努めなければならない。  

２  国は、教育活動、広報活動等を通じて、環境物品等への需要の転換を促進する意義

に関する事業者及び国民の理解を深めるとともに、国、地方公共団体、事業者及び国民

が相互に連携して環境物品等への需要の転換を図る活動を促進するため必要な措置を

講ずるよう努めなければならない。  

（地方公共団体及び地方独立行政法人の責務）  

第四条  地方公共団体は、その区域の自然的社会的条件に応じて、環境物品等への需要

の転換を図るための措置を講ずるよう努めるものとする。  

２  地方独立行政法人は、当該地方独立行政法人の事務及び事業に関し、環境物品等へ

の需要の転換を図るための措置を講ずるよう努めるものとする。  

（事業者及び国民の責務）  

第五条  事業者及び国民は、物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受け

る場合には、できる限り環境物品等を選択するよう努めるものとする。  

（環境物品等の調達の基本方針）  

第六条  国は、国及び独立行政法人等における環境物品等の調達を総合的かつ計画的に

推進するため、環境物品等の調達の推進に関する基本方針（以下「基本方針」という。）

を定めなければならない。  

２  基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一  国及び独立行政法人等による環境物品等の調達の推進に関する基本的方向 

二  国及び独立行政法人等が重点的に調達を推進すべき環境物品等の種類（以下「特

定調達品目」という。）及びその判断の基準並びに当該基準を満たす物品等（以下

「特定調達物品等」という。）の調達の推進に関する基本的事項 

三  その他環境物品等の調達の推進に関する重要事項 

（環境物品等の調達方針）  

第七条  各省各庁の長及び独立行政法人等の長（当該独立行政法人等が特殊法人である

場合にあっては、その代表者。以下同じ。）は、毎年度、基本方針に即して、物品等の

調達に関し、当該年度の予算及び事務又は事業の予定等を勘案して、環境物品等の調達

の推進を図るための方針を作成しなければならない。  

２  前項の方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。  

一  特定調達物品等の当該年度における調達の目標  

二  特定調達物品等以外の当該年度に調達を推進する環境物品等及びその調達の目標  

三  その他環境物品等の調達の推進に関する事項  

３  各省各庁の長及び独立行政法人等の長は、第一項の方針を作成したときは、遅滞な

く、これを公表しなければならない。  

４  各省各庁の長及び独立行政法人等の長は、第一項の方針に基づき、当該年度におけ

る物品等の調達を行うものとする。  
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9.15エコマテリアル 

 

表 9.15-8(2) エコマテリアルに関する目標、方針、基準等 

関係計画等 目標・施策等 

環境物品等の調達

の推進に関する基

本方針 

（平成 26年２月４

日変更閣議決定） 

＜環境物品等の調達推進の基本的考え方＞ 

・国などの各機関は以下の考え方に則り調達を行う。 

①調達に当たって環境負荷の低減に資することが要素の一つとなる。 

②地球温暖化、大気汚染、水質汚濁、生物多様性の減少、廃棄物の増大等の多

岐にわたる環境負荷項目をできる限り包括的にとらえ、かつライフサイクル全

体についての環境負荷の低減を考慮した物品等を選択する。また、地域に特有

の環境問題を抱える地域にあっては、当該環境問題に対応する環境負荷項目に

重点を置いて、物品等を調達する。 

③調達総量を抑制するよう合理的な使用等に努めるものとし、調達された環境

物品等について長期使用や適正使用、分別廃棄などに留意する。 

・特定調達品目について 

①各機関は特定調達品目ごとに毎年度調達目標を設定する。 

②特定調達品目ごとに数値等の明確な判断基準を設定する。ただし判断基準の

みでなくライフサイクル全体で環境負荷低減を図った物品調達に努めること

が望ましい。 

③特定調達品目と判断の基準等は適宜見直しを行う。 

④公共工事については資材等の他に環境負荷の少ない工法等を含む種々の方策

が考えられ、ライフサイクル全体にわたった総合的観点からの検討を進める。 

・特定調達品目の分野及び品目一覧(公共工事品目) 

分野 品目 

資材 

建設汚泥から再生した処理土／土工用水砕スラグ 

銅スラグを用いたケーソン中詰め材／フェロニッケルスラグを用いたケーソン

中詰め材／地盤改良用製鋼スラグ／高炉スラグ骨材 

フェロニッケルスラグ骨材／銅スラグ骨材／電気炉酸化スラグ骨材  

再生加熱アスファルト混合物／鉄鋼スラグ混入アスファルト混合物  

中温化アスファルト混合物／鉄鋼スラグ混入路盤材／再生骨材等／間伐材 

高炉セメント／フライアッシュセメント／エコセメント 

透水性コンクリート／鉄鋼スラグブロック／ 

フライアッシュを用いた吹付けコンクリート／下塗用塗料（重防食） 

低揮発性有機溶剤型の路面標示用水性塗料／高日射反射率塗料  

高日射反射率防水／再生材料を用いた舗装用ブロック（焼成） 

再生材料を用いた舗装用ブロック類（プレキャスト無筋コンクリート製品） 

バークたい肥／下水汚泥を用いた汚泥発酵肥料（下水汚泥コンポスト） 

環境配慮型道路照明／再生プラスチック製中央分離帯ブロック  

陶磁器質タイル／断熱サッシ、ドア／製材／集成材、合板、単板積層材 

フローリング／パーティクルボー、繊維版、木質系セメント板 

ビニル系床材／断熱材／照明制御システム／変圧器／吸収冷温水機 

氷蓄熱式空調機器／ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機／送風機／ポンプ  

排水・通気用再生硬質ポリ塩化ビニル管 

自動水栓／自動洗浄装置及びその組み込み小便器／洋風便器 

再生材料を使用した型枠／合板型枠 

建設 

機械 
排出ガス対策型建設機械／低騒音型建設機械 

工法 

低品質土有効利用工法／建設汚泥再生処理工法／ 

コンクリート塊再生処理工法／路上表層再生工法／路上再生路盤工法 

伐採材又は建設発生土を活用した法面緑化工法 

泥土低減型ソイルセメント柱列壁工法 

目的物 排水性舗装／透水性舗装／屋上緑化 
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表 9.15-8(3) エコマテリアルに関する目標、方針、基準等 

関係計画等 目標・施策等 

平成26年度東京都環

境物品等調達方針

（公共工事） 

（平成 26年６月  

東京都） 

 

【目的】 

 グリーン購入法、東京都建設リサイクルガイドラインに基づき、公共工事における資

材、建設機械、工法、目的物などついて、環境物品等の使用及び環境影響物品等の使

用抑制に関し必要な事項を定める。 

【方針】 

①適用範囲 

 都が平成26 年度に施工する公共工事のうち、起工額が500万円以上の建設工事等（解

体工事のみの場合を除く。）に適用し、都の監理団体が施工するものを含む。都の報

告団体が施工する工事についてもできる限り本方針に基づき環境物品等の使用の推進

及び環境影響物品等の使用抑制に努めることが望ましいとされている。 

  また、区市町村が発注する工事については、グリーン購入法第10 条及びガイドライ

ンに基づき、独自の環境物品等の調達方針（公共工事）を作成し公表することが望ま

しいとされるが、独自の環境物品等の調達方針（公共工事）が未整備の段階において

は、本方針を準用して環境物品等の調達を推進する。 

②基本的考え方 

・建設資源循環への寄与 

・廃棄物の減量化及び最終処分場の延命化 

・他産業廃棄物の減量化及び最終処分場の延命化 

・都内産の資材の活用 

・温室効果ガスの削減 

・環境影響物品等の使用抑制 

・関係法令等の順守 

【基準】 

 都等が公共工事において調達する環境物品等は、以下の３品目からとし、重複する場

合は①を優先する。 
 品目 要 件 
① 特 別

品目 
都が政策として、副産物対策や環境負荷軽減のため建設（実施）する施
設・事業等における副産物又は製品。 
1 建設発生土の有効利用を図るもの 
2.建設泥土の有効利用を図るもの 
3.建設発生木材の有効利用を図るもの 
4.熱帯雨林材及び針葉樹材の使用を抑制するもの 
5.コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊等の有効利用を図る
もの 

6.廃棄物処理に伴う副産物の有効利用を図るもの 
7.都内の森林育成のため多摩産材の有効利用を図るもの 
8.温室効果ガスの削減を図るもの 
9.ヒートアイランド対策を図るもの 
10. その他環境負荷の低減に寄与するもの 

② 特 定
調 達
品目 

国がグリーン購入法に基づき策定する「環境物品等の調達の推進に関す
る基本方針」のうち、「公共工事」に分類される資材、建設機械、工法、
目的物などの環境物品等と原則として同じもの。ただし、都等で調達す
ることが適当でないものは除き、用語の表現や仕様等の一部は都独自の
表現に改める。 

③ 調 達
推 進
品目 

1.環境省「グリーン購入法に係る公共工事の特定調達品目候補群」に掲
載された資材、建設機械、工法、目的物。 

2.都各局の新材料や新工法に関する取扱要領等により公募・評価のうえ
採用された環境物品等。 

3.国土交通省「官庁施設の環境保全性に関する基準」に記載されている
環境物品等。 

4.環境省HP記載のエコマーク・エコ商品ねっと・エコリーフ環境ラベ
ル・PCグリーンラベル等で認定している環境物品等。 

5.国土交通省「新技術情報提供システム」(NETIS)に登録されている環
境物品等。 

6.（財）建材試験センターその他の公的機関の登録制度などの対象とな
る環境物品等。 

7.他道府県等の環境物品等登録制度等の対象品目。 
8.建設業団体が団体独自に定める環境物品等、ISO14001等環境管理シス
テムを有する請負者(建設業者)が独自に定める環境物品等。 
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表 9.15-9 建築物環境計画書制度のエコマテリアルに関する評価基準 

項 目 評価基準 

再生骨材等利用 

（任意評価項目） 

次のいずれかの材料として、再生骨材等を利用していること。 

①捨てコンクリート 

②工作物に用いられる現場打ちコンクリート又はコンクリート製品 

③その他これらに準ずるもの 

混合セメント等利用 杭、特定建築物の地下部分その他の当該セメントが利用できる部分に、次

に掲げるセメントのいずれかを利用していること。 

①高炉セメントＢ種若しくはＣ種又はフライアッシュセメントＢ種若し

くはＣ種 

②廃棄物を焼却した際に発生する灰を主たる原料としたセメント 

③その他環境に配慮したセメント 

リサイクル鋼材利用 電炉鋼材その他のリサイクル鋼材を鉄筋以外の構造用材料として利用して

いること。ただし、特定建築物の全部が鉄筋コンクリート造である場合は

適用しない。 

出典：「東京都建築物環境計画書作成の手引（第１版）」（平成 25年７月 東京都環境局） 
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9.15エコマテリアル 

9.15.2 予測 

(1) 予測事項 

予測事項は、エコマテリアルの利用への取組み・貢献の程度とした。 

 

(2) 予測の対象時点 

予測の対象時点は、2020 年東京大会の実施においてエコマテリアルの利用が可能な期間とし、

大会開催前、大会開催中及び大会開催後においてそれぞれ代表的な時点又は期間のうち、大会開

催前とした。 

 

 (3) 予測地域 

予測地域は、計画地内とした。 

 

(4) 予測手法 

予測手法は、施工計画等から推定する方法によった。 

 

(5) 予測結果 

建設工事にあたっては、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律に基づき文部科学

省が定める「環境物品等の調達の推進を図るための方針」等に基づき、建設資材等の環境物品等

の調達や環境影響物品等の使用抑制を図ることから、エコマテリアルの利用が図られると予測す

る。 

 

9.15.3 ミティゲーション 

(1) 予測に反映した措置 

・建設資材についてエコマテリアルの適用品目があるものについては、適用品目を利用するよ

う努める計画である。 

 

(2) 予測に反映しなかった措置 

・今後、開発・実用化される素材についても、積極的に利用を努める計画である。 

 

9.15.4 評価 

(1) 評価の指標 

評価の指標は、標準的なエコマテリアルの活用水準とした。 

 

(2) 評価の結果 

建設工事にあたっては、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律に基づき文部科学

省が定める「環境物品等の調達の推進を図るための方針」等に基づき、建設資材等の環境物品等

の調達や環境影響物品等の使用抑制を図ることから、エコマテリアルの利用が図られると考える。 

以上のことから、エコマテリアルの活用が図られ、評価の指標を満足するものと考える。 
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9.16温室効果ガス 

9.16 温室効果ガス 

9.16.1 現況調査 

(1) 調査事項及びその選択理由 

調査事項及びその選択理由は、表 9.16-1に示すとおりである。 

表 9.16-1 調査事項及びその選択理由 

調査事項 選択理由 

①原単位等の把握 
②対策の実施状況 
③地域内のエネルギー資源の状況 
④温室効果ガスを使用する設備機器

等の状況 
⑤東京都等の計画等の状況 
⑥法令等による基準等 

事業の実施に伴い温室効果ガスの排出量及びその
削減の影響が考えられることから、左記の事項に係
る調査が必要である。 

 

(2) 調査地域 

調査地域は、計画地及びその周辺とした。 

 

(3) 調査方法 

1) 原単位等の把握 

調査は、「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル Ver.3.5」（平成 26年５月 環境省・

経済産業省）、「建築物エネルギー消費量調査報告[第 36 報]」（平成 26 年４月 (一社)日本ビ

ルエネルギー総合管理技術協会）の既存資料等の整理によった。 

2) 対策の実施状況 

調査は、東京都等の既存資料の整理によった。 

3) 地域内のエネルギー資源の状況 

調査は、東京都の既存資料の整理によった。 

4) 温室効果ガスを使用する設備機器等の状況 

調査は、事業計画の整理によった。 

5) 東京都等の計画等の状況 

調査は、「東京都建築物環境配慮指針」（平成 21 年９月 東京都）、「東京都地球温暖化対策

指針」（平成 26年４月 東京都）、「東京都気候変動対策方針」（平成 19年６月 東京都）等の

計画等の整理によった。 

6) 法令等の基準等 

調査は、地球温暖化対策の推進に関する法律（平成 10年法律第 117号）、特定製品に係るフ

ロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律（平成 13 年法律第 64 号）、環境確保条例

（平成 12年条例第 215条）の法令等の整理によった。 
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(4) 調査結果 

1) 原単位等の把握 

ア．燃料種別の原単位 

「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル Ver.3.5」（平成26年５月 環境省・経済

産業省）による排出原単位は、表9.16-2に示すとおりである。 

表 9.16-2 燃料の種類、単位発熱量及び排出係数 

No 燃料の種類 単位発熱量 排出係数 

1 原料炭 29.0 GJ/t 0.0245 tC/GJ 

2 一般炭 25.7 GJ/t 0.0247 tC/GJ 

3 無煙炭 26.9 GJ/t 0.0255 tC/GJ 

4 コークス 29.4 GJ/t 0.0294 tC/GJ 

5 石油コークス 29.9 GJ/t 0.0254 tC/GJ 

6 コールタール 37.3 GJ/t 0.0209 tC/GJ 
7 石油アスファルト 40.9 GJ/t 0.0208 tC/GJ 

8 コンデンセート（NGL） 35.3 GJ/kl 0.0184 tC/GJ 

9 原油（コンデンセート（NGL）を除く） 38.2 GJ/kl 0.0187 tC/GJ 

10 ガソリン 34.6 GJ/kl 0.0183 tC/GJ 

11 ナフサ 33.6 GJ/kl 0.0182 tC/GJ 

12 ジェット燃料油 36.7 GJ/kl 0.0183 tC/GJ 

13 灯油 36.7 GJ/kl 0.0185 tC/GJ 

14 軽油 37.7 GJ/kl 0.0187 tC/GJ 

15 Ａ重油 39.1 GJ/kl 0.0189 tC/GJ 

16 Ｂ・Ｃ重油 41.9 GJ/kl 0.0195 tC/GJ 

17 液化石油ガス（LPG） 50.8 GJ/t 0.0161 tC/GJ 

18 石油系炭化水素ガス 44.9 GJ/千 Nm3 0.0142 tC/GJ 
19 液化天然ガス（LNG） 54.6 GJ/t 0.0135 tC/GJ 

20 天然ガス（液化天然ガス（LNG）を除く） 43.5 GJ/千 Nm3 0.0139 tC/GJ 

21 コークス炉ガス 21.1 GJ/千 Nm3 0.0110 tC/GJ 

22 高炉ガス 3.41 GJ/千 Nm3 0.0263 tC/GJ 

23 転炉ガス 8.41 GJ/千 Nm3 0.0384 tC/GJ 

24 都市ガス 44.8 GJ/千 Nm3 0.0136 tC/GJ 

注1)「総量削減義務と排出量取引制度における特定温室効果ガス排出量算定ガイドライン」は「東京都地

球温暖化対策指針」で指定するガイドラインの１つである。 

2)「総量削減義務と排出量取引制度における特定温室効果ガス排出量算定ガイドライン」では、表中の

値は第２計画期間の排出係数として掲載されており、都市ガスの単位発熱量については、下表が別

途掲載されている。 

表 東京都内の都市ガス事業者の単位発熱量 

事業者名 ガスグループ 単位 H19～ 

東京ガス 13A GJ/千Nm3 45 

青梅ガス 13A GJ/千 Nm3 43.12 

武陽ガス 13A GJ/千 Nm3 45 

昭島ガス 13A GJ/千 Nm3 45 

 

また、間接排出として、「他人から供給された電気」「他人から供給された熱」について、電気事業者等、熱供

給事業者等の別によらず一律に、第２計画期間は、次の標準値を用いることとしている。 

区分 第２計画期間 

他人から供給された電気の排出係数 0.489 t-CO2/千 kWh 

他人から供給された熱（蒸気・温水・冷水）の排出係数 0.060 t-CO2/GJ 

出典：「特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令 

（平成 18年経済産業省・環境省令第３号）」 

「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル Ver.3.5」（平成 26年５月 環境省・経済産業省） 

「総量削減義務と排出量取引制度における特定温室効果ガス排出量算定ガイドライン」（平成 26年４月 東京

都環境局） 
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イ．既存施設の原単位 

既存施設である国立霞ヶ丘競技場における温室効果ガス排出量の原単位は、利用日数に

より計算されている。それに基づく温室効果ガス排出量の状況は、表9.16-3に示すとおり

である。 

表 9.16-3 国立霞ヶ丘競技場における温室効果ガス排出量 

項 目 単位 平成 25年度 

温室効果ガス排出量 t-CO2 1,565 

注）(独)日本スポーツ振興センターへのヒヤリングに基づき作成 

 

ウ．類似施設の原単位 

類似施設として、横浜国際総合競技場における温室効果ガス排出量の状況について整理

した。横浜国際総合競技場の施設の概要及び横浜国際総合競技場における原単位は、表

9.16-4及び表9.16-5に示すとおりである。 

表 9.16-4 類似施設の概要 

項  目 横浜国際総合競技場 

延床面積 172,758m2 

観客席 72,327席 

注）類似施設の選定根拠は、以下に示すとおりである。 

出典：「日産スタジアム」（平成27年３月３日参照 (公財)横浜市体育協会ホームページ） 

http://www.nissan-stadium.jp/stadium/gaiyo.php 

 

 

各施設の延床面積と二酸化炭素排出量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二酸化炭素排出量と延床面積の関係 

注）東京及びその近郊における屋外の一般的なスポーツ施設において、二酸化炭素排出量と延床

面積には相関関係があると考えられた。そのため、延床面積がオリンピックスタジアムに最

も近い施設として、横浜国際総合競技場を選定した。 

出典：「2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会 初期段階環境影響評価書」 

（平成25年２月 東京都ほか） 

 

なお、横浜国際総合競技場における温室効果ガス排出量の状況は、表9.16-5に示すとお

りである。 

 

表9.16-5 類似施設（横浜国際総合競技場）における温室効果ガス排出量の状況 

項 目 単位 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 

CO2排出量 t-CO2 5,022 4,731 4,373 4,521 3,691 

出典：「日産スタジアム」（平成27年３月３日参照 (公財)横浜市体育協会ホームページ） 

http://www.nissan-stadium.jp/csr/eco02.php 

 

施 設 
延床面積 

(m2) 

二酸化炭素 

排出量 

(t-CO2/年) 

有明テニスの森 30,952 608 

夢の島競技場 2,920 66 

東京スタジアム 86,000 1,999 

埼玉スタジアム 2002 60,867 1,727 

横浜国際総合競技場 172,758 3,781 

y = 0.0226x
R² = 0.9818

0
500

1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500

0 50,000 100,000 150,000 200,000

二酸化炭素排出量

線形 (二酸化炭素排出量)

二酸化炭素排出量

(t-CO2/年)

延床面積（m2）

※ グラフ中の式は相関式、

R は相関係数を示す。 
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また、「建築物エネルギー消費量調査報告[第36報]」（平成26年４月 (一社)日本ビルエネ

ルギー総合管理技術協会）による建物用途別の原単位は、表9.16-6に示すとおりであり、ス

ポーツ施設では70.9 kg-CO2/m
2・年となっている。 

表 9.16-6 用途別二酸化炭素排出量原単位 

建物用途 CO2排出量（kg-CO2/m
2・年） 

事務所 65.9 

店舗・飲食店 125.2 

集会場 60.4 

文化施設 63.7 

スポーツ施設 70.9 

福祉施設 69.2 

分類外施設 117.3 

注）調査期間（平成 24年４月～平成 25年３月）」 

出典：「建築物エネルギー消費量調査報告[第 36 報]」（平成 26 年

４月 (一社)日本ビルエネルギー総合管理技術協会） 

 

2) 対策の実施状況 

ア．既存施設 

国立霞ヶ丘競技場における温室効果ガス排出量の削減対策は、表9.16-7に示すとおりであ

る。 

表 9.16-7 国立霞ヶ丘競技場における温室効果ガス排出量の削減対策 

対策の内容 

・空調利用時間帯の制限（夏期期間：７月～９月、冬期期間 12月～３月） 

・照明灯の間引きによる減灯 

・イベント設営・撤去時間帯の夜間照明灯の減灯 

・設備改修（ポンプのインバーター制御など） 

・デマンド管理（必要に応じて、空調機等の緊急遮断の要請） 

・場内自動販売機の夏場ピークカット運転の要請（電力需要時間帯の運転停止） 

・テナントに省エネの要請を実施 

注）(独)日本スポーツ振興センターへのヒヤリングに基づく 

 

イ．類似施設 

類似施設として、横浜国際総合競技場における温室効果ガス排出量の削減対策状況につい

て整理した。横浜国際総合競技場における削減対策は、表9.16-8に示すとおりである。 

表 9.16-8 類似施設（横浜国際総合競技場）における温室効果ガス排出量の削減対策 

区分 対策の名称 実施時期 

LED化 大型映像装置の LED化 

（1 基 1 時間あたりの消費電力が 230kwh から 90kwh に減少。

140kwhの省エネルギー。） 

平成 23年度 

光熱水費削減 熱源設備の改修、空調機や給排気ファンのインバータ化、高効

率ヒートポンプチラーの導入、照明機器の LED化など 

平成 22年度 

出典：「日産スタジアム」（平成27年３月３日参照 (公財)横浜市体育協会）

http://www.nissan-stadium.jp/csr/index.php 
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また、スポーツ施設における温室効果ガス排出量の削減対策の実施状況は、表9.16-9に示

すとおりである。 

表 9.16-9 屋内スポーツ施設における省エネルギー対策実施状況 

項目 対策の内容 
照明注) 不必要な照明の消灯、電球形蛍光灯の採用 
水 節水器具の採用 
空調 設定温度の見直し、高効率設備の採用、運転時間の見直し、ファンのインバータ制御 
その他 省エネ自販機の採用、濾過ポンプのインバータ制御、コージェネシステムの採用、窓ガ

ラスの断熱・遮熱、ボイラーの省エネ運転 
注）国立霞ヶ丘競技場においては、この他に Hf 蛍光灯や LED 照明の採用も行われている。 

出典：「フィットネスクラブの省エネルギー対策」 

（平成 27 年３月３日参照 東京都環境局東京都地球温暖化防止活動推進センターホームページ）

http://www.tokyo-co2down.jp/documents/fitness.pdf 

 

3) 地域内のエネルギー資源の状況 

計画地周辺の地域冷暖房区域の設定状況は、表 9.16-10及び図 9.16-1に示すとおりであり、

港区において地域冷暖房区域が２区域位置している。 

なお、「エネルギー有効利用計画書」（東京都）及び「地域エネルギー供給計画書」（東京都）

によると、計画地の周辺において計画されている事業はなかった。 

表 9.16-10 地域冷暖房区域の設定状況（平成 24年度） 

No. 
区域の名称 

エネルギー供給

対象建築物 
種類及び量並びに 

熱媒体の種類 

供給 

開始時期 

熱供給 

プラント 

の名称 

使用したエネルギー

の種類及び実績 
名称 所在地 総延べ面積（m2） 

1 
青山地域 

冷暖房区域 

東京都港区 

南青山一丁目他 
201,430.10 

冷水：62,660MJ/h 

蒸気：81,930MJ/h 

平成 19年 

10月 

丸の内  

熱供給 

青山センタ

ー 

電気：5,659,734kWh 

都市ガス：60,932GJ 

2 
北青山 

二丁目 

東京都港区 

北青山 2丁目 

2番から 7番 

158,063.00 
冷水：51,153MJ/h 

蒸気：35,189MJ/h 

平成３年 

４月 

青山エナジ

ーサービス

㈱ 

電気：3,485,929kWh 

都市ガス：31,702GJ 

注）エネルギーの供給期間及び使用したエネルギーの期間は、いずれの区域も平成 24年４月１日から平成 25年３月 31日で

ある。 

出典：「地域エネルギー供給実績報告書」(東京都) 

「地域冷暖房区域区市別一覧（平成 26年５月現在）」（東京都） 

 

 

 

- 407 - 



9.16温室効果ガス 

 

 

 

図● 地域冷暖房区域（新宿区） 
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4) 温室効果ガスを使用する設備機器等の状況 

現在、計画地に既存施設はないため、温室効果ガスを使用する設備機器等は存在しない。 

5) 東京都等の計画等の状況 

温室効果ガスに関する東京都等の計画等は、表 9.16-11(1)～(4)に示すとおりである。 

表 9.16-11(1) 温室効果ガスに関する計画等 

関係計画等 目標・施策等 

東京都建築物環境配慮指針 

（平成 21年９月 東京都） 

1.特定建築物のエネルギーの使用の合理化、資源の適正利用、 自然環境の保全

及びヒートアイランド現象の緩和に係る措置について配慮事項、取組状況の

評価、省エネルギー性能基準に適合するための措置、再生可能エネルギー利

用設備導入に係る措置の検討方法等について定める。 

2.環境配慮措置の配慮事項 

 特定建築主は、特定建築物について、環境への配慮のための措置を講じる際

は、別表にある事項について配慮を行い、措置を定める。 

3.環境配慮措置の取組状況評価 

 特定建築主は、環境配慮措置についての取組状況について、特定建築物の住

宅用途又は住宅以外の用途の別に定める評価基準への適合状況を把握し、適

合する評価基準に対応する評価基準の段階ごとに次の表に定めるところによ

り配点を行い、取組・評価書を作成する。 

評価基準の段階 
評価基準への適

合に対する配点 

段階 1(環境への配慮のための措置として環境への負荷の

低減を図る上で必要なもの) 
0点 

段階 2(環境への配慮のための措置として環境への負荷の

低減に高い効果を有するもの) 
1点 

段階 3(環境への配慮のための措置として環境への負荷の

低減に著しく高い効果を有するもの) 
2点 

4.大規模特定建築主は再生可能エネルギー利用設備の導入に関する検討を行

う。 

5.特別大規模特定建築主は省エネルギー性能基準の値に適合するよう措置を講

じるものとし、その内容を取組・評価書に記載する。 

6.特別大規模特定建築主はエネルギー有効利用計画書において設定したエネル

ギーの使用の合理化に関する性能の目標値以上の性能を確保するよう講じた

措置の内容を、取組・評価書に記載する。 

7.特定建築主は環境への配慮のための措置等の実施結果を示した書類につい

て、取組・評価書を用いて作成し、工事完了届出書に添付する。 

8. 知事が、エネルギーの使用の合理化に関する性能の状況について報告を求め

る内容は、特別大規模特定建築主が行った建築設備の運転及び制御の方法の

調整の状況並びにその結果として把握されたエネルギーの使用の状況とす

る。 
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表 9.16-11(2) 温室効果ガスに関する計画等 

関係計画等 目標・施策等 

東京都建築物環境計画書制度

（平成 14年６月 東京都） 

・東京都建築物環境配慮指針、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例・

規則を根拠とした制度。 

・対象建築物 

 計画書提出義務：大規模特定建築物（5,000m2超） 

         特別大規模特定建築物（10,000 m2超） 

 計画書任意提出：特定建築物（2,000 m2以上） 

・制度の特徴 

1 建築物における幅広い環境分野を対象とした制度 

2 建築主自身が環境配慮の取組を配慮指針に基づいて評価する制度 

3 
計画書を都が公表することにより、建築物の環境配慮の状況を広く明

らかにする制度 

4 積極的な環境配慮の取組を行った場合、そのレベルが明示される制度 

5 

計画時の「建築物環境計画書」だけでなく工事完了時においても、実

際にどのように建築物の環境への配慮のための取組が行われたかを明

確にすることを求めた制度 

6 
従来型の規制的な手法ではなく、誘導的な手法により建築主の自主的

な取組を促す制度 

 

・2010年以降の制度強化項目 

1 

建築物環境計画書制度の対象拡大【2010年 10月より実施】  

・現行延床面積 1万 m2から 5千 m2超へ引き下げ 

・延床面積 2千 m2以上 5千 m2以下は任意提出が可能 

2 
マンション環境性能表示義務の対象拡大  

・分譲マンションに加え、賃貸マンションにも表示義務 

3 

再生可能エネルギー利用設備の導入検討義務  

・太陽エネルギー、地中熱、バイオマス等が対象 

・太陽エネルギーについては、導入検討内容について提出を義務 

4 

省エネルギー性能評価書制度の新設  

・賃貸等の取引時に建築主が省エネルギー性能評価書を交付 

・PALと ERRを各々５段階で表示、採用した省エネ設備も表示 

・延床面積 1万 m2超が対象。ただし、住宅、倉庫、工場、駐車場等の

用途は対象外 

5 

省エネルギー性能基準の設定と義務化  

・次の両方の基準に適合するよう措置を講ずること（延床面積 1万 m2

超の特別大規模特定建築物（非住宅）が対象） 

①PAL*の低減率が、住宅、工場等を除く用途のいずれかの延べ面積が

2,000 m2以上である場合、非住宅用途の部分全体で 0以上であるこ

と。 

②ERRが、住宅を除く用途のいずれかの延べ面積が 2,000 m2以上であ

る場合、建物全体で 0以上であること。 

6 

省エネルギー性能目標値の確保  

・特定開発事業においては、エネルギー有効利用計画で設定した性能

目標値以上を確保するよう措置を講ずる 

  

東京都地球温暖化対策指針

（平成 26年４月 東京都） 

・温室効果ガス排出事業者が取り組むべき地球温暖化の対策の推進体制の整備、

温室効果ガス排出量の把握、地球温暖化対策計画書及び地球温暖化対策報告

書等を作成するための方法等について定めている。 

・事業者は、自らの事業活動に伴い排出される温室効果ガスの量の把握及びそ

の削減等のための措置を継続的に実施するよう努めなければならない。 

・事業者は、他の事業者が取り組む当該他の事業者自らの事業活動に伴い排出

される温室効果ガスの量の把握及びその削減等のための措置の実施に対し、

必要な協力を行うよう努めなければならない。 

・事業者は、東京都が実施する温室効果ガスの排出削減のための施策について

把握及び理解に努め、効果的に施策が実施されるよう協力しなければならな

い。 
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表 9.16-11(3) 温室効果ガスに関する計画等 

関係計画等 目標・施策等 

東京都気候変動対策方針 

（平成 19年６月 東京都） 

 

「カーボンマイナス東京 10 年プロジェクト」（東京の温室効果ガス排出量を、

2020年までに 2000年から 25％削減）を目標とする基本方針。 

＜実現のための方針＞ 

1.企業の CO2削減を推進：大規模排出事業所には削減義務と排出量取引制度の導

入、中小企業の省エネ対策等を「環境 CBO」等の導入で推進、金融機関に対し

環境投融資の拡大と投資実績の公開を要請、「グリーン電力購入」の推進、大

気汚染対策と連携した取組 

2.家庭の CO2削減を本格化：「白熱球の一掃作戦」、太陽熱市場の再生、住宅の省

エネルギー性能の向上、再生可能エネルギーや省エネルギー設備の普及促進 

3.都市づくりでの CO2削減をルール化：世界トップクラスの建物省エネ仕様を策

定し都の施設へ全面適用、大規模新築建築物等に対する省エネ性能の義務化、

大規模新築建築物等に対する「省エネルギー性能証書（仮称）」の導入、地域

におけるエネルギーの有効利用や再生可能エネルギー利用の推進 

4.自動車交通での CO2削減を加速：低燃費車普及推進、環境自動車燃料導入促進、

エコドライブ等の支援、公共交通を生かした交通量対策 

5.各部門の取組を支える、都独自の仕組みを構築：CO2排出量取引制度の導入、

中小企業・家庭の省エネ努力を促進・支援する制度の構築、「省エネルギー促

進税制」の導入を免税・課税の両面で検討 

総量削減義務と 

排出量取引制度 

（平成 20年７月 東京都） 

・対象となる事業所：前年度の燃料、熱、電気の使用量が、原油換算で年間 1,500kL

以上の事業所 

・削減計画期間：５年間 第１計画期間:2010～2014年度／第２計画期間:2015

～2019年度 以後、５年度ごとの期間 

・基準排出量：2002年度から 2007年度までの間のいずれか連続する３か年度 

・削減義務率：第１計画期間: 8％又は 6％の削減義務／第２計画期間： 17％

又は 15％の削減義務。優良特定地球温暖化対策事業所（トップレベル事業所）

について、「地球温暖化の対策の推進の程度が特に優れた事業所」として、「知

事が定める基準」に適合すると認められたときは、当該事業所に適用する削

減義務率を 1/2又は 3/4に緩和 

・排出量取引（都基準によりクレジット化した排出量を取引で取得）：超過削減

量、中小クレジット、再エネクレジット、 都外クレジット、埼玉連携クレジ

ット 

・事業所の推進体制：指定地球温暖化対策事業所では、事業所ごとに、統括管

理者・技術管理者を選任しなければならない。 

・地球温暖化対策計画書の提出と公表：制度対象となる大規模事業所は、毎年、

削減目標、目標を達成するための措置の計画及び実施状況、特定温室効果ガ

スの年度排出量、その他ガスの年度排出量を記載した地球温暖化対策計画書

を作成し、知事に提出する。また公表する義務がある。 

・テナントビルへの対応：事業所の所有者を義務対象の基本としつつ、全ての

テナント事業者に、事業所の所有者の削減対策に協力する義務があり、特定

テナント等事業者（総量削減義務の対象事業所内のテナントであって、床面

積 5,000m2以上を使用している事業者、床面積にかかわらず、前年６月１日か

らの１年間の電気の使用量が 600 万 kWh 以上の事業者）には、テナント事業

者独自の対策に関する計画書を作成・提出し、その計画に基づき対策を推進

する義務がある。 

・検証を要するもの：本制度対象事業所は、基準排出量の申請（当初のみ）、排

出量の報告（毎年度）、トップレベル事業所の認定申請、その他ガスの削減量

の認定。その他の事業所（及び都内中小）は、排出量取引に利用する削減量

や再生可能エネルギー環境価値の認定 

地球温暖化対策報告書制度

（平成 20年７月 東京都） 

・燃料・熱・電気使用量の原油換算量が 1,500kL/年未満の中小規模事業所を対

象に、CO2排出量を把握し、抑制対策の実施を推進する。 

・同一事業者が都内に複数の事業所を置いており、合計の原油換算エネルギー

使用量の合計が 3,000 kL /年以上になる場合、各事業所の原油換算エネルギ

ー使用量が 30 kL/年以上 1,500 kL/年未満でも、事業者に報告書とりまとめ

と報告の義務が課せられる。 

・フランチャイズ（連鎖化）事業者の場合、一定の要件に当てはまる場合は対

象となる。 

・義務提出となる事業所等以外の都内の全ての中小規模事業所についても、自

主的に報告書の提出ができる。 
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表 9.16-11(4) 温室効果ガスに関する計画等 

