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6. 評価書案についての都民の意見書及び事業段階関係区長の意見の概要並びにこれらについての 

事業者の見解 

評価書案について都民から 60 件の意見書が提出された。また、事業段階関係区長（港区及び新宿

区）からの意見が２件提出された。意見等の内訳は、表 6-1に示すとおりである。 

表6-1 意見等の件数の内訳 

意見等 件 数 

都民からの意見書 60 

事業段階関係区長からの意見 2 

合 計 62 

 

提出された意見の全文を掲載し、これとともに、意見に対する事業者の見解を以下に示す。 

 

6.1 都民の意見書及び事業者の見解 

6.1.1  環境影響評価の項目に関するもの 

項 目 1.環境全般 

意見の内容 事業者の見解 

人流や騒音です。スタジアムや国立競技場が

あって、コンサートや花火大会が開催されると

騒音もあります。地下鉄外苑前駅は狭い。近く

に高校もあります。住民と共生できる環境と開

発について再考を願います。 

 

野球場からの騒音につきましては騒音の発生

に配慮するよう、施設利用者に対して夜間の一

定時間の音を抑える対策等の周知を行うなどの

環境保全措置に努めていきます。 

また、計画地周辺の歩行者の増加につきまし

ては、別途警察と協議を実施しており、円滑な

歩行者交通を確保するよう計画していきます。 

レポートには、全面的では無いでしょうが樹

木を伐採してしまう開発・グリーンベルト地帯

の撤去、ビルの建設による二酸化炭素の排出な

どの、現行と開発後の排出量の比較が無いで

す。いま、商業目的・開発による森林伐採で永

久凍土が解けたり、台風・雨・風の巨大化など

が発生しており地球全体の問題です。神宮外苑

は 100 年かけて作り上げた森、それを壊す事は

簡単ですが再生するのは難しいと考えます。最

重要課題と捉えて欲しい。 

 

緑の量につきましては、計画地内の植栽樹は

存置もしくは移植により可能な限り保存すると

ともに、計画地周辺に残存する緑地の構成種を

中心に植栽し、動植物の生息環境に配慮した緑

化計画により新たな緑地を創出する計画です。 

また、樹木の移植及び新植にあたっては、適

切な植栽基盤を確保した上で植付に適した時期

に留意するとともに、必要に応じて適期に根回

しを行い、新規に創出した緑地を含めて適切に

管理育成を行っていくことで緑の量が増加し、

豊かな樹林が形成されるものと考えます。 

二酸化炭素の排出量につきましては、施設の

用途等が異なるため、現況との比較はしており

ません。 

 

357,(仮称)神宮外苑地区市街地再開発事業,評価書案に係る見解書



 

- 55 - 

 

項 目 1.環境全般（つづき） 

意見の内容 事業者の見解 

工事で破壊される銀杏並木の樹木の根は、今

後の育成と寿命を妨げると考えます。 

銀杏並木の根っこに負担のかかるようなグ

リーンベルト部分を撤去して、板で覆って歩き

やすくする等の開発は景観を壊してしまうし、

保水能力も下回ると考えます。現行と開発予定

後との数字を表示して欲しい。 

 

青山二丁目交差点から聖徳記念絵画館前へと

続く特例都道四谷角筈線沿いの 4 列のいちょう

並木については、全て保存します。 

工事の施行にあたっては、保存するいちょう

並木の生育に影響を及ぼさないよう、計画建物

の地下躯体の配置等に配慮する計画です。ま

た、根周りが歩行者等により踏み固められない

よう、歩行可能な場所を限定し、樹木の保全に

努めます。 

さらに、計画地内の植栽樹を存置もしくは移

植により可能な限り保存するとともに、新たに

植栽された緑地を含めて適切に管理育成を行う

計画としています。 

保水能力については上記の通り、計画地内の

植栽樹を極力保存するとともに、透水性舗装等

の浸透設備を整備していく計画です。 

日本を代表するいちょう並木を守ってくださ

い。野球場建設のために並木西側の緑道を壊し

て空間の創設すれば、綺麗な並木の根幹に傷が

つき、長期的には木は弱っていき、有名ない

ちょう並木は将来今よりも貧相になってしまい

ます。温室効果ガス問題につながります。 

 

青山二丁目交差点から聖徳記念絵画館前へと

続く特例都道四谷角筈線沿いの 4 列のいちょう

並木については、全て保存します。 

工事の施行にあたっては、保存するいちょう

並木の生育に影響を及ぼさないよう、計画建物

の地下躯体の配置等に配慮する計画です。ま

た、根周りが歩行者等により踏み固められない

よう、歩行可能な場所を限定し、樹木の保全に

努めます。 

さらに、計画地内の植栽樹を存置もしくは移

植により可能な限り保存するとともに、新たに

植栽された緑地を含めて適切に管理育成を行う

計画としています。 

よって、新宿御苑から赤坂御用地へ連続する

まとまりのあるみどりの骨格を形成する神宮外

苑の豊かな自然環境は維持・保全されるものと

考えます。 
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項 目 1.環境全般（つづき） 

意見の内容 事業者の見解 

伊藤忠ビルについて、景観がいかに大切か京

都の街を見ても判る様に一九〇メートルのビル

「とんでもない」上空権の乱用 

① ビルの側面に風力計を設けて基準オーバー

したらその都度加害補償をする。 

② 学童の通学路は交通事故だけではありませ

ん。ビルによって負傷も多多。事故が生じ

てから因果関係云々の裁判でなくその都度

解決する今からの社会「空室伊藤忠ビル

前」観光地かな。 

 

