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 対象事業の目的、内容等 

 事業の目的 

都営村山団地は、昭和 39年～41 年にわたって建設され、2階建ての簡易耐火住宅（以下「低

層住宅」という）と 4～5 階建ての中層住宅により構成されている。このうち低層住宅は、建

築後約 30年を経て老朽化している。したがって、居住環境の整備が必要とされてきた。 

本事業の目的は、低層住宅及び一部の中層住宅を高層住宅に建替を行い、また、既存の中層

住宅の住戸改善を実施することにより、供給戸数の増加、居住水準の向上を図り、安全で住み

良いまちづくりを目指すものである。なお、あわせて建設戸数の概ね 50％の駐車場を設置す

る。 

 

 事業の内容 

5.2.1 位 置 

 本事業の位置は、図 5-1に示すとおりである。 

武蔵村山市の東端部に位置し、その北側と東側は東大和市境界に接し、最寄り駅の多摩モノ

レール上北台駅から約 1kmの距離にある。 

また、事業区域は武蔵村山市緑が丘の全域にわたる約 48haである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-1 事業区域位置図 
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5.2.2 対象事業計画の内容 

 土地利用計画 

 団地内の区画の形状は、現況の区画を活かしたものとする。 

 住棟の高層化によりオープンスペースを確保し、緑地・公園・駐車場などの地域施設を充

実した。 

 外周路は、団地内にある緑地や公園を結び、回遊型の散策路として整備する。 

 緑豊かな現在の団地のイメージを継承するように努め、既存緑地の保全、緑の空間のネッ

トワーク化などの整備を行う。 

 既存の南北及び東西方向に延びる緑道は、豊かな緑地空間であるため、安全で安らぎのあ

る歩行者専用道路として整備を行う。 

 団地内の居住環境及び周辺環境に十分配慮し、土地利用の高度利用を図ることにより、｢東

京都住宅マスタープラン｣(平成 3 年)に基づく住宅供給量の確保と公共公益施設の充実に

努めた。 

 

 建築計画及び工事工程 

本事業の建築計画及び工事工程の概要は、表 5-1に示すとおりである。 

また、配置計画図を図 5-2に、工事完了後の写真を写真 5-1に示す。 

 

表 5-1(1) 建築計画 

区域面積 483,059ｍ3 
高 さ 6～14階 

エリア 期別内訳 
建築棟数 
[棟] 

階数 
[階] 

戸数 
[戸] 

居住者用 
駐車場台数 

[台] 
1 中期第 1 期 1 7～14 260 120 
2 中期第 2期 6 6～12 468 239 
3 中期第 3 期 9 6～11 878 313 
4 中期第 4-1期 2 6 166 65 
5 中期第 4-2期 5 6～10 642 247 
6 中期第 4-3期 4 6～10 474 164 
7 

※除却工事のみ今回事業の対象とする。 
8 

計 - 27 - 2,888 1,148 

 

表 5-1(2) 工事工程 

 H9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

中期第 1期                   

中期第 2期                   

中期第 3期                   

中期第 4-1期                   

中期第 4-2期                   

中期第 4-3期                   

除去工事                   

 

 用途地域 

事業区域及びその周辺の用途地域は、図 5-3に示すとおりである。 
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写真 5-1(1) 第 2期（撮影地点：A-①） 

 

写真 5-1(2) 第 3期（撮影地点：A-②） 

 

写真 5-1(3) 第 4-2期（撮影地点：B-①） 
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 環境影響評価手続きの経緯及び許認可の状況 

 環境影響評価手続きの状況 

環境影響評価の手続きの状況は、表 5-2に示すとおりである。 

 