関係計画等 目標・施策等 

地域におけるエネルギーの 

有効利用に関する制度 

（平成 22年１月 東京都） 

 

 

 

・特定開発事業（１区域において、すべての建築物の延床面積の合計が 50,000m2

以上の開発事業）、において低 CO2型都市づくりを推進するために、計画の早

い段階から未利用エネルギー・再生可能エネルギー・地域冷暖房に関する検

討を実施し、計画段階で省エネルギー性能の目標値を設定・確認するなど、

エネルギー供給に関する関係者の義務を明確化するもの。 

・事業者の義務 

①エネルギー有効利用計画書の提出・公表 

②地域エネルギー供給計画書の提出・公表（地域冷暖房を導入する場合） 

③地域エネルギー供給実績報告書の提出・公表 

④熱供給受入検討報告書の提出（地域冷暖房区域内で、住宅以外延床面積

10,000m2以上、又は住宅延床面積 20,000m2以上） 

⑤その他の協力義務 

新宿区地球温暖化対策指針 

（平成 23年３月 新宿区） 

・短期の削減目標：2015 年度 CO2排出量を 1990 年度と同水準 (2007 年比 21％

減)、中期の削減目標：2020 年度 CO2排出量を 1990 年度比 25％減（2007 年

比 41％減）、長期の削減目標：2050年度 CO2排出量を 1990年度比 50％減 と

する。 

・以下の３つの基本方針と重点施策により、低炭素なまちづくりの実現をめざ

す。 

基本方針 1.地球温暖化対策に対する意識を向上し、行動を起こす 

重点施策：温暖化防止・低炭素なまちづくりの効果・実績の「見える化」

の推進、大学や事業者と連携した地球温暖化対策の取り組み 

基本方針 2.エネルギー利用の高度化をはかる 

重点施策：地域冷暖房の高度化の支援 

基本方針 3.環境にやさしいまちづくりを推進し、低炭素都市“新宿”を目指

す 

重点施策：温暖化防止・低炭素なまちづくりの検討 

 

 

6)  法令等の基準等 

温室効果ガスに関する法令等については、表 9.16-12(1)～(3)に示すとおりである。 

表 9.16-12(1) 温室効果ガスに関する法令等 

法令・条例等 責務等 

地球温暖化対策の推進に 

関する法律 

(平成 10年法律第 117号) 

（目的） 

第一条  この法律は、地球温暖化が地球全体の環境に深刻な影響を及ぼすもの

であり、気候系に対して危険な人為的干渉を及ぼすこととならない水準にお

いて大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させ地球温暖化を防止することが

人類共通の課題であり、全ての者が自主的かつ積極的にこの課題に取り組む

ことが重要であることに鑑み、地球温暖化対策に関し、地球温暖化対策計画

を策定するとともに、社会経済活動その他の活動による温室効果ガスの排出

の抑制等を促進するための措置を講ずること等により、地球温暖化対策の推

進を図り、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与す

るとともに人類の福祉に貢献することを目的とする。 

(事業者の責務) 

第五条 事業者は、その事業活動に関し、温室効果ガスの排出の抑制等のため

の措置(他の者の温室効果ガスの排出の抑制等に寄与するための措置を含

む。)を講ずるように努めるとともに、国及び地方公共団体が実施する温室効

果ガスの排出の抑制等のための施策に協力しなければならない。 
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表 9.16-12(2) 温室効果ガスに関する法令等 

法令・条例等 責務等 

地球温暖化対策の推進に関す

る法律 

(平成 10年法律第 117号) 

＜続き＞ 

 (温室効果ガス算定排出量の報告) 

第二十一条の二 事業活動(国又は地方公共団体の事務及び事業を含む。以下こ

の条において同じ。)に伴い相当程度多い温室効果ガスの排出をする者として

政令で定めるもの(以下「特定排出者」という。)は、毎年度、主務省令で定

めるところにより、主務省令で定める期間に排出した温室効果ガス算定排出

量に関し、主務省令で定める事項（当該特定排出者が政令で定める規模以上

の事業所を設置している場合にあっては、当該事項及び当該規模以上の事業

所ごとに主務省令で定める期間に排出した温室効果ガス算定排出量に関し、

主務省令で定める事項）を当該特定排出者に係る事業を所管する大臣（以下

「事業所管大臣」という。）に報告しなければならない。 

２ 定型的な約款による契約に基づき、特定の商標、商号その他の表示を使用さ

せ、商品の販売又は役務の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営

に関する指導を行う事業であって、当該約款に、当該事業に加盟する者（以

下この項において「加盟者」という。）が設置している事業所における温室効

果ガスの排出に関する事項であって主務省令で定めるものに係る定めがある

もの（以下この項において「連鎖化事業」という。）を行う者（以下この項に

おいて「連鎖化事業者」という。）については、その加盟者が設置している当

該連鎖化事業に係るすべての事業所における事業活動を当該連鎖化事業者の

事業活動とみなして、前項の規定を適用する。この場合において、同項中「事

業所を設置している場合」とあるのは、「事業所を設置している場合（次項に

規定する加盟者が同項に規定する連鎖化事業に係る事業所として設置してい

る場合を含む。）」とする。 

３ この章において「温室効果ガス算定排出量」とは、温室効果ガスである物質

ごとに、特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量として政令で定

める方法により算定される当該物質の排出量に当該物質の地球温暖化係数を

乗じて得た量をいう。 

(事業者の事業活動に関する計画等) 

第二十二条 事業者は、その事業活動に関し、地球温暖化対策計画の定めると

ころに留意しつつ、単独に又は共同して、温室効果ガスの排出の抑制等のた

めの措置(他の者の温室効果ガスの排出の抑制等に寄与するための措置を含

む。)に関する計画を作成し、これを公表するように努めなければならない。 

２ 前項の計画の作成及び公表を行った事業者は、地球温暖化対策計画の定め

るところに留意しつつ、単独に又は共同して、同項の計画に係る措置の実施

の状況を公表するように努めなければならない。 

特定製品に係るフロン類の 

回収及び破壊の実施の確保等 

に関する法律 

(平成 13年法律第 64号) 

（目的） 

第一条  この法律は、人類共通の課題であるオゾン層の保護及び地球温暖化

（地球温暖化対策の推進に関する法律 （平成十年法律第百十七号）第二条第

一項 に規定する地球温暖化をいう。以下同じ。）の防止に積極的に取り組む

ことが重要であることにかんがみ、オゾン層を破壊し又は地球温暖化に深刻

な影響をもたらすフロン類の大気中への排出を抑制するため、特定製品から

のフロン類の回収及びその破壊の促進等に関する指針及び事業者の責務等を

定めるとともに、特定製品に使用されているフロン類の回収及び破壊の実施

を確保するための措置等を講じ、もって現在及び将来の国民の健康で文化的

な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とする。 

(事業者の責務) 

第四条 事業者は、前条第一項の指針に従い、特定製品が整備され、又は廃棄

される場合において当該特定製品に使用されているフロン類が適正かつ確実

に回収され、及び破壊されるために必要な措置その他特定製品に使用されて

いるフロン類の排出の抑制のために必要な措置を講じなければならない。 
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9.16温室効果ガス 

 

表 9.16-12(3) 温室効果ガスに関する法令等 

法令・条例等 責務等 

都民の健康と安全を確保する

環境に関する条例 

（平成 12年東京都 

条例第 215号） 

(目的) 
第一条 この条例は、他の法令と相まって、環境への負荷を低減するための措
置を定めるとともに、公害の発生源について必要な規制及び緊急時の措置を
定めること等により、現在及び将来の都民が健康で安全かつ快適な生活を営
む上で必要な環境を確保することを目的とする。 

(事業者の責務) 
第四条 事業者は、その事業活動に伴って生ずる環境への負荷の低減及び公害
の防止のために必要な措置を講ずるとともに、知事が行う環境への負荷の低
減及び公害の防止に関する施策に協力しなければならない。 

２ 事業者は、環境への負荷の低減及び公害の防止のために従業者の訓練体制そ
の他必要な管理体制の整備に努めるとともに、その管理に係る環境への負荷
の状況について把握し、並びに公害の発生源、発生原因及び発生状況を常時
監視しなければならない。 

(特定地球温暖化対策事業所の温室効果ガス排出量の削減) 
第五条の十一 特定地球温暖化対策事業所の所有事業者等(以下「特定地球温暖
化対策事業者」という。)は、各削減義務期間ごとに、当該特定地球温暖化対
策事業所における算定排出削減量(排出削減量に、第１号の量及び第２号の量
を加え、第３号の量を減じて得た量をいう。以下同じ。)を、当該削減義務期
間終了後の規則で定める日までに、削減義務量以上としなければならない。 

 (地球温暖化対策計画書の作成等) 
第六条 指定地球温暖化対策事業者は、毎年度、指定地球温暖化対策事業所ご
とに、次に掲げる事項を記載した計画書(以下「地球温暖化対策計画書」とい
う。)を、地球温暖化対策指針に基づき作成し、第６号の量については、第 5
条の 11 第４項の規定による検証の結果を添えて、規則で定めるところによ
り、知事に提出しなければならない。ただし、第５条の８第２項の規定によ
り検証の結果が既に提出されているときは、同号の量について検証の結果を
添えることは要しない。 

(地球温暖化対策計画の公表) 
第八条 指定地球温暖化対策事業者は、地球温暖化対策計画書を提出したとき
は、規則で定めるところにより、遅滞なくその内容を公表しなければならな
い。 

(建築主の責務) 
第十八条 建築物の新築等をしようとする者(以下「建築主」という。)は、当
該建築物及びその敷地(以下「建築物等」という。)に係るエネルギーの使用
の合理化、資源の適正利用、自然環境の保全、ヒートアイランド現象の緩和
及び再生可能エネルギーの利用について必要な措置を講じ、環境への負荷の
低減に努めなければならない。 

(配慮指針に基づく環境配慮の措置) 
第二十条 規則で定める規模を超える特定建築物(以下「大規模特定建築物」と
いう。)の新築等をしようとする者(以下「大規模特定建築主」という。)は、
当該大規模特定建築物及びその敷地(以下「大規模特定建築物等」という。)
について、配慮指針に基づき適切な環境への配慮のための措置を講じなけれ
ばならない。 

(省エネルギー性能基準の順守) 
第二十条の三 規則で定める規模を超える大規模特定建築物(以下「特別大規模
特定建築物」という。)の新築等をしようとする大規模特定建築主(以下「特
別大規模特定建築主」という。)は、配慮指針で定めるところにより、当該特
別大規模特定建築物(規則で定める用途の部分に限り、規則で定める種類の建
築物を除く。)について、規則で定める省エネルギー性能基準の値に適合する
よう措置を講じなければならない。 

(建築物環境計画書の作成等) 
第二十一条 大規模特定建築主は、規則で定めるところにより、大規模特定建
築物等について、次に掲げる事項を記載した環境への配慮のための措置につ
いての計画書(以下「建築物環境計画書」という。)を作成し、建築基準法第
６条第１項の規定に基づく確認の申請又は同法第 18 条第２項の規定に基づ
く通知の前であって規則で定める日までに、知事に提出しなければならない。 
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9.16.2 予測 

(1) 予測事項 

予測事項は、温室効果ガスの排出量及びその削減の程度とした。 

 

(2) 予測の対象時点 

予測の対象時点は、2020年東京大会の実施に伴う建設、改修又は撤去の工事、会場運営、観客

等の宿泊又は移動、競技の実施、温室効果ガスを使用する設備機器のガス交換、移設又は廃棄等

で温室効果ガスの排出及び削減が生じると思われる時点とし、大会開催前、大会開催中及び大会

開催後においてそれぞれ代表的な時点又は期間のうち、大会開催前、大会開催後とした。 

 

(3) 予測地域 

予測地域は、計画地及びその周辺とした。  

 

(4) 予測手法 

1) 建設機械の稼働に伴う温室効果ガスの排出量及びその削減の程度 

予測は、施工計画の内容を基に、排出量を算出する方法によった。 

排出量は、下記に示す計算式で算出した。建設機械ごとの燃料使用量は、表 9.16-13に、建

設機械ごとの稼働台数合計は、表 9.16-14に示すとおりである。 

 

＜ディーゼルエンジンを搭載した機械＞ 

二酸化炭素排出量（t-CO2）＝燃料使用量（L）×二酸化炭素排出原単位（kg-CO2/L）/1,000 

燃料使用量（L）＝稼働時間（h）×燃料消費量(時間当たり)（L/h） 

稼働時間（時間/月）＝1日の工事時間（時間/日）×1日の稼働率（％） 

×月の稼働日数（日/月） 

燃料消費量(時間当たり)(L/h)＝定格出力(kW) 

×燃料消費率(出力時間当たり)(L/kW・h) 

二酸化炭素排出原単位（kg-CO2/L）＝単位発熱量（GJ/kL）×排出係数（t-C/GJ）×44/12 

 

＜電動式の機械＞ 

二酸化炭素排出量（t-CO2）＝電力使用量（kWh）×排出係数（t-CO2/kWh） 

電力使用量（kWh）＝稼働時間（h）×電力消費量(時間当たり)（kWh /h） 

稼働時間（時間/月）＝1日の工事時間（時間/日）×1日の稼働率（％） 

×月の稼働日数（日/月） 

電力消費量(時間当たり)(kWh /h)＝定格出力(kW) 

×電力消費率(出力時間当たり)(kWh/kW・h) 

排出係数（t-CO2/kWh）：東京電力㈱の平成 25年度の実排出係数（＝0.000530） 
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表 9.16-13 建設機械ごとの燃料使用量 

使用機械名 
定格出力 
（kW） 

燃料消費率 
（ｌ/ｋW・h） 

パワーブレンダー 223  0.175 
クローラドリル 160  0.151 
３軸掘削機 230  0.436 
アースオーガ 174  0.089 
発電機（450kVA） 427  0.170  
0.45m3バックホウ 60  0.175  
0.8m3バックホウ 104  0.175  
1.9m3バックホウ 223  0.175 
クラムシェル 114  0.089  
50tクローラクレーン 132 0.089  
90tクローラクレーン 204 0.089  

200tクローラクレーン 235 0.089  
450tクローラクレーン 448 0.089  
650tクローラクレーン 522 0.089  
1250tクローラクレーン 522 0.089  
クレーン車 147  0.044  
コンクリートポンプ車 265  0.078  
注 1） 表中の使用機械は、施工計画より東京都が想定した使用機械を示す。 

2） 燃費消費率及び電力消費率は、「平成 26年度版 建設機械等損料表」（平成 26年 

（一社）日本建設機械化協会）による。 

3)  １日の工事時間中での稼働率を考慮した標準運転時間は 6.3（時間/日）、月の稼

働日数は約 24日として計算を行った。 

 

表 9.16-14 建設機械ごとの稼働台数合計 

使用機械名 工事期間中の稼働台数合計 

パワーブレンダー 576 
クローラドリル 447 
３軸掘削機 600 
アースオーガ 360 
発電機（450kVA） 2,227 
0.45m3バックホウ 1,968 
0.8m3バックホウ 4,952 
クラムシェル 984 
90tクローラクレーン 600 
200tクローラクレーン 4,180 
450tクローラクレーン 538 
650tクローラクレーン 490 
1250tクローラクレーン 509 
クレーン車 4,540 
コンクリートポンプ車 2,424 
注)表中の数値は、施工計画より東京都が想定した稼働台数を示す。 

 

2) 施設等の持続的稼働に伴う温室効果ガスの排出量及びその削減の程度 

予測は、事業計画の参照による方法によった。 

なお、大会開催後の温室効果ガスを使用する設備機器のガス交換、移設又は廃棄等について

は、現時点において各設備の諸元が未確定のため、予測から除外し、別途地球温暖化対策の推

進に関する法律に基づく「温室効果ガス排出量の算定・報告・公表制度」等に従い、必要な報

告等を行うとともに、フォローアップ報告書等において明らかにする。 
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(5) 予測結果 

1) 建設機械の稼働に伴う温室効果ガスの排出量及びその削減の程度 

建設機械の稼働に伴う温室効果ガス排出量は、表 9.16-15 に示すとおり約 2,900t-CO2/年と

予測する。 

表 9.16-15 建設機械の稼働に伴う二酸化炭素排出量 

区 分 燃料使用量（kL） 二酸化炭素排出量（t-CO2/年） 

ディーゼルエンジン

を搭載した機械 
軽油 3,951 約 2,900 

注 1) 表中の値は、「（4）予測方法」に基づき、東京都が予測した値を示す。 

2) 表中の二酸化炭素排出量は、工事期間中の二酸化炭素排出量合計に対して、平均し

た年間当たりの二酸化炭素排出量を示す。 

 

 

2) 施設等の持続的稼働に伴う温室効果ガスの排出量及びその削減の程度 

施設等の持続的稼働に伴う温室効果ガス排出量は、表 9.16-16 に示すとおり約 7,900t-CO2/

年と予測する。 

表 9.16-16 設備の持続的稼働における温室効果ガス排出量 

施設名 種類 
使用量 

予測結果（t-CO2/年） 
値 単位 

オリンピックスタジアム 

電気 12,306,716 kWh/年 約 6,500 

ガス 593,635 Nm3/年 約 1,400 

合計 － － 約 7,900 

注 1) 電気及びガスの使用量は、(独)日本スポーツ振興センターへのヒヤリングに基づき作成 

注 2) 各係数は、以下の値を使用した。 

 電気：0.000530（t-CO2/kWh）（東京電力㈱の実排出係数） 

 ガス：2.29（kg-CO2/m
3N）（東京ガス㈱の都市ガスの排出係数） 

出典：「平成 25年度の電気事業者ごとの実排出係数・調節後排出係数等の公表について（お知らせ）」 

（平成 26年 12月 5日 環境省報道発表資料）  

   「都市ガスの CO2排出係数」（平成 27年３月３日参照 東京ガス㈱ホームページ） 

 http://www.tokyo-gas.co.jp/env/gas/category10.html 
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9.16.3 ミティゲーション 

 (1) 予測に反映しなかった措置 

・オリンピックスタジアムについては、設備設置において、表 9.16-17に示す恒常的なエネル

ギー対策を検討する計画である。 

表 9.16-17 設備計画方針（オリンピックスタジアム） 

項目 方 針 計 画 

空調 ・少ないエネルギーで効率的な居住域空調 
・水の気化熱（自然エネルギー）を積極的に利用 
・観客動員数に合わせた空調が可能なゾーニング 

・座席空調 
・間接気化冷却空調機 

熱源 ・空調ピーク時に必要な熱源容量、スペースの最小化 
・地下ピット熱の有効活用による外気負荷抑制 

・ガス・電気併用電源 
・蓄熱システム 
・クールヒートチューブ 

換気 ・観客席の熱溜まりを有効に排熱可能な自然換気計画 
・コンコースの熱環境対策 

・屋根フルーム（サイドスト
ラット）を自然換気ルート
として活用 

注）(独)日本スポーツ振興センターへのヒヤリングに基づき作成 

 

・設備を更新する場合には、より高効率な機器の採用を検討する計画である。 

・SF6の排出量削減に向けて、変圧器等電気機械器具の使用開始時や点検時における SF6回収率

の高い技術の採用の導入を検討する計画である。 

・廃棄物の運搬車両については、廃棄物のストックヤードの設置・運用や、車両の走行時間

や走行ルート等を検討し、車両走行による燃料等の消費が少なくなるように配慮を行う計

画である。 

・建設機械の稼働にあたっては、アイドリングストップやエンジン回転の抑制など省エネ運転

を徹底する計画である。 

 

9.16.4 評価 

(1) 評価の指標 

評価の指標は、東京都が策定している温室効果ガスに関する目標、計画、対策等とした。 

 

(2) 評価の結果 

1) 建設機械の稼働に伴う温室効果ガスの排出量及びその削減の程度 

建設機械の稼働に伴う温室効果ガス排出量は、約 2,900t-CO2/年と予測する。 

工事の実施にあたっては、省エネ運転をすることで、温室効果ガス排出量を削減する計画と

している。 

以上のことから、事業者は、事業活動に伴って生ずる温室効果ガスの排出量を把握し、必要

な措置を講じて、建設工事に伴い生じる環境への負荷の削減を図っていることから、評価の指

標は満足するものと考える。 

2) 施設等の持続的稼働に伴う温室効果ガスの排出量及びその削減の程度 

施設の運営における温室効果ガス排出量は、約 7,900t-CO2/年と予測する。会場施設の空調

換気設備においては自然換気や自然通風を考慮する等、各設備計画等において効率的利用のた

めの措置を計画している。 

以上のことから、事業者は、事業活動に伴って生ずる温室効果ガスの排出量を把握し、必要

な措置を講じて、温室効果ガスの排出量を削減していると考えられ、評価の指標は満足するも

のと考える。 
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9.17 エネルギー 

9.17.1 現況調査 

(1) 調査事項及びその選択理由 

調査事項及びその選択理由は、表 9.17-1に示すとおりである。 

表 9.17-1 調査事項及びその選択理由 

調査事項 選択理由 

①エネルギー使用原単位等の把握 
②対策の実施状況 
③地域内のエネルギー資源の状況 
④東京都等の計画等の状況 
⑤エネルギー消費に関する法令等の

基準等 

事業の実施に伴いエネルギーの使用量及びその削
減の影響が考えられることから、左記の事項に係る
調査が必要である。 

 

(2) 調査地域 

調査地域は、計画地及びその周辺とした。 

 

(3) 調査方法 

1) エネルギー使用原単位等の把握 

調査は、「建築物エネルギー消費量調査報告[第 36報]」（平成 26年４月 (一社)日本ビルエ

ネルギー総合管理技術協会）の既存資料等の整理によった。 

2) 対策の実施状況 

調査は、東京都の既存資料の整理によった。 

3) 地域内のエネルギー資源の状況 

調査は、東京都の既存資料の整理によった。 

4) 東京都等の計画等の状況 

調査は、「東京都省エネ・エネルギーマネジメント推進方針」（平成 24年５月 東京都）、「東

京都の省エネルギー目標」（平成 26年３月 東京都）の計画等の整理によった。 

5) エネルギー消費に関する法令等の基準等  

調査は、エネルギーの使用の合理化に関する法律（昭和 54年法律第 49号）の整理によった。 
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(4) 調査結果 

1) エネルギー使用原単位等の把握 

ア．既存施設の原単位 

既存施設である国立霞ヶ丘競技場におけるエネルギー使用量の原単位は、利用日数によ

り計算されている。それに基づくエネルギー使用量の状況は、表9.17-2に示すとおりであ

る。 

表 9.17-2 国立霞ヶ丘競技場におけるエネルギー使用量 

項 目 単位 平成 25年度 

エネルギー消費量 GJ 33,798.9 

注）(独)日本スポーツ振興センターへのヒヤリングに基づき作成 

 

イ．類似施設の原単位 

類似施設として、横浜国際総合競技場におけるエネルギー使用量の状況について整理し

た。横浜国際総合競技場における原単位は、表9.17-3に示すとおりである。 

表 9.17-3 類似施設におけるエネルギー使用量の状況 

項  目 横浜国際総合競技場 

延床面積 172,758m2 

観客席 72,327席 

一次消費エネルギー量 93,089 GJ/年 

延床面積あたりの消費量 539 MJ/m2 

注）類似施設の選定根拠は、以下に示すとおりである。 

出典：「日産スタジアム」（平成27年２月22日参照 (公財)横浜市体育協会ホームページ） 

http://www.nissan-stadium.jp/stadium/gaiyo.php 

 

 

各施設の延床面積とエネルギー消費量 

施 設 
延床面積 

(m2) 

エネルギー 

消費量 

(GJ/年) 

有明テニスの森 30,952 14,735 

夢の島競技場 2,920 1,675 

東京スタジアム 86,000 48,042 

埼玉スタジアム 2002 60,867 40,720 

横浜国際総合競技場 172,758 93,089 

 

エネルギー消費量と延床面積の関係 

注）東京及びその近郊における屋外の一般的なスポーツ施設において、エネルギー消費量と延床面積

には相関関係があると考えられた。そのため、延床面積がオリンピックスタジアムに最も近い施

設として、横浜国際総合競技場を選定した。 

出典：「2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会 初期段階環境影響評価書」 

（平成 25年２月 東京都ほか） 

 

y = 0.5524x
R² = 0.9876
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また、「建築物エネルギー消費量調査報告[第36報]」（平成26年４月 (一社)日本ビルエネ

ルギー総合管理技術協会）による建物用途別のエネルギー消費量原単位は、表9.17-4に示す

とおりであり、スポーツ施設では1,195MJ/m2・年となっている。 

表 9.17-4 用途別エネルギー消費量原単位 

建物用途 原単位（MJ/m2・年） 

事務所 1,448 

店舗・飲食店 2,129 

集会場 1,174 

文化施設 1,233 

スポーツ施設 1,195 

福祉施設   805 

分類外施設 1,381 

注 1) 調査期間（平成 24年４月～平成 25年３月） 

2) 表中の数値は、電力換算係数 9.76MJ/kWhの時の平均値を示す。 

出典：「建築物エネルギー消費量調査報告[第 36 報]」（平成 26 年４月 

(一社)日本ビルエネルギー総合管理技術協会） 

 

2) 対策の実施状況 

対策の実施状況は、「9.16 温室効果ガス 9.16.1現況調査 （4）調査結果 2）対策の実施

状況」（p.406参照）に示したとおりである。 

3) 地域内のエネルギー資源の状況 

地域内のエネルギー資源の状況は、「9.16 温室効果ガス 9.16.1 現況調査 （4）調査結果 

3）地域内のエネルギー資源の状況」（p.407参照）に示したとおりである。 
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4) 東京都等の計画等の状況 

エネルギーに関する東京都の計画等については、表 9.17-5に示すとおりである。 

表 9.17-5 エネルギーに関する計画等 

関係計画等 目標・施策等 

東京都の 

省エネルギー目標 

（平成 26年３月 

 東京都） 

・東京都の「2020年までに東京の温室効果ガス排出量を 2000年比で 25％削減する」という目

標を掲げ、様々な先駆的対策に取り組んできているが、エネルギー消費量が減少する一方で、

都内に供給される電気の CO2排出係数の悪化により CO2排出量が増加している現状にある。 

・このため、事業者や都民等の省エネ・節電の成果が明確となるよう、温室効果ガス 25％削

減目標における需要側が取り組むべき目標を設定するという観点から、「2020年までに東京

のエネルギー消費量を 2000年比で 20％削減する」という目標を掲げる。 

＜主な対策＞ 

・大規模事業所対策：キャップ&トレード制度による、着実な CO2削減（省エネ）の推進。 

・中小規模事業所対策：地球温暖化対策報告書制度での自己評価指標（ベンチマーク）の活用

や、無料省エネ診断の推進等による、省エネの取組強化 など 

・新築建築物対策：建築物環境計画書制度を活用した新築建築物の省エネ性能の向上 など 

・家庭対策等：家庭等への創エネ・エネルギーマネジメント機器の普及促進 など 

東京都省エネ・エネ

ルギーマネジメント

推進方針 

（平成 24年５月 

 東京都） 

・従来の省エネルギー・再生可能エネルギー導入拡大にくわえて 2011 年夏の電力需給ひっぱ

くへの対応経験をいかし、2012 年夏以降に取り組むべき「賢い節電」の方針を定め、将来

のスマートエネルギー都市の実現を目指す取組を検討する。 

＜「賢い節電」の実施＞ 

・「賢い節電」の基本原則（３原則） 

1.無駄を排除し、無理なく「長続きできる省エネ対策」を推進 

2.ピークを見定め、必要なときにしっかり節電（ピークカット） 

3.経済活動や都市のにぎわい・快適性を損なう取組は、原則的に実施しない 

・事業所向け「賢い節電」７か条 

1.500ルクス以下を徹底し、無駄を排除、照明照度の見直しを定着化 

2.「実際の室温 28℃」を目安に、上回らないよう上手に節電  

3.OA機器の省エネモード設定を徹底  

4.電力の「見える化」で、効果を共有しながら、みんなで実践  

5.執務室等の環境に影響を与えず、機器の効率アップで省エネを  

6.エレベータの停止など効果が小さく負担が大きい取組は、原則的に実施しない 

7.電力需給ひっ迫が予告された時に追加実施する取組を事前に計画化 

＜スマートエネルギー都市実現を目指した主な取組＞ 

・事業所における取組の促進 

・キャップ&トレード制度における需要家による低炭素電力・熱の選択を評価する仕組みの

導入 

・地球温暖化対策報告書制度の着実な運用～中小規模事業者が自らの CO2排出水準を評価で

きるベンチマークの導入 

・低 CO2排出型の既存の中小規模建築物が不動産取引市場で評価されるための取組の推進 
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5) 法令等の基準等 

エネルギーに関する法令等については、表 9.17-6(1)及び(2)に示すとおりである。 

表 9.17-6(1) エネルギーに関する法令等 

法令・条例等 責務等 

エネルギーの使用の 

合理化に関する法律

(省エネ法) 

(昭和 54年 

法律第 49号) 

 

（目的） 

第一条  この法律は、内外におけるエネルギーをめぐる経済的社会的環境に応じた燃料資源

の有効な利用の確保に資するため、工場等、輸送、建築物及び機械器具等についてのエネル

ギーの使用の合理化に関する所要の措置、電気の需要の平準化に関する所要の措置その他エ

ネルギーの使用の合理化等を総合的に進めるために必要な措置等を講ずることとし、もつて

国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 

(エネルギー使用者の努力) 

第四条 エネルギーを使用する者は、基本方針の定めるところに留意して、エネルギーの使用

の合理化に努めるとともに、電気の需要の平準化に資する措置を講ずるよう努めなければな

らない。 

(事業者の判断の基準となるべき事項) 

第五条 経済産業大臣は、工場等におけるエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を

図るため、次に掲げる事項並びにエネルギーの使用の合理化の目標及び当該目標を達成する

ために計画的に取り組むべき措置に関し、工場等においてエネルギーを使用して事業を行う

者の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。  

一 工場等であって専ら事務所その他これに類する用途に供するものにおけるエネルギーの

使用の方法の改善、第 78 条第 1 項に規定するエネルギー消費性能等が優れている機械器具

の選択その他エネルギーの使用の合理化に関する事項 

二 工場等(前号に該当するものを除く。)におけるエネルギーの使用の合理化に関する事項で

あって次に掲げるもの 

イ 燃料の燃焼の合理化 

ロ 加熱及び冷却並びに伝熱の合理化 

ハ 廃熱の回収利用 

ニ 熱の動力等への変換の合理化 

ホ 放射、伝導、抵抗等によるエネルギーの損失の防止 

ヘ 電気の動力、熱等への変換の合理化 

２ 経済産業大臣は、工場等において電気を使用して事業を行う者による電気の需要の平準化

に資する措置の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項その他当該者が取り組むべ

き措置に関する指針を定め、これを公表するものとする。 

一  電気需要平準化時間帯（電気の需給の状況に照らし電気の需要の平準化を推進する必要

があると認められる時間帯として経済産業大臣が指定する時間帯をいう。以下同じ。）にお

ける電気の使用から燃料又は熱の使用への転換 

二  電気需要平準化時間帯から電気需要平準化時間帯以外の時間帯への電気を消費する機械

器具を使用する時間の変更 

３  第 1 項に規定する判断の基準となるべき事項及び前項に規定する指針は、エネルギー需

給の長期見通し、電気その他のエネルギーの需給を取り巻く環境、エネルギーの使用の合理

化に関する技術水準、業種別のエネルギーの使用の合理化の状況その他の事情を勘案して定

めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。 

(中長期的な計画の作成) 

第十四条 特定事業者は、毎年度、経済産業省令で定めるところにより、その設置している工

場等について第 5条第 1項に規定する判断の基準となるべき事項において定められたエネル

ギーの使用の合理化の目標に関し、その達成のための中長期的な計画を作成し、主務大臣に

提出しなければならない。  

２ 主務大臣は、特定事業者による前項の計画の適確な作成に資するため、必要な指針を定め

ることができる。 

３ 主務大臣は、前項の指針を定めた場合には、これを公表するものとする。 
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表 9.17-6(2) エネルギーに関する法令等 

法令・条例等 責務等 

エネルギーの使用の合

理化に関する法律(省

エネ法) 

(昭和 54年 

法律第 49号) 

＜続き＞ 

 

(定期の報告) 

第十五条 特定事業者は、毎年度、経済産業省令で定めるところにより、その設置している工

場等におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況(エネルギーの使用の効率

及びエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項を含む。)並びにエネ

ルギーを消費する設備及びエネルギーの使用の合理化に関する設備の設置及び改廃の状況に

関し、経済産業省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。 

(建築物の建築をしようとする者等の努力) 

第七十二条 次に掲げる者は、基本方針の定めるところに留意して、建築物の外壁、窓等を通

しての熱の損失の防止及び建築物に設ける空気調和設備その他の政令で定める建築設備(以

下「空気調和設備等」という。)に係るエネルギーの効率的利用のための措置を適確に実施す

ることにより、建築物に係るエネルギーの使用の合理化に資するよう努めるとともに、建築

物に設ける電気を消費する機械器具に係る電気の需要の平準化に資する電気の利用のための

措置を適確に実施することにより、電気の需要の平準化に資するよう努めなければならない。 

一 建築物の建築をしようとする者 

二 建築物の所有者(所有者と管理者が異なる場合にあっては、管理者。以下同じ。) 

三 建築物の直接外気に接する屋根、壁又は床(これらに設ける窓その他の開口部を含む。以下

同じ。)の修繕又は模様替をしようとする者 

四 建築物への空気調和設備等の設置又は建築物に設けた空気調和設備等の改修をしようとす

る者(建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準となるべき事項) 

第七十三条 経済産業大臣及び国土交通大臣は、建築物に係るエネルギーの使用の合理化の適

切かつ有効な実施を図るため、建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び建築物に

設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置に関し建築主等（前条第 1

号、第 3号及び第 4号に掲げる者をいう。以下同じ。）及び建築物に係るエネルギーの使用の

合理化を図る必要がある規模の建築物として政令で定める規模以上のもの（以下「特定建築

物」という。）の所有者の判断の基準となるべき事項（住宅の建築を業として行う建築主（以

下「住宅事業建築主」という。）が住宅であって政令で定めるもの（以下「特定住宅」という。）

を新築する場合に係るものを除く。）を定め、これを公表するものとする。 

２ 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、エネルギー需給の長期見通し、エネルギーの

使用の合理化に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変

動に応じて必要な改定をするものとする。 

 (第一種特定建築物に係る届出、指示等) 

第七十五条 次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者(以下「第一種特定建築主等」

という。)は、国土交通省令で定めるところにより、当該各号に係る建築物の設計及び施工に

係る事項のうちそれぞれ当該各号に定める措置に関するものを所管行政庁に届け出なければ

ならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 

一 特定建築物のうち建築物に係るエネルギーの使用の合理化を特に図る必要がある大規模な

ものとして政令で定める規模以上のもの（以下「第一種特定建築物」という。）の新築（住宅

事業建築主が第一種特定建築物である特定住宅を新築する場合を除く。）若しくは政令で定め

る規模以上の改築又は建築物の政令で定める規模以上の増築 当該建築物の外壁、窓等を通

しての熱の損失の防止及び当該建築物に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利

用のための措置 

二 第一種特定建築物の直接外気に接する屋根、壁又は床について行う政令で定める規模以上

の修繕又は模様替 当該第一種特定建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止のための

措置 

三 第一種特定建築物への空気調和設備等の設置又は第一種特定建築物に設けた空気調和設備

等についての政令で定める改修 当該空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のため

の措置 
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9.17.2 予測 

(1) 予測事項 

予測事項は、エネルギーの使用量及びその削減の程度とした。 

 

(2) 予測の対象時点 

予測の対象時点は、2020年東京大会の実施に伴う建設、改修又は撤去の工事、会場運営、競技

の実施等でエネルギーの使用及び削減が生じると思われる時点とし、大会開催前、大会開催中及

び大会開催後においてそれぞれ代表的な時点又は期間のうち、大会開催前、大会開催後とした。 

 

(3) 予測地域 

予測地域は、計画地及びその周辺とした。  

 

(4) 予測手法 

1) 建設機械の稼働に伴うエネルギー使用量及びその削減の程度 

予測手法は、施工計画の内容を基に、使用量を算出する方法によった。 

使用量は、下記に示す計算式で算出した。建設機械毎の燃料使用量及び建設機械毎の稼働台

数合計は、表 9.17-7及び表 9.17-8に示すとおりである。 

 

＜ディーゼルエンジンを搭載した機械＞ 

エネルギー使用量（GJ）＝燃料使用量（L）×単位発熱量（GJ/kL）/1,000 

燃料使用量（L）＝稼働時間（h）×燃料消費量(時間当たり)（L/h） 

稼働時間（時間/月）＝１日の工事時間（時間/日）×１日の稼働率（％） 

×月の稼働日数（日/月） 

燃料消費量(時間当たり)(L/h)＝定格出力(kW) 

×燃料消費率(出力時間当たり)(L/kW・h) 

 

＜電動式の機械＞ 

エネルギー使用量（GJ）＝電力使用量（kWh）×一次エネルギー換算値（MJ/kWh）/1,000 

電力使用量（kWh）＝稼働時間（h）×電力消費量(時間当たり)（kWh /h） 

稼働時間（時間/月）＝１日の工事時間（時間/日）×１日の稼働率（％） 

×月の稼働日数（日/月） 

電力消費量(時間当たり)(kWh /h)＝定格出力(kW) 

×電力消費率(出力時間当たり)(kWh/kW・h) 

一次エネルギー換算値（MJ/kWh）：改正省エネ法（平成 18年４月１日施行）に基づく 

一次エネルギー換算値（＝9.76） 
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表 9.17-7 建設機械毎の燃料使用量 

使用機械名 
定格出力 
（kW） 

燃料消費率 
（ｌ/ｋW・h） 

パワーブレンダー 223  0.175 
クローラドリル 160  0.151 
３軸掘削機 230  0.436 
アースオーガ 174  0.089 
発電機（450kVA） 427  0.170  
0.45m3バックホウ 60  0.175  
0.8m3バックホウ 104  0.175  
1.9m3バックホウ 223  0.175 
クラムシェル 114  0.089  
50tクローラクレーン 132 0.089  
90tクローラクレーン 204 0.089  
200tクローラクレーン 235 0.089  
450tクローラクレーン 448 0.089  
650tクローラクレーン 522 0.089  
1250tクローラクレーン 522 0.089  
クレーン車 147  0.044  
コンクリートポンプ車 265  0.078  
注 1) 表中の使用機械は、施工計画より東京都が想定した使用機械を示す。 

2) 燃費消費率及び電力消費率は、「平成 26年度版 建設機械等損料表」 

（平成 26年 （一社）日本建設機械化協会）による。 

3) １日の工事時間中での稼働率を考慮した標準運転時間は 6.3（時間/日）、月の稼働

日数は約 24日として計算を行った。 

 

表 9.17-8 建設機械毎の稼働台数合計 

使用機械名 工事期間中の稼働台数合計 

パワーブレンダー 576 
クローラドリル 447 
３軸掘削機 600 
アースオーガ 360 
発電機（450kVA） 2,227 
0.45m3バックホウ 1,968 
0.8m3バックホウ 4,952 
クラムシェル 984 
90tクローラクレーン 600 
200tクローラクレーン 4,180 
450tクローラクレーン 538 
650tクローラクレーン 490 
1250tクローラクレーン 509 
クレーン車 4,540 
コンクリートポンプ車 2,424 
注) 表中の数値は、施工計画より東京都が想定した稼働台数を示す。 

 

2) 施設等の持続的稼働に伴うエネルギー使用量及びその削減の程度 

予測手法は、事業計画の参照による方法によった。 
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(5) 予測結果 

1) 建設機械の稼働に伴うエネルギー使用量及びその削減の程度 

建設機械の稼働に伴うエネルギー使用量は、表 9.17-9に示すとおり約 43,000GJ/年と予測す

る。 

表 9.17-9 建設機械の稼働に伴うエネルギー使用量 

区 分 燃料使用量（kL） エネルギー使用量（GJ/年） 

ディーゼルエンジン

を搭載した機械 
軽油 3,951 約 43,000 

注 1) 表中の値は、「（4）予測方法」に基づき、東京都が予測した値を示す。 

2) 表中のエネルギー使用量は、工事期間中のエネルギー使用量合計に対し 

平均した年間当たりのエネルギー使用量を示す。 

 

 

2) 施設等の持続的稼働に伴うエネルギー使用量及びその削減の程度 

施設等の持続的稼働に伴うエネルギー使用量は、表 9.17-10に示すとおり約 147,000GJ/年と

予測する。 

表 9.17-10 設備の持続的稼働におけるエネルギー使用量 

施設名 種類 
使用量 

予測結果（GJ/年） 
値 単位 

オリンピックスタジアム 

電気 12,306,716 kWh/年 約 120,000 

ガス 593,635 Nm3/年 約 27,000 

合計 － － 約 147,000 

注 1）電気及びガスの使用量は、(独)日本スポーツ振興センターへのヒヤリングに基づき作成 

2）各係数は、以下の値を使用した。 

   電気：9.76（MJ/kWh）（一次エネルギー換算値） 

ガス：45（GJ/千 Nm3）（東京ガス株式会社の都市ガスの単位発熱量） 

出典：改正省エネ法（平成 18年４月 1日施行） 

「総量削減義務と排出量取引制度における特定温室効果ガス排出量算定ガイドライン」 

(平成 26年７月 東京都環境局） 
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9.17.3 ミティゲーション 

(1) 予測に反映しなかった措置 

・オリンピックスタジアムについては、設備設置において、表 9.17-11に示す恒常的なエネル

ギー対策を検討する計画である。 

表 9.17-11 設備計画方針（オリンピックスタジアム） 

項目 方 針 計 画 

空調 ・少ないエネルギーで効率的な居住域空調 
・水の気化熱（自然エネルギー）を積極的に利用 
・観客動員数に合わせた空調が可能なゾーニング 

・座席空調 
・間接気化冷却空調機 

熱源 ・空調ピーク時に必要な熱源容量、スペースの最小化 
・地下ピット熱の有効活用による外気負荷抑制 

・ガス・電気併用電源 
・蓄熱システム 
・クールヒートチューブ 

換気 ・観客席の熱溜まりを有効に排熱可能な自然換気計画 
・コンコースの熱環境対策 

・屋根フルーム（サイドスト
ラット）を自然換気ルートと
して活用 

注）(独)日本スポーツ振興センターへのヒヤリングに基づき作成 

 

・設備を更新する場合には、より高効率な機器の採用を検討する計画である。 

・建設機械の稼働にあたっては、アイドリングストップやエンジン回転の抑制など省エネ運転

を徹底する計画である。 

 

9.17.4 評価 

(1) 評価の指標 

評価の指標は、国が策定しているエネルギーに関する目標、計画、対策等とした。 

 

(2) 評価の結果 

1) 建設機械の稼働に伴うエネルギー使用量及びその削減の程度 

建設機械の稼働に伴うエネルギー使用量は、約 43,000GJ/年と予測する。 

工事の実施にあたっては、省エネ運転をすることで、エネルギー使用量を削減する計画とし

ている。 

以上のことから、事業者は、建設工事に伴い生じる環境への負荷の削減を図っていることか

ら、評価の指標は満足するものと考える。 

2) 施設等の持続的稼働に伴うエネルギー使用量及びその削減の程度 

施設の運営におけるエネルギー使用量は、約 147,000GJ/年と予測する。会場施設の空調換気

設備においては自然換気や自然通風を考慮する等、各設備計画等において効率的利用のための

措置を計画している。 

以上のことから、事業者は、エネルギー使用の合理化に努めていると考えられ、評価の指標

は満足するものと考える。 
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9.18 土地利用 

9.18.1 現況調査 

(1) 調査事項及びその選択理由 

調査事項及びその選択理由は、表 9.18-1に示すとおりとした。 

表 9.18-1 調査事項及びその選択理由 

調査事項 選択理由 

①土地利用の状況 
②東京都等の計画等の状況 
③法令等による基準等 

事業の実施に伴い自然地の改変・転用の有無が考え
られることから、計画地及びその周辺について、左
記の事項に係る調査が必要である。 

 

(2) 調査地域 

調査地域は計画地及びその周辺地域とした。 

 

(3) 調査方法 

1) 土地利用の状況 

調査は、「東京の土地利用 平成 23年東京都区部」（平成 25年５月 東京都都市整備局）、「港

区用途地域地区等図」(港区)、「新宿区用途地域等都市計画図」（平成 25年 11月 新宿区）等

の既存資料の整理によった。 

2) 東京都等の計画等の状況 

調査は、「新宿区総合計画」（平成 19年 12月 新宿区）、「渋谷区都市計画マスタープラン 2000」

（渋谷区）、「東京都長期ビジョン」（平成 26年 12月 東京都）等の計画等の整理によった。 

3) 法令等による基準等 

調査は、都市計画法（昭和 43年法律第 100号）、東京における自然の保護と回復に関する条

例（平成 12 年東京都条例第 216 号）、新宿区みどりの条例（平成２年新宿区条例第 43 号）の

法令等の整理によった。 
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(4) 調査結果 

1) 土地利用の状況 

土地利用の状況については、「9.1 大気等 9.1.1 現況調査 (4)調査結果 4)土地利用の

状況」（p.74参照）に示したとおりである。 

計画地の土地利用は、現在、スポーツ・興行施設のほか、公園・運動場等（明治公園（霞岳

広場、四季の庭））、事務所建築物（日本スポーツ振興センター）、宿泊・遊興施設（日本青年

館）となっている。 

計画地周辺の土地利用は、事務所建築物や教育文化施設、集合住宅、スポーツ・興行施設、

公園、運動場等の混合用途の市街地となっている。このうち、JRを挟んだ計画地北側には慶應

義塾大学病院等の厚生医療施設、新宿御苑等の公園、運動場等や四谷第六小学校、四谷第六幼

稚園等の教育文化施設等があり、南側にはシーアイプラザ、伊藤忠青山アートスクエア等の専

用商業施設や青山小学校、青山中学校等の教育文化施設、集合住宅、東側には聖徳記念絵画館

等の教育文化施設やスポーツ・興行施設、公園、運動場等、西側にはスポーツ・興行施設や集

合住宅、事務所建築物等が立地している。 

都市計画法に基づく用途地域等の指定状況は、「9.1 大気等 9.1.1 現況調査 (4)調査結

果 4)土地利用の状況」（p.74 参照）に示すとおりである。 

計画地及びその周辺の明治神宮外苑は概ね第２種中高層住居専用地域に指定されており、計

画地南側は第１種中高層住居専用地域に指定されている。 

また、計画地及びその周辺の明治神宮外苑付近は、東京都市計画公園の明治公園（第 5・7・

18号）として、都市計画決定されている。 

なお、計画地及びその周辺の明治神宮外苑付近は、東京都風致地区条例（昭和 45 年東京都

条例第 36条）に基づく「明治神宮内外苑付近風致地区」に指定されている。 
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2) 東京都等の計画等の状況 

土地利用に関する東京都等の計画等については、表 9.18-2 に示すとおりである。新宿区や

渋谷区においては、スポーツ拠点を活かしたまちの活性化、周辺の住宅地については利便性が

高く都市型の活気ある複合市街地を目指すとしている。また、東京都が定める神宮外苑地区地

区計画において、土地利用に関する基本方針が示されており、「国立霞ヶ丘競技場の建替えと

ともに、公園及び道路等公共施設の再編整備を図る。」としている。平成 26 年 12 月に公表さ

れた「東京都長期ビジョン」では、オリンピック・パラリンピックによってもたらされるレガ

シーとして、2020年東京大会までの取組には「神宮外苑の歴史的な景観や緑地等の保全に配慮

して、新国立競技場が完成」とされており、レガシーとして未来に引き継ぐものとして、「新

国立競技場の建替えを契機として、既存スポーツ施設や関連施設等の更新が進み、新たな魅力、

にぎわい、風格を備えたスポーツクラスターが形成」としている。 

表 9.18-2 オリンピックスタジアム周辺の土地利用についての計画 

関係計画等 目標・施策等 

新宿区総合計画 
（平成 19年 12月  

新宿区） 

○対象地域 
四谷地域 
○まちづくり方針 
スポーツ拠点を活かしたまちの活性化を図る。 

渋谷区都市計画 
マスタープラン 2000 

 

○対象地域 
千駄ヶ谷・神宮前地域 
○まちづくり方針 
まちづくりの方針図によると、計画地周辺は、 
・利便性の高い都市型住居を推進する。 
・まちの特徴を活かした活気ある複合市街地を形成する。 
としている。 

東京都市計画地区計画 

神宮外苑地区地区計画 

 

○対象地域 
再開発等促進区神宮外苑地区 A-2地区 
○土地利用に関する基本方針 
国立霞ヶ丘競技場の建替えとともに、公園及び道路等公共施設の再編整備を図る。
世界に誇れるホスピタリティ豊かなスタジアム施設と一体となる快適で安全なオ
ープンスペースの整備を図る。また、施設の屋内外において、災害時には帰宅困難
者や避難者を受け入れるなど、地域の防災性の向上に資する防災拠点としての活用
を図る。 

東京都長期ビジョン 
（平成 26年 12月 

東京都） 

○対象地域 
神宮外苑周辺 
○オリンピック・パラリンピックによってもたらされるレガシー 
【2020年東京大会までの取組】 
・神宮外苑の歴史的な景観や緑地等の保全に配慮して、新国立競技場が完成 
【レガシーとして未来に引き継ぐもの】 
・新国立競技場の建替えを契機として、既存スポーツ施設や関連施設等の更新が進

み、新たな魅力、にぎわい、風格を備えたスポーツクラスターが形成 
○都市戦略６ 世界をリードするグローバル都市の実現 
神宮外苑：新国立競技場の建設を契機として、多様な機能が集積するスポーツ・文
化の拠点を形成 
・整備計画等を定め、新たな魅力・にぎわい・風格を兼ね備えたスポーツクラスタ

ーを実現するまちづくりを推進 
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3) 法令等による基準等 

土地利用に関する法令等については、表 9.18-3(1)及び(2)に示すとおりである。 

表 9.18-3(1) 土地利用にかかる法令等 

法令・条例等 責務等 

都市計画法 

（昭和 43年 

法律第 100号） 

（目的） 
第一条  この法律は、都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都
市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつ
て国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。 

（都市計画の基本理念） 
第二条  都市計画は、農林漁業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能
的な都市活動を確保すべきこと並びにこのためには適正な制限のもとに土地の合理的な利用
が図られるべきことを基本理念として定めるものとする。 

（国、地方公共団体及び住民の責務） 
第三条  国及び地方公共団体は、都市の整備、開発その他都市計画の適切な遂行に努めなけれ
ばならない。 

２  都市の住民は、国及び地方公共団体がこの法律の目的を達成するため行なう措置に協力し、
良好な都市環境の形成に努めなければならない。 

３  国及び地方公共団体は、都市の住民に対し、都市計画に関する知識の普及及び情報の提供
に努めなければならない。 

（都市計画区域） 
第五条  都道府県は、市又は人口、就業者数その他の事項が政令で定める要件に該当する町村
の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他国
土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備
し、開発し、及び保全する必要がある区域を都市計画区域として指定するものとする。この場
合において、必要があるときは、当該市町村の区域外にわたり、都市計画区域を指定すること
ができる。 

（地域地区） 
第八条  都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる地域、地区又は街区を定めること
ができる。 
一  第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二

種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商
業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域（以下「用途地域」と総称する。） 
（途中省略） 

七  風致地区 
第九条 （途中省略） 
３  第一種中高層住居専用地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める
地域とする。 

４  第二種中高層住居専用地域は、主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するた
め定める地域とする。 

（地区計画） 
第十二条の五  地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一
体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発
し、及び保全するための計画とし、次の各号のいずれかに該当する土地の区域について定める
ものとする。 
一  用途地域が定められている土地の区域 
二  用途地域が定められていない土地の区域のうち次のいずれかに該当するもの 
イ 住宅市街地の開発その他建築物若しくはその敷地の整備に関する事業が行われる、又は

行われた土地の区域 
ロ 建築物の建築又はその敷地の造成が無秩序に行われ、又は行われると見込まれる一定の

土地の区域で、公共施設の整備の状況、土地利用の動向等からみて不良な街区の環境が形
成されるおそれがあるもの 

ハ 健全な住宅市街地における良好な居住環境その他優れた街区の環境が形成されている
土地の区域 

２  地区計画については、前条第二項に定めるもののほか、都市計画に、第一号に掲げる事項
を定めるものとするとともに、第二号及び第三号に掲げる事項を定めるよう努めるものとす
る。 
一  主として街区内の居住者等の利用に供される道路、公園その他の政令で定める施設（以

下「地区施設」という。）及び建築物等の整備並びに土地の利用に関する計画（以下「地区
整備計画」という。） 

二  当該地区計画の目標 
三  当該区域の整備、開発及び保全に関する方針 
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表 9.18-3(2) 土地利用にかかる法令等 

法令・条例等 責務等 

東京における自然の

保護と回復に関する

条例 

（平成 12年 

東京都条例第 216号） 

(目的) 

第一条 この条例は、他の法令と相まって、市街地等の緑化、自然地の保護と回復、野生動植物

の保護等の施策を推進することにより、東京における自然の保護と回復を図り、もって広く都

民が豊かな自然の恵みを享受し、快適な生活を営むことができる環境を確保することを目的と

する。 

 (事業者の責務) 

第五条 事業者は、事業活動を行うに当たっては、自然の保護と回復に自ら努めるとともに、知

事が実施する自然の保護と回復に係る施策に協力しなければならない。 

(都民の責務) 

第六条 都民は、樹木及び樹林を保護し、その所有し、又は管理する建築物及びその敷地の緑化

を行い、並びに地域の緑化を推進するなど自然の保護と回復に自ら努めるとともに、知事が実

施する自然の保護と回復に係る施策に協力しなければならない。 

(公共事業における義務) 

第七条 知事は、道路、公園、港湾、河川、公営住宅等の建設、改修等の公共事業の計画を定め、

及びこれを実施するに当たっては、自然の保護と回復に十分配慮しなければならない。 

(施設等の緑化義務) 

第十三条 道路、公園、河川、学校、庁舎等の公共公益施設を設置し、又は管理する者及び事務

所、事業所、住宅等の建築物を所有し、又は管理する者は、当該施設、建築物及びこれらの敷

地について、植樹するなど、それらの緑化をしなければならない。 

(緑化計画書の届出等) 

第十四条 千平方メートル以上の敷地(国及び地方公共団体が有する敷地にあっては、二百五十

平方メートル以上とする。)において建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条

第一号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の新築、改築、増築その他の規則に定める行為

を行おうとする者は、あらかじめ、規則に定める基準に基づき、緑化計画書(地上部及び建築

物上の緑化についての計画書)を作成し、知事に届け出なければならない。ただし、第四十七

条第一項及び第五項、第四十八条第一項並びに第四十九条第一項に定める行為については、こ

の限りでない。 

新宿区みどりの条例 

（平成２年 

新宿区条例第 43号） 

 (趣旨) 

第 1条 この規則は、新宿区みどりの条例(平成 2年新宿区条例第 43号。以下「条例」という。)

の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

(区民及び事業者の責務) 

第 4条 区民は、みどりの保護と育成に努めるとともに、区が実施する施策に協力しなければな

らない。 

2 事業者は、事業活動を行うに当たっては、みどりの保護と育成に努めるとともに、区が実施

する施策に協力しなければならない。 

(自然環境の保全) 

第 10 条 区長、区民及び事業者は、みどりの生育に必要な大気、水、土壌、昆虫及び野鳥等の

自然環境を良好に保全するように努めなければならない。 

(公共施設の緑化) 

第 20 条 区長は、区が設置し、又は管理する道路、河川、公園、学校、庁舎その他の公共施設

について、規則で定める基準により緑化を行わなければならない。 

2 国又は他の地方公共団体若しくはこれに準じる法人(以下「国又は地方公共団体等」という。)

は、その設置し、又は管理する施設について、前項に定める基準に準じて緑化を行わなければ

ならない。 

(民間施設の緑化等) 

第 21条 土地の所有者又は管理者は、規則で定める基準により緑化を行わなければならない。 

2 区長は、前項の規定に基づき、緑化を行う者に対して、緑化に関する相談、技術指導、苗木

等のあっせん及び供給等みどりの保護と育成に必要な措置をとることができる。 
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9.18.2 予測 

(1) 予測事項 

予測事項は、自然地 1の改変・転用の有無及びその程度とした。 

 

(2) 予測の対象時点 

予測の対象時点は、2020年東京大会の実施に伴う建設工事、解体工事等で土地の利用に変化が

生じると思われる時点又は期間のうち、大会開催前とした。 

 

 (3) 予測地域 

予測地域は、計画地とした。 

 

(4) 予測手法 

予測は、現況調査で把握した状況と、オリンピックスタジアム周辺の 2020 年東京大会におけ

る土地利用計画図とを重ね合わせる手法によった。 

 

(5) 予測結果 

計画地において、現況調査から自然地 1 は確認されていない。計画地内の緑地は、街路樹など

定期的にメンテナンスされており、東京における自然の保護と回復に関する条例に定める自然地

には該当せず、本事業による自然地の改変・転用はないと予測する。 

また、現況及び将来の土地利用変化は、表 9.18-4 に示すとおりである。土地利用の変化は約

46,020m2あり、その約７割が「公園・運動場」から「スポーツ、興業施設」への変更である。残

りの３割は、「宿泊・遊興施設」、「事務所建築物」、「道路」から「スポーツ、興業施設」への変

更である。これらは東京都等の計画の方向性と整合している。 

表 9.18-4 土地の改変を伴う範囲の土地利用変化の予測結果 

土地利用項目 
現況の面積 

（m2） 
将来の面積 

（m2） 

スポーツ、興業施設  約 66,980  約 113,000 

公園・運動場等  約 33,030  0 

宿泊・遊興施設  約 4,880  0 

事務所建築物  約 2,240  0 

道路  約 5,870  0 

計  約 113,000  約 113,000 

注) 現況の面積は、「東京の土地利用」の GIS データより算出、2020 年大会時の面積は、

「新国立競技場 基本設計（案）説明書（概要版）」（平成 26年５月 (独)日本スポー

ツ振興センター）によるものとし、10m2単位で整理した。 

 

1 自然地とは、樹林地、草地(建築物その他の工作物の除却後、５年以上経過して自然が回復していると認められる土地

を含む。) 、農地、池沼又はこれらに類する状態にある土地をいう。（東京における自然の保護と回復に関する条例施

行規則 第 50条） 
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9.18.3 ミティゲーション 

(1) 予測に反映した措置 

・神宮外苑地区地区計画に掲げる方針や新宿区が定める土地利用に沿った事業計画とする。 

・神宮外苑地区では、本事業を契機として周辺の大規模スポーツ施設とあわせて、多様な機能

が集積するスポーツ・文化の拠点形成が推進される。 

 

9.18.4 評価 

(1) 評価の指標 

評価の指標は、東京都等が定めた計画、要綱等の中で設定している土地利用に関する目標、方

針等とした。 

 

(2) 評価の結果 

本事業の実施に伴い、土地が改変されるが、自然地の改変はなく、公園・運動場等、宿泊・

遊興施設、事務所建築物、道路が、それぞれスポーツ・興業施設に変更になる。 

東京都が定める神宮外苑地区地区計画においては、計画地が位置する A-2 地区は、「国立霞

ヶ丘競技場の建替えとともに、公園及び道路等公共施設の再編整備を図る。」との基本方針に

基づき、平成 25 年６月には都市計画決定により明治公園が再編されている。また、新宿区総

合計画（平成 19年 12月 新宿区）では、計画地周辺は「スポーツ拠点を活かしたまちの活性

化を図ります。」としている。 

本事業は、旧国立霞ヶ丘競技場を平成 31 年までに新たな競技場に建替えるものであり、建

設後は、神宮外苑地区に既存のスポーツ施設等と一体的な土地利用が図られる。これにより、

新宿区総合計画及び東京都が定める長期ビジョンや土地利用に係る計画との整合が図られて

おり、評価の指標を満足するものと考える。 

計画地が位置する明治神宮外苑は、体力の向上や心身の鍛錬の場、また文化芸術の普及の拠

点として親しまれてきた。今後は、2020年東京大会が契機となり、本施設がスポーツ拠点とし

て活用されることで、地域の活性化機能がより一層促進されるものと考える。 
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9.19 地域分断 

9.19.1 現況調査 

(1) 調査事項及びその選択理由 

調査事項及びその選択理由は、表 9.19-1に示すとおりとした。 

表 9.19-1 調査事項及びその選択理由 

調査事項 選択理由 

①土地利用の状況 
②地域社会の状況 
③動線の状況 
④東京都等の計画等の状況 
⑤法令等による規制及び基準等 

事業の実施に伴い生活動線の分断又は進展の有無、
規模、範囲及び時間の影響が考えられることから、
計画地及びその周辺について、左記の事項に係る調
査が必要である。 

 

(2) 調査地域 

調査地域は、計画地及びその周辺地域とした。 

 

(3) 調査方法 

1) 土地利用の状況 

調査は、「東京の土地利用 平成 23年東京都区部」（平成 25年５月 東京都都市整備局）、「港

区用途地域地区等図」(港区)、「新宿区用途地域等都市計画図」（平成 25年 11月 新宿区）等

の既存資料の整理によった。 

2) 地域社会の状況 

調査は、「東京の土地利用 平成 23年東京都区部」（平成 25年５月 東京都都市整備局）、「新

宿区地図」(新宿区)、「渋谷区案内図」(平成 26年 1月 渋谷区)等の既存資料の整理、関係機

関等へのヒヤリングのによった。 

3) 動線の状況 

調査は、「東京都鉄道路線図」（東京都）、「みんくるガイド」（平成 26年 4月 東京都交通局）

等の既存資料の整理、関係機関等へのヒヤリングのによった。 

4) 東京都等の計画等の状況 

調査は、「新宿区総合計画」（平成 19年 12月 新宿区）、「渋谷区都市計画マスタープラン 2000」

（渋谷区）、「東京都市計画地区計画 神宮外苑地区地区計画」等の計画等の整理によった。 

5) 法令等による規制及び基準等 

調査は、国土利用計画法（昭和 49年法律第 92号）、都市計画法（昭和 43年法律第 100号）

の法令の整理によった。 
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(4) 調査結果 

1) 土地利用の状況 

土地利用の状況については、「9.1 大気等 9.1.1 現況調査 (4)調査結果 4)土地利用の

状況」（p.74参照）に示したとおりである。 

計計画地はスポーツ・興行施設、公園、運動場及び宿泊・遊興施設となっている。計画地北

側には慶應義塾大学病院等の厚生医療施設、新宿御苑等の公園、運動場等や四谷第六小学校、

四谷第六幼稚園等の教育文化施設等があり、南側にはシーアイプラザ、伊藤忠青山アートスク

エア等の専用商業施設や青山小学校、青山中学校等の教育文化施設、集合住宅、東側には聖徳

記念絵画館等の教育文化施設やスポーツ・興行施設、公園、運動場等、西側にはスポーツ・興

行施設や集合住宅、事務所建築物等が立地している。 

都市計画法に基づく用途地域等の指定状況は、「9.1 大気等 9.1.1 現況調査 (4)調査結

果 4)土地利用の状況」（p.74 参照）に示すとおりである。計画地及びその周辺の明治神宮外

苑は概ね第２種中高層住居専用地域に指定されており、計画地南側は第１種中高層住居専用地

域に指定されている。 

2) 地域社会の状況 

ア．日常の生活圏 

計画地周辺の住宅は、「9.1 大気等 9.1.1 現況調査 (4)調査結果 4)土地利用の状

況」（p.74 参照）に示したとおり、計画地の南～西側と北～北東に集中している。南～西側

の地区には、事務所建築物のほか、集合住宅・独立住宅も多い。北～北東には、公共施設の

ほか、事務所建築物、独立住宅等が多い。 

これらの地区の生活圏として、日常の買い物に利用するスーパー等の分布状況を図 9.19-1

に示す。道路沿いにコンビニ・スーパー等が多数分布しており、特に南側には住宅地内の細

い道路沿いにも多く分布している。 
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イ．公共施設の利用状況 

主要な公共施設（教育・福祉・医療施設等）の状況については、図 9.1-12（p.81 参照）

に示したとおりである。 

これらの公共施設の利用状況として、教育施設については生徒数等、福祉施設、医療施設

については入所者数あるいは年間利用者数等は、表 9.19-2に示すとおりである。 

表 9.19-2(1) 計画地周辺の主要な公共施設（教育・福祉・医療施設）の利用状況 

区 分 番号 施設名 利用状況 

教育 

施設 

 

幼稚園 1 新宿区立四谷第六幼稚園 園児数：57名 

2 渋谷区私立原宿幼稚園 園児数：75名（定員） 

3 渋谷区私立鳩の森八幡幼稚園 園児数：約 160名 

小学校 4 新宿区立四谷第六小学校 児童数：233名 

5 港区立青山小学校 児童数：163名 

6 渋谷区立神宮前小学校 児童数：209名 

7 渋谷区立千駄谷小学校 児童数：347名 

中学校 8 港区立青山中学校 生徒数：173名 

高等学校 9 都立青山高等学校 生徒数：約 960名 

10 私立国学院高等学校 生徒数：約 1650名 

大 学 11 慶應義塾大学医学部 学生数：1067名 

12 津田塾大学千駄ヶ谷キャンパス ホール定員：490名 

福祉 

施設 

幼稚園・ 

保育園 

13 千駄谷なかよし園幼稚舎 園児数：60名 

14 千駄谷なかよし園保育舎 園児数：56名 

保育園、 

児童施設 

15 四谷第六小学校内学童クラブ 定員：35名 

16 新宿三つの木保育園もりさんかくしかく 園児数：73名 

17 新宿区立信濃町子ども家庭支援センター 

しなのまち子ども園、信濃町学童クラブ 

定員：114名 

18 私立二葉南元保育園 定員：110名 

19 港区立青山保育園 定員：93名 

20 港区立南青山保育園 定員：138名 

21 渋谷区子育て支援センター 

子ども発達相談センター 

渋谷区立渋谷保育園 

定員：112名 

22 二葉乳児院  

地域子育て支援センター二葉 

定員：40名 

23 子育てひろばあい・ぽーと 年間利用者数：約 6,100名 

24 青山児童館 年間利用者数：27,290名 

高齢者福祉

施設、障害

者福祉施設 

25 新宿区立信濃町シニア活動館 年間利用者数：24,048名 

26 若葉高齢者在宅サービスセンター 年間利用者数：9,759名 

（デイサービスのみ） 

27 港区立北青山高齢者在宅サービスセンター 

赤坂地区高齢者相談センター 

（港区立北青山地域包括支援センター） 

年間利用者数：10,436名 

28 青山いきいきプラザ 年間利用者数：68,635名 

29 ケアコミュニティ・原宿の丘 

地域包括支援センター 

在宅サービスセンター 

教育センター（教育相談室・けやき教室） 

年間利用者数：44,021名 

30 障害者福祉センターはぁとぴあ原宿 年間利用者数：1,696名 

31 千駄ヶ谷敬老館 年間利用者数：7,476名 

 

 

- 440 - 



9.19地域分断 

表 9.19-2(2)  計画地周辺の主要な公共施設（教育・福祉・医療施設） 

区 分 番号 施設名 利用状況 

医療 

施設 

病 院 32 医療法人社団 信濃会 信濃坂クリニック ※臨床試験専門の医療機関に

つき、一般的な利用はない。 

33 医療法人社団 仁圭会 林外科病院 病床数：67床 

34 慶應義塾大学病院 病床数：1,044床 

35 学校法人 東京女子医科大学 付属青山病院 病床数：42床 

36 医療法人社団 オリンピア会  

オリンピア眼科病院 

病床数：40床 

37 医療法人財団 東京勤労者医療会 

代々木病院 

病床数：150床 

その他 図書館 38 慶應義塾大学信濃町メディアセンター 

（北里記念医学図書館） 

年間利用者数：122,466名 

39 港区立赤坂図書館 年間利用者数：360,140名 

注) 地点番号は、図 9.1-12（p.81参照）の表記に対応する。 

利用状況等は、特筆ない場合は平成 25年度あるいは平成 26年度実績値を示す。 

出典: 「しんじゅくノート」(平成 27年３月３日参照 新宿区ホームページ) 

http://shinjuku.mypl.net/ 

：「渋谷区案内図」(平成 27年３月３日参照 渋谷区ホームページ) 

https://www.city.shibuya.tokyo.jp/est/map/annai2014.pdf 

:「港区公共施設案内図 ぐるっとみなと 2012－2014」(平成 24年 10月 港区) 

:「医療機関名簿」(平成 26年９月 東京都) 

：「学校教育情報」（平成 27年３月３日参照 学校教育情報ホームページ） 

http://www.gaccom.jp/ 

：各施設等ホームページ、区ヒヤリングによる 
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3) 動線の状況 

ア．地域住民の交通経路 

計画地周辺の公共交通機関の状況、住宅地への日常的な移動経路は、図 9.19-2 及び図

9.19-3 に示すとおりである。 

計画地北側には、JR中央本線の千駄ヶ谷駅と信濃町駅、都営大江戸線の国立競技場駅があ

り、南側約 600mには東京メトロ半蔵門線・銀座線の外苑前駅が、南東約 800mには東京メト

ロ・都営大江戸線の青山一丁目駅がある。 

現地踏査結果によると、計画地の北～北東側の住宅地への日常的な移動経路は、千駄ヶ谷

駅・国立競技場駅・信濃町駅の駅から南北への移動が多い。 

計画地の南～西側の住宅地への日常的な移動経路は、千駄ヶ谷駅・国立競技場駅が最寄り

駅になるが、JR 山手線の代々木駅、原宿駅からも徒歩 10～20 分圏、東京メトロ外苑前駅か

ら徒歩 10 分圏であり、交通の便は非常によい地区である。計画地を通過することなく、移

動経路が確保されている。 

また、路線バスも計画地周辺を南北（北青山三丁目交差点～千駄ヶ谷駅前、青山一丁目駅

前～信濃町南口駅など）に運行しており、東西に通過する鉄道の各駅を補完する動線が確保

されている。なお、計画地西側の外苑西通りには路線バスは運行していない。 

これらの交通網の状況から、地域住民の交通経路としては、徒歩圏内の鉄道の利用あるい

は路線バスとの組合せにより、移動経路が確保されている状況といえる。 

また、計画地の西側は東京体育館、東側は明治神宮外苑であることから、計画地を挟んで

交通経路としての東西の移動は少ない。以上から、計画地内を経由する移動は少ない。 

イ．通学区域及び通学路の状況 

小学校の通学区域及び小中学校の通学路の状況として、計画地周辺の小学校５校の学区及

び計画地周辺の「学校、幼稚園、保育園等あり」の標識設置道路を整理した。小学校の学区

と標識設置道路は、図 9.19-4に示すとおりである。 

計画地は四谷第六小学校の学区内に位置している。なお、計画地南東部の道路には「学校、

幼稚園、保育園等あり」の標識が設置されており、四谷第六小学校の学区内（霞ヶ丘町：学

区内のうち、JR中央本線以南の区域）の小学生等の通学路として利用されている。 
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出典：「みんくるガイド」（平成 25年４月 東京都交通局）、「ちぃばす路線図」（平成 24年４月 港区） 