表 5-2 環境影響評価の手続きの状況 

環境影響評価の手続き 提出年月 項目 

環境影響評価書 平成 9年 5月  

事後調査計画書 平成 9年 7月  

工事着工届 平成 9年 7月  

事後調査報告書 
「工事の施行中（その 1）」 

平成 10年 9月 第Ⅰ期土工事・杭工事における騒音・振動 

事後調査報告書 
「工事の施行中（その 2）」 

平成 13年 3月 
第Ⅱ期除去工事における大気汚染、騒音及び
振動 

事後調査報告書 
「工事の施行中（その 3）」 

平成 14年 7月 第Ⅰ期建設住棟による風害 

変更届提出 平成 15年 12月 建設戸数と駐車場台数の変更 

事後調査報告書 
「工事の施行中（その 4）」 

平成 16年 3月 
第Ⅲ期除去工事における大気汚染、騒音及び
振動 

事後調査報告書 
「工事の施行中（その 5）」 

平成 17年 1月 第Ⅲ期建設工事における騒音及び振動 

事後調査報告書 
「工事の施行中（その 6）」 

平成 19年 5月 
第Ⅲ期除去工事における大気汚染、騒音及び
振動 

事後調査報告書 
「工事の施工中（その 7）」 

平成 20年 5月 
第Ⅳ期建設工事における騒音、振動 
第Ｖ期除去工事における大汚染、騒音、振動
及び史跡・文化財 

事後調査報告書 
「工事の施行中（その 8）」 

平成 23年 3月 第Ⅳ期建設工事における騒音及び振動 

変更届提出 平成 24年 9月 建設戸数と工事工程の変更 

事後調査報告書 
「工事の施行中（その 9）」 

平成 26年 6月 
第Ⅳ期建設工事における大気汚染、騒音及び
振動 

完了届提出 平成 27年 3月  
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 許認可の状況 

許認可の状況は、表 5-3に示すとおりである。 

 

表 5-3 許認可の状況 

許認可年月日 許 認 可 

平成 9年 5月 30 日 都市計画法第 21条Ⅰ項 

平成 9年 7月 30 日 建築基準法第 86条[一団地認定] Ⅰ項 

平成 9年 9月 5日 改善工事：建築基準法第 18条 3項 

平成 9年 9月 22 日 建替工事：建築基準法第 18条 3項 

平成 15 年 9月 22日 建築基準法第 86条[一団地認定] 

平成 16年 4月 27日 建替工事：建築基準法第 18条 3項 

平成 16年 7月 29日 建替工事：建築基準法第 18条 3項 

平成 17年 3月 11日 建替工事：建築基準法第 18条 3項 

平成 18年 3月 2日 建替工事：建築基準法第 18条 3項 

平成 19年 3月 26日 建築基準法第 86条[一団地認定] 

平成 19年 4月 20日 建替工事：建築基準法第 18条 3項 

平成 21 年 2月 12日 建築基準法第 86条[一団地認定] 

平成 21 年 3月 26日 建替工事：建築基準法第 18条 3項 

平成 22年 9月 3日 建替工事：建築基準法第 18条 3項 

平成 24年 5月 22日 建築基準法第 86条[一団地認定] 

平成 24年 10月 3日 建替工事：建築基準法第 18条 3項 

平成 25年 2月 27日 建替工事：建築基準法第 18条 3項 

平成 25年 3月 26日 建替工事：建築基準法第 18条 3項 
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 事後調査の進捗状況 

事後調査の状況は、表 5-4(1)、表 5-4(2)に示すとおりである。 

本事後調査は、工事の完了後に実施するものであり、調査項目は大気汚染、騒音、振動、

水文環境、日照阻害、電波障害及び景観である。 

 

表 5-4(1) 事後調査の進捗状況 

事後調査 調査年度 備  考 

工事の施行中 

その１ 平成 10 年度 
調査項目：大気汚染、騒音、振動及び環境
保全のための措置の実施状況 

その２ 平成 12 年度 
調査項目：大気汚染、騒音、振動、史跡･
文化財及び環境保全のための措置の実施状
況 

その３ 平成 14 年度 
調査項目：大気汚染、騒音、振動、電波障
害及び風害 

その４ 平成 15 年度 
調査項目：大気汚染、騒音、振動及び史
跡・文化財 

その５ 平成 16 年度 
調査項目：大気汚染、騒音、振動、電波障
害及び風害 

その６ 平成 18 年度 
調査項目：大気汚染、騒音、振動及び史
跡・文化財 

その７ 平成 19 年度 
調査項目：大気汚染、騒音、振動、電波障
害及び風害 

その８ 平成 22 年度 
調査項目：大気汚染、騒音、振動、電波障
害及び風害 

その９ 平成 26 年度 
調査項目：大気汚染、騒音、振動、電波障
害及び風害 

工事の完了後 平成 27 年度 
調査項目：大気汚染、騒音、振動、水文環
境、日照阻害、電波障害及び景観 
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 環境保全のための措置の実施状況 