   「ハチ公バス概要 経路図」（平成 27年２月 渋谷区 
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図 9.19-4 計画地周辺の小学校 

学区と学校等ありの標識設置道路 
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4) 東京都等の計画等の状況 

土地利用に関する東京都等の計画等については、表 9.19-3 に示すとおりである。新宿区や

渋谷区においては、スポーツ拠点を活かしたまちの活性化、周辺の住宅地については利便性が

高く都市型の活気ある複合市街地を目指すとしている。また、計画地周辺の道路で歩行系幹線

道としての整備方針が示されている。 

「東京都市計画地区計画 神宮外苑地区地区計画」においては、土地利用に関する基本方針

が示されており、「国立霞ヶ丘競技場の建替えとともに、公園及び道路等公共施設の再編整備

を図る。」としている。平成 26年 12月に公表された「東京都長期ビジョン」（平成 26年 12月 

東京都）では、オリンピック・パラリンピックによってもたらされるレガシーとして、2020年

東京大会までの取組には「神宮外苑の歴史的な景観や緑地等の保全に配慮して、新国立競技場

が完成」とされており、レガシーとして未来に引き継ぐものとして、「新国立競技場の建替え

を契機として、既存スポーツ施設や関連施設等の更新が進み、新たな魅力、にぎわい、風格を

備えたスポーツクラスターが形成」としている。 

表 9.19-3 オリンピックスタジアム周辺の土地利用についての計画 

関係計画等 目標・施策等 

新宿区総合計画 
（平成 19年 12月  

新宿区） 

○対象地域 
四谷地域 
○まちづくり方針 
スポーツ拠点を活かしたまちの活性化を図る。 

渋谷区都市計画 
マスタープラン 2000 

 

○対象地域 
千駄ヶ谷・神宮前地区 
○まちづくり方針 
まちづくりの方針図によると、計画地周辺は、 
・利便性の高い都市型住居を推進する。 
・まちの特徴を活かした活気ある複合市街地を形成する。 
としている。 

東京都市計画地区計画 

神宮外苑地区地区計画 

 

○対象地域 
再開発等促進区神宮外苑地区 A-2地区 
○土地利用に関する基本方針 
国立霞ヶ丘競技場の建替えとともに、公園及び道路等公共施設の再編整備を図
る。世界に誇れるホスピタリティ豊かなスタジアム施設と一体となる快適で安
全なオープンスペースの整備を図る。また、施設の屋内外において、災害時に
は帰宅困難者や避難者を受け入れるなど、地域の防災性の向上に資する防災拠
点としての活用を図る。 

東京都長期ビジョン 
（平成 26年 12月 

東京都） 

○対象地域 
神宮外苑周辺 
○オリンピック・パラリンピックによってもたらされるレガシー 
【2020年東京大会までの取組】 
・神宮外苑の歴史的な景観や緑地等の保全に配慮して、新国立競技場が完成 
【レガシーとして未来に引き継ぐもの】 
・新国立競技場の建替えを契機として、既存スポーツ施設や関連施設等の更新
が進み、新たな魅力、にぎわい、風格を備えたスポーツクラスターが形成 
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5) 法令等による規制及び基準等 

土地利用及び生活動線の分断に関連する法令等については、表 9.19-4(1)及び(2)に示すとお

りである。 

表 9.19-4(1) 土地利用及び生活動線の分断にかかる法令等 

法令・条例等 責務等 

国土利用計画法 

（昭和 49年法律 

第 92号） 

（目的） 

第一条  この法律は、国土利用計画の策定に関し必要な事項について定めるとともに、土地利用

基本計画の作成、土地取引の規制に関する措置その他土地利用を調整するための措置を講ずる

ことにより、国土形成計画法 （昭和二十五年法律第二百五号）による措置と相まつて、総合的

かつ計画的な国土の利用を図ることを目的とする。 

（基本理念） 

第二条  国土の利用は、国土が現在及び将来における国民のための限られた資源であるととも

に、生活及び生産を通ずる諸活動の共通の基盤であることにかんがみ、公共の福祉を優先させ、

自然環境の保全を図りつつ、地域の自然的、社会的、経済的及び文化的条件に配意して、健康

で文化的な生活環境の確保と国土の均衡ある発展を図ることを基本理念として行うものとす

る。 

（土地利用の規制に関する措置等） 

第十条  土地利用基本計画に即して適正かつ合理的な土地利用が図られるよう、関係行政機関

の長及び関係地方公共団体は、この法律に定めるものを除くほか、別に法律で定めるところに

より、公害の防止、自然環境及び農林地の保全、歴史的風土の保存、治山、治水等に配意しつ

つ、土地利用の規制に関する措置その他の措置を講ずるものとする。 

（土地に関する権利の移転等の許可） 

第十四条  規制区域に所在する土地について、土地に関する所有権若しくは地上権その他の政

令で定める使用及び収益を目的とする権利又はこれらの権利の取得を目的とする権利（以下

「土地に関する権利」という。）の移転又は設定（対価を得て行われる移転又は設定に限る。

以下同じ。）をする契約（予約を含む。以下「土地売買等の契約」という。）を締結しようとす

る場合には、当事者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。その許可に係る事項の

うち、土地に関する権利の移転若しくは設定の予定対価の額（予定対価が金銭以外のものであ

るときは、これを時価を基準として金銭に見積つた額。以下同じ。）の変更（その額を減額す

る場合を除く。）をして、又は土地に関する権利の移転若しくは設定後における土地の利用目

的の変更をして、当該契約を締結しようとするときも、同様とする。 
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表 9.19-4(2) 土地利用及び生活動線の分断にかかる法令等 

法令・条例等 責務等 

都市計画法 

（昭和 43年法律第

100号） 

（目的） 

第一条  この法律は、都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都

市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつ

て国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。 

（都市計画の基本理念） 

第二条  都市計画は、農林漁業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能

的な都市活動を確保すべきこと並びにこのためには適正な制限のもとに土地の合理的な利用

が図られるべきことを基本理念として定めるものとする。 

（国、地方公共団体及び住民の責務） 

第三条  国及び地方公共団体は、都市の整備、開発その他都市計画の適切な遂行に努めなけれ

ばならない。 

２  都市の住民は、国及び地方公共団体がこの法律の目的を達成するため行なう措置に協力し、

良好な都市環境の形成に努めなければならない。 

３  国及び地方公共団体は、都市の住民に対し、都市計画に関する知識の普及及び情報の提供

に努めなければならない。 

（地域地区） 

第八条  都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる地域、地区又は街区を定めること

ができる。 

一  第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二

種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商

業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域（以下「用途地域」と総称する。） 

（途中省略） 

七  風致地区 

第九条 （途中省略） 

３  第一種中高層住居専用地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める

地域とする。 

４  第二種中高層住居専用地域は、主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するた

め定める地域とする。 

（地区計画） 

第十二条の五  地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一

体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発

し、及び保全するための計画とし、次の各号のいずれかに該当する土地の区域について定める

ものとする。 

一  用途地域が定められている土地の区域 

二  用途地域が定められていない土地の区域のうち次のいずれかに該当するもの 

イ 住宅市街地の開発その他建築物若しくはその敷地の整備に関する事業が行われる、又は

行われた土地の区域 

ロ 建築物の建築又はその敷地の造成が無秩序に行われ、又は行われると見込まれる一定の

土地の区域で、公共施設の整備の状況、土地利用の動向等からみて不良な街区の環境が形

成されるおそれがあるもの 

ハ 健全な住宅市街地における良好な居住環境その他優れた街区の環境が形成されている

土地の区域 

２  地区計画については、前条第二項に定めるもののほか、都市計画に、第一号に掲げる事項

を定めるものとするとともに、第二号及び第三号に掲げる事項を定めるよう努めるものとす

る。 

一  主として街区内の居住者等の利用に供される道路、公園その他の政令で定める施設（以

下「地区施設」という。）及び建築物等の整備並びに土地の利用に関する計画（以下「地区

整備計画」という。） 

二  当該地区計画の目標 

三  当該区域の整備、開発及び保全に関する方針 
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9.19.2 予測 

(1) 予測事項 

予測事項は、生活動線（特に歩行者動線）の分断又は進展の有無及びその規模、範囲、時間及

び程度とした。 

 

(2) 予測の対象時点 

予測の対象時点は、2020年東京大会の大会開催前、大会開催中及び大会開催後であって、生活

動線（特に歩行者動線）に影響が生じると思われる時点又は期間のうち、大会開催前、大会開催

後とした。 

 

(3) 予測地域 

予測地域は、計画地及びその周辺地域とした。 

 

(4) 予測手法 

予測は、現況調査で把握した状況と、計画地周辺の 2020年東京大会における土地利用計画図、

施行計画等とを重ね合わせる手法によった。 

 

(5) 予測結果 

現況の交通経路・通学路及び将来の土地利用計画を重ね合わせたものは、図 9.19-5 に示すと

おりである。オリンピックスタジアムは、国立霞ヶ丘競技場の建替えであり、その位置に大きな

変化がないことから、日々の生活で利用するスーパーや公共施設等への移動動線について大きな

変化はないと予測する。計画地南東部の道路には「学校、幼稚園、保育所等あり」の標識が設置

されており、通学路に利用されているが、建替え後も同様な利用が可能と予測する。 

また、国立霞ヶ丘競技場の南側道路（区道 43-660 及び区道 43-680）が計画地に含まれおり、

オリンピックスタジアムと一体整備される計画であるが、計画建築物の周囲には自由に通り抜け

られる歩道状空地が整備される計画となっている。歩道状空地は、地区全体にわたり回遊性のあ

るネットワークを持ち、バリアフリーに配慮するとともに、歩行者デッキと併せて、歩行者のア

クセス性を向上させる機能を有すると予測する。 

以上から、施設の存在に伴う計画地周辺の生活動線は分断されないと予測する。
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9.19.3 ミティゲーション 

(1) 予測に反映した措置 

・敷地は自由に通り抜けられる通路空間として整備し、歩行者のアクセス性を向上させる計画

である。 

 

9.19.4 評価 

(1) 評価の指標 

評価の指標は、生活動線（特に歩行者動線）の分断がないこととした。 

 

(2) 評価の結果 

本事業の実施により周辺地域住民の主たる生活動線に大きな変化はないと予測する。さらに、

敷地を自由に通り抜けられる歩道状空地が整備されることから、歩行者のアクセス性は向上する

と予測する。 

本事業は、旧国立霞ヶ丘競技場を平成 31年までに新たな競技場に建替えるものである。 

事業の実施に伴い、バリアフリーで地区全体にわたる回遊性のあるネットワークが創出され、

周辺のスポーツ施設等と一体的に利用する環境が整備されることにより、本事業に伴う生活動線

（特に歩行者動線）の分断はなく、評価の指標を満足するものと考える。 
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9.20 移転 

9.20.1 現況調査 

(1) 調査事項及びその選択理由 

調査事項及びその選択理由は、表 9.20-1に示すとおりとした。 

表 9.20-1 調査事項及びその選択理由 

調査事項 選択理由 

①土地利用の状況 
②東京都等の計画等の状況 
③法令による基準等 

事業の実施に伴い「住宅、店舗等の移転」の規模及
び範囲の影響が考えられることから、計画地及びそ
の周辺について、左記の事項に係る調査が必要であ
る。 

 

(2) 調査地域 

調査地域は、計画地及びその周辺地域（移転先を含む）とした。 

 

(3) 調査方法 

1) 土地利用の状況 

調査は、「東京の土地利用 平成 23年東京都区部」（平成 25年５月 東京都都市整備局）の

既存資料の整理によった。 

2) 東京都等の計画等の状況 

調査は、「新宿区総合計画」（平成 19年 12月 新宿区）、「渋谷区都市計画マスタープラン 2000」

（渋谷区）、「東京都長期ビジョン」（平成 26年 12月 東京都）等の計画等の整理によった。 

3) 法令による基準等 

調査は、国土利用計画法（昭和 49 年法律第 92 号）、土地収用法(昭和 26 年法律第 219 号)、

都市計画法（昭和 43年法律第 100号）の法令の整理によった。 

 

(4) 調査結果 

1) 土地利用の状況 

土地利用の状況については、「9.1大気等 9.1.1現況調査（4）調査結果 4）土地利用の状

況」（p.74 参照）に示したとおりである。 

計画地の土地利用は、現在、スポーツ・興行施設のほか、公園・運動場等（明治公園（霞岳

広場、四季の庭））、事務所建築物（日本スポーツ振興センター）、宿泊・遊興施設（日本青年

館）となっている。なお、明治公園（霞岳広場、四季の庭）は、神宮外苑地区地区計画に基づ

き、明治公園の再編整備がなされている（平成 25年６月都市計画決定）。 

計画地を含む明治神宮外苑一帯は、スポーツ・興行施設、公園、運動場、事務所建築物や教

育文化施設等となっている。 

計画地周辺のうち、JRを挟んだ計画地北側には慶応義塾大学病院などの厚生医療施設、新宿

御苑などの公園、運動場等や四谷第六小学校、四谷第六幼稚園などの教育文化施設などがあり、

南側には集合住宅、シーアイプラザ、伊藤忠青山アートスクエア等の専用商業施設や青山小学

校、青山中学校等の教育文化施設、東側には聖徳記念絵画館等の教育文化施設やスポーツ・興

行施設、公園、運動場等、西側にはスポーツ・興行施設や集合住宅、事務所建築物等が立地し

ている。 
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2) 東京都等の計画等の状況 

計画地及びその周辺の土地利用については、新宿区・渋谷区において、表 9.20-2 の計画が

定められており、スポーツ拠点を活かしたまちの活性化、周辺の住宅地については利便性が高

く都市型の活気ある複合市街地を目指すとしている。また、東京都が定める神宮外苑地区地区

計画において、土地利用に関する基本方針が示されており、「国立霞ヶ丘競技場の建替えとと

もに、公園及び道路等公共施設の再編整備を図る。」としている。平成 26 年 12 月に公表され

た「東京都長期ビジョン」では、オリンピック・パラリンピックによってもたらされるレガシ

ーとして、2020年東京大会までの取組には「神宮外苑の歴史的な景観や緑地等の保全に配慮し

て、新国立競技場が完成」とされており、レガシーとして未来に引き継ぐものとして、「新国

立競技場の建替えを契機として、既存スポーツ施設や関連施設等の更新が進み、新たな魅力、

にぎわい、風格を備えたスポーツクラスターが形成」としている。 

 

表 9.20-2 オリンピックスタジアム周辺の土地利用についての計画 

関係計画等 目標・施策等 

新宿区総合計画 
（平成 19年 12月  

新宿区） 

○対象地域 
四谷地域 
○まちづくり方針 
スポーツ拠点を活かしたまちの活性化を図ります。 

渋谷区都市計画 
マスタープラン 2000 

 

○対象地域 
千駄ヶ谷・神宮前地区 
○まちづくり方針 
まちづくりの方針図によると、計画地周辺は、 
・利便性の高い都市型住居を推進します。 
・まちの特徴を活かした活気ある複合市街地を形成します。 
としている。 

東京都市計画地区計画 

神宮外苑地区地区計画 

 

○対象地域 
再開発等促進区神宮外苑地区 A-2地区 
○土地利用に関する基本方針 
国立霞ヶ丘競技場の建替えとともに、公園及び道路等公共施設の再編整備を図
る。世界に誇れるホスピタリティ豊かなスタジアム施設と一体となる快適で安
全なオープンスペースの整備を図る。また、施設の屋内外において、災害時に
は帰宅困難者や避難者を受け入れるなど、地域の防災性の向上に資する防災拠
点としての活用を図る。 

東京都長期ビジョン 
（平成 26年 12月 

東京都） 

○対象地域 
神宮外苑周辺 
○オリンピック・パラリンピックによってもたらされるレガシー 
【2020年東京大会までの取組】 
・神宮外苑の歴史的な景観や緑地等の保全に配慮して、新国立競技場が完成 
【レガシーとして未来に引き継ぐもの】 
・新国立競技場の建替えを契機として、既存スポーツ施設や関連施設等の更新
が進み、新たな魅力、にぎわい、風格を備えたスポーツクラスターが形成 
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3) 法令による基準等 

土地収用及び土地利用並びに住宅、店舗等の移転に関する法令等については、表 9.20-3(1)

及び(2)に示すとおりである。 

表 9.20-3(1) 移転にかかる法令等 

法令・条例等 責務等 

国土利用計画法 

（昭和 49年法律 

第 92号） 

（目的） 

第一条  この法律は、国土利用計画の策定に関し必要な事項について定めるとともに、土地利用

基本計画の作成、土地取引の規制に関する措置その他土地利用を調整するための措置を講ずる

ことにより、国土形成計画法 （昭和二十五年法律第二百五号）による措置と相まつて、総合的

かつ計画的な国土の利用を図ることを目的とする。 

（基本理念） 

第二条  国土の利用は、国土が現在及び将来における国民のための限られた資源であるととも

に、生活及び生産を通ずる諸活動の共通の基盤であることにかんがみ、公共の福祉を優先させ、

自然環境の保全を図りつつ、地域の自然的、社会的、経済的及び文化的条件に配意して、健康

で文化的な生活環境の確保と国土の均衡ある発展を図ることを基本理念として行うものとす

る。 

（土地利用の規制に関する措置等） 

第十条  土地利用基本計画に即して適正かつ合理的な土地利用が図られるよう、関係行政機関

の長及び関係地方公共団体は、この法律に定めるものを除くほか、別に法律で定めるところに

より、公害の防止、自然環境及び農林地の保全、歴史的風土の保存、治山、治水等に配意しつ

つ、土地利用の規制に関する措置その他の措置を講ずるものとする。 

（土地に関する権利の移転等の許可） 

第十四条  規制区域に所在する土地について、土地に関する所有権若しくは地上権その他の政

令で定める使用及び収益を目的とする権利又はこれらの権利の取得を目的とする権利（以下

「土地に関する権利」という。）の移転又は設定（対価を得て行われる移転又は設定に限る。

以下同じ。）をする契約（予約を含む。以下「土地売買等の契約」という。）を締結しようとす

る場合には、当事者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。その許可に係る事項の

うち、土地に関する権利の移転若しくは設定の予定対価の額（予定対価が金銭以外のものであ

るときは、これを時価を基準として金銭に見積つた額。以下同じ。）の変更（その額を減額す

る場合を除く。）をして、又は土地に関する権利の移転若しくは設定後における土地の利用目

的の変更をして、当該契約を締結しようとするときも、同様とする。 

土地収用法 

（昭和 26年 

法律第 219号） 

（この法律の目的） 

第一条  この法律は、公共の利益となる事業に必要な土地等の収用又は使用に関し、その要件、

手続及び効果並びにこれに伴う損失の補償等について規定し、公共の利益の増進と私有財産との

調整を図り、もつて国土の適正且つ合理的な利用に寄与することを目的とする。 

（土地の収用又は使用） 

第二条  公共の利益となる事業の用に供するため土地を必要とする場合において、その土地を

当該事業の用に供することが土地の利用上適正且つ合理的であるときは、この法律の定めると

ころにより、これを収用し、又は使用することができる。 

（権利の収用又は使用） 

第五条  土地を第三条各号の一に規定する事業の用に供するため、その土地にある左の各号に

掲げる権利を消滅させ、又は制限することが必要且つ相当である場合においては、この法律の

定めるところにより、これらの権利を収用し、又は使用することができる。 

一  地上権、永小作権、地役権、採石権、質権、抵当権、使用貸借又は賃貸借による権利その

他土地に関する所有権以外の権利（以下省略） 
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9.20移転 

表 9.20-3(2) 移転にかかる法令等 

法令・条例等 責務等 

都市計画法 

（昭和 43年 

法律第 100号） 

（目的） 

第一条  この法律は、都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都

市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつ

て国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。 

（都市計画の基本理念） 

第二条  都市計画は、農林漁業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能

的な都市活動を確保すべきこと並びにこのためには適正な制限のもとに土地の合理的な利用

が図られるべきことを基本理念として定めるものとする。 

（国、地方公共団体及び住民の責務） 

第三条  国及び地方公共団体は、都市の整備、開発その他都市計画の適切な遂行に努めなけれ

ばならない。 

２  都市の住民は、国及び地方公共団体がこの法律の目的を達成するため行なう措置に協力し、

良好な都市環境の形成に努めなければならない。 

３  国及び地方公共団体は、都市の住民に対し、都市計画に関する知識の普及及び情報の提供

に努めなければならない。 

（建築の許可） 

第五十三条  都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築 1を

しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなけれ

ばならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。 

一  政令で定める軽易な行為 

二  非常災害のため必要な応急措置として行う行為 

三  都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為 

1 「建築」とは、建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。（都市計画法第４条） 
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9.20.2 予測 

(1) 予測事項 

予測事項は、対象地及びその周辺の土地における施設整備等による住宅、店舗等の移転の規模、

範囲及び程度とした。 

 

(2) 予測の対象時点 

予測の対象時点は、2020年東京大会の大会開催前、大会開催中及び大会開催後であって、住宅、

店舗等の移転が生じると思われる時点又は期間のうち、大会開催前とした。 

 

(3) 予測地域 

予測地域は、計画地及びその周辺（移転先を含む）とした。 

 

(4) 予測手法 

予測は、現況調査で把握した状況と、オリンピックスタジアム周辺の 2020 年東京大会におけ

る土地利用計画、施行計画とを重ね合わせる手法によった。 

 

(5) 予測結果 

オリンピックスタジアムの施設整備により、移転が生じるのは、表 9.20-4 に示す日本青年館

である。 

本施設は、ヒヤリングによると、現在の機能を維持しながら、国立霞ヶ丘競技場西テニス場（霞

ヶ丘町 4-1）の敷地約 6,800m2に移転する計画である。現在の位置から南へ約 200m 移動するが、

現在と同等の機能を維持できる計画となっていると予測する。 

表 9.20-4 オリンピックスタジアムの施設整備に伴う移転施設等 

No 名称 施設規模 移転先 

1 日本青年館 【現在】 

延床面積：約 24,400m2 

用途：ホテル、ホール、レストラン 

【移転後】 

延床面積：約 32,000 m2 

（日本スポーツ振興センター施設と合築） 

用途：ホテル、ホール、レストラン、事務所 

明治神宮球場３塁側の道路を挟んだ正面 

（国立霞ヶ丘競技場西テニス場（新宿区霞

ヶ丘町 16 番８号（西テニス場クラブハウ

ス））の敷地約 6,800m2 

現在の土地利用：テニス場 

 

 

出典：日本青年館ヒヤリングによる 
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9.20.3 ミティゲーション 

(1) 予測に反映した措置 

・計画地内の日本青年館は、近隣に同等の機能を有する施設整備を行う計画である。 

 

9.20.4 評価 

(1) 評価の指標 

評価の指標は、事務所等の良好な移転先が確保されていることとした。 

 

(2) 評価の結果 

本事業の施設の存在により、日本青年館の移転が必要となるが、現在と同等機能の移転先が確

保されていると予測する。 

以上のことから、良好な移転先が確保され、評価の指標は満足するものと考える。 
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9.21 安全 

9.21.1 現況調査 

(1) 調査事項及びその選択理由 

調査事項及びその選択理由は、表 9.21-1に示すとおりである。 

表 9.21-1 調査事項及びその選択理由 

調査事項 選択理由 

①危険物施設等の状況 
②気象の状況 
③地形・地質の状況 
④土地利用の状況 
⑤監視体制の状況 
⑥災害、事故等の発生状況 
⑦バリアフリー化の状況 
⑧電力の供給等の状況 
⑨法令等の基準等 
⑩東京都等の計画等の状況 

事業の実施に伴い危険物施設等からの安全性の確
保、移動の安全のためのバリアフリー化及び電力供
給の安定度の影響が考えられることから、計画地及
びその周辺について、左記の事項に係る調査が必要
である。 

 

(2) 調査地域 

調査地域は、計画地及びその周辺地域とした。 

 

(3) 調査方法 

1) 危険物施設等の状況 

調査は、「危険物行政の現況（要約）」（平成 25 年 10 月 東京消防庁）、「東京都地域防災計

画 大規模事故編（平成 21年修正）[資料編]」（東京都防災会議）等の既存資料の整理によっ

た。 

2) 気象の状況 

調査は、現地調査の方法等によった。 

3) 地形・地質の状況 

調査は、「新宿区地震ハザードマップ」（平成 26 年７月 新宿区）等の既存資料の整理によ

った。 

4) 土地利用の状況 

調査は、「震災時火災における避難場所及び避難道路等の指定（平成 25 年改定）」（平成 25

年５月 東京都）等の既存資料の整理によった。 

5) 監視体制の状況 

調査は、「東京都地域防災計画 大規模事故編（平成 21年修正）[本冊]」（東京都防災会議）

の整理によった。 

6) 災害、事故等の発生状況 

調査は、「平成 25年中の危険物に係る事故の概要」（平成 26年５月 消防庁危険物保安室）、

「電気事業 60年の統計」（電気事業連合会）等の既存資料の整理によった。 

7) バリアフリー化の状況 

調査は、「Accessibility Map」 Queen Elizabeth Olympic Park （London Legacy Development 

Corporation）の整理及び現地調査の方法によった。 
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8) 電力の供給等の状況 

調査は、「電力需給検証小委員会報告書について（概要）」（平成 26 年 10 月 資源エネルギ

ー庁）、「ESCJ年報-平成 25年度版-」（平成 26 年５月 (一社)電力系統利用協議会）等の既存

資料の整理によった。 

9) 法令等の基準等 

調査は、災害対策基本法（昭和 36年法律第 223号）、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の

促進に関する法律（平成 18 年法律第 91 号）、高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備

に関する条例（平成 15年東京都条例第 155号）等の法令等の整理によった。 

10) 東京都等の計画等の状況 

調査は、「東京都地域防災計画」（東京都防災会議）、「東京都福祉のまちづくり推進計画（平

成 26 年度～平成 30 年度）」（平成 26 年３月 東京都）、「福祉のまちづくりをすすめるための

ユニバーサルデザインガイドライン」（平成 18年１月 東京都）の計画等の整理によった。 

 

(4) 調査結果 

1) 危険物施設等の状況 

危険物施設等として、危険物(消防法（昭和 23 年法律第 186 号）第２条)、高圧ガス(高圧ガ

ス保安法（昭和 26年法律第 204号）第２条)、火薬類(火薬類取締法（昭和 25年法律第 149号）

第２条)、毒物劇物(毒物及び劇物取締法（昭和 25 年法律第 303 号）第２条)及び放射線(放射

性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律（昭和 32年法律第 167号）第２条)を扱う

施設の状況について、調査を行った。 

ア．危険物施設の分布状況 

消防法上の危険物施設として、製造所、貯蔵所、取扱所があり、計画地周辺に製造所は分

布していない。貯蔵所の例としては、暖房ボイラー用燃料を地下タンクで貯蔵する地下タン

ク貯蔵所等があり、取扱所の例としては、ガソリンスタンド（給油取扱所）等がある。 

危険物のうち、その大部分を占めるのは石油製品であり、平成 24 年度の都内における石

油製品の消費量は、最も多いガソリンで 792 万 kL、次いで軽油が 427 万 kL、重油が 395 万

kL、灯油が 356万 kLとなっている。 

東京都内の区市町村別、危険物施設の数は、表 9.21-2 に示すとおりである。計画地及び

その周辺の新宿区の施設数は 353施設、渋谷区では 252施設、港区では 604施設となってい

る。 

なお、消防法において、指定数量以上の危険物は、貯蔵所以外の場所で貯蔵し、製造所、

貯蔵所、取扱所以外の場所で取り扱ってはならないとされている（所轄消防長又は消防署長

の承認を受けた場合を除く。）。また、製造所、貯蔵所及び取扱所の位置、構造及び設備の技

術上の基準が政令で定められている等、ハード、ソフトの両面からの安全確保がなされてい

る。 

計画地周辺では、都道 418号北品川四谷線（外苑西通り）及び一般国道 246号（青山通り）

沿いにガソリンスタンド（取扱所）の分布が確認できる。計画地に最も近いガソリンスタン

ドは、計画地境界から 400m程度の距離に位置している。 
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表 9.21-2 危険物貯蔵所等一覧 

（平成 26年３月末現在） 

区市町村 計 製造所 貯蔵所 取扱所 

区部 
港区 604 0 367 237 
新宿区 353 0 228 125 
渋谷区 252 0 164 88 

出典：「東京都地域防災計画 震災編（平成 26年修正）[別冊資料]」（東京

都防災会議） 

 

イ．高圧ガス施設の分布状況 

特別区の高圧ガス施設数（液化石油ガス（LPガス）施設を除く。）は、表 9.21-3に示すと

おりである。計画地及びその周辺の第一種製造者については、新宿区で 36 事業者、渋谷区

で約 20事業者、港区で約 70事業者、貯蔵所については、新宿区及び港区で各３事業所、渋

谷区で１事業所となっている。 

また、特別区の液化石油ガス（LP ガス）施設数は、表 9.21-4 に示すとおりである。計画

地及びその周辺の第一種製造所については、新宿区及び渋谷区で各２か所、港区で１か所、

販売事業所については、新宿区及び港区で各４か所、渋谷区で３か所となっている。 

なお、高圧ガス保安法において、高圧ガスの製造の事業を行う者は、製造をする種類、施

設の位置、構造及び設備、製造の方法を届け出て、経済産業省令で定める技術上の基準に適

合しなくてはならないとされている。貯蔵所においても、その位置、構造及び設備が法令の

技術上の基準や経済産業省令で定める技術上の基準に適合しなくてはならない。販売の事業

を営もうとする者は、販売する種類等を届け出なければならない。高圧ガス保安法では、こ

れらの規制とともに、民間事業者や高圧ガス保安協会による高圧ガスの保安に関する自主的

な活動によって安全を確保するものとしている。 

 

表 9.21-3 高圧ガス第一種製造事業所及び貯蔵所一覧 

（平成 20年３月末日現在） 

 

区分 

 

 

 

 

地区別 

 

第一種製造者 
貯蔵所 

一般高圧ガス 冷凍 

可
燃
性
ガ
ス 

毒
性
ガ
ス 

酸
素 

そ
の
他 

事
業
所
数 

ア
ン
モ
ニ
ア 

フ
ロ
ン
ま
た
は 

炭
酸
ガ
ス 

事
業
者
数 

可
燃
性
毒
性
ガ
ス 

可
燃
性
ガ
ス 

毒
性
ガ
ス 

酸
素 

そ
の
他 

事
業
所
数 

港区 2 － － 1 3 4 65 69 － － 2 6 5 3 

新宿区 2 － 4 7 3 － 36 36 － － 2 6 4 3 

渋谷区 － － － 1 1 － 21 21 － － 1 3 1 1 

注）東京都区部に、可燃性毒ガス（一般高圧ガス）の第一種製造者は分布しない。 

出典：「東京都地域防災計画 大規模事故編（平成 21年修正）[資料編]」（東京都防災会議） 
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表 9.21-4 液化石油ガスの製造事業所及び販売事業者一覧 
（平成 20年 3月末日現在） 

業種別 

地区別 

第一種製造所 
販売事業所 

スタンド 充てん所 消費 

港区 1 － － 4 

新宿区 2 － － 4 

渋谷区 2 － － 3 

注１）液化石油ガス製造事業所（第 1種製造者）：高圧ガス保安法第 5条第 1項第 1号に定める

事業所で LPガスを 1日 30㎥以上処理する設備を使用して、LPガスの製造を行うもの 

２）液化石油ガス販売事業者：液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律

第 3条に定める事業者 
出典：「東京都地域防災計画 大規模事故編（平成 21年修正）[資料編]」（東京都防災会議） 

 

 

ウ．火薬類施設の分布状況 

東京都内の火薬庫及び火薬庫外貯蔵場所数は、表 9.21-5 に示すとおりである。火薬庫は

主に多摩地域に存在するが、その周囲を土堤で囲み、さらに保安距離を設けるなど、一般

人家等に対する安全は確保されている。少量の火薬類を貯蔵する火薬庫外貯蔵場所は、都

内に広く分布しているが、法令に基づく基準の遵守と取扱いの慎重な配慮がなされてい

る。 

また、東京都内には火薬類製造所が２か所存在するが、いずれも山間地帯（あきる野市）

であり、計画地及びその周辺には存在しない。 

表 9.21-5 火薬貯蔵場所数の状況 

（平成 20年 3月末日現在） 

区 分 火薬庫 火薬庫外貯蔵場所 

区 部 1 307 

多摩地域 113 77 

島しょ 26 5 

計 140 389 

出典：「東京都地域防災計画 大規模事故編（平成 21年修正）[資料編]」（東京都防災会議） 
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エ．毒物・劇物施設の分布状況 

特別区の毒物・劇物営業者数、要届出義務上取扱者数及び非届出業務上取扱施設数は、表

9.21-6 に示すとおりである。計画地及びその周辺の営業者については、新宿区で 322者、渋

谷区で 192者であるが、港区では 1,100者以上、要届出業者については、新宿区及び渋谷区

で各１者、非届出業者については、新宿区及び港区で 130者程度であるが、渋谷区では約 80

者となっている。 

なお、毒物及び劇物取締法により、毒物又は劇物の製造業、輸入業、販売業の登録を受け

ようとする者の設備は、厚生労働省令で定める基準に適合しなくてはならない等、保健衛生

上の危害を未然に防止する管理等がなされている。 

表 9.21-6 毒物劇物営業者及び業務上取扱者一覧表 

（平成 19年 12月末日現在） 

地区別 
営業者 要届出業者 

非届出
業者 製造業 輸入業 販売業 

電気め
っき業 

金属熱
処理業 

運送業 

港区 1 132 1,032 0 0 0 130 
新宿区 2 45 275 1 0 0 126 
渋谷区 3 23 166 1 0 0 82 
注) 非届出業者とは、実態調査により把握した届出義務のない非届出業務上取扱施設(学校や

化学工業等)である。 

出典：「東京都地域防災計画 大規模事故編（平成 21年修正）[資料編]」（東京都防災会議） 

 

 

オ．放射線等使用施設の分布状況 

放射性同位元素(RI)は、教育、研究、医療用の他、一般企業においても広範に使用されて

いるが、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律により、放射性同位元素

の使用施設、貯蔵施設、廃棄施設の位置、構造及び設備は、原子力規制委員会規則で定め

る技術上の基準に適合するものでなくてはならない等、安全性を確保する体制等がとられ

ている。 

東京都内の放射線等使用施設は、表 9.21-7 に示すとおりである。計画地及びその周辺の

新宿区で 32施設、渋谷区で 7施設、港区で 24施設となっている。 

表 9.21-7 放射性物質関係主要施設一覧表 

（平成 20年 4月 1日現在） 

機関別使用区分別 
 

区別 

機関別 

教育機関 研究機関 医療機関 民間機関 
その他の
機関 

計 

港区 6 1 7 7 3 24 
新宿区 11 5 8 5 3 32 
渋谷区 1 － 4 1 1 7 

出典：「東京都地域防災計画 大規模事故編（平成 21年修正）[資料編]」（東京都防災会議） 

 

2) 気象の状況 

気象の状況については、「9.1 大気等 9.1.1 現況調査 （5）調査結果 2）気象の状況」

（p.70 参照）に示したとおりである。 

計画地内における現地調査結果によると、風速の期間平均値は 1.6～1.9m/s、日平均値の最

高値は 1.8～2.9m/sであった。風向は、春季及び夏季は北北東、秋季は南南西、冬季は北の風

向が卓越しており、最多風向出現率は 17.3～26.2％であった。 
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3) 地形・地質の状況 

計画地及びその周辺の地下水位の状況は、「9.2 土壌 9.2.1 現況調査 (4)調査結果 2)

地形、地質等の状況」（p.142参照）に示したとおりである。 

また、計画地及びその周辺における急傾斜地等の分布状況は、図 9.21-1 に示すとおりであ

る。計画地の北東に、急傾斜地崩壊危険箇所（がけ地の傾斜度が 30 度以上、がけ地の高さが

5m以上のがけ地）が分布している。 

計画地南側の明治公園（霞岳広場）には、“がけ・擁壁”が分布している。明治公園（霞岳

広場）周辺は、北東から南西に向けて緩やかに下る地形となっており、明治公園の整備によっ

て、公園の東側には、樹木が植栽された斜面が広場から確認できる。また、公園の南側につい

ては、道路側に擁壁が出現している。 

なお、「地域危険度」及び「災害時活動困難度を考慮した地域危険度」は、いずれも最も危

険度が小さい区分の“危険度１”（新宿区地震ハザードマップ（平成 26 年７月改訂版））とな

っている。 

4) 土地利用の状況 

計画地及びその周辺における学校、病院及び住宅の分布状況は、「9.1 大気等 9.1.1 現

況調査 （5）調査結果 4）土地利用の状況」（p.74 参照）に示したとおりである。 

なお、「震災時火災における避難場所及び避難道路等の指定（平成 25 年改定）」（平成 25 年

５月 東京都）によると、計画地の位置する明治神宮外苑は、表 9.21-8に示すとおり、「明治

神宮外苑地区」として避難場所に指定されている。 

表 9.21-8 計画地周辺の避難場所の状況 

避難

場所

名称 

所在地 

区域面積

（m2） 

[避難有効

面積（m2）] 

地区割当 避難計画人

口（人） 

[一人当たり

避難有効面

積（m2/人）] 

最遠距

離（km） 区 町丁 町丁数 

明 治

神 宮

外 苑

地区 

港区北青山、

新宿区霞ヶ

丘町、渋谷区

神宮前、千駄

ヶ谷 

701,606 

[405,113] 

港区 北青山１～３丁目 3 92,689 

[4.37] 

2.0 
新宿区 荒木町、市谷本村町の一部、

霞ヶ丘町、片町、坂町、左門

町、三栄町、信濃町、須賀町、

大京町、南元町、四谷２～３

丁目、若葉２～３丁目 

15 

出典：「震災時火災における避難場所及び避難道路等の指定（平成 25年改定）」（平成 25年５月 東京都都市整備局） 
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図 9.21-1 
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5) 監視体制の状況 

危険物施設等の種類別の保安計画を定めている機関、規制及び立入検査の実施機関は、表

9.21-9 に示すとおりである。 

表 9.21-9 施設別の実施機関 

危険物施設等 保安計画 規制及び立入検査 

1 石油類施設 

・東京消防庁 
・都下水道局 
・関東東北産業保安監督部 
・第三管区海上保全保安本部 

・東京消防庁 
・関東東北産業保安監督部 

2 高圧ガス施設 

・都環境局 
・都水道局 
・警視庁 
・関東東北産業保安監督部 

・都環境局 
・都水道局 
・関東東北産業保安監督部 

3 火薬類施設 
・都環境局 
・警視庁 
・関東東北産業保安監督部 

・都環境局 
・警視庁 
・東京消防庁 
・関東東北産業保安監督部 

4 毒・劇物、化学薬品等施設 

・都福祉保健局 
・都下水道局 
・都教育庁 
・警視庁 

・都福祉保健局 
・東京消防庁 

5 放射線等使用施設 

・都福祉保健局 
・都産業労働局 
・警視庁 
・都関係部局 
・日赤東京都支部 

・都福祉保健局 
・東京消防庁 

6 都市ガス施設 ・東京ガス 
・東京消防庁 
・関東東北産業保安監督部 

7 温泉における可燃性天然
ガス安全対策 

・都環境局 ・都環境局 

出典：「東京都地域防災計画 大規模事故編（平成 21年修正）[本冊]」（東京都防災会議） 

 

なお、石油類施設（ガソリンスタンド等）について、東京消防庁及び関東東北産業保安監督

部の保安計画、規制及び立入検査の内容は、表 9.21-10に示すとおりである。 

表 9.21-10 安全化対策（石油類施設） 

区分 東京消防庁 関東東北産業保安監督部 

保安計画 

○ 通常時から危険物流出等の事故原因を究明し、改修指導及び類似事故の発
生防止を図ることにより危険物施設の健全性を確保し、大規模事故への進展を
防止する。  
○ 危険物流出等の大規模事故が発生した際は、その原因を究明し、類似事故
の発生防止のための措置を講じる。  
○ 次の事項について積極的に指導する。  
１ 危険物事業所の自主保安体制の強化を図り、事故の未然防止と災害発生時
の被害の軽減を図るため、大規模危険物施設における防災資器材の備蓄及び訓
練の実施並びに危険物事業所間相互の応援組織の育成・充実を推進すること  
２ 危険物施設の位置、構造等の安全化を図るため、設置許可等にあたって十
分な用地を確保させること  
○ 大規模危険物施設における火災、危険物流出事故等に対処するため、東京
消防庁の指導により、東京危険物災害相互応援協議会が設置されており、同協
議会傘下の事業所に対し、事業所間における相互応援体制の強化及び防災資器
材の整備充実を図るよう引き続き指導する。 

○ 自主保安体制を確立さ
せるとともに、関係機関と
の連絡調整に努め、緊急時
における効果的な対策の
推進を図る。 

規制及び
立入検査 

○ 規制  
危険物施設については、消防法令に基づき、貯蔵し、または取り扱う危険物

の種類・数量及び施設の態様に応じ、位置、構造、設備に関する規制と、危険
物の貯蔵・取扱い及び運搬に関する規制を行い、安全化を図る。  

また、事故の未然防止と災害対応力の強化等を図るため、自主保安管理等に
かかわる指導を推進する。  
○ 立入検査  
第１章第１節第２項「火災予防査察」による立入検査を行う。 

○ 鉱山における所管施設
については、立入検査によ
り鉱山保安法に基づく監
督指導を行う。 

出典：「東京都地域防災計画 大規模事故編（平成 21年修正）[本冊]」（東京都防災会議） 
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6) 災害、事故等の発生状況 

ア．危険物等に係る火災や漏洩 

平成 21年～平成 25年に東京都で発生した主な事故（死者１名以上、負傷者２名以上若し

くは損害見積額 1,000万円以上）は、火災・爆発が３件、流出が１件である。 

イ．停電の発生 

東京電力（株）における停電の発生状況は、表 9.21-11に示すとおりである。東日本大震

災前の平成 17 年度から平成 21 年度までの５年間では、一需要家当たりの年間停電回数は、

0.06～0.14、一需要家当たりの年間停電時間は、３～５分であった。 

表 9.21-11 停電の発生状況 

項目 平成 17年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 平成 21年度 平成 22年度 

年間停電回数 
（回/一需要家） 

事故停電 0.05 0.13 0.05 0.12 0.05 0.33 

作業停電 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 1.86 

合計 0.06 0.14 0.07 0.13 0.06 2.19 

年間停電時間 
（分/一需要家） 

事故停電 2 3 4 3 2 152 

作業停電 1 1 1 1 1 265 

合計 3 4 5 4 4 417 

出典：「電気事業 60年の統計」（電気事業連合会） 

http://www.fepc.or.jp/library/data/60tokei/index.html 

 

東日本大震災による停電の状況は、図 9.21-2、図 9.21-3 及び表 9.21-12 に示すとおりで

ある。 

東京電力（株）の供給エリアでは、最大910万kW（約405万軒）の供給支障が発生した。停

電箇所への送電は、当日夜より順次、開始され、発災から24 時間後には85％程度が復旧し

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図9.21-2 東日本大震災による東京電力（株）エリアにおける停電の推移 

出典：「東北地方太平洋沖地震に伴う電気設備の停電復旧記録」（平成25年３月 東京電力(株)） 
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注) 停電エリア図には、配電線事故による停電は含まれていない。 

出典：「東北地方太平洋沖地震に伴う電気設備の停電復旧記録」（平成25年３月 東京電力(株)） 

図9.21-3 東日本大震災発生直後の停電エリア（左）と24時間後（3月12日15時）の停電エリア（右） 

 

表9.21-12 東日本大震災後並びに発生24時間後における都県別停電軒数 

都県名 
停電軒数 

3/11 16:30現在 3/12 15:00現在 

栃木県 56.8万軒 3.0万軒 
群馬県※1 23.4万軒 － 
茨城県 87.0万軒 53.7万軒 
埼玉県 34.5万軒 － 
千葉県 35.3万軒 3.6万軒 
東京都 12.0万軒 － 

神奈川県 129.2万軒 － 
山梨県 14.6万軒 － 
静岡県※2 11.8万軒 － 
合 計 404.6万軒 60.3万軒 

注1）群馬県には、長野県の一部（27軒）を含む。 

2）静岡県は、富士川以東の東京電力（株）供給エリア。 

出典：「東北地方太平洋沖地震に伴う電気設備の停電復旧記録」（平成25年３月 東京電力(株)） 

 

7) バリアフリー化の状況 

ア．施設内におけるバリアフリー化 

ロンドンオリンピックにおけるバリアフリー化の状況は、表 9.21-13に示すとおりである。 

身体障害者、視聴覚障害者、乳児同伴者への配慮がみられる。 

表 9.21-13 バリアフリー化の状況（諸外国のスポーツ観戦施設） 

施設名称 規模・用途 竣工年度 主な取組み内容 

ロンドンオリンピ
ックメイン会場
（イギリス・ロン
ドン東部） 

スタジアム、
水泳競技場、
アリーナほ
か 

2012年 ・肢体不自由、視覚障害者は訓練を受けたボランティアスタッフのサポー
トを受けられる。 

・電動バギー、電動スクーター、車椅子が利用可能。予約も可能。 
・地元地域の障がい者を対象に、各種のスポーツに挑戦できるプロジェク
トを実施している。 

・障がい者への意識を変えるため、National Paralympic Dayという障が
い者と家族のフェスティバルを開催する。 

出典：ロンドンオリンピックメイン会場：「Accessibility Map」 Queen Elizabeth Olympic Park （London Legacy 

Development Corporation） 
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イ．施設から公共交通機関へのバリアフリー化 

本計画における鉄道路線の各駅からのアクセス経路は、表 9.21-14に、アクセス経路の歩

道の構造の状況については、図 9.21-4に示すとおりである。 

最寄りの鉄道駅から会場までの歩行者経路については、ほとんどがマウントアップ、ガー

ドレール等の安全施設との組合せにより、車道と分離されており、主要な交差点には横断歩

道及び信号機が設置されている。 

横断歩道端では視覚障害者誘導用ブロック（点字ブロック）が設置されており、日本青年

館前の交差点で音響用押しボタン付きの信号機が設置されている他、信濃町駅前交差点の横

断歩道の一部では、音響用押しボタン付きの信号機に加えて視覚障害者誘導用道路横断帯

（エスコートゾーン）が設置されている。 

歩行者動線のほとんどの区間はほぼ平坦な区間であるが、外苑前駅や北参道駅から計画地

に至る区間は傾斜のある区間となっている。 

表 9.21-14 アクセス経路の状況 

路線名 駅名 出口 アクセス経路 距離 
調査結果 

共通事項 特出事項 

JR中央本線 

信濃町駅 
－ 

①国立競技場 
（千駄谷門） 約 520m 

[主要な交差
点] 

・マウントア
ップ、ガード
レール等あ
り 

・信号機あり 
 
[横断歩道端] 
・視覚障害者
誘導用ブロ
ック（点字ブ
ロック）あり 

 
※詳細は、図
9.21-7参
照。 

・音響用押しボタン付
きの信号機あり 

・視覚障害者誘導用道
路横断帯（エスコー
トゾーン）あり 

・ほぼ平坦 

－ 
②国立競技場 
（青山門） 約 650m ・ほぼ平坦 

千駄ヶ谷駅 
－ 

③国立競技場 
（千駄谷門） 約 450m 

・ほぼ平坦 
－ 

④国立競技場 
（西側） 約 390m 

東京メトロ半蔵門線 
青山一丁目駅 1番 

⑤国立競技場 
（代々木門） 約 1.1km ・ほぼ平坦 東京メトロ銀座線 

都営大江戸線 

東京メトロ銀座線 外苑前駅 3番 

⑥明治公園 

（霞岳広場） 
約 850m 

・音響用押しボタン付
きの信号機あり 

・傾斜あり 

⑦明治公園 

（霞岳広場） 
約 1.0km ・傾斜あり 

都営大江戸線 国立競技場駅 
A1 

⑧国立競技場 
（千駄谷門） 約 70m 

・ほぼ平坦 
A2 

⑨国立競技場 
（千駄谷門） 約 110m 

東京メトロ副都心線 北参道駅 2番 
⑩国立競技場 
（代々木門） 約 950m ・傾斜あり 

 注 1）アクセス経路①～⑩は、図 9.21-4の歩行者動線に対応する。 

2）マウントアップ形式とは、高さが 15cm程度で、歩道の縁石と歩道面の高さが同じものを示す。 
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図 9.21-4 
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8) 電力の供給等の状況 

平成 25年度の夏季・冬季、平成 26年度の夏季における電力の受給状況は、表 9.21-15に示

すとおりである。 

平成 25 年度夏季については、最大需要 5,093 万 kW に対して供給力が 5,494 万 kW、予備率

7.9％、平成 25年度冬季については、最大需要 4,943 万 kW に対して供給力が 5,234万 kW、予

備率 5.9％、平成 26年度夏季については、最大需要 5,444万 kWに対して供給力が 4,980万 kW、

予備率 9.3％となっており、安定供給が確保されている。 

表 9.21-15 東京電力（株）管内における需給状況（最大需要日） 

項目 単位 平成 25年度夏季 平成 25年度冬季 平成 26年度夏季 

最大需要日 － ８月９日 ２月 14日 ８月５日 

供給力 万 kW 5,494 5,234 5,444 

最大需要 万 kW 5,093 4,943 4,980 

予備率 % 7.9 5.9 9.3 

出典：「電力需給検証小委員会報告書について（概要）」（平成 25年 10月 資源エネルギー庁） 

「電力需給検証小委員会報告書について（概要）」（平成 26年４月 資源エネルギー庁） 

「電力需給検証小委員会報告書について（概要）」（平成 26年 10月 資源エネルギー庁） 

 

なお、電力需給の安定並びに効率性向上を図るため、電力会社間では電力融通が行われてい

る。 

平成 21年度から平成 25年度の５か年平均（時間当たり）では、東北エリアから東京エリア

に 235.1 万 kW、東京エリアから東北エリアに 77.4万 kWの電力量が通過しており、東京エリア

から中部エリアへは 13.3 万 kW、中部エリアから東京エリアへは 15.0万 kWの電力量が通過し

ている（「ESCJ年報-平成 25年度版-」（平成 26年５月 (一社)電力系統利用協議会）より）。 
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9) 法令等の基準等 

安全に関する法令等については、表 9.21-16(1)～(5)に示すとおりである。 

表 9.21-16(1) 安全に係る関係法令等 

法令・条例等 責務等 

消防法 

（昭和 23年法律第 186号） 

 

第一条  この法律は、火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を

火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減するほか、災害等

による傷病者の搬送を適切に行い、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に

資することを目的とする。 

第十条  指定数量以上の危険物は、貯蔵所（車両に固定されたタンクにおいて危険物を

貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所（以下「移動タンク貯蔵所」という。）を含む。以下同じ。）

以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所でこれを取り扱

ってはならない。ただし、所轄消防長又は消防署長の承認を受けて指定数量以上の危険

物を、十日以内の期間、仮に貯蔵し、又は取り扱う場合は、この限りでない。 

高圧ガス保安法 

（昭和 26年法律第 204号） 

（目的） 

第一条  この法律は、高圧ガスによる災害を防止するため、高圧ガスの製造、貯蔵、販

売、移動その他の取扱及び消費並びに容器の製造及び取扱を規制するとともに、民間事業

者及び高圧ガス保安協会による高圧ガスの保安に関する自主的な活動を促進し、もつて公

共の安全を確保することを目的とする。 

（貯蔵） 

第十五条  高圧ガスの貯蔵は、経済産業省令で定める技術上の基準に従ってしなければ

ならない。ただし、第一種製造者が第五条第一項の許可を受けたところに従って貯蔵す

る高圧ガス若しくは液化石油ガス法第六条 の液化石油ガス販売事業者が液化石油ガス

法第二条第四項の供給設備若しくは液化石油ガス法第三条第二項第三号 の貯蔵施設に

おいて貯蔵する液化石油ガス法第二条第一項 の液化石油ガス又は経済産業省令で定め

る容積以下の高圧ガスについては、この限りでない。 

（貯蔵所） 

第十六条  容積三百立方メートル（当該ガスが政令で定めるガスの種類に該当するもの

である場合にあっては、当該政令で定めるガスの種類ごとに三百立方メートルを超える

政令で定める値）以上の高圧ガスを貯蔵するときは、あらかじめ都道府県知事の許可を

受けて設置する貯蔵所（以下「第一種貯蔵所」という。）においてしなければならない。

ただし、第一種製造者が第五条第一項の許可を受けたところに従って高圧ガスを貯蔵す

るとき、又は液化石油ガス法第六条 の液化石油ガス販売事業者が液化石油ガス法第二

条第四項 の供給設備若しくは液化石油ガス法第三条第二項第三号の貯蔵施設において

液化石油ガス法第二条第一項の液化石油ガスを貯蔵するときは、この限りでない。 

（危害予防規程） 

第二十六条  第一種製造者は、経済産業省令で定める事項について記載した危害予防規

程を定め、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事に届け出なければならな

い。これを変更したときも、同様とする。 

火薬類取締法 

（昭和 25年法律第 149号） 

（この法律の目的） 

第一条  この法律は、火薬類の製造、販売、貯蔵、運搬、消費その他の取扱を規制する

ことにより、火薬類による災害を防止し、公共の安全を確保することを目的とする。 

（貯蔵） 

第十一条  火薬類の貯蔵は、火薬庫においてしなければならない。但し、経済産業省令

で定める数量以下の火薬類については、この限りでない。 

（危害予防規程） 

第二十八条  製造業者は、災害の発生を防止するため、保安の確保のための組織及び方

法その他経済産業省令で定める事項について記載した危害予防規程を定め、経済産業省

令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更す

るとき（第十条第一項ただし書の軽微な変更の工事に伴い必要となる場合を除く。）も

同様とする。 
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表 9.21-16(2) 安全に係る関係法令等 

法令・条例等 責務等 

毒物及び劇物取締法 

（昭和 25年法律第 303号） 

（目的） 

第一条  この法律は、毒物及び劇物について、保健衛生上の見地から必要な取締を行う

ことを目的とする。 

（禁止規定） 

第三条  毒物又は劇物の製造業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は

授与の目的で製造してはならない。 

２  毒物又は劇物の輸入業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与

の目的で輸入してはならない。 

３  毒物又は劇物の販売業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売し、授与

し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、運搬し、若しくは陳列してはならない。但

し、毒物又は劇物の製造業者又は輸入業者が、その製造し、又は輸入した毒物又は劇物

を、他の毒物又は劇物の製造業者、輸入業者又は販売業者（以下「毒物劇物営業者」と

いう。）に販売し、授与し、又はこれらの目的で貯蔵し、運搬し、若しくは陳列すると

きは、この限りでない。 

放射性同位元素等による
放射線障害の防止に関す
る法律 
（昭和 32年法律第 167号） 

（目的） 

第一条  この法律は、原子力基本法 （昭和三十年法律第百八十六号）の精神にのつとり、

放射性同位元素の使用、販売、賃貸、廃棄その他の取扱い、放射線発生装置の使用及び

放射性同位元素又は放射線発生装置から発生した放射線によつて汚染された物（以下

「放射性汚染物」という。）の廃棄その他の取扱いを規制することにより、これらによ

る放射線障害を防止し、公共の安全を確保することを目的とする。 

（使用の許可の基準） 

第六条  原子力規制委員会は、第三条第一項本文の許可の申請があった場合においては、

その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 

一  使用施設の位置、構造及び設備が原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適

合するものであること。 

二  貯蔵施設の位置、構造及び設備が原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適

合するものであること。 

三  廃棄施設の位置、構造及び設備が原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適

合するものであること。 

四  その他放射性同位元素若しくは放射線発生装置又は放射性汚染物による放射線障害

のおそれがないこと。 

（使用施設等の基準適合義務） 

第十三条  許可使用者は、その使用施設、貯蔵施設及び廃棄施設の位置、構造及び設備

を第六条第一号から第三号までの技術上の基準に適合するように維持しなければなら

ない。 

２  届出使用者は、その貯蔵施設の位置、構造及び設備を原子力規制委員会規則で定め

る技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 

３  許可廃棄業者は、その廃棄物詰替施設、廃棄物貯蔵施設及び廃棄施設の位置、構造

及び設備を第七条第一号から第三号までの技術上の基準に適合するように維持しなけ

ればならない。 

（保管の基準等） 

第十六条  許可届出使用者及び許可廃棄業者は、放射性同位元素又は放射性汚染物を保

管する場合においては、原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に従って放射線障

害の防止のために必要な措置を講じなければならない。 

３  届出販売業者又は届出賃貸業者は、放射性同位元素又は放射性汚染物の保管につい

ては、許可届出使用者に委託しなければならない。 
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9.21安全 

表 9.21-16(3) 安全に係る関係法令等 

法令・条例等 責務等 

災害対策基本法 
（昭和 36年法律第 223号） 

（目的）  
第一条  この法律は、国土並びに国民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、

防災に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体及びその他の公共機関を通じて必要
な体制を確立し、責任の所在を明確にするとともに、防災計画の作成、災害予防、災
害応急対策、災害復旧及び防災に関する財政金融措置その他必要な災害対策の基本を
定めることにより、総合的かつ計画的な防災行政の整備及び推進を図り、もつて社会
の秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的とする。  

（住民等の責務）  
第七条  地方公共団体の区域内の公共的団体、防災上重要な施設の管理者その他法令の

規定による防災に関する責務を有する者は、基本理念にのつとり、法令又は地域防災
計画の定めるところにより、誠実にその責務を果たさなければならない。  

２  災害応急対策又は災害復旧に必要な物資若しくは資材又は役務の供給又は提供を業
とする者は、基本理念にのつとり、災害時においてもこれらの事業活動を継続的に実
施するとともに、当該事業活動に関し、国又は地方公共団体が実施する防災に関する
施策に協力するように努めなければならない。  

３  前二項に規定するもののほか、地方公共団体の住民は、基本理念にのつとり、食品、
飲料水その他の生活必需物資の備蓄その他の自ら災害に備えるための手段を講ずると
ともに、防災訓練その他の自発的な防災活動への参加、過去の災害から得られた教訓
の伝承その他の取組により防災に寄与するように努めなければならない。  
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表 9.21-16(4) 安全に係る関係法令等 

法令・条例等 責務等 

高齢者、障害者等の移動等
の円滑化の促進に関する
法律 
（平成 18年法律第 91号） 

（目的） 
第一条  この法律は、高齢者、障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保すること
の重要性にかんがみ、公共交通機関の旅客施設及び車両等、道路、路外駐車場、公園施
設並びに建築物の構造及び設備を改善するための措置、一定の地区における旅客施設、
建築物等及びこれらの間の経路を構成する道路、駅前広場、通路その他の施設の一体的
な整備を推進するための措置その他の措置を講ずることにより、高齢者、障害者等の移
動上及び施設の利用上の利便性及び安全性の向上の促進を図り、もって公共の福祉の増
進に資することを目的とする。 

（特別特定建築物の建築主等の基準適合義務等） 
第十四条建築主等は、特別特定建築物の政令で定める規模以上の建築（用途の変更をして
特別特定建築物にすることを含む。以下この条において同じ。）をしようとするときは、
当該特別特定建築物（次項において「新築特別特定建築物」という。）を、移動等円滑
化のために必要な建築物特定施設の構造及び配置に関する政令で定める基準（以下「建
築物移動等円滑化基準」という。）に適合させなければならない。 

２ 建築主等は、その所有し、管理し、又は占有する新築特別特定建築物を建築物移動等円
滑化基準に適合するように維持しなければならない。 

５ 建築主等（第一項から第三項までの規定が適用される者を除く。）は、その建築をしよ
うとし、又は所有し、管理し、若しくは占有する特別特定建築物（同項の条例で定める
特定建築物を含む。以下同じ。）を建築物移動等円滑化基準（同項の条例で付加した事
項を含む。第十七条第三項第一号を除き、以下同じ。）に適合させるために必要な措置
を講ずるよう努めなければならない。 

（特定建築物の建築主等の努力義務等） 
第十六条建築主等は、特定建築物（特別特定建築物を除く。以下この条において同じ。）
の建築（用途の変更をして特定建築物にすることを含む。次条第一項において同じ。）
をしようとするときは、当該特定建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させるために
必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

２ 建築主等は、特定建築物の建築物特定施設の修繕又は模様替をしようとするときは、当
該建築物特定施設を建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよ
う努めなければならない。 

高齢者、障害者等が利用し
やすい建築物の整備に関
する条例 
（平成 15年東京都 

条例第 155号） 

（趣旨）  
第１条 この条例は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成 18 年
法 律第 91 号。以下「法」という。）第 14 条第３項の規定により、特別特定建築物に
追加する 特定建築物その他必要な事項を定めるものとする。 

（特別特定建築物の建築主等の基準適合義務等） 
第14 条 建築主等は、特別特定建築物の政令で定める規模以上の建築（用途の変更をして
特別特定建築物にすることを含む。以下この条において同じ。）をしようとするときは、
当該特別特定建築物（次項において「新築特別特定建築物」という。）を、移動等円滑
化のために必要な建築物特定施設の構造及び配置に関する政令で定める基準（以下「建
築物移動等円滑化基準」という。）に適合させなければならない。 

２ 建築主等は、その所有し、管理し、又は占有する新築特別特定建築物を建築物移動等円
滑化基準に適合するように維持しなければならない。 

４ 前３項の規定は、建築基準法第６条第１項に規定する建築基準関係規定とみなす。 
５ 建築主等（第１項から第３項までの規定が適用される者を除く。）は、その建築をしよ
うとし、又は所有し、管理し、若しくは占有する特別特定建築物（同項の条例で定める
特定建築物を含む。以下同じ。）を建築物移動等円滑化基準（同項の条例で付加した事
項を含む。第17 条第３項第１号を除き、以下同じ。）に適合させるために必要な措置を
講ずるよう努めなければならない。 

（特別特定建築物に係る基準適合命令等） 
第15 条 所管行政庁は、前条第１項から第３項までの規定に違反している事実があると認
めるときは、建築主等に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを
命ずることができる。 

２ 国、都道府県又は建築主事を置く市町村の特別特定建築物については、前項の規定は、
適用しない。この場合において、所管行政庁は、国、都道府県又は建築主事を置く市町
村の特別特定建築物が前条第１項から第３項までの規定に違反している事実があると認
めるときは、直ちに、その旨を当該特別特定建築物を管理する機関の長に通知し、前項
に規定する措置をとるべきことを要請しなければならない。 

（特定建築物の建築主等の努力義務等） 
第16 条 建築主等は、特定建築物（特別特定建築物を除く。以下この条において同じ。）
の建築（用途の変更をして特定建築物にすることを含む。次条第１項において同じ。）
をしようとするときは、当該特定建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させるために
必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

２ 建築主等は、特定建築物の建築物特定施設の修繕又は模様替をしようとするときは、当
該建築物特定施設を建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよ
う努めなければならない。 
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表 9.21-16(5) 安全に係る関係法令等 

法令・条例等 責務等 

東京都福祉のまちづくり
条例 
（平成７年東京都 

条例第 33号） 

（目的）  
第１条 この条例は、福祉のまちづくりに関し、東京都（以下「都」という。）、事業者
及び都民の責務を明らかにするとともに、福祉のまちづくりに関する施策の基本的な事
項を定めることにより、都、特別区及び市町村（以下「区市町村」という。）、事業者
並びに都民が相互に協働して福祉のまちづくりを推進し、もって高齢者や障害者を含め
たすべての人（高齢者、障害者、子ども、外国人、妊産婦、傷病者その他の年齢、個人
の能力、生活状況等の異なるすべての人をいう。）が安全で、安心して、かつ、快適に
暮らし、又は訪れることができる社会の実現を図ることを目的とする。 

（事業者の責務） 
第４条 事業者は、その事業活動に関し、その所有し、又は管理する施設及び物品並びに

提供するサービスについて、自ら福祉のまちづくりに努めるとともに、他の事業者と協
力して福祉のまちづくりを推進する責務を有する。 

２ 事業者は、都がこの条例に基づき実施する福祉のまちづくりに関する施策に協力する
よう努めなければならない。 

３ 事業者は、その事業の実施に当たり、高齢者や障害者を含めたすべての人の施設、物
品又はサービスの円滑な利用を妨げないよう努めなければならない。 

（情報の共有化のための取組） 
第13条 事業者は、高齢者や障害者を含めたすべての人が、その所有し、又は管理する施

設、物品若しくはサービスを円滑に利用するために必要かつ有益な情報（以下「必要と
される情報」という。）を適時に、かつ、適切に入手できるようにするため、必要とさ
れる情報を自ら把握し、適切に提供するほか、必要な措置を講ずるよう努めなければな
らない。 

（整備基準への適合努力義務） 
第14条 都市施設を所有し、又は管理する者（以下「施設所有者等」という。）は、当該

都市施設を整備基準に適合させるための措置を講ずるよう努めなければならない。 
２ 整備基準は、次に掲げる事項について、都市施設の種類及び規模に応じて定めるもの
とする。 

一 出入口の構造に関する事項 
二 廊下及び階段の構造並びにエレベーターの設置に関する事項 
三 車いすで利用できる便所及び駐車場に関する事項 
四 案内標示及び視覚障害者誘導用ブロックの設置に関する事項 
五 歩道及び公園の園路の構造に関する事項 
六 前各号に掲げるもののほか、都市施設を円滑に利用できるようにするために必要

な基幹的事項 
３ 施設所有者等は、高齢者、障害者を含めたすべての人が円滑に施設間を移動すること

ができるようにするため、他の施設所有者等との連携を図り、自ら所有し、又は管理す
る都市施設とその周辺の都市施設とを一体的に整備するよう努めなければならない。 

（整備基準の遵守） 
第17条 都市施設で規則で定める種類及び規模のもの（以下「特定都市施設」という。）

の新設又は改修（建築物については、増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替え又
は用途変更（用途を変更して特定都市施設にする場合に限る。）をいう。以下同じ。）
をしようとする者（以下「特定整備主」という。）は、整備基準のうち特に守るべき基
準として規則で定めるものを遵守するための措置を講じなければならない。 

２ 特定都市施設を所有し、又は管理する者（第20条第１項に規定する既存特定都市施設
所有者等を除く。）は、前項に規定する基準を遵守しなければならない。 
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10) 東京都等の計画等の状況 

安全に関する計画等については、表 9.21-17に示すとおりである。 

表 9.21-17 安全に係る計画等 

関係計画等 目標・施策等 

東京都地域防災計画 
（東京都防災会議） 
 
 

○目的 
災害対策基本法第 40 条の規定に基づき、東京都防災会議が策定。都、区市町村等の防災
機関がその有する全機能を有効に発揮して、都の地域における地震災害の予防、応急対策
及び復旧・復興対策を実施することにより、住民の生命、身体及び財産を保護することを
目的としている。 

○方針 
①震災編：4パターンの大規模地震を想定し、震災被害、津波被害等について想定する。 
②風水害編：近年多発する都市型水害による浸水被害、大河川の氾濫、台風による高潮被害
等を想定する。 

③火山編：伊豆諸島等島嶼部での火山災害について対応策を検討し、また当面の発生確率は
低いとしつつも富士山または他の火山の噴火による降灰被害も想定する。 

④大規模事故編：大規模な災害は通常の事故と異なる大規模火災・爆発・車両の大規模な衝
突事故、あるいは小規模なテロによる災害などを想定する。 

⑤原子力災害編：東京都内には原子力施設が存在せず、他県の原子力施設に関しても原子力
災害対策重点区域に都の地域は含まれないことから、都民の避難等については不要としつ
つ、都民の不安の払拭と混乱の防止を主要な課題としている。 

東京都福祉のまちづくり
推進計画（平成 26年度～
平成 30年度） 
（平成 26年３月  

東京都） 

ユニバーサルデザインの理念に基づいてハード・ソフト一体的な取組みを推進するため、福
祉のまちづくり条例にもとづく基本計画として策定された。平成 21 年 4月に策定されたも
のの継続計画。 
○内容 
・円滑な移動・施設利用のためのバリアフリー化の推進 

・公共交通（駅のエレベータ整備等、ホームドア整備、ノンステップバス化、都営バス
停留所の上屋の整備・ベンチ増設等） 

・建築物（適合証制度の活用、ガイドラインの活用、観光振興・商店街振興との連携、
授乳等施設の整備、オリンピック・パラリンピック施設の整備） 

・道路・公園等（歩道や地下歩道の整備、無電柱化、道路ネットワークの充実、鉄道と
の立体交差、誰もが利用しやすい公園の整備、水辺空間におけるバリアフリー化の推
進等） 

・面的なバリアフリー整備（バリアフリー基本構想未策定の区市を補助、市街地再開発
事業・土地区画整理事業の推進等） 

・駅前放置自転車対策（各種対策の推進） 
・地域での自立した生活の基盤となるバリアフリー住宅の整備 
 （古い都営住宅の建替え推進、既存都営住宅のバリアフリー化推進、区市町村の公営住宅

事業補助、民間住宅バリアフリー化の促進、バリアフリー改修助成等） 
・様々な障害特性や外国人等にも配慮した情報バリアフリーの充実 
 （多様な情報伝達方法の推進、オリンピックに向けた語学ボランティアの育成、ガイドヘ

ルパー・介助者等の支援、観光情報提供の強化、無料公衆無線 LAN(Wi-Fi)整備、ホーム
ページを活用した情報提供等） 

・災害時・緊急時の備えなど安全・安心のまちづくり 
 （災害時における要配慮者対策の強化、社会福祉施設等の耐震化促進、帰宅困難者対策に

おけるよう配慮者の視点を踏まえた対応の普及啓発、ヘルプカードの普及啓発等） 
・心のバリアフリーに向けた普及啓発の強化と社会参加への支援 
 （ガイドライン・冊子等の活用で普及啓発、子育てにやさしい環境の気運醸成、区市町村

取組の支援、ユニバーサルデザイン教育の推進、社会参加支援、ヘルプマークの普及啓
発等） 

福祉のまちづくりをすす
めるためのユニバーサル
デザインガイドライン
（平成 18年１月 

 東京都） 

ユニバーサルデザインを生かした施設整備を図るために必要となる 5つの視点を示し、日常
生活に密着している 6つの整備箇所を取り上げ、それぞれの施設整備における留意点を示し
ている。 
○内容 
・「敷地内通路・駐車場」「出入口」「廊下・階段・エレベーター」「トイレ」「子育て支援環

境」「公園」の施設ごとに「東京都福祉のまちづくり条例整備基準」の適合と、ユニバー
サルデザイン度のチェックシートがある。 

・ユニバーサルデザイン度は「公平」「簡単」「安全」「機能」「快適」の視点で評価する方式。 
・そのほか、移動円滑化のための情報提供のユニバーサルデザインガイドラインがある。 
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9.21.2 予測 