環境保全のための実施状況は、表 6-1に示すとおりである。 

なお、苦情については報告されていない。 

 

表 6-1(1) 環境保全のための措置の実施状況 

予  測 
評価項目 

評 価 書 に 記 載 し た 
環境保全のための措置 

実  施  し  た 
環境保全のための措置 

大気汚染 

1.工事現場内は、必要に応じて散水
を行うとともに、工事現場内の工 
事用搬出入路をアスファルト又
はコンクリート等で舗装し、粉じ
んの発生を防止する。 

工事区域内の搬入路をアスファルト
で舗装するとともに､適宜散水して
粉じんの発生を防止した。 

2.掘削土の仮置場等からの土壌粒
子飛散防止のため、シート及び仮
囲い等を必要に応じて設置し、粉
じんの発生を防止する。 

 

工事区域の周囲に高さ 3m の仮囲い
を設置したほか、掘削土等の仮置き
場をシートで覆い粉じんの発生を防
止した。 
 

3.土砂運搬用の荷台からの粉じん
の飛散及び土砂の落ちこぼれ等
を防止するため、荷台をカバーシ
ートで覆う。 

ダンプトラック等で土砂を運搬する
際、荷台のアオリ、シートカバーの
装着を指示・指導を徹底して、粉じ
んの飛散防止､土砂の落ちこぼれを
防止したほか､ダンプトラック等の
ボディやタイヤに付着した泥･土を
洗浄するために､洗車設備を設置し
て粉じんの飛散を防止した。 

4.土砂や資機材の搬出入車両のタ
イヤに付着した泥・土の水洗いを
行うための洗車設備を設置する。 

5.既存建築物の解体工事では、建築 
物に石綿を含む建設材料の使用
が確認された場合、東京都環境確
保条例等に基づいて適切に除去
及び処分する。 

 

解体工事中に確認された石綿を含む 
建設材料は､東京都環境確保条例等
に基づいて適切に除去及び処分し
た。 

6.解体工事の施工にあたっては、粉 
じんの飛散防止を図るため、工事
区域外周部に鋼板製の仮囲い  
(h=3m)を設置し、必要な個所には 
解体建物以上までシート張り等
を行う。住宅内部造作は手壊しで
行い、躯体部分は油圧圧砕機を使
用して、散水を行いながら解体す
る。 

 

解体工事に際して､工事区域外周部
に鋼板製の高さ 3mの仮囲いを設置、
解体構造物の周囲に防塵パネルを敷
設したほか､適宜散水して粉じんの
飛散を防止した。 

7.建設工事においては、工事区域
外周部に鋼板製の仮囲いを設置
するとともに､工事の進捗に伴
い､粉じん・塗料等の飛散防止ネ
ットまたはシート等を設置す
る。 

 

建設工事に際して、工事区域外周部
に鋼板製の高さ 3ｍの仮囲いを設置、
建築物の周囲に飛散防止ネットを設
置した。 
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表 6-1(2) 環境保全のための措置の実施状況 

予  測 
評価項目 

評 価 書 に 記 載 し た 
環境保全のための措置 

実  施  し  た 
環境保全のための措置 

騒 音 
・ 

振 動 

1.建設作業においては、騒音・振動 
の発生の少ないアースドリル工
法等の工法及び低騒音型パワー
ショベル等の低騒音型建設機械、
消音型発電機等の建設作業機械
を採用する。 

 

建設作業においては、低騒音型の重
機、機器類を積極的に導入して、工
事騒音・振動の低減に努めた。 

2.工事区域は周囲を防音壁を兼ね
た仮囲いで囲むとともに、工事施
工中、周辺環境に著しい環境を与
えないように作業手順、作業時間
に十分配慮し､騒音･振動の低減
に努める。また､工事区域に建物
が隣接している場合には、必要に
応じて防音シートを使用する。 

 

工事区域の周囲を防音パネル､防音
シートを敷設して周辺への騒音対策
を行った。 

3.敷地内の既存建物及び周辺地域
に近接する工事については、複数
の工種が重複しないように配慮
する。また、これらに近接した工
事については、極力短期間で終了
させるよう計画する。 

 