(1) 予測事項 

予測事項は、以下に示すとおりとした。 

1) 危険物施設等からの安全性の確保の程度 

2) 移動の安全のためのバリアフリー化の程度 

3) 電力供給の安定度 

 

(2) 予測の対象時点 

予測の対象時点は、施設的側面から捉えた地域としての安全性の確保が必要な期間とし、2020

年東京大会の大会開催前、大会開催中、大会開催後の全期間のうち、大会開催前、大会開催後と

した。 

 

(3) 予測地域 

予測地域は、計画地及びその周辺とした。 

 

(4) 予測手法 

1) 危険物施設等からの安全性の確保の程度 

予想手法は、危険物施設等の規模、位置、分布状況と 2020年東京大会の大会実施計画とを

比較（重ね合わせなど）する方法によった。 

2) 移動の安全のためのバリアフリー化の程度 

予測手法は、施行計画等から推定する方法によった。 

3) 電力供給の安定度 

予測手法は、施行計画等から推定する方法によった。 

 

(5) 予測結果 

1) 危険物施設等からの安全性の確保の程度 

現況調査結果より、計画地及びその周辺の新宿区及び渋谷区、隣接する港区には、危険物施

設、高圧ガス製造者、貯蔵所、液化石油ガスの製造事業所、販売事業所、毒物劇物営業者、要

届出業者、非届出業者、放射線等使用施設が存在する。計画地周辺ではガソリンスタンドが分

布しており、最も近いガソリンスタンドで計画地境界から 400m程度の距離に位置している。 

東京都で発生した過去５年間（平成 21年～平成 25年）の主な事故（死者１名以上、負傷者

２名以上若しくは損害見積額 1,000万円以上）は、火災・爆発が３件、流出が１件である。 

また、「東京都地域防災計画」によって危険物施設等の種類別に監視体制が明確に定められ

ている他、計画地の位置する明治神宮外苑は、避難場所にも指定されている。 

予測の対象時点においては、現状通り、安全性の確保のため、法令等に基づく危険物施設等

に係る規制がなされる他、関係機関による立入検査等の監視体制が継続される。 

したがって、危険物施設等からの安全性は確保されると予測する。 

2) 移動の安全のためのバリアフリー化の程度 

計画建築物は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、高齢者、障害者等が

利用しやすい建築物の整備に関する条例及び東京都福祉のまちづくり条例に基づき、表

9.21-18 に示すとおり、施設内のバリアフリー化を図る計画である。 

したがって、施設内の移動の安全性は確保されると予測する。 
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表 9.21-18 計画建築物のユニバーサル計画 

項目 オリンピックスタジアムのユニバーサル計画 

外部動線 ・利用者のメインアクセスレベルであるペデストリアンデッキ(１階)の南北に合計２か所の案内所を
設置する。 

・敷地への入り口(東京体育館連絡デッキ・国立競技場駅側入り口・絵画館側入り口・神宮第２球場
側入り口) から各案内所への主要な移動経路は可能な限り段差のない動線計画とする。 

・入り口から案内所までのルートには点字ブロック等の視覚障がい者用ルートを設置する。 

車椅子使
用者 

・一般席エリアにおいて、1層目メイン・バック・サイドスタンドに介助席付の車椅子席を設置し、
車椅子利用者が観戦できる環境を整備する。 

・車椅子利用者の施設利用が想定される地下 2階～地上 3階にはエレベーターを設置し、各スタンド
への容易な移動が可能な環境を整備する。 

・車椅子で利用できる多目的トイレを設置する。 
・車椅子利用者の視認性に配慮した高さのサイン計画を行う。 

聴覚障が
い者 

・聴覚障がい者及び高齢者の観戦を想定し、場内放送の補聴支援を目的とした集団補聴設備対応席を
設置する。補聴設備の方式は磁気ループ式の集団補聴システムを採用する。設置箇所については、
1階コンコースからのアクセスが容易な 1層目メイン・バック・サイドスタンドの１階ボマトリー
付近及び、２層目プレミアムエリアのメイン・バックスタンドの 2階ボマトリー付近に設置する。 

・災害時の避難の際、聴覚障がい者は場内の非常放送を聞き取りにくいことから、非常放送との連携
により大型映像装置を活用し、視覚的な情報を提供することでスムーズな避難誘導を行う。 

視覚障が
い者 

・視覚障がい者の円滑な誘導を目的として、音声誘導装置や点字サインを、主要な出入口やトイレに
設置する。 

・音声誘導装置は視覚障がい者が所持している送信機により、音声案内を流す電波感知方式の音声誘
導装置を設置する。 

高齢者 ・各階コンコースへの観客動線にはエスカレーター及びエレベーターを設置し、高齢者が容易に移動
可能な環境を整備する。 

・各階コンコースに配置したトイレ内には必要箇所に手すりを設置し、様々な身体状況の観客が利用
しやすい環境を整備する。 

・高齢者にとっても見やすいサイズや色づかいに配慮したサイン計画を行い、利用者の円滑な誘導を
行う。 

子ども連
れ利用者 

・１階に託児室を設置する。 
・各層スタンドにキッズルームを設置して、子供を預けたり遊ばせたりできるスペースを確保するこ

とで、子供連れの利用者も安心・集中して試合等を堪能できる環境を整備する。 
・トイレにはベビーチェア・ベビーシートを設置したブースを設けるとともに、授乳室を各層スタン

ドに配置する。 

外国人利
用者 

・外国人の来場を想定し、ピクトグラムなどの言語以外の表示や、英語等のサインを設置する。 
・災害時の避難の際は、非常放送との連携により大型映像装置を活用し、スムーズな避難誘導を行う。 

その他 ・車椅子用多目的トイレやオストメイト対応トイレを、客席の種類に応じコンコースに設置し、様々
な身体状況の観客が利用しやすい環境を整備する。 

出典：「新国立競技場基本設計（案）説明書（概要版）」（平成 26年５月 (独)日本スポーツ振興センター） 

 

最寄りの鉄道駅から会場までの歩行者経路については、現地調査結果より、ほとんどがマウ

ントアップ、ガードレール等の安全施設との組合せにより、車道と分離されており、主要な交

差点には横断歩道及び信号機が設置されている。 

横断歩道端では視覚障害者誘導用ブロック（点字ブロック）が設置されており、日本青年館

前の交差点で音響用押しボタン付きの信号機が設置されている他、信濃町駅前交差点の横断歩

道の一部では、音響用押しボタン付きの信号機に加えて視覚障害者誘導用道路横断帯（エスコ

ートゾーン）が設置されている。 

歩行者動線のほとんどの区間はほぼ平坦な区間であるが、外苑前駅や北参道駅から計画地に

至る区間は傾斜のある区間となっている。 

予測の対象時点においても、最寄りの鉄道駅から会場までの歩行者経路については、これら

の状況は維持されるものと予測する。 
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3) 電力供給の安定度 

東京電力（株）管内における平成 25 年以降の夏季・冬季の電力供給は、最大需要を上回っ

ており、安定供給が確保されている。 

計画建築物の電力設備は、表 9.21-19 に示すとおり、受電方式は 22kV スポットネットワー

ク方式、保安用電源は一般停電時の保安用照明及び保安用コンセント等として利用できるよう

に、常用発電設備（1500kVA以上×2台）を設置する。 

したがって、電力供給の安定性は確保されると予測する。 

表 9.21-19 オリンピックスタジアムにおける受電方式と保安用電源の概要 

事 項 概 要 目 的 

受電方式 22kV スポットネッ
トワーク方式 

電力会社の変電所から、オリンピックスタジアムに
３回線で引き込む方式である。この方式は、３回線
の内、１回線が故障してもほかの２回線により電気
を送り続けることができる方式である。 

保安用電源 
（常用発電設備） 

1500kVA以上×2台 一般停電時の保安用照明及び保安用コンセント等 
フットボール及び陸上競技等のイベント開催時の電
力量ピークカット 

注) (独)日本スポーツ振興センターへのヒヤリングに基づき作成 
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9.21.3 ミティゲーション 

(1) 予測に反映した措置 

・高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、高齢者、障害者等が利用しやすい

建築物の整備に関する条例（建築物バリアフリー条例）及び東京都福祉の街づくり条例に適

合した施設計画とする。 

・一般停電時の保安用照明及び保安用コンセント等としての利用を目的とした「保安用電源」

として、常用発電設備を設置する計画としている。 

・22kVスポットネットワーク方式は、３回線の内、１回線が故障してもほかの２回線により電

気を送り続けることができる受電方式であり、この方式を採用する計画としている。 

 

9.21.4 評価 

(1) 評価の指標 

1) 危険物施設等からの安全性の確保の程度 

評価の指標は、東京都等が定めた地域防災等に係る計画、要綱等の中で当該地域について設

定している地域の安全性に関する目標等とした。 

2) 移動の安全のためのバリアフリー化の程度 

評価指標は、東京都等が定めた移動円滑化等に係る計画、要綱等の中で当該地域について設

定している目標等とした。 

3) 電力供給の安定度 

評価指標は、受電設備の故障に伴う停電発生率の低減及び一般停電時の保安用電源の確保が

なされていることとした。 

 

(2) 評価の結果 

1) 危険物施設等からの安全性の確保の程度 

計画地周辺ではガソリンスタンドが分布しており、最も近いガソリンスタンドで計画地境界

から 400m程度の距離に位置している。 

危険物施設等については、法令等に基づく規制がなされる他、「東京都地域防災計画」によ

って危険物施設等の種類別に、関係機関による立入検査等の監視体制が維持される。 

また、計画地周辺の明治神宮外苑は、避難場所に指定されている。 

以上のことから、東京都等が定めた地域防災等に係る計画、要綱等の中で当該地域について

設定している地域の安全性に関する目標等との整合が図られており、評価の指標は満足するも

のと考える。 
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2) 移動の安全のためのバリアフリー化の程度 

計画建築物は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、高齢者、障害者等

が利用しやすい建築物の整備に関する条例及び東京都福祉のまちづくり条例に基づき、施設内

のバリアフリー化を図る他、外国人利用者を考慮したピクトグラム等の言語以外の表示の設置、

災害時の聴覚障害者や外国人利用者を考慮した、大型映像装置の活用等を行う計画である。 

以上のことから、東京都等が定めた移動円滑化等に係る計画、条例等の中で当該地域につい

て設定している目標等との整合が図られており、評価の指標は満足するものと考える。 

3) 電力供給の安定度 

計画建築物では、22kVスポットネットワーク方式を採用しており、３回線の内、１回線が故

障してもほかの２回線により電気を送り続けることができる受電方式を採用する計画として

いる。また、保安用電源は一般停電時の保安用照明及び保安用コンセント等として利用できる

ように、常用発電設備（1500kVA 以上×２台）を設置する計画となっている。 

以上のことから、評価の指標は満足するものと考える。 
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9.22 消防・防災 

9.22.1 現況調査 

(1) 調査事項及びその選択理由 

調査事項及びその選択理由は、表 9.22-1に示すとおりとした。 

表 9.22-1 調査事項及びその選択理由 

調査事項 選択理由 

①防火設備等の状況 
②耐震設備等の状況 
③気象の状況 
④地形・地質の状況 
⑤水象の状況 
⑥土地利用の状況 
⑦監視体制の状況 
⑧災害等の発生状況 
⑨法令等の基準等 
⑩東京都等の計画等の状況 

事業の実施に伴い耐震性及び防火性の影響が考え
られることから、計画地及びその周辺について、左
記の事項に係る調査が必要である。 

 

(2) 調査地域 

調査地域は、計画地及びその周辺地域とした。 

 

(3) 調査方法 

1) 防火設備等の状況 

調査方法は、関係機関等へのヒヤリングとし、スプリンクラー等の防火設備の設置等、既存

施設及び類似施設の防火対策状況を調査した。 

2) 耐震設備等の状況 

調査方法は、関係機関等へのヒヤリングとし、耐震構造等、類似施設の耐震化の状況を調査

した。 

3) 気象の状況 

調査方法は、現地調査とし、「9.1 大気等 9.1.1 現況調査 (3)調査方法 2)気象の状況」

（p.60 参照）に示す方法で、風向、風速等について調査を行い、地域防災計画との関連等につ

いて整理した。 

4) 地形・地質の状況 

調査は、「地形図」(国土地理院)、「土地条件図」(平成 25 年８月 国土地理院)等の既存資

料の整理によった。 

5) 水象の状況 

調査は、「地形図」（国土地理院）、「土地条件図」(平成 25 年８月 国土地理院)等の既存資

料の整理によった。 

6) 土地利用の状況 

調査は、「東京の土地利用 平成 23年東京都区部」（平成 25年５月 東京都都市整備局）、「新

宿区用途地域等都市計画図」（平成 25年 11月 新宿区）等の既存資料の整理によった。 

7) 監視体制の状況 

調査方法は、関係機関等へのヒヤリングとし、既存施設及び類似施設の監視の実施主体者、

監視組織の体系等、監視体制について調査した。 
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8) 災害等の発生状況 

調査は、「東京都地域防災計画 震災編 本冊」（平成 26 年 7 月 東京都防災会議）、「東日

本大震災における東京都の対応と教訓」（平成 23年９月 東京都）等の既存資料の整理によっ

た。 

9) 法令等の基準等 

調査は、災害対策基本法（昭和 36年法律第 223号）、建築基準法（昭和 25年法律第 201号）、

消防法(昭和 23年法律第 186号)等の法令等の整理によった。 

10) 東京都等の計画等の状況 

調査は、「東京都地域防災計画 震災編 本冊」、「新宿区地域防災計画」（平成 25年 12月 新

宿区防災会議）、「渋谷区地域防災計画」（平成 25年 渋谷区防災会議）等の計画等の整理によ

った。 
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(4) 調査結果 

1) 防火設備等の状況 

既存施設として国立霞ヶ丘競技場について、類似施設として国内のスタジアムやドームの中

で収容人数や延べ床面積が最も本計画の施設に近いＡスタジアムについて、防火設備等の状況

を表 9.22-2 に整理した。国立霞ヶ丘競技場及びＡスタジアムでは、建築基準法、消防法及び

各自治体の火災予防条例により防火設備等の設置基準に準拠し消化設備等を設置しており、発

見・通報のための自動火災報知設備、避難誘導の非常照明設備、初期消火のための消火器具、

屋内消火栓設備、スプリンクラー、本格消化のための消防排煙設備等が設置され、施設の火災

を最小限に防ぐ設備配置がなされている。 

表 9.22-2 国立霞ヶ丘競技場及びＡスタジアムにおける防火設備等の状況 

分類 消化設備等 

国立霞ヶ丘競技場 Ａスタジアム 

昭和 33年竣工、 

昭和 38年増築、地上５階 

延床面積：約 51,581m2 

収容人数：約５万人 

平成９年竣工、地上７階 

延床面積：約 172,800 m2 

収容人数：約７万人 

発見・通

報 

自動火災報知設備 ○ ○ 

ガス漏れ火災警報器 ○／◎ ○ 

非常警報装置 ○ ○ 

火災通報装置 ◎ ○ 

総合操作盤 ◎ ○ 

避難誘導 非常照明設備 ○ ○ 

誘導灯及び誘導標識 ○ ○ 

避難器具 ●  

初期消火 消火器具 ○ ○ 

大型消火器 ○ ○ 

屋内消火栓設備 ○ ○ 

スプリンクラー ○ ○ 

不活性ガス消火設備 ○ ○ ※二酸化炭素 

泡消火設備  ○ 

ハロゲン化物消火設備  ○ 

粉末消火設備  ○ 

屋外消火栓設備  ○ 

動力消防ポンプ設備  ○ 

本格消火 非常用進入口  ○ 

消防排煙設備   

排煙設備  ○ 

連結送水設備 ○ ○ 

消防用水 ○ ○ 

その他 非常用発電機設備 ○  

凡例：○：義務設置、●：自主設置、◎：主装置設置 

注)国立霞ヶ丘競技場、Ａスタジアムの管理運営組織の防災担当へのヒヤリングによる 
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また、東京都では平成 18 年 10 月から「優良防火対象物認定表示制度」が規定されており、

建物の管理権限者（所有者等）が消防署長に申請し、審査・検査を通して認定基準に適合して

いると消防署長が認める場合、優良防火対象物として認定を受けることができる。 

スタジアムやアリーナ等の競技場としては、東京スタジアム（味の素スタジアム）が優良防

火対象物の認定を受けている。東京スタジアム（味の素スタジアム）における防火対策を以下

に示す。 

表 9.22-3 東京スタジアムにおける防火対策（優良防火対象物） 

施設名称 防火対策 

東京スタジアム 

（味の素スタジアム） 

＜味の素スタジアム＞ 

1)監視カメラを設置している。 

2)AEDを配置している。 

＜味の素スタジアム アミノバイタルフィールドスタンド＞ 

1)全館禁煙としている。 

2)監視カメラを設置している。 

＜味の素スタジアム アミノバイタルフィールド大会本部室＞ 

1)全館禁煙としている。 

2)監視カメラを設置している。 

＜ミズノフットサルプラザ 味の素スタジアム＞ 

1)全館禁煙としている。 

＜ユーロスポーツ 味の素スタジアム＞ 

1)火気設備・器具の使用を禁止している（全館） 

2)全館禁煙としている。 

3)監視カメラを設置している。 

出典：「認定優良防火対象物一覧表」（平成 27年３月３日参照 東京消防庁ホームページ） 

http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-yobouka/yuryobouka/itiranhyo/yumarknintei-2.pdf 

 

2) 耐震設備等の状況 

類似施設としてＡスタジアムの耐震設備等の状況を表 9.22-4に整理した。Ａスタジアムは、

プレキャストプレストレストコンクリート造で耐震構造となっており、広域避難場所にも指定

されている。 

 

表 9.22-4 Ａスタジアムにおける耐震設備等の状況 

施設名称 Ａスタジアム 

構造 
プレキャストプレストレストコンクリート造 

(PC圧着工法) 

耐震の状況 耐震構造 

広域避難所等の指定状況 広域避難場所に指定されている 

 

3) 気象の状況 

計画地における風向・風速の状況は、「9.1 大気等 9.1.1 現況調査 (4)調査結果 2)気

象の状況 イ現地調査」（p.70 参照）に示したとおりである。 

計画地内における現地調査によると、風速の期間平均値は 1.6～1.9m/s、卓越風向は、春季

及び夏季は北北東、秋季は南南西、冬季は北であった。 

新宿区防災会議が策定した「新宿区地域防災計画」によると、被害想定は冬の風速 8m/s を

想定している。計画地における冬季の期間平均風速は 1.7m/s、日平均値の最高値が 2.9m/s で

北の風向が卓越していた。被害想定の条件に達する気象条件にはなりがたく、また冬季の計画
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地の風下側に市街地はない。 

4) 地形・地質の状況 

「9.1 大気等 9.1.1 現況調査 (4)調査結果 3)地形及び地物の状況」（p.74 参照）に示

したとおり、計画地東側は、武蔵野台地東部の淀橋台と呼ばれる洪積台地（下末吉段丘）を造

成した地形となっている。計画地西側は、かつての渋谷川（穏田川ともいう。）に沿って低地

が形成され、低地部のほとんどは埋立てにより平坦化された人為的な改変を受けた地形となっ

ている。また、計画地内の東西の高低差は約 7～8mである。 

また、関東平野で確認されている活断層の状況は表 9.22-5 に示すとおりであり、計画地及

びその周辺において活断層は確認されていない。 

5) 水象の状況 

計画地周辺には河川は存在しない。計画地は、東側は武蔵野台地東部の淀橋台と呼ばれる洪

積台地（下末吉面）に位置している。東京湾までの距離は約 5kmある。 

6) 土地利用の状況 

計画地及びその周辺地域の土地利用の状況は、「9.1 大気等 9.1.1 現況調査 (4)調査結

果 4)土地利用の状況」（p.74参照）に示すとおりである。なお木造住宅の分布状況は、図 9.22-1

に示すとおりであり、計画地の南西側に木構造の建築物が多く分布している。 

計画地の用途地域は第２種中高層住宅専用地域であり、建ぺい率は 60%、容積率 200%となっ

ており、準防火地域に指定されている。 

なお、「東京都地域防災計画 震災編 別冊資料」（平成 26 年７月、東京都防災会議）によ

ると、図 9.22-2及び図 9.22-3に示すとおり、建築物の倒壊危険度及び火災危険度は、共に都

内では低く、いずれもレベル１～２である。 
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表 9.22-5 関東平野で確認されている活断層の状況 

区 分 調査 概  要 
関東平野北西縁
断層帯 

群馬県 平成８年度・平成９年度に平井断層と神川断層を調査した結果、これらの断
層については活動度注 1)は低く、想定される地震の規模はマグニチュード 7.2
程度であることがわかった。 

綾瀬川断層 埼玉県 断層が推定されているが、平成 7年度に反射法探査、ボーリング調査を行っ
た結果、活動度は低いことがわかった。 

荒川断層 埼玉県 伏在断層注 2)が推定されているが、平成９年度に大深度反射法探査を実施した
結果、活動度は低く、戸田市や朝霞市付近には、延長しないことがわかった。 

立川断層帯 東京都、横
浜市、川崎
市 

横浜市、川崎市が平成７年度・平成８年度に大深度反射法探査などを実施し
立川断層は両市域の直下には達していないことがわかった。東京都は平成９
年度・平成 10年度に調査を実施。 

五日市断層  活断層と推定されるもの。確実度注 3)はⅡ、活動度は C 

東京湾北縁断層 千葉県 伏在断層が推定されているが、平成９年度に大深度反射法探査を実施した結
果、活断層は確認されなかった。 

秦野断層・渋沢
断層 

神奈川県 平成９年度調査の結果、断層の一部は最近 10 万年間に活発に活動している
ことがわかった。 

伊勢原断層 神奈川県 平成７年度調査の結果、伊勢原断層は約 2,000年前以降に活動したことがわ
かった。また反射法探査やボーリング調査により地下の地層がたわんでいる
構造が明らかになった。 

神縄・国府津－
松田断層帯 

工業技術院
地質調査所 

平成７年度・平成８年度調査の結果、今後数百年以内にマグニチュード８程
度の大地震が発生する可能性があることがわかった。 

三浦半島断層群 神奈川県 平成７年度調査の結果、北武断層は約 1,200年前から 1,400年前に活動した
ことが明らかになった。また地震の再来間隔は 1,000年から 2,500年程度で、
想定される地震の規模はマグニチュード 7程度であることがわかった。 

注1) 活断層の過去における活動の程度。一定期間あたりのずれの大きさであらわす。活動度の高いものから A・B・

Cに区分 

活動度 内 容 

活動度Ａ 1,000年あたりの平均的なずれの量が 1 m以上 10m未満 

活動度Ｂ 1,000年あたりの平均的なずれの量が 10cm以上 1 m未満 

活動度Ｃ 1,000年あたりの平均的なずれの量が 1 cm以上 10cm未満 

注 2)活断層のうち平野下に存在しているため新しい地層に厚く覆われて地表には断層特有の地形が直接

現れていないもの 

注 3)活断層の確かさの尺度。確実度の高い方から I・Ⅱ・Ⅲに区分 

資料：「地震調査研究推進本部」（平成 27年３月３日参照 文部科学省研究開発局地震・防災研究課ホー

ムページ）より抜粋  http://www.jishin.go.jp/main/index.html 

 

確実度 内 容 

確実度Ⅰ 断層の位置・ずれの向きがともに明確で、地形的特徴から活断層であることが確実なもの 

確実度Ⅱ 
断層の位置・ずれの向きは推定できるが、地形やごく新しい時代の地層が繰り返しずれて

いることを示す確実な証拠に欠けるなど、確実度Ｉとするには十分な資料に欠けるもの 

確実度Ⅲ 
活断層である可能性はあるが、ずれの向きが不明であったり、河川や海の浸食作用など他

の原因で形成された疑いが残るもの 

注 4)表中の活断層は「新編日本の活断層」で確実度が I、IIの断層に相当。 

資料：「地震調査研究推進本部」（平成 27 年３月３日参照 文部科学省研究開発局地震・防災研究課ホーム

ページ）より抜粋  http://www.jishin.go.jp/main/index.html 

出典：「活断層の基礎知識」（平成 27年３月３日参照 東京都防災ホームページ） 

http://www.bousai.metro.tokyo.jp/taisaku/1000066/1000424.html 
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出典：「東京の土地利用 平成 23年東京都区部」（平成 25年５月 東京都都市整備局） 
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図 9.22-2 建物倒壊危険度 
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7) 監視体制の状況 

既存施設として国立霞ヶ丘競技場、類似施設としてＡスタジアムにおける監視体制の状況を

整理した。 

国立霞ヶ丘競技場では、自衛消防隊として、国立競技場長のもと、図 9.22-4 に示す体制が

組まれている。 

Ａスタジアムでは、スタジアムの本部隊とテナントの地区隊で構成される自衛消防隊を構成

しており、図 9.22-5 に示す監視体制によりスタジアム運営における防災管理体制を整備して

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）(独)日本スポーツ振興センターへのヒヤリングに基づく 

図 9.22-4 防災管理体制（国立霞ヶ丘競技場） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

警戒班 救護班 避難誘導班 消火班 安全防護班 
指揮・通報連絡・

情報収集班 

 

 

注）Ａスタジアムへのヒヤリングに基づく 

図 9.22-5 防災管理体制（Ａスタジアム） 
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ｽﾀｼﾞｱﾑ自衛消防副隊長 施設管理部長 

ｽﾀｼﾞｱﾑ自衛消防隊長 技術監理部長 

ｽﾀｼﾞｱﾑ自衛消防隊 

自衛消防隊副隊長（統括管理者）事業部長 

ｽﾎﾟｰﾂ医科学隊 
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ｳｫｰﾀｰﾊﾟｰｸ隊 
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催物主催事業隊 
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駐車場警戒班 
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8) 災害等の発生状況 

東京都においては、平成 23 年の東北地方太平洋沖地震で、震源から遠く離れた都内におい

ても液状化や大量の帰宅困難者の発生といった被害が生じた。計画地及びその周辺においては、

最大震度５弱の地震により、表 9.22-6に示す被害が生じた。 

 

表 9.22-6 計画地周辺における東日本大震災の被害状況 

発生年月日 
マグニチュード 

（震源） 
被害状況等 津波 

平成 23年 

３月 11日 

9.0 

（福島県沖海底） 

 

計画地及びその周辺の最大震度：５弱 

○建築物等被害 

・高層ビル等でエレベーターの長時間停止 

・千代田区九段会館にて天井崩落 

○交通機関への影響 

・鉄道が全面的に運行停止、施設の安全確認を実施、

運転再開時の帰宅者集中。 

○通信（携帯電話）障害 

・通信事業者による最大約９割の通話規制により、携

帯電話が不通 

○帰宅困難者の発生 

・交通機関の停止に伴い多数の帰宅困難者が発生。 

 

晴海：1.5m 

（約５時間後） 

 参考：「過去の地震津波被害」（平成 27年３月３日参照 気象庁ホームページ） 

http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/higai/higai-1995.html 

「東京都地域防災計画 震災編(平成 26 年修正)本冊」（平成 26年７月 東京都防災会議） 

「東日本大震災における東京都の対応と教訓」（平成 23年９月 東京都） 
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9) 法令等の基準等 

消防・防災に関する法令等については、表 9.22-7(1)～(4)に示すとおりである。 

表 9.22-7(1) 消防・防災に関する関係法令等 

法令・条例等 責務等 

建築基準法 

（昭和 25年法律 

第 201号） 

（目的） 

第一条  この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国

民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とす

る。 

（構造耐力） 

第二十条  建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の

震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、

それぞれ当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。 

二  高さが六十メートル以下の建築物のうち、第六条第一項第二号に掲げる建築物（高さが

十三メートル又は軒の高さが九メートルを超えるものに限る。）又は同項第三号に掲げる建

築物（地階を除く階数が四以上である鉄骨造の建築物、高さが二十メートルを超える鉄筋

コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物その他これらの建築物に準ずるもの

として政令で定める建築物に限る。） 次に掲げる基準のいずれかに適合するものであるこ

と。 

イ 当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること。

この場合において、その構造方法は、地震力によつて建築物の地上部分の各階に生ずる水

平方向の変形を把握することその他の政令で定める基準に従つた構造計算で、国土交通大

臣が定めた方法によるもの又は国土交通大臣の認定を受けたプログラムによるものによつ

て確かめられる安全性を有すること。 

ロ 前号に定める基準に適合すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（耐震基準） 

中規模の地震（震度５強程度）に対しては、ほとんど損傷を生じず、極めて稀にしか発生し

ない大規模の地震（震度６強から震度７程度）に対しても、人命に危害を及ぼすような倒壊

等の被害を生じないことを目標としている。 

（耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない特殊建築物） 

第二十七条  次の各号の一に該当する特殊建築物は、耐火建築物としなければならない。 

用途 用途に供する階 客席の床面積の合計 

観覧場 三階以上の階 二百平方メートル（屋外観覧席にあつては、千平方メートル）以上 

（準防火地域内の建築物） 

第六十二条  準防火地域内においては、地階を除く階数が四以上である建築物又は延べ面積

が千五百平方メートルを超える建築物は耐火建築物とし、延べ面積が五百平方メートルを

超え千五百平方メートル以下の建築物は耐火建築物又は準耐火建築物とし、地階を除く階

数が三である建築物は耐火建築物、準耐火建築物又は外壁の開口部の構造及び面積、主要

構造部の防火の措置その他の事項について防火上必要な政令で定める技術的基準に適合す

る建築物としなければならない。ただし、前条第二号に該当するものは、この限りでない。 

 

【参考：大臣認定の流れ】 

構造体力にかかる大臣認定を受けるために必要な事前の審査を、性能評価として指

定機関が行うことになっている。大臣認定の流れを以下に示す。 

 
出典：「個別建築物の構造安全性評価／建築基準法関連」 

（平成 27年２月 21日参照（一財）日本建築センターホームページ）  
http://www.bcj.or.jp/c12_rating/category/safety/safety01.html 
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9.22消防・防災 

表 9.22-7(2) 消防・防災に関する関係法令等 

法令・条例等 責務等 

建築基準法施行令 

（昭和 25年法律第 338

号） 

第八十一条  
二  高さが三十一メートル以下の建築物 次のイ又はロのいずれかに該当する構造計算 

イ 許容応力度等計算又はこれと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土

交通大臣が定める基準に従つた構造計算 

ロ 前号に定める構造計算 

消防法 

（昭和 23 年法律第 186

号） 

第一条  この法律は、火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災

から保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減するほか、災害等による

傷病者の搬送を適切に行い、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資するこ

とを目的とする。 

第七条  建築物の新築、増築、改築、移転、修繕、模様替、用途の変更若しくは使用につい

て許可、認可若しくは確認をする権限を有する行政庁若しくはその委任を受けた者又は建

築基準法 （昭和二十五年法律第二百一号）第六条の二第一項 （同法第八十七条第一項 に
おいて準用する場合を含む。以下この項において同じ。）の規定による確認を行う指定確認

検査機関（同法第七十七条の二十一第一項 に規定する指定確認検査機関をいう。以下この

条において同じ。）は、当該許可、認可若しくは確認又は同法第六条の二第一項 の規定に

よる確認に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長又は消防署長の同意を得

なければ、当該許可、認可若しくは確認又は同項 の規定による確認をすることができない。

ただし、確認（同項 の規定による確認を含む。）に係る建築物が都市計画法 （昭和四十三

年法律第百号）第八条第一項第五号 に掲げる防火地域及び準防火地域以外の区域内におけ

る住宅（長屋、共同住宅その他政令で定める住宅を除く。）である場合又は建築主事が建築

基準法第八十七条の二 において準用する同法第六条第一項 の規定による確認をする場合

においては、この限りでない。 

第八条  学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店（これに準ずるものとして政令で定め

る大規模な小売店舗を含む。以下同じ。）、複合用途防火対象物（防火対象物で政令で定め

る二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。）その他多数の者が出入し、勤務し、又

は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定め

る資格を有する者のうちから防火管理者を定め、政令で定めるところにより、当該防火対

象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、

消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用

又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員

の管理その他防火管理上必要な業務を行わせなければならない。 

消防法施行令 

（昭和 36年政令 37号） 

（防火対象物の指定） 

第六条  法第十七条第一項 の政令で定める防火対象物は、別表第一に掲げる防火対象物とす

る。 

イ 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 

ロ 公会堂又は集会場 

第十七条  学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途

防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に

供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設（以下「消防用設備等」という。）につい

て消火、避難その他の消防の活動のために必要とされる性能を有するように、政令で定め

る技術上の基準に従つて、設置し、及び維持しなければならない。 

 

東京都震災対策条例 

（昭和 46 年東京都条例

第 121号） 

（目的） 

第一条 この条例は、地震による災害(以下「震災」という。)に関する予防、応急及び復興

に係る対策(以下「震災対策」という。)に関し、都民、事業者及び東京都(以下「都」とい

う。)の責務を明らかにし、必要な体制を確立するとともに、予防、応急及び復興に関する

施策の基本的な事項を定めることにより、震災対策を総合的かつ計画的に推進し、もって

現在及び将来の都民の生命、身体及び財産を震災から保護することを目的とする 

(基本的責務) 

第二条 知事は、震災対策のあらゆる施策を通じて、都民の生命、身体及び財産を震災から

保護し、その安全を確保するとともに、震災後の都民生活の再建及び安定並びに都市の復

興を図るため、最大の努力を払わなければならない。 

2 前項の目的を達成するため、知事は、震災対策に関する事業(以下「震災対策事業」とい

う。)の計画(以下「震災対策事業計画」という。)を策定し、その推進を図らなければなら

ない。 
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9.22消防・防災 

表 9.22-7(3) 消防・防災に関する関係法令等 

法令・条例等 責務等 

東京都建築安全条例 

（昭和 25年東京都条例

第 89号） 

(趣旨) 

第一条 建築基準法(以下「法」という。)第四十条(法第八十八条第一項において準用する場

合を含む。)による建築物の敷地、構造及び建築設備並びに工作物に関する制限の附加、法

第四十三条第二項による建築物の敷地及び建築物と道路との関係についての制限の附加、

建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号。以下「令」という。)第百二十八条

の三第六項による地下街に関する令と異なる定め並びに令第百四十四条の四第二項による

道に関する令と異なる基準については、この条例の定めるところによる。 

(適用の範囲) 

第九条 この章の規定は、次に掲げる用途に供する特殊建築物に適用する。 

七 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場(不特定多数の人の集会の用に供する建

築物で、一の集会室の床面積が二百平方メートルを超えるものに限る。以下同じ。)その他

これらに類するもの(以下「興行場等」という。) 

 

客席の定員の算定方法、敷地と道路との関係、前面空地の確保、客席部の出入り口の確保、

客用の廊下の設置、階段の構造、屋外へ通ずる出入口等、客席内の構造、客席部と舞台部と

の区画、客席とその他の部分との区画、舞台と舞台部の各室との区画等、主階が避難階以外

にある興行場等について規定が設けられている。 
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9.22消防・防災 

表 9.22-7(4) 消防・防災に関する関係法令等 

法令・条例等 責務等 

東京都火災予防条例 

（昭和 23 年東京都条例

第 105号） 

(目的) 
第一条 この条例は、東京都の特別区の存する区域及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十
七号)第二百五十二条の十四の規定により消防事務を東京都に委託した地方公共団体の区
域における消防法(昭和二十三年法律第百八十六号。以下「法」という。)の規定に基づく
火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等、住宅用火災警報器の設置及び維持に関
する基準等、指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等、消防用設備等
の技術上の基準の付加並びに火災に関する警報の発令中における火の使用の制限について
定めるとともに、火災予防上必要な事項を定めることを目的とする。 

第五章 消防用設備等の技術上の基準の付加 
(消火器具に関する基準) 
2 令別表第一に掲げる防火対象物に存する場所のうち、次に掲げる場所には、消火器具を設
けなければならない。ただし、令第十条第一項各号に掲げる防火対象物又はその部分に存
する場所については、この限りでない。 

一 火花を生ずる設備のある場所 
二 燃料電池発電設備、変電設備、内燃機関を原動力とする発電設備その他これらに類する
電気設備のある場所 

三 鍛冶かじ場、ボイラー室、乾燥室、サウナ室その他多量の火気を使用する場所 
四 核燃料物質又は放射性同位元素を貯蔵し、又は取り扱う場所 
五 動植物油、鉱物油その他これらに類する危険物又は可燃性固体類等を煮沸する設備又は
器具のある場所 

六 紙類、穀物類又は布類(以下「紙類等」という。)を貯蔵し、又は取り扱う指定可燃物貯
蔵取扱所 

第六章 避難及び防火の管理等 
(避難施設の管理) 
第五十四条 令別表第一に掲げる防火対象物の関係者は、避難施設を次に定めるところによ
り、有効に管理しなければならない。 

一 避難施設には、火災の予防又は避難に支障となる施設を設け、又は物件を置かないこと。 
二 避難施設の床面は、避難に際し、つまづき、すべり等を生じないように維持すること。 
三 避難口又は地上に通ずる主たる通路に設ける戸は、容易に開放できる外開き戸とし、開
放した場合において、廊下、階段等の幅員を有効に保有できるものとすること。ただし、
劇場等以外の令別表第一に掲げる防火対象物について支障がないと認められる場合におい
ては、内開き戸以外の戸とすることができる。 

四 前号の戸は、公開時間又は従業時間中は、規則で定める方法以外の方法で施錠してはな
らない。 

五 階段には、敷物の類を敷かないこと。ただし、消防総監が定める基準に適合する場合は、
この限りでない。 

(防火設備の管理) 
第五十五条の二 令別表第一に掲げる防火対象物の関係者は、火災が発生したとき延焼を防
止し、又は避難上の安全若しくは有効な消防活動を確保するため、防火設備を次に定める
ところにより、管理しなければならない。 

(防火設備の管理) 
第五十五条の二 令別表第一に掲げる防火対象物の関係者は、火災が発生したとき延焼を防
止し、又は避難上の安全若しくは有効な消防活動を確保するため、防火設備を次に定める
ところにより、管理しなければならない。 

(消防用設備等又は特殊消防用設備等の管理) 
第五十五条の二の二 次に掲げる防火対象物の消防用設備等又は特殊消防用設備等の総合操
作盤及び制御装置等は、防災センターにおいて集中して管理しなければならない。 

(優良防火対象物認定証の表示) 
第五十五条の五の九 令別表第一に掲げる防火対象物で規則で定めるものの管理について権
原を有する者は、当該防火対象物が防火上優良な防火対象物(以下「優良防火対象物」とい
う。)であるものとして消防署長の認定を受けたときは、当該認定を受けたことを証明する
表示(以下「優良防火対象物認定証」という。)を付することができる。 

○優良防火対象物の認定基準 
【法令適合状況】 
① 消防法令に適合しているか（防火管理・火気設備等の構造及び管理状況・消防用設備等の
設置及び維持管理状況・危険物関係規定等） 

② 建築法令に適合しているか（防火に関係するものに限る）【その他】 
③ 避難安全性が検証されているか 
④ 自衛消防隊の編成及び活動能力が適切に確保されているか 
⑤ 自主的、意欲的な各種防火対策を実施しているか 
⑥ 過去２年以内に、消防法令違反等による命令又は警告等を受けたことがないか 
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10) 東京都等の計画等の状況 

消防・防災に関する東京都等の計画等については、表 9.22-8(1)及び(2)に示すとおりである。 

表 9.22-8(1) 消防・防災に関する計画、目標等 

関係計画等 目的・施策等 

「東京都地域防

災計画 震災編

(平成 26 年修

正)本冊」 

（平成 26年７

月 東京都防災

会議） 

災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第 40条の規定に基づき東京都防災会議が策定する計画で、
都の地域における地震災害の予防対策、応急・復旧対策及び震災復興を実施し、都民の生命・身体及
び財産を保護するとともに、都市の機能を維持することにより、東京の防災力を向上し、「首都東京
の防災力の高度化」を図ることを目的とする。 
○東京都の被害想定 

 
地震規模等 人的被害 物的被害 その他 

東
京
都 

東京湾北部地震 M7.3 
時期等：冬の 18時、
風速 8m/s 

死者：9,641人 
負傷者：147,611人 

建物被害 
：604,300 棟 

電力施設停電率 
：17.6％ 

帰宅困難者：5,166,126 人 
災害時要援護者死者数：4,921
人 
自力脱出困難者：56,666人 

○減災目標 

  
目標 主な取組 

東
京
都 

目
標
1 

①死者を 6,000 人減少させる。 
②避難者を約 150万人減少させる。 
③建築物の全壊・焼失棟数を約 20万棟減少さ
せる。 

・消防団の体制強化や防災隣組など共助の推
進 
・木密地域不燃化 10年プロジェクトの推進 
・公共建築物や万障棟の耐震化促進 など 

目
標
2 

①中枢機能を支える機関（国、都、病院等）の
機能停止を回避する。 
②企業等の備蓄や一時滞在施設の確保により、
帰宅困難者 517 万人の安全を確保する。 

・自衛隊等との連携強化も含めた危機管理体
制の充実 
・医療資源の適正は一や病院施設の機能維持 
・帰宅困難者対策の推進 など 

目
標
3 

① ライフラインを 60 日以内に 95%以上回復す
る。 
② 避難所の環境整備などにより被災者の当面
の生活を支えるとともに、ライフラインの回復
と併せて、応急仮設住宅への入居などを進め、
早期に被災者の生活再建の道筋をつける。 

・ライフライン施設の耐震化と復旧活動体制
の整備 
・都内の全ての区市町村にり災証明に係るシ
ステムを導入 など 

○ 

東京都用途地域

等に関する指定

方針及び指定基

準 

（平成 14 年７

月 東京都） 

（防火地域及び準防火地域） 
都市計画で外壁の後退距離の限度や一定規模以上の敷地面積の最低限度が定められた場合など、防災
上の措置が講じられた区域を除き、50％を超える建ぺい率が指定された区域に準防火地域を指定す
る。 

新宿区地域防災

計画（平成 25年

度修正）【本冊】

（平成 25 年 12

月 新宿区防災

会議） 

この計画は、災害対策基本法(昭和 36年法律第 223号)第 42条に基づき、新宿区防災会議が作成する
計画であって、区及び防災機関がその有する全機能を有効に発揮して、区の地域における地震災害、
水害(風害を含む)及び大規模事故等に係る災害予防、災害応急対策及び災害復旧等の災害対策を実施
することにより、区の地域並びに住民の生命、身体及び財産を災害から保護することを目的とする。 
○新宿区の被害想定 

 
地震規模等 人的被害 物的被害 その他 

新
宿
区 

東京湾北部地震 M7.3 

時期等：冬の 18時、

風速 8m/s 

死者：293 人 

負傷者：6,792人 

建物被害：5,862棟 

電力施設停電率：

20.5％ 

帰宅困難者：313,811人 

災害時要援護者死者数：69 人 

自力脱出困難者：2,606 人 

○減災目標 

 
目標 主な取組 

新
宿
区 

目
標
1 

死者を約 6割減少させる 
・新宿区耐震改修促進計画に基づく民間建築
物耐震促進事業 
・家具類の転倒・落下・移動防止対策 
・救出・救護体制の強化 
・防災まちづくり対策 
・消防力の充実・強化 
・区民や事業所の火災対応力の強化 
・情報伝達体制の充実 

目
標
2 

避難者を約 4割減少させる 

目
標
3 

建築物の全壊・焼失棟数を約 6割減少させる 

○ 
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表 9.22-8(2)  消防・防災に関する計画、目標等 

名称 内容等 

渋谷区地域防災

計画（平成 25

年修正） 

震災対策編（平

成 25 年 渋谷

区防災会議） 

この計画は、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第 42 条の規定に基づき、渋谷区防災会議
が作成する計画である。渋谷区、東京都、指定地方行政機関、指定公共機関及び指定地方公共機関等
の防災機関が、その有する全機能を有効に発揮して、渋谷区の地域における災害に係る災害予防、災
害応急対策及 
び災害復旧・復興対策を実施することにより、渋谷区の地域並びに住民の生命、身体及び財産を災害
から保護し、「災害に強い渋谷のまちづくり」を実現することを目的とする。 
○渋谷区の被害想定 

 
地震規模等 人的被害 物的被害 その他 

新
宿
区 

東京湾北部地震 M7.3 
時期等：冬の 18時、
風速 8m/s 

東 京湾 北部 地震
M7.3 
時期等：冬の 18 時、
風速 8m/s 

死者：253 人 
負傷者：5,006人 

建物被害：5,765 棟 
電力施設停電率：27.9％ 

○減災目標 

 
目標 主な取組 

渋
谷
区 

・震災による死者を平成 30 年度ま
でに 40%減(253 人⇒152 人)、平成
35 年度までに 60%減(253 人⇒101
人)にする。 
・震災による避難生活者を、平成
35 年度までに 40%減（42,402 人⇒
25,441 人）とする。 

・家屋倒壊対策 
① 災害時要援護者対策の推進 
② 地域協働による耐震化促進、救出･救護体制の充実 
・火災対策 
① 災害時要援護者対策の推進 
② 地域協働による耐震化促進、救出･救護体制の充実 
③ 地域への軽可搬ポンプ・スタンドパイプ配備の推進による初
期消火力の強化 
④ 延焼火災時の避難誘導の啓発、訓練の充実 
⑤ 自主防災組織の育成、研修実施 
・家屋倒壊や火災による避難生活者を減らすための対策 
① 地域への軽可搬ポンプ・スタンドパイプ配備の推進による初
期消火力の強化 
② 災害時要援護者対策の推進 
③ 地域協働による耐震化促進、救出･救護体制の充実 
④ 自主防災組織の育成、研修実施 
・ライフライン被害による避難生活者を減らすための対策 
① マイコンメーター（ガスメーター）の復帰方法の周知啓発 
② 自宅被災者用の食料、飲料等の備蓄 
③ 家庭内備蓄の啓発、斡旋、訓練の推進 
④ 中高層住宅の備蓄場所の確保、備蓄啓発等の推進 

○ 

港区地域防災計

画震災編（平成

24 年修正）（平

成 24 年 港区

防災会議） 

この計画は、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第 42 条の規定に基づき、港区防災会議が
作成するものです。 
区の地域に係る災害（災害対策基本法第２条第１号の災害をいう。以下同じ。）に関し、区、区民、
事業者、防災関係機関等で連携を図ることにより、「自助」「共助」「公助」を実現し、区及び地域に
おける防災関係機関がその全機能を有効に発揮して、その所掌に係る震災予防・震災応急対策及び震
災復興を計画的に実施することにより、区の地域並びに区民の生命、身体及び財産を災害から保護す
ることを目的とします。 
○港区の被害想定 

 
地震規模等 人的被害 物的被害 その他 

新
宿
区 

東京湾北部地震 M7.3 
時期等：冬の 18時、
風速 8m/s 

死者：200 人 
負傷者：9,124人 

建物被害：2,150棟 
電力施設停電率：
23.4％ 

滞留者の発生：1,052,177人 
災害時要援護者死者数：21 人 
自力脱出困難者：3,831 人 

○減災目標 

 
目標 主な取組 

新
宿
区 

死者の減 
○住宅倒壊や火災等による死者の減 
200 人(東京都の被害想定における港区の数値） 
→ 80 人（6 割減） 

※減災目標に対応する形での整理無し 

避難者の減 
○住宅倒壊や火災等による避難者の減 
51,313 人(東京都の被害想定における港区の数値） 
→ 30,788 人（4 割減） 
全壊･焼失棟数の減 
○建築物の全壊・焼失棟数の減 
2,410 棟(東京都の被害想定における港区の数値） 
→ 964 棟（6 割減） 

○○ 

神宮外苑地区地

区計画 

（平成 25 年６

月 東京都） 

○土地利用に関する基本方針（再開発等促進区神宮外苑地区 A-2地区） 

国立霞ヶ丘競技場の建替えとともに、公園及び道路等公共施設の再編整備を図る。世界に誇れるホ

スピタリティ豊かなスタジアム施設と一体となる快適で安全なオープンスペースの整備を図る。 

また、施設の屋内外において、災害時には帰宅困難者や避難者を受け入れるなど、地域の防災性の

向上に資する防災拠点としての活用を図る。 
 

 

- 499 - 



9.22消防・防災 

9.22.2 予測 

(1) 予測事項 

  予測事項は以下に示すとおりとした。 

1) 耐震性の程度 

2) 防火性の程度 

 

(2) 予測の対象時点 

予測の対象時点は、火災、地震からの安全性の確保が必要な期間とし、2020年東京大会の大会

開催前、大会開催中、大会開催後の全期間のうち、大会開催前、大会開催後とした。 

 

(3) 予測地域 

予測地域は、計画地及びその周辺地域とした。 

 

(4) 予測手法 

予測は、施行計画等から推定する方法によった。 

 

(5) 予測結果 

1) 耐震性の程度 

本事業は、公共性が高く不特定多数の人が出入りする建築物の建設である。したがって、通

常の建築物より一層の耐震性能が求められる。さらに、スタジアム周辺の明治神宮外苑は、全

域が震災時の広域避難場所に指定されている。よって、本事業では、表 9.22-9及び表 9.22-10

に示すとおり、構造体について耐震安全性の分類は II類とし、「大地震動後、構造体の大きな

補修をすることなく構造物を使用できることを目標とし、人命の安全確保に加えて十分な機能

確保が図られている。」としている 1。 

基本設計によると、スタジアムの構造は、下部構造（スタンド）と屋根に大きく分けられる。

スタンドについては免震構造を採用する。免震構造は、耐震構造に比べ地震時の揺れを大幅に

低減し、屋根・スタンドの地震時の応答加速度・応力を小さくすることができる。また、主体

構造のみならず、二次部材や天井吊ものの脱落等の被害や振動の伝搬の低減という視点におい

ても有利な構造を採用する。 

屋根は、キールアーチを主とするフレームで構成し、屋根の荷重を支えると共に、地震時や

風荷重時に発生する荷重をスタンドに流す役目を果たすため、鉄骨造を採用する。 

これらの構造による耐震性を客観的に担保するものとして、時刻歴応答解析を行い、大臣認

定を取得、認定取得のために指定性能評価機関から性能評価を受け、その際に専門家による審

査会の審議を受ける予定である。 

したがって、耐震性は確保されると予測する。 

 

 

 

 

 

 
1 (独)日本スポーツ振興センターへのヒヤリングに基づく。 
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表 9.22-9 建築物の種類別に求められる耐震安全性 

分類 活動内容 対象施設 

耐震安全性の分類 

構造体 

建築非

構造部

材 

建築設

備 

災害

応急

対策

活動

に必

要な

施設 

災
害
対
策
の
指
揮
、
情
報
伝

達
の
た
め
の
施
設 

災害時の情報の収集、指令 

二次災害に対する警報の発令 

災害復旧対策の立案、実施 

防犯等の治安維持活動 

被災者への情報伝達 

保健衛生及び防疫活動 

救急物資の備蓄、緊急輸送活動等 

指定行政機関が入居する施設 

指定地方行政機関のうち地方ブロック機関

が入居する施設 

指定地方行政機関のうち東京圏、名古屋圏、

大阪圏及び大地震の強化地域にある機関が

入居する施設 

I類 Ａ類 甲類 

指定地方行政機関のうち上記以外のもの及

びこれに準ずる機能を有する機関が入居す

る施設 

Ⅱ類 Ａ類 甲類 

救
護
施
設 

被災者の救難、救助および保護 

救急医療活動 

消火活動等 

病院及び消防関係施設のうち、災害時に拠

点として機能すべき施設 

I類 Ａ類 甲類 

病院及び消防関係施設のうち、上記以外の

施設  

Ⅱ類 Ａ類 甲類 

避難所とし

て位置づけ

られた施設 

被災者の受入れ等 学校、研修施設等のうち、地域防災計画に

おいて避難所として位置づけられた施設  

Ⅱ類 Ａ類 甲類 

人命および

物品の安全

性確保が特

に必要な施

設 

危険物を貯蔵又は使用する施設 放射性物質若しくは病原菌類を貯蔵又は使

用する施設及びこれらに関する試験研究施

設 

I類 Ａ類 甲類 

石油類、高圧ガス、毒物、劇薬、火薬類等

を貯蔵又は使用する施設及びこれらに関す

る試験研究施設 

Ⅱ類 Ａ類 甲類 

多数の者が利用する施設  文化施設、学校施設、社会教育施設、社会

福祉施設等 

Ⅱ類 Ｂ類 乙類 

その他  一般官庁施設  Ⅲ類 Ｂ類 乙類 

出典：「官庁施設の総合耐震計画基準」（平成 19 年 国土交通省） 

 

表 9.22-10 建築物の部位に求められる耐震安全性 

部位 分類 耐震安全性の目標 

構造体 
I類 

大地震動後、構造体の補修をすることなく建築物を使用できることを目標とし、人命

の安全確保に加えて十分な機能確保が図られている。 

Ⅱ類 
大地震動後、構造体の大きな補修をすることなく構造物を使用できることを目標とし、

人命の安全確保に加えて機能確保が図られている。 

Ⅲ類 
大地震動により構造体の部分的な損傷は生じるが、建築物全体の耐力の低下は著しく

ないことを目標とし、人命の安全確保が図られている。 

建築非構

造部材 Ａ類 

大地震動後、災害応急対策活動や被災者の受け入れの円滑な実施、又は建築物の管理

のうえで、支障となる建築非構造部材の損傷、移動等が発生しないことを目標とし、

人命の安全確保に加えて十分な機能確保が図られている。 

Ｂ類 
大地震動により建築非構造部材の損傷、移動等が発生する場合でも、人命の安全確保

と二次災害の防止が図られている。 

建築設備 

甲類 
大地震動後の人命の安全確保及び二次災害の防止が図られていると共に、大きな補修

をすることなく、必要な設備機能を相当期間継続できる。 

乙類 大地震動後の人命の安全確保及び二次災害の防止が図られている。 

出典：「官庁施設の総合耐震計画基準」（平成 19 年 国土交通省） 
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9.22消防・防災 

2) 防火性の程度 

計画地は準防火地域であり、明治神宮外苑の全域が広域避難場所に指定されている。さらに、

本事業は、表 9.22-11に示す建築基準法で定める耐火建築物に該当し、同法第２条に掲げる基

準を満たす計画としている。さらに、東京都建築安全条例（昭和 25年東京都条例第 89号）に

定める特殊建築物として耐火構造とし、消防法施行令（昭和 36年政令 37号）に定める複合用

途防火対象物として、建築基準施行令、消防法施行令及び東京都火災予防条例（昭和 23 年東

京都条例第 105号）の基準を満たす、消火設備等の設置・避難及び防火の管理等を計画してい

る。 

表 9.22-11 本事業の建築物の防火性に係る基準等 

法令等 防火性に関連し該当する主な基準等 

建築基準法 第２条第１項第９号の２ 耐火建築物の基準 

次に掲げる基準に適合する建築物をいう。 

イ その主要構造部が(1)又は(2)のいずれかに該当すること。 

(1)耐火構造であること。 

(2)次に掲げる性能（外壁以外の主要構造部にあっては、(i)に掲げる性能に限る）に関して政令

で定める技術的基準に適合するものであること。 

(i)当該建築物の構造、建築設備及び用途に応じて屋内において発生が予測される火災による火

熱に当該火災が終了するまで耐えること。 

(ⅱ)当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐え

ること。 

ロ その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の政令で定める防火設備（そ

の構造が遮炎性能（通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備に必要とされる

性能をいう）に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、建設大臣が定めた構造方

法を用いるもの又は建設大臣の認定を受けたものに限る）を有すること。 

第６条１項 別表第１（い） 

第１項 観覧場に該当 

第６項 自動車車庫に該当 

耐火建築物又は準耐火建築物 

第 62条 準防火地域内の建築物 

地階を除く階数が４以上である建築物に該当 

耐火建築物 

東京都建築安

全条例 

第９条 特殊建築物 

第７項 興行場等に該当 

第４項 自動車車庫に該当 

客席部と舞台部との区画：耐火構造の壁

で区画、開口部に煙感知器と連動して自

動的に閉鎖する構造の防火設備を設置 

客席とその他の部分との区画：客席とそ

の他の部分(舞台部を除く。)とは、耐火

構造の床、準耐火構造の壁で区画 等 

消防法施行令 第６条 別表１ 

 (1)イ 観覧場 

 (3)ロ 飲食店 

 (4)  物品販売 

  

 (8)  博物館 

 (13) 駐車場 

 (15) その他  に該当 

複合用途防火対象物 

東京都火災予

防条例 

第５章 消防用設備等の技術上の基準の付加 

（第 35条～第 47条） 

第６章 避難及び防火の管理等 

（第 48条～第 55条の５） 

消防法施行令別表第１に掲げる複合用途

防火対象物として、遵守する必要がある。 
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9.22消防・防災 

本事業の防火設備等は、消防法施行令及び東京都条例による設置義務、四谷消防暑との協議

を踏まえ、表 9.22-12に示すとおりの設備等を設置する計画としている。 

表 9.22-12 本事業における防火設備設置計画 

分類 消化設備等 ○：設置、△：条件により設置 

発見・通報 自動火災報知設備 ○ 

ガス漏れ火災警報器 ○（ケータリング、防災センター、電気室・熱源機械室） 

非常電話 ○ 

非常警報装置 ○ 

火災通報装置 電話機で代替 

総合操作盤 ○（防災センター） 

避難誘導 非常照明設備 ○ 

誘導灯及び誘導標識 ○（観客席は非常照明による代替え） 

初期消火 消火器具 ○ 

大型消火器 ○（電気室・熱源機械室、高圧電気室） 

屋内消火栓設備 △、一部○（高圧電気室、プール等） 

スプリンクラー ○ 

不活性ガス消火設備 ○（特圧電気室、発電機室、収蔵庫、電気室・熱源機械

室） 

粉末消火設備 ○（室外機置場） 

泡消化設備 ○（駐車場等） 

フード等用簡易自動消火装置 △（レストラン、店舗等） 

本格消火 非常用進入口 非常用エレベーター設置により免除 

消防排煙設備 ○（駐車場等） 

排煙設備 ○（駐車場等） 

連結送水設備 ○ 

消防用水 ○ 

その他 航空障害灯設備 ○（防災センター） 

非常電源設備 ○ 

被雷設備 ○ 

注）(独)日本スポーツ振興センターへのヒヤリングに基づく 

 

以上から、本事業は、建築基準法、東京都建築安全条例、消防法及び東京都火災予防条例の

基準を満たす、公共性の高い施設として、耐火建築物としての基準を満足する計画としている。 

本事業では、災害時に備え、非常時に円滑に人が避難できる計画としており、全ての観客が

スタンドから外部に出るまでの避難時間（全体避難時間）は、大規模スポーツ施設の避難時間

で目安とされている 15分以内となるようにする計画である。 

したがって、防火性は確保されると予測する。 
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9.22消防・防災 

9.22.3 ミティゲーション 

(1) 予測に反映した措置 

・建築基準法、東京都建築安全条例、消防法及び東京都火災予防条例に準拠する耐震基準・防

火基準を満たした計画とする。 

・災害時の避難経路も全体避難時間が 15分以内となるように計画している。 

・緊急時の観客の避難経路は基本的に自席へのアクセスルートと一致させた計画としている。 

 

9.22.4 評価 

(1) 評価の指標 

評価の指標は、関連法令等の耐震基準、防火基準とした。 

 

(2) 評価の結果 

1) 耐震性の程度 

本事業は、「官庁施設の総合耐震計画基準」（国土交通省）に基づき、不特定多数の者が利用

する文化・スポーツ施設として公共性が高い施設であるとして、大地震発生時においても人命

の完全確保に加えて機能確保の基準を満足する設計となっている。 

以上のことから、新宿区や東京都の防災計画等との整合が図られており、評価の指標を満足

するものと考えられる。 

また、計画地が位置する明治神宮外苑全体は広域避難場所に指定されていることから、大地

震発生時においても構造体の機能確保が図られ、地域の防災拠点として機能すると考える。 

2) 防火性の程度 

本事業は、建築基準法、東京都建築安全条例、消防法及び東京都火災予防条例に基づき、耐

火建築物及び複合用途防火対象物として基準を満足する計画となっており、防火性は確保され

る。 

以上のことから、施設の防火基準との整合が図られており、評価の指標は満足するものと考

えられる。 

さらに、実施段階においては性能評価（避難安全検証法）により、安全性の確認を行う計画

であることから、より防火性に優れた施設として、災害時においては地域の防災拠点として機

能すると考える。 
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9.23交通渋滞 

9.23 交通渋滞 

9.23.1 現況調査 

(1) 調査事項及びその選択理由 

調査事項及びその選択理由は、表 9.23-1に示すとおりである。 

表 9.23-1 調査事項及びその選択理由 

調査事項 選択理由 

①交通量等の状況 
②道路等の状況 
③土地利用の状況 
④規制等の状況 

事業の実施に伴い交通渋滞の発生又は解消等、交通
量及び交通流の変化が考えられることから、計画地
及びその周辺について、左記の事項に係る調査が必
要である。 

 

(2) 調査地域 

調査地域は、計画地及びその周辺地域とした。 

 

(3) 調査方法 

1) 交通量等の状況 

調査は、「9.1 大気等 9.1.1現地調査（3）調査方法 6)自動車交通量等の状況」（p.60参

照）と同様とし、既存資料及び現地調査によった。 

2) 道路等の状況 

調査は、「道路地図」等の既存資料を用い、計画地周辺の道路等の状況について整理した。 

3) 土地利用の状況 

調査は、「東京の土地利用 平成 23年東京都区部」（平成 25年５月 東京都都市整備局）、「新

宿区用途地域等都市計画図」（平成 25年 11月 新宿区）等の既存資料の整理によった。 

4) 規制等の状況 

調査は、「道路地図」等の既存資料の整理によった。 

 

(4) 調査結果 

1) 交通量等の状況 

ア．既存資料調査 

計画地周辺における交通量等の状況は、「9.1大気等 9.1.1現地調査 （4）調査結果 6) 

自動車交通量等の状況」（p.84 参照）に示したとおりである。計画地周辺の交通量は、平日

で 6,321～21,985台/日であった。 

イ．現地調査 

現地調査による計画地周辺の交通量の状況は、「9.1 大気等 9.1.1 現地調査 （4）調査

結果 6) 自動車交通量等の状況」（p.84参照）に示したとおりである。平日の交通量は、7,649

～37,247 台/日、大型車混入率は 5.3～6.5%、休日の交通量は、6,302～31,617 台/日、大型

車混入率は 4.1～5.0%である。 

2) 道路等の状況 

計画地周辺の主な道路の種類・規格等は、表 9.23-2に示すとおりである。 
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9.23交通渋滞 

表 9.23-2 計画地周辺の主な道路の種類・規格等 

地点 

番号 

路線名 

（通称名） 
道路の種類 道路の規格 車線数 

№1 
都道 418号北品川四谷線 

（外苑西通り） 
都道 第 4種第 1級 5 

№2 
都道 319号環状３号線 

（外苑東通り） 
都道 第 4種第 1級 5 

№3 
都道 319号環状３号線 

（外苑東通り） 
都道 第 4種第 1級 6 

№4 補助幹線道路 24号 都道 第 4種第 1級 4 

№5 
都道 418号北品川四谷線 

（外苑西通り） 
都道 第 4種第 1級 4 

注) 表中の地点番号は、図 9.1-2（p.59参照）に対応する。 

 

3) 土地利用の状況 

土地利用の状況は、「9.1大気等 9.1.1現地調査（4）調査結果 4) 土地利用の状況」（p.74

参照）に示したとおりである。 

計画地周辺には、教育施設等として 14施設（幼稚園３、小学校４、中学校１、高等学校２、

大学２、その他２）、福祉施設として 19施設（幼稚園・保育園２、保育園・児童施設 10、高齢

者福祉施設・障害者福祉施設７）、医療施設として６施設（病院６）の合計 39施設が存在する。

また、公園・緑地・児童遊園は合わせて 33箇所存在する。 

4) 規制等の状況 

計画地周辺の主な道路は４～６車線であり、規制速度又は法定最高速度は 40～60km/h とな

っている。 

また、都道 414号四谷角筈線のうちの明治神宮外苑の外周道路は日曜・祝祭日の９時～17時

にかけてサイクリングコースとして開放され、秋季のいちょう祭り期間の日曜・祭日にはイチ

ョウ並木沿道は歩行者天国なり、自動車の通行が禁止されている。 

神宮外苑花火大会やコンサート等のイベント時には、車両交通規制、信号操作等が行われて

いる。 

表 9.23-3 計画地周辺の主な道路の規制速度又は法定最高速度 

地点 

番号 
路線名 

（通称名） 

規制速度又は 

法定最高速度 

（km/h） 

№1 
都道 418号北品川四谷線 

（外苑西通り） 
60 

№2 
都道 319号環状３号線 

（外苑東通り） 
60 

№3 
都道 319号環状３号線 

（外苑東通り） 
50 

№4 補助幹線道路 24号 50 

№5 
都道 418号北品川四谷線 

（外苑西通り） 
40 

注) 表中の地点番号は、図 9.1-2（p.59参照）に対応する。 
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9.23交通渋滞 

9.23.2 予 測 

(1) 予測事項 

予測事項は、工事用車両の走行に伴う交通渋滞の発生又は解消等、交通量及び交通流の変化の

程度とした。 

 

(2) 予測の対象時点 

予測の対象時点は、2020年東京大会の実施に伴う建設工事、競技観戦者の来場等で交通量及び

交通流に変化が生じると思われる時点又は期間のうち、大会開催前とした。 

 

(3) 予測地域 

予測地域は、計画地及びその周辺とした。 

 

(4) 予測手法 

予測手法は、工事車両の走行に伴う交通量の変化の程度を、周辺交通量と比較する方法によっ

た。 

 

(5) 予測結果 

工事用車両台数が最大となる時期における工事用車両の割合は、表 9.23-4に示すとおり 1～5%

と予測する。 

表 9.23-4 工事用車両の走行に伴う交通量の予測結果 

（単位:台/日） 

予測地点 

交通量 

工事用車両の

割合 現況交通量 
工事用車両 

交通量 

現況交通量及び

工事用車両 

交通量の合計 

No.1 
都道 418号北品川四谷線 

（外苑西通り） 
22,263 394 22,657 2％ 

No.2 
都道 319号環状３号線 

（外苑東通り） 
29,410 394 29,804 1％ 

No.3 
都道 319号環状３号線 

（外苑東通り） 
37,247 394 37,641 1％ 

No.4 補助幹線道路 24号 7,649 394 8,043 5％ 

No.5 
都道 418号北品川四谷線 

（外苑西通り） 
20,662 394 21,056 2％ 

注 1) 表中の地点番号は、図 9.1-2（p.59参照）に対応する。 

 2) 表中の工事用車両台数は、施工計画により東京都が想定した工事用車両台数。 
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9.23交通渋滞 

9.23.3 ミティゲーション 

(1) 予測に反映した措置 

・工事用車両の集中稼働を行わないよう、工事工程の平準化に努める計画である。 

 

(2) 予測に反映しなかった措置 

・工事用車両の走行ルートは複数のルートに分散させることを検討する。 

・工事用車両の出入口には交通整理員を配置する予定とし、計画地周辺の車両の通行に支障を

与えないように配慮する計画である。 

 

9.23.4 評価 

(1) 評価の指標 

評価の指標は、交通流の現況とした。 

 

(2) 評価の結果 

工事用車両台数が最大となる時期における工事用車両の割合は、1～5%程度と考える。 

以上のことから、周辺交通流に対して工事用車両が増加するが、工事用車両の走行に際しては、

工事工程の平準化、走行ルートの分散化、工事用車両の出入口に交通整理員を配置する等、計画

地周辺の車両の通行に支障を与えないよう十分な配慮を行いつつ、工事を実施する。 
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9.24公共交通へのアクセシビリティ 

9.24 公共交通へのアクセシビリティ 

9.24.1 現況調査 

(1) 調査事項及びその選択理由 

調査事項及びその選択理由は、表 9.24-1に示すとおりである。 

表 9.24-1 調査事項及びその選択理由 

調査事項 選択理由 

①公共交通機関の状況 
②アクセス経路の状況 
③土地利用の状況 
④規制等の状況 

事業の実施に伴う会場から公共交通機関までのア
クセス性の変化が考えられることから、計画地及び
その周辺について、左記の事項に係る調査が必要で
ある。 

 

(2) 調査地域 

調査地域は、計画地及びその周辺地域とした。 

 

(3) 調査方法 

1) 公共交通機関の状況 

調査は、「東京都鉄道路線図」（東京都）、「みんくるガイド」（平成 26年４月 東京都交通局）

等の既存資料を用いて整理した。 

2) アクセス経路の状況 

調査は、「道路地図」等の既存資料の整理及び現地踏査によった。 

3) 土地利用の状況 

調査は、「東京の土地利用 平成 23年東京都区部」（平成 25年５月 東京都都市整備局）、「新

宿区用途地域等都市計画図」（平成 25年 11月 新宿区）等の既存資料の整理によった。 

4) 規制等の状況 

調査は、「道路地図」等の既存資料の整理によった。 
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(4) 調査結果 

1) 公共交通機関の状況 

ア．鉄道 

計画地周辺の鉄道乗車人員の推移は、表 9.24-2 に示すとおりである。また、計画地に最

寄りの駅の位置は、図 9.24-1に示すとおりである。 

計画地の最寄りの鉄道は、JR線、東京メトロ及び都営地下鉄となっている。 

計画地の最寄り駅における平成 24年度の乗車人数は、1,885～13,349千人となっている。 

表 9.24-2 鉄道乗車人員の推移 

 (単位：千人) 

項 目 
乗車人員 

平成 20年度 平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 

JR中央本線 信濃町駅 9,942  9,992  9,680  9,528  9,551 

千駄ヶ谷駅 7,778  7,492  7,398  7,323  6,726 

東京メトロ半蔵門線 青山一丁目駅 9,083  9,240  9,200  9,108  9,702 

東京メトロ銀座線 青山一丁目駅 9,613  9,005  8,788  8,605  9,167 

外苑前駅 13,200  13,257  13,196  13,111  13,349 

都営大江戸線 青山一丁目駅 12,310  11,844  11,763  11,515  12,409 

国立競技場駅 1,909  1,926  1,885  1,850  1,885 

東京メトロ副都心線 北参道 1,568 2,205 2,377 2,407 2,606 

出典:｢東京都統計年鑑 ｣（平成 27年３月３日参照 東京都総務局ホームページ） 

http://www.toukei.metro.tokyo.jp/tnenkan/tn-index.htm 
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9.24公共交通へのアクセシビリティ 

イ．バス路線 

計画地周辺の主なバス路線網は、表 9.24-3 及び図 9.19-3（p.444 参照）に示すとおりで

ある。 

計画地周辺では、池袋駅や渋谷駅等を起点とし、一般国道や都道を中心に都営バス及びコ

ミュ二ティバス路線が整備されている。 

表 9.24-3 計画地周辺のバス路線 

区分 系統 起点 主な経由地 終点 

都営 

バス 

池 86 池袋駅東口 
渋谷駅東口 

（循環） 
池袋駅東口 

黒 77 目黒駅前 西麻布 千駄ヶ谷駅前 

早 81 早大正門 
渋谷駅東口 

（循環） 
早大正門 

品 97 品川駅高輪口 天現寺橋 新宿駅西口 

ｺﾐｭﾆﾃｨ

ﾊﾞｽ 

渋谷区 

ハチ公バス 
神宮の杜ルート 渋谷駅ハチ公口 明治公園前 渋谷駅ハチ公口 

港区 

ちいばす 

青山ルート 六本木ヒルズ 青山二丁目交差点 赤坂見附 

赤坂ルート 六本木ヒルズ 青山一丁目駅前 六本木ヒルズ 

出典:「みんくるガイド」(平成 26年４月 東京都交通局) 