作業手順、作業時間に十分配慮して､
複数の工事が重複して工事騒音･振
動が発生しないような施工計画に基
づいて工事を実施した。 

4.資材及び土の搬出入に際しては、 
工事用車両の走行ルートの限定、
安全走行等の指導により騒音・振
動の低減に努める。 

工事用車両の走行にあたっては､走
行ルートの指定、安全運転の指示・
指導の徹底により、工事騒音・振動
の低減に努めた。 

5.計画地南側に隣接する小学校及
び中学校に対し影響が及ぶ工事
の際は、学校関係者と協議のうえ
夏休み等の長期休校時に実施す
る等の作業内容及び作業工程の
調整を行う。やむをえず平常時に
工事を実施する場合は、学校側敷
地境界に防音シートの追加措置
や複数の重機が重複しないよう
十分な配慮を行い、児童生徒の学
校生活に支障をきたさないよう
計画する。 

 

工事区域が小学校、中学校に隣接す
る際は、学校関係者と協議を行い、
騒音・振動計の設置や防音シートの
布設等の措置を行った上で、工事を
実施した。 
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表 6-1(3) 環境保全のための措置の実施状況 

予  測 
評価項目 

評 価 書 に 記 載 し た 
環境保全のための措置 

実  施  し  た 
環境保全のための措置 

水質汚濁 

1.工事中の濁水の発生を抑制する
ため､掘削土の仮置き場は、シー
トで覆う。また､工事中の雨水に
ついては、工事区域外周部に素掘
側溝を設置し、工事区域外流出を
防止するとともに、その流下過程
で地下へ浸透させ、側溝の各角部
に設置する仮設沈砂池に集水し、
沈殿処理後、上澄みを既設の雨水
管により空堀川へ放流する。 
 

掘削上の仮置き場にはシートで覆
い、土壌の流亡を防ぐとともに、濁
水の発生を抑制した。 
また、工事区域外周部には素掘側溝
を設置して、仮設沈砂池に集水して、
上澄みを雨水管により空堀川へ放流
して、濁水の流出を防止した。 

2.工事区域出口付近に工事車両洗
車設備を設置し、泥の地区外流出
を防止するとともに、洗車排水は
仮設沈砂池により沈殿処理し、そ
の上澄みを公共下水道(汚水管)
に放流する。 

工事区域出口付近に工事用車両の洗
車設備を設置して､濁水の流出を防
止した。 
また、仮設沈砂池や素掘側溝は定期
的にしゆんせつ等の維持管理を実施
して、機能維持に努めた。 

3.沈砂機能を有する仮設沈砂池や
素掘側溝は、機能維持のためしゅ
んせつ等の適切な維持管理を行
う。 

 
4.工事において、地下水汚染につな
がる地盤改良等に伴う薬液注入
工法は採用しない。 

地盤改良等に伴う薬液注入工法は実
施しなかった。 

水文環境 

1.歩道及び駐車場等には透水性舗
装を実施するとともに浸透地下
トレンチ、植栽等により雨水の地
下浸透を図る計画とした。 

 

歩道及び駐車場等には透水性舗装を 
実施するとともに、トレンチ、植栽
等により雨水の地下浸透を促進させ
た。 

日照阻害 

1.計画地外周部には駐車場及び植
樹帯を配置して建物と敷地境界
との距離を確保し、また､住棟を
雁行させたり、団地外周部から内
部に向かって階段状に高層化し
たりすることにより、計画地周辺
地域に対する日影の影響を極力
少なくするよう計画した。 

 

駐車場や植樹帯を設置して、建物と
敷地境界との距離を確保したほか､
住棟の雁行配置､階段状の高層化を
行って､近隣に対する日影の影響を
低減させた。 

電波障害 

1.電波障害が発生すると予測され
る地域においては、共同受信施設
等の適切な障害防止対策を講じ
る。また、工事の施工中において
も同様に適切な障害防止対策を
講じる。 

 

本事業により、電波障害が発生する
と予測された地域については､共同
受信施設等の適切な障害防止対策を
講じた。 
 

2.本事業により予測される地域以
外において、本事業による電波障害
による障害が発生した場合には、共
同受信施設等の適切な障害防止対
策を講じる。 
 

予測した地域以外においては、電波
障害の影響は生じなかった。 
なお、テレビ放送が平成 23年度に地
上デジタル方式へ完全移行したこと
に伴い、評価書作成時より電波障害
の影響が生じる範囲は狭まってい
る。 
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表 6-1(4) 環境保全のための措置の実施状況 