「渋谷区コミュニティバス｢ハチ公バス」」（平成 27年３月３日参照 渋谷区ホームページ） 

http://www.city.shibuya.tokyo.jp/shibuya/com_bus/ 

「路線図、時刻表」（平成 27年３月３日参照 港区ホームページ） 

http://www.city.minato.tokyo.jp/koutsuutaisaku/kankyo-machi/kotsu/bus/rosenzu.html 

 

2) アクセス経路の状況 

公共交通機関から計画地までの主なアクセス経路は、JR中央本線信濃町駅から都道 319号環

状３号線（外苑東通り）を利用する経路、JR中央本線千駄ヶ谷駅から東京体育館屋外広場を利

用する経路、東京メトロ半蔵門線及び銀座線青山一丁目駅からイチョウ並木を利用する経路、

東京メトロ銀座線外苑前駅から都道 418 号北品川四谷線（外苑西通り）や補助幹線道路 24 号

を利用する経路、都営大江戸線国立競技場駅から直接アクセスする経路等がある。いずれの経

路もマウントアップとガードレール等の安全施設との組合せにより、車道と分離されている。 

3) 土地利用の状況 

土地利用の状況は、「9.1 大気質等 （4）調査結果 4) 土地利用の状況」（p.74 参照）に示

したとおりである。 

計画地周辺には、教育施設等として 14施設（幼稚園３、小学校４、中学校１、高等学校２、

大学２、その他２）、福祉施設として 19施設（幼稚園・保育園２、保育園・児童施設 10、高齢

者福祉施設・障害者福祉施設７）、医療施設として６施設（病院６）の合計 39施設が存在する。

また、公園・緑地・児童遊園は合わせて 33箇所存在する。 

4) 規制等の状況 

交通規制等の状況は、「9.23交通渋滞 9.23.1 現況調査 （4）調査結果 4) 規制等の状況」

（p.506 参照）に示したとおりである。また、国立霞ヶ丘競技場では、サッカーやラグビー等

のスポーツや、コンサート等、最高８万人（平成 26 年８月）規模の集客があるイベントが実

施される等、毎年数多くの実績を有しており、神宮外苑花火大会やコンサートなどのイベント

時には、歩道や駅における歩行者動線の規制が行われており、図 9.24-1 に示す都営大江戸線

の国立競技場駅 A2出口では、混雑回避のために利用制限が行われている。 
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9.24.2 予測 

(1) 予測事項 

予測事項は、工事用車両の走行に伴う会場から公共交通機関までのアクセス性の変化の程度と

した。 

 

(2) 予測の対象時点 

予測の対象時点は、2020年東京大会の実施に伴う建設工事、大会開催時の交通規制、新規建設

による来場者の増加などで会場から公共交通機関までのアクセス性に変化が生じると思われる

時点又は期間のうち、大会開催前とした。 

 

(3) 予測地域 

予測地域は、計画地及びその周辺とした。 

 

(4) 予測手法 

予測手法は、公共交通機関から会場等の周辺及び会場等までのアクセス経路における歩車道線

分離の状況から推定する方法とした。 

 

(5) 予測結果 

最寄りの公共交通機関からのアクセス経路の大部分が、マウントアップ、ガードレール等の安

全施設により歩車動線が分離されており、工事用車両が走行してもこれらの状況は維持されるも

のと予測する。 
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9.24.3 ミティゲーション 

(1) 予測に反映しなかった措置 

・工事用車両の集中稼働を行わないよう、工事工程の平準化に努める計画である。 

・工事用車両の出入口には交通整理員を配置する予定とし、計画地周辺の利用者も含めた一般

歩行者の通行に支障を与えないよう配慮する計画である。 

・工事用車両は、明治神宮外苑内（イチョウ並木）を極力走行しない走行ルートを設定する計画であ

る。 

 

9.24.4 評価 

(1) 評価の指標 

評価の指標は、歩車動線分離の現況とした。 

 

(2) 評価の結果 

最寄りの公共交通機関からのアクセス経路の大部分が、マウントアップ、ガードレール等の安

全施設により歩車動線が分離されており、これらの状況は維持されるものと考える。 

以上のことから、現況の歩車動線分離を著しく低下させることはなく、評価の指標を満足する

ものと考える。 
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9.25 交通安全 

9.25.1 現況調査 

(1) 調査事項及びその選択理由 

調査事項及びその選択理由は、表 9.25-1に示すとおりである。 

表 9.25-1 調査事項及びその選択理由 

調査事項 選択理由 

①公共交通機関の状況 
②交通量等の状況 
③道路及び交通安全施設等の状況 
④アクセス経路の状況 
⑤土地利用の状況 
⑥規制等の状況 
⑦公共での移動に関する法令等の基準 

事業の実施に伴う交通安全の変化が考えられ
ることから、計画地及びその周辺について、左
記の事項に係る調査が必要である。 

 

(2) 調査地域 

調査地域は、計画地及びその周辺地域とした。 

 

(3) 調査方法 

1) 公共交通機関の状況 

「東京都鉄道路線図」（東京都）、「みんくるガイド」（平成 26 年４月 東京都交通局）等の

既存資料を用いて整理した。 

2) 交通量等の状況 

調査は、「9.1 大気等 9.1.1現地調査（3）調査方法 6)自動車交通量等の状況」（p.60参

照）と同様とし、既存資料及び現地調査によった。 

3) 道路及び交通安全施設等の状況 

調査は、「道路地図」等の既存資料の整理及び現地踏査によった。 

4) アクセス経路の状況 

調査は、「道路地図」等の既存資料の整理及び現地踏査によった。 

5) 土地利用の状況 

調査は、「東京の土地利用 平成 23年東京都区部」（平成 25年５月 東京都都市整備局）等

の既存資料の整理によった。 

6) 規制等の状況 

調査は、「道路地図」等の既存資料の整理によった。 

7) 公共での移動に関する法令等の基準 

調査は、道路交通法（昭和 35 年法律第 105 号）、道路構造令（昭和 45 年政令第 320 号）の

法令等の整理によった。 
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(4) 調査結果 

1) 公共交通機関の状況 

ア．鉄道 

計画地周辺の鉄道乗車人員の推移は、「9.24公共交通へのアクセシビリティ 9.24.1現況

調査 (4) 調査結果 1) 公共交通機関の状況」（p.510参照）に示したとおりである 

計画地の最寄りの鉄道は、JR線、東京メトロ及び都営地下鉄となっている。 

計画地の最寄り駅における平成 24年度の乗車人数は、1,885～13,349千人となっている。 

イ．バス路線 

計画地周辺の主なバス路線網は、「9.24公共交通へのアクセシビリティ 9.24.1現況調査 

(4) 調査結果 1) 公共交通機関の状況」（p.510参照）に示したとおりである 

計画地周辺では、池袋駅や渋谷駅等を起点とし、一般国道・都道を中心に都営バス及びコ

ミュニティバス路線が整備されている。 
  

2) 交通量等の状況 

交通量等の状況は、「9.1大気等 9.1.1現地調査（4）調査結果 6) 自動車交通量等の状況」

（p.84 参照）に示したとおりである。 

交通量等の状況は、「9.1大気等 9.1.1現地調査（4）調査結果 6) 自動車交通量等の状況」

（p.84 参照）に示したとおりである。現地調査による平日の交通量は、7,649～37,247台/日、

大型車混入率は 5.3～6.5%、休日の交通量は、6,302～31,617台/日、大型車混入率は 4.1～5.0%

である。 

3) 道路及び交通安全施設等の状況 

道路及び交通安全施設等の状況は、「9.21安全 9.21.1現況調査 （4）調査結果 7)バリアフ

リー化の状況」（p.468参照）に示したとおりである。 

最寄りの鉄道駅から会場までの歩行者経路のほとんどは、マウントアップとガードレール等

の安全施設との組合せにより、車道と分離されている。 

4) アクセス経路の状況 

アクセス経路の歩道幅員は、東京メトロ副都心線北参道駅からのアクセス経路を除き、道路

構造令に基づく幅員 2m以上の歩道として整備されている。 

5) 土地利用の状況 

土地利用の状況は、「9.1大気等 9.1.1現地調査（4）調査結果 4) 土地利用の状況」（p.74

参照）に示したとおりである。 

計画地及びその周辺における教育施設は 14 施設（幼稚園３、小学校４、中学校１、高等学

校２、大学２、その他２）、福祉施設は 19施設（幼稚園・保育園２、保育園・児童施設 10、高

齢者福祉施設、障害者福祉施設７）、医療施設は６施設（病院６）の合計 39 施設が存在する。 

また、公園・緑地・児童遊園は合わせて 33箇所存在する。 

6) 規制等の状況 

規制等の状況は、「9.23交通渋滞 9.23.1現況調査（4）調査結果 4) 規制等の状況」（p.506

参照）に示したとおりである。 
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7) 公共での移動に関する法令等の基準 

公共での移動に関する法令等については、表 9.25-2に示すとおりである。 

 

表 9.25-2 交通安全に係る法律等 

法令・条例等 責務等 

道路交通法 

（昭和 35年法律 

第 105号） 

（目的） 

第一条  この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の

交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。 

（通行区分） 

第十七条  車両は、歩道又は路側帯（以下この条において「歩道等」という。）と車道の区別の

ある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入

するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第

四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通

行するときは、この限りでない。 

道路構造令 

（昭和 45年政令 

第 320号） 

（この政令の趣旨） 

第一条  この政令は、道路を新設し、又は改築する場合における高速自動車国道及び一般国道の

構造の一般的技術的基準（都道府県道及び市町村道の構造の一般的技術的基準にあつては、道

路法 （以下「法」という。）第三十条第一項第一号 、第三号及び第十二号に掲げる事項に係る

ものに限る。）並びに道路管理者である地方公共団体の条例で都道府県道及び市町村道の構造

の技術的基準（同項第一号 、第三号及び第十二号に掲げる事項に係るものを除く。）を定める

に当たつて参酌すべき一般的技術的基準を定めるものとする。 

第十一条  第四種の道路（自転車歩行者道を設ける道路を除く。）、歩行者の交通量が多い第三種

（第五級を除く。）の道路（自転車歩行者道を設ける道路を除く。）又は自転車道を設ける第三

種の道路には、その各側に歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由

によりやむを得ない場合においては、この限りでない。 

２  第三種の道路（自転車歩行者道を設ける道路及び前項に規定する道路を除く。）には、安全

かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、歩道を設けるものとする。ただし、

地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。 

３  歩道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあつては三・五メートル以上、その他の道路に

あつては二メートル以上とするものとする。 

４  横断歩道橋等又は路上施設を設ける歩道の幅員については、前項に規定する幅員の値に横断

歩道橋等を設ける場合にあつては三メートル、ベンチの上屋を設ける場合にあつては二メート

ル、並木を設ける場合にあつては一・五メートル、ベンチを設ける場合にあつては一メートル、

その他の場合にあつては〇・五メートルを加えて同項の規定を適用するものとする。ただし、

第三種第五級の道路にあつては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合にお

いては、この限りでない。 

５  歩道の幅員は、当該道路の歩行者の交通の状況を考慮して定めるものとする。 
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9.25交通安全 

9.25.2 予測 

(1) 予測事項 

予測事項は、2020年東京大会の実施に伴う、会場等の周辺及び会場等までのアクセス経路にお

ける歩車動線の分離の向上又は低下等、交通安全の変化の程度とした。 

 

(2) 予測の対象時点 

予測の対象時点は、2020年東京大会の実施に伴う建設工事、大会開催時の交通規制などで交通

安全に変化が生じると思われる期間のうち、大会開催前、大会開催後とした。 

 

(3) 予測地域 

予測地域は、計画地及びその周辺とした。 

 

(4) 予測手法 

予測手法は、公共交通機関から会場等の周辺及び会場等までのアクセス経路における歩車道線

分離の状況から推定する方法とした。 

 

(5) 予測結果 

1) 大会開催前 

最寄りの公共交通機関からのアクセス経路の大部分が、マウントアップ、ガードレール等の

安全施設により歩車動線が分離されており、工事用車両が走行してもこれらの状況は維持され

るものと予測する。 

2) 大会開催後 

本施設の主要用途は、大規模スポーツ大会及びイベント興行となっており、既存の国立霞ヶ

丘競技場と同様である。公共交通機関である鉄道駅から計画施設までのアクセス経路のほとん

どは、マウントアップとガードレール等の安全施設との組合せにより、歩道と車道が分離され

ており、事業の実施により周辺の道路を改変することはなく、その状況が低下することはない

と予測する。また、計画建築物の周囲にオープンな通路空間を確保し、イベント時の観客の入

退場に配慮する。この通路空間には隣接する東京体育館との間に歩行者デッキを整備すること

により、立体的な歩車分離が可能になると予測する。 
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9.25交通安全 

9.25.3 ミティゲーション 

(1) 予測に反映した措置 

・イベント時の観客の円滑で安全な入退場を可能にするため、計画建築物の周囲にオープンな

通路空間を確保する計画とする。 

・隣接する東京体育館との間に整備される歩行者デッキにより、立体的な歩車動線の分離を図

る計画とする。 

 

(2) 予測に反映しなかった措置 

・工事用車両は、明治神宮外苑内（イチョウ並木）を極力走行しない走行ルートを設定する計画とす

る。 

・工事用車両の走行に際しては、規制速度を順守し、安全走行に努める計画とする。 

・計画地周囲の歩道等を占用する工事を行う場合には、交通整理員の配置等を計画する。 

・計画地からの工事用車両の出入りに際しては交通整理員を配置し、一般歩行者の通行に支障

を与えないよう配慮する計画とする。 

・大規模スポーツ大会及びイベント興行に際しては、必要に応じて交通整理員を配置し、交通

安全の確保に努める計画とする。 

 

9.25.4 評価 

(1) 評価の指標 

評価の指標は、歩車動線分離の現況とした。 

 

(2) 評価の結果 

最寄りの公共交通機関からのアクセス経路の大部分が、マウントアップ、ガードレール等の安

全施設により歩車動線が分離されており、これらの状況は維持されるものと考える。また、計画

建築物の周囲にオープンな通路空間を確保し、イベント時の観客の入退場に配慮する。この通路

空間には隣接する東京体育館との間に歩行者デッキを整備することにより、立体的な歩車動線の

分離が可能になると考える。 

以上のことから、大会開催前及び大会開催後ともに現況の歩車動線分離を著しく低下させるこ

とはなく、評価の指標を満足するものと考える。 
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10. 評価書案対象事項に係る調査計画書の修正の経過及びその内容 

10. 評価書案対象事項に係る調査計画書の修正の経過及びその内容 

10.1 修正の経過 

本環境影響評価書案の作成にあたっては、「2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会

実施段階環境影響評価調査計画書審査意見書について」（平成26年５月29日 26環都環第104号）

に記載された環境局長の意見及び都民からの意見を勘案するとともに、事業計画の具体化に伴い、

調査計画書の内容を修正した。 

調査計画書の修正箇所、修正事項、修正内容及び修正理由は、表10.1-1に示すとおりである。 

表 10.1-1 調査計画書の修正の経過及びその内容 

調査計画書の修正箇所 修正事項 評価書案における修正内容及び修正理由 

4. 2020 年東京大会個別計画の内容   
 (1) オリンピックスタジアム 会場の概要 施設計画の具体化に伴い、配置計画、駐車場計

画、設備計画等を整理した。（p.21～31参照） 
7. 環境影響評価の項目 
7.1 会場ごと 

環境影響要因 開催前の環境影響要因の「施設の存在」を「建
築物の出現」に修正した。（p.43参照） 
現時点では、仮設工作物の諸元が未定であるこ
とから、今後、仮設工作物の諸元が明らかにな
った段階で影響評価の実施を検討することと
した。(p.43参照) 

 (1) オリンピックスタジアム 環境影響評価
の項目 

開催中及び開催後の施設の存在に関する影響
に配慮し、生物の生育・生息基盤、水循環、生
物・生態系、緑、日影、景観、自然との触れ合
い活動の場及び歩行者空間の快適性を環境影
響評価の項目に選定した。（p.44 及び 45 参照） 

8. 調査等の手法 
8.2.1 オリンピックスタジアム 

  

 (3) 生物の生育・生息基盤 調査方法 「生物・生態系」と合わせた現地調査を実施し
た。（p.155参照） 

(6) 緑 調査方法 夏季の現地調査を実施した。（p.217参照） 

(8) 日影 調査地点 計画地周辺の特性を踏まえ、調査地点の見直し
を行った。（p.263参照） 

(9) 景観 調査地点 計画地周辺の特性を踏まえ、調査地点の見直し
を行った。（p.277参照） 

 

 

- 521 - 



10. 評価書案対象事項に係る調査計画書の修正の経過及びその内容 

10.2 調査計画書審査意見書に記載された環境局長の意見 

「2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会実施段階環境影響評価調査計画書審査意

見書について」（平成26年５月29日 26環都環第104号）に記載された環境局長の意見は、表

10.2-1(1)～(6)に示すとおりである。なお、環境局長の意見は、個別の会場のみに対するもので

はなく、調査計画書で示した会場等の全体に対するものであり、原文のまま掲載している。 

表 10.2-1(1) 調査計画書に対する環境局長の意見の内容 

項目 1. 総括的事項 

2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会は、オリンピック競技大会が 2020年７月 24日
（金曜日）に開会式が催され、同年８月９日（日曜日）に閉会式が催される。また、パラリンピック
競技大会は、2020 年８月 25 日（火曜日）から同年９月６日（日曜日）までとなっている。オリンピ

ック・パラリンピック競技大会は 37施設を会場とし、オリンピック競技大会は 28 競技、パラリンピ
ック競技大会は２２競技が計画されている。 

1990年代以降のオリンピック・パラリンピックムーブメントにおいて、環境は、スポーツ、文化と
並ぶ３本の柱の一つとして位置づけられており、IOC は、立候補都市に対して、大会開催に向け選定
した全ての競技会場及びメディアセンターについて、環境影響評価を実施することを求めている。 

東京が 2013年１月に IOCに提出した、詳細な開催計画である「立候補ファイル」においては、東京

が 2020 年大会開催都市に選定された場合には、きめ細かい実施段階環境影響評価を行うことが明記さ
れている。 

これを受けて実施されている、2020年東京オリンピック・パラリンピック環境アセスメント（以下
「本アセス」という。）は、東京都環境影響評価条例に準じて環境アセスメント制度のチェック機能を
活用し、大会開催に伴う環境影響の回避・最小化・代償を行うとともに、大会を契機とした東京の持
続可能性の向上に資することを目的としている。 

本アセスでは、東京都内の競技会場、競技及び全体計画を対象とし、また、大会の開催前、開催中、
開催後について、それぞれの環境影響を予測・評価する。さらに、社会経済項目についても予測・評
価項目としている。 
調査計画書における調査事項の選定、予測・評価項目及び事項の選定については、施設計画、大会

運営計画それぞれについて未確定の部分が多い段階において実施されたものであり、今後、計画の熟
度が向上していく過程で、必要に応じて再検討することが求められる。 

以下に、まず、調査計画書全体に関して、考慮されたい観点についての意見を述べ、以降、中項目
毎に意見を付すこととする。 
今後、評価書案策定に当たっては、これらの意見も踏まえ内容の充実を図られたい。 
 
(1) 本事業は、近年にない大規模なイベントであり、事業計画地の周辺には、多くの住宅、教育施
設、福祉施設、医療機関等の環境上配慮すべき施設が存在している。このことから、本事業の実

施に伴う環境負荷の低減や適切な環境保全のための措置を実施するなど、周辺地域への環境負荷
の一層の低減に努めること。 

(2) 本事業は、コンパクトな会場配置をコンセプトとし、競技施設の多くが選手村から半径８キロ
メートル圏内に建設されることから、当該圏内において環境への影響が特に懸念される。このこ
とから、工事の施工計画を明らかにするとともに、使用する建設機械の種類や台数、工事用車両
の走行ルート及び環境保全のための措置等について、評価書案において記載すること。 

(3) 一部の事業計画地について、周辺に住居等が存在しないことから、予測・評価項目として選定
しないとしているが、周辺に教育施設、福祉施設、公園等の環境上配慮すべき施設が存在してい
る場合には、必要に応じて予測・評価項目として選定すること。 

(4) 一部の事業計画地について、延床面積１万平方メートル未満の仮設施設であることや、既存施
設内を一部改修して利用することなどから、予測・評価項目として選定しないとしているが、工
事の施工方法や工事期間等が明らかでなく、影響を及ぼすおそれはないとした根拠についての記

述も不足している。このため、これらの施工方法等について明らかにしたうえで、必要に応じて
予測・評価項目として選定すること。 
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10. 評価書案対象事項に係る調査計画書の修正の経過及びその内容 

表 10.2-1(2) 調査計画書に対する環境局長の意見の内容 

項目 2. 項目別事項 

 (1)【主要環境（大気等、水質等、土壌）】 

（大気等） 

事業計画地の周辺には、工事の施行や大会の開催に伴い、多くの関連車両の走行が考えられるこ

とから、これらの車両が市街地で待機や違法駐車等をすることがないよう必要な環境保全措置を講

じるとともに、関係機関等とも事前に十分協議を行うなど、周辺地域における交通の円滑化、交通

安全の確保及び関連車両の走行に伴う環境負荷の低減に努めること。 

〔生活環境（騒音・振動）、交通（交通渋滞、公共交通へのアクセシビリティ、交通安全）共通〕 

 

(水質等) 

水泳競技が開催される夏季は、東京都内湾の水質が悪化することも考えられることから、競技会

場周辺の公共用水域について、頻度を上げて水質調査を行うなど、夏季における水質の状態を適切

に把握すること。 

 

（土壌） 

廃棄物の埋立地に競技会場を建設する計画があることから、当該予定地に係る土地の履歴等の調

査を実施し、必要に応じて予測･評価項目として選定すること。 

 

 (2)【主要環境（騒音・振動、日影）】 

（騒音・振動） 

① 事業計画地の周辺には、工事の施行や大会の開催に伴い、多くの関連車両の走行が考えられる

ことから、これらの車両が市街地で待機や違法駐車等をすることがないよう必要な環境保全措置

を講じるとともに、関係機関等とも事前に十分協議を行うなど、周辺地域における交通の円滑化、

交通安全の確保及び関連車両の走行に伴う環境負荷の低減に努めること。 

〔主要環境（大気等）、交通（交通渋滞、公共交通へのアクセシビリティ、交通安全） 共通〕 

 

② 事業計画地の周辺の道路交通騒音は、現状においても環境基準を超えている地点があることか

ら、工事用車両の走行に当たっては、計画的な運行管理、規制速度の厳守、急発進・急加速を避

ける等、道路交通騒音の低減に努めること。 

 

③ 大会開催中においては、会場設備等（拡声機器、冷房施設、換気設備等）の稼動に伴う騒音、

振動が生活環境に影響を及ぼすことも予想されることから、必要に応じて予測・評価項目として

選定すること。 

 

（日影） 

オリンピックスタジアムの周辺には、日影が生じることによる影響に特に配慮すべき施設等が存

在することから、現地調査においては、既に選定している調査地点に加えて、工事の施工計画等が

明らかになった段階で、新たな調査地点の追加について検討し、予測・評価すること。 
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表 10.2-1(3) 調査計画書に対する環境局長の意見の内容 

項目 2. 項目別事項 

 (3)【アメニティ・文化（景観、史跡・文化財、自然との触れ合い活動の場、歩行者空間の快適性）】 

（景観） 
① 圧迫感の変化の程度について、建築物の高さが低く圧迫感を生じない場合は、予測事項から除

外するとしている。しかし、建築物の高さが低い場合であっても、幅広の建築物や、緑地・公園
等の開けた空間において新たな建築物が建設される場合などには、圧迫感の程度が変化する可能
性もあることから、必要に応じて予測・評価項目として選定すること。 

 
② オリンピックスタジアムは、四周が道路等で囲まれ、会場へのアクセスルートも複数あること

が考えられることから、現地調査においては、既に選定している調査地点に加えて、工事の施工

計画等が明らかになった段階で、新たな調査地点の追加について検討し、予測・評価すること。 
 

（史跡・文化財） 
事業計画地及び周辺には多くの指定文化財等が確認されており、また、周知されていない埋蔵文

化財等が存在する可能性もあることから、既存資料調査に加えて地元教育委員会等関係機関の最新
情報を踏まえた調査を行い、これらの調査結果に基づき、必要に応じて予測・評価すること。 

 
（自然との触れ合い活動の場） 

自然との触れ合い活動の場について、会場ごとに位置等を図示するとともに、機能及び利用経路
について明らかにし、現況調査全体の結果を踏まえて事業計画や工事施工計画を策定し、予測・評
価すること。 

 

（歩行者空間の快適性） 
現況調査について、既存資料調査のみとしているが、各会場へのアクセスルートの状況等につい

て、必要に応じて現地調査を実施すること。 
 

 (4)【生態系（生物の生育・生息基盤、水循環、生物・生態系、緑）】 

（生物の生育・生息基盤） 

現況調査について、既存資料調査のみとしているが、建設工事等による改変が予想される会場に
ついては、「生物・生態系」と合わせて、現地調査を実施すること。 

 
（水循環） 

① 地下水の貴重な涵養源である武蔵野台地に立地する会場等について、雨水浸透対策により雨水
浸透量を増加させることが可能であることから、必要に応じて予測･評価項目として選定するこ

と。 
 
② 施工計画が具体化し、地下掘削や地下構築物を設置する場合、地下水の流動阻害を引き起こす

可能性があることから、必要に応じて予測･評価項目として選定すること。 
 

（生物・生態系） 

１ 総括的事項(4)において指摘したとおり、一部の事業計画地について、延床面積１万平方メー
トル未満の仮設施設であることや既存施設内を一部改修して利用することなどから、予測・評価項
目として選定しないとしているが、工事の施工方法や工事期間等が明らかでなく、生物・生態系に
影響を及ぼすおそれはないとした根拠についての記述も不足している。このため、これらの施工方
法等について明らかにしたうえで、いったん損なわれると回復が容易でない生物・生態系の特質に
鑑み、必要に応じて予測・評価項目として選定すること。 
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表 10.2-1(4) 調査計画書に対する環境局長の意見の内容 

項目 2. 項目別事項 

 (4)【生態系（生物の生育・生息基盤、水循環、生物・生態系、緑）】 

（緑） 

① １ 総括的事項(4)において指摘したとおり、一部の事業計画地について、延床面積１万平方メ

ートル未満の仮設施設であることから、予測・評価項目として選定しないとしているが、工事の

施工方法や工事期間等が明らかでなく、緑に影響を及ぼすおそれはないとした根拠についての記

述も不足している。このため、これらの施工方法等について明らかにしたうえで、いったん損な

われると回復が容易でない緑の特質に鑑み、必要に応じて予測・評価項目として選定すること。 

 

② オリンピックスタジアム計画地周辺の明治神宮外苑については、歴史的な経緯を有する場所で

あるとともに、風致地区であることに鑑み、緑の保全、保護について最大限の配慮をすること。

なお、現地調査等においては、緑の状況等を把握するほか、樹木等が有する歴史的な経緯や地域

社会とのつながりなどについても、慎重かつ丁寧な調査を行うこと。 

 

③ 緑の状況の調査方法(現地調査）については、調査時期・期間を秋の一季とするとしているが、

植物が繁茂し 2020年東京大会が開催される夏季の調査について、検討すること。 

 

 (5)【資源・廃棄物（水利用、廃棄物、エコマテリアル）】 

（水利用） 

オリンピック･パラリンピック開催後も施設は存続することから、新設だけでなく既存施設につい

ても、予測・評価項目として選定すること。 

 

（廃棄物） 

既存資料調査について、2012年ロンドンオリンピック競技大会のほか、1998年長野オリンピック

競技大会や 2002 年サッカーワールドカップ等の日本で開催された大規模な国際競技大会等におけ

る、廃棄物の削減に関する取組についても調査すること。 

 

（エコマテリアル） 

大会開催に伴い使用する各種物品類について、他の国際大会における環境配慮型製品の使用状況

を調査することを検討すること。 

 

 (6)【温室効果ガス（温室効果ガス、エネルギー）】 

（温室効果ガス、エネルギー 共通） 

仮設施設について、予測の対象時点を大会開催中のみとしているが、大会開催後における仮設施

設の扱いが明らかになった段階で、必要な環境保全措置を講じるとともに、大会開催後についても、

必要に応じて予測・評価項目として選定すること。 
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10. 評価書案対象事項に係る調査計画書の修正の経過及びその内容 

表 10.2-1(5) 調査計画書に対する環境局長の意見の内容 

項目 2. 項目別事項 

(7)【土地利用（土地利用、地域分断、移転）】 

（土地利用） 

臨海部における会場整備について、将来の土地利用と矛盾しないよう配慮すること。 

 

（地域分断） 

① 会場等が未利用地に立地の場合、新たな地域分断は生じないとして予測･評価項目として選定し

ていないが、未利用地に分類した土地のなかに、公園等の公共施設が含まれているため、生活動

線の分断及び進展について、必要に応じて予測・評価項目として選定すること。 

 

② 仮設施設については、一時的なものであり恒常的な地域分断は生じないとしているが、会場設

置により一定の負荷を生じるので、開催前の施設の存在について、必要に応じて予測･評価項目と

して選定すること。 

 

（移転） 

住居･店舗等の移転が必要となる場合は、関係住民等への情報提供に努めるなど十分に配慮するこ

と。 

 

 (8)【社会活動（スポーツ活動、文化活動）】 

（スポーツ活動、文化活動 共通） 

既存資料調査について、1998 年長野オリンピック競技大会や 2002 年サッカーワールドカップ等

の日本で開催された大規模な国際競技大会に関する調査や、民間シンクタンク、区市町村が実施し

た各種関連調査等についても幅広く情報を収集し、その活用を検討すること。 

 

 (9)【参加・協働（ボランティア、コミュニティ、環境への意識）】 

（ボランティア、コミュニティ、環境への意識 共通） 

既存資料調査について、1998 年長野オリンピック競技大会や 2002 年サッカーワールドカップ等

の日本で開催された大規模な国際競技大会に関する調査や、民間シンクタンク、区市町村が実施し

た各種関連調査等についても幅広く情報を収集し、その活用を検討すること。 

 

 (10)【安全・衛生・安心（安全、消防・防災、衛生）】 

（安全） 

大会には、日本国内はもとより、世界各国から様々なアスリートや観客が訪れる。全ての人にと

って安全、安心、快適な大会となるよう、点字案内板やピクトグラムなどの図記号を利用した視覚

的に分かりやすい案内表示、バリアフリー、ユニバーサルデザイン等による物理的障壁の解消に努

めること。 

 

（消防・防災） 

既存施設の耐震性及び防火性に関しては、改修や天井脱落対策等の履歴を把握する等により、安

全性を確認すること。 

 

（衛生） 

大会には、世界各国からアスリートや観客が訪れることから、水道水基準について、他国の基準

値との比較調査を行い、東京の水道水の安全性を明らかにすること。 
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10. 評価書案対象事項に係る調査計画書の修正の経過及びその内容 

表 10.2-1(6) 調査計画書に対する環境局長の意見の内容 

項目 2. 項目別事項 

(11)【交通（交通渋滞、公共交通へのアクセシビリティ、交通安全）】 

（交通渋滞、公共交通へのアクセシビリティ、交通安全 共通） 

事業計画地の周辺には、工事の施行や大会の開催に伴い、多くの関連車両の走行が考えられるこ

とから、これらの車両が市街地で待機や違法駐車等をすることがないよう必要な環境保全措置を講

じるとともに、関係機関等とも事前に十分協議を行うなど、周辺地域における交通の円滑化、交通

安全の確保及び関連車両の走行に伴う環境負荷の低減に努めること。 

〔主要環境（大気等）、生活環境（騒音・振動）共通〕 

 

 (12)【経済（経済波及、雇用、事業採算性）】 

（経済波及） 

① 2012 年ロンドン大会及びその他のオリンピック･パラリンピック競技大会において、どのよう

な新規ビジネスとビジネス機会が生じたのかについても調査すること。 

 

② 首都高速道路の建設等による大規模な経済波及があった 1964 年の東京大会についても調査す

ること。 

 

（雇用） 

2012 年ロンドン大会の際、オリンピック関連の雇用は一時的なものが多かったという報告もある

ことから、大会開催後の雇用について他開催都市の事例も調査すること。 

 

（事業採算性） 

① 個別の会場毎に予測せず全体計画で予測するとしているが、個別の会場毎にも予測・評価を行

うこと。 

 

② 環境影響要因として、開催前の「施設の建設」及び開催中の「大会の運営」について選定して

いるが、新設及び既存（改修）の会場等については、開催後も施設が存続することから予測・評

価すること。 
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10. 評価書案対象事項に係る調査計画書の修正の経過及びその内容 

10.3 調査計画書に対する都民の意見 

「2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会実施段階環境影響評価調査計画書」は、

都内全会場を対象としている。平成26年３月28日に公表し、同年３月28日から４月16日までの20

日間にわたり意見募集を行った。都民から提出された意見書の件数は82件であり、その大半がオ

リンピックスタジアムと葛西臨海公園に対しての意見であった。環境の保全の見地からの意見の

概要は、以下に示すとおりである。 

 

個別会場について 

【オリンピックスタジアム】 

・周辺の生態系、文化、生活に与える影響を十分に調査すべきである。 

・観客8万人収容時の、周辺への騒音・振動による影響を十分に調査すべきである。 

・公共交通機関への影響を十分に調査すべきである。 

・景観について、神宮外苑の歴史的経緯も踏まえ調査を行うべきである。 

【葛西臨海公園】 

・葛西臨海公園の自然環境への影響を十分に調査すべきである。 

・施設で大量の水を使用するため、公共用水への影響を十分調査すべきである。 

競技について 

 意見はなかった。 

全体計画について 

 意見はなかった。 

その他 

・意見募集については広く広報すべきである。 

・意見の募集期間を十分に確保すべきである。 
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11.  実施段階環境アセスメント手続きの実施者 

〔実施者〕 

名 称：東京都 

代表者：東京都知事  舛添 要一 

所在地：東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 

 

12. その他 

12.1 2020年東京大会に係る実施段階環境アセスメント及びフォローアップの全対象事業についての

実施段階環境アセスメント及びフォローアップの実施予定又は経過 

オリンピックスタジアムの実施段階環境アセスメントの経過は、表 12.1-1に示すとおりである。 

表 12.1-1 オリンピックスタジアムの実施段階環境アセスメントの経過 

実施段階環境アセスメントの経過 

環境影響評価調査計画書が公表された日 平成 26年３月 28日 

 意見を募集した日 平成 26年３月 28日～平成 26年４月 16日 

都民の意見 82件 

調査計画書審査意見書が送付された日 平成 26年５月 29日 

 

12.2 調査等を実施した者の氏名及び住所並びに調査等の全部又は一部を委託した場合にあっては、

その委託を受けた者の氏名及び住所 

〔作成者〕 

名 称：東京都 

代表者：東京都知事  舛添 要一 

所在地：東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 

 

〔受託者〕 

名 称：日本工営株式会社 

代表者：代表取締役社長  有元 龍一 

所在地：東京都千代田区麹町五丁目 4番 
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本書に掲載した地図は、国土地理院長の承認（平１９国地関公第３７７号）を得て作成した東

京都地形図（Ｓ＝１：２，５００）を使用（２６都市基交第６２５号）して作成したものであ

る。無断複製を禁ずる。 

本書に掲載した地図は、国土地理院発行の２万５千分の 1 地形図を使用したものである。 
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