予  測 
評価項目 

評 価 書 に 記 載 し た 
環境保全のための措置 

実  施  し  た 
環境保全のための措置 

風 害 

1.住棟の配置について、住棟を雁行
させたり、階段状にしたりするこ
とにより、風速が増加する領域を
極力小さくするように計画した。 

住棟の雁行配置、階段状の高層化、
外周部への駐車場､植栽配置等によ
り風速増加を抑制した。 

2.計画地外周知には駐在場及び植
樹帯を設置し、高層建築物は、極
力、計画地や内部に設置した。 

3.防風対策として住棟周囲に樹木
を植栽し、周辺部への影響を極力
小 さくするように努める。特
に、団地南側区域の高層住棟間に
おける南北方向の団地内通路は、
地域の主風向が北北西風である
ことを考慮して、住棟周辺のみな
らず団地内通路付近に、適切な植
栽を施す。 

 

植物・動物 

1.既存の公園及び緑道に既存する
樹木は極力保存する。  

既存の植生､樹木､公園等を極力保全
したほか、新たに創出する公園、緑
地には地元構成種を基本として植栽
した。 
また、鳥類等の動物については、既
存の植生、樹木、公園等を保全して
いくなかで生息環境に配慮した。 

2.沿道植栽、公園内の植栽にあたっ
ては、現況の樹種の構成を基本と
する。 

3.工事区域内に現存する樹木は、適
宜移植を行う。 

4.計画地で現在みられる鳥類等に
配慮し、既存の公園及び緑道等の
生息環境を保全する。 

景 観 

1.住棟の色調は、周辺地域の環境と
調和しやすい色調を採用する。 

住棟の色調は周辺地域と調和しやす
い淡色としたほか､圧迫感を緩和す
るため､外周部から中心に向かって
階段状に高さを増すとともに､外周
部に駐車場､植樹帯を配置して住棟
と敷地境界との距離を確保した。 

2.住棟の形状及び配置は、圧迫感を
緩和するため、団地外周部は 6階
建てを原則とし、計画地の周囲か
ら中心へ向かって階段状に高さ
を増す設置とする。 

3.住棟による圧迫感の影響を軽減
するため、計画地外周部には、駐
車場及び植樹帯を配置するなど
して、住棟と計画地敷地境界との
距離を確保する。 
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表 6-1(5) 環境保全のための措置の実施状況 

予  測 
評価項目 

評 価 書 に 記 載 し た 
環境保全のための措置 

実  施  し  た 
環境保全のための措置 

史 跡 
・ 

文化財 

1.周知の埋蔵文化財包蔵地である 
「オカネ塚」について､該当地域
の工事着手時に試掘調査を実施
する。「オカネ塚」が遺存してい
る場合には、文化財保護法に基づ
き適切な措置を講じる。 

 

「オカネ塚」については､試掘調査を
実施した結果､埋蔵文化財は発掘さ
れなかった。 
また、工事中に新たな埋蔵文化財は
発見されなかった。 

2.工事中に新たな埋蔵文化財が発
見された場合には、文化財保護法
に基づき適切な措置を講じる。 

その他 

1.工事着手前に具体的な工事説明
会を開催するとともに、工事中の
諸問題に対しては、工事現場内に
窓口を設け、迅速に対処する。 

工事着手前に工事説明会を開催した
ほか、工事現場内に窓口を設けて、
工事中の諸問題へ迅速に対処する体
制を整えた。 

2.工事車両について、不法停車及び
駐車の禁止を徹底する。 

工事車両の不法停車､違法駐車の禁
止を徹底した。 

3.工事車両が、工事区域に出入する
走行ルート及び出入口を定め、交
差点及び出入口に誘導員を配置
し、周辺の交通安全に細心の注意
を払う。また、工事区域に小中学
校が隣接しているため、児童生徒
の通学路にも誘導員を配置し、登
下校時の安全確保に努める。 

 

近隣の小中学校に通学する児童、生
徒や近隣住民の安全確保を最優先に
考慮して､工事区域へ出入りする工
事車両の走行ルート及び出入口を定
めた。 
また、走行ルートには誘導員を配置
して交通安全を徹底した。 

4.団地内での工事車両の走行は徐
行運転（20km/h 以下）とするよう
指導する。 

団地内での工事車両の走行を 20km/h
以下の徐行運転として指導を徹底し
た。 

 

 

 

 