青山通り沿いの風環境につきまして、計画建

築物建設による計画地周辺地域の変化の程度

は、防風対策を講じることによってほぼ全ての

地点で現況と同程度の風環境を維持することを

風洞実験により確認しております。風環境の変

化は低層市街地相当の領域Ａ、低中層市街地相

当の領域Ｂや、一部中高層市街地相当に対応す

る領域Ｃであり、超高層建築物の足元でみられ

る風環境とされる領域Ｄは見られませんでし

た。 

一部、建設前、対策後ともに中高層市街地相

当に対応する領域Ｃになっている地点がありま

すが、東京都環境影響評価条例に基づき、供用

後に１年間の風観測を事後調査として行う予定

です。予測には風環境の改善策として高木、壁

等による防風対策を見込んでおりますが、万

一、予測評価を上回る場合には、港区ビル風要

綱に基づき適切な追加対策を検討していきま

す。今後も事業計画が深度化していく段階で、

必要に応じて防風対策の可能性を検討していき

ます。 

景観につきましては、今後、景観行政団体で

ある港区や新宿区と協議を行い、「港区景観計

画」及び「新宿区景観形成ガイドライン」に示

される景観形成等の基本理念との整合を図って

いきます。 

190mの計画は余りにも無謀です。 

せめてオラクルビルと同じ 110m 以内にすべき

です。景観的にも青山通りの雰囲気に全く相応

しくなく、ビル風の被害も甚大であると予想さ

れます。 
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項 目 1.環境全般（つづき） 

意見の内容 事業者の見解 

ドップリ高齢者です。神宮外苑のイチョウ並

木でラジオ体操しております。めったに手紙な

ど書きませんので誤字などがありましたらゴメ

ンナサイ。 

体操をしています方に「貴女も都の方に手紙

を出すの？」と聞きましたら貴女もバカネ？あ

あいう問題はすでに大手のゼネコンと神宮外苑

と役所ですでに決まっていることなのよ‼（大き

な対価が動いているし・・・）やめなさい、い

まさらがたがたいっても無視よ‼と・・・ 

でも私は先が短いですがこれからの子供達の

ために嫌でしょうが目を通して下さいネ 

永年は住みつづけていますが青山に帰って来

ますと何かホットします。（イチョウ並木に入

ると余計感じます） 

今地球温暖化がさけばれている港区にこの世

界に誇るイチョウ並木銀杏のトンネルの静寂な

景観は都民・国民の財産ですよ。 

又皆様のお子様たちが通学路が雨の時風強い

時はどう感じますか？大人も危険を感じますか

ら小学校の児童たちは傘どころでもなく今でも

大人も恐怖です。 

伊藤忠の建物がこれ以上に高くすることは認

められてますか？ 

野球場の騒音は九時過ぎ迄手に取るように聞

こえますし又皆様が帰る時等も無論の事おまわ

りさんも出て来る仕末です。野球場のそばにホ

テルとか（本当ですか？考えられません） 

ぐたぐたと書きましたがそちら側は利益が目

的ですから採算とれないことはやらないと思い

ますが、もう少し違う角度で考えることも大切

でないでしょうか？ 

地元の人達は本当にイチョウ並木を自分達の

如く誇りに思っております。 

大気汚染、土壌汚染、生態系、風環境、景

観、色々あります、他の区でおこった問題でな

く自分の家のそばで起きたらどう考えますか？ 

 

青山二丁目交差点から聖徳記念絵画館前へと

続く特例都道四谷角筈線沿いの 4 列のいちょう

並木については、全て保存します。 

さらに、計画地内の植栽樹を存置もしくは移

植により可能な限り保存するとともに、新たに

植栽された緑地を含めて適切に管理育成を行う

計画としています。 

よって、新宿御苑から赤坂御用地へ連続する

まとまりのあるみどりの骨格を形成する神宮外

苑の豊かな自然環境は維持・保全され、周辺地

域も含めた生物・生態系は維持されるものと考

えます。 

青山通り沿いの風環境につきまして、計画建

築物建設による計画地周辺地域の変化の程度

は、防風対策を講じることによってほぼ全ての

地点で現況と同程度の風環境を維持することを

風洞実験により確認しております。風環境の変

化は低層市街地相当の領域Ａ、低中層市街地相

当の領域Ｂや、一部中高層市街地相当に対応す

る領域Ｃであり、超高層建築物の足元でみられ

る風環境とされる領域Ｄは見られませんでし

た。 

一部、建設前、対策後ともに中高層市街地相

当に対応する領域Ｃになっている地点がありま

すが、東京都環境影響評価条例に基づき、供用

後に１年間の風観測を事後調査として行う予定

です。予測には風環境の改善策として高木、壁

等による防風対策を見込んでおりますが、万

一、予測評価を上回る場合には、港区ビル風要

綱に基づき適切な追加対策を検討していきま

す。今後も事業計画が深度化していく段階で、

必要に応じて防風対策の可能性を検討していき

ます。 

また、新球場から近傍住宅までの距離（新球

場から約 80m）において球場騒音は 55dB 程度と

予測しており、環境基準値を満足すると予測し

ています（評価書案 p.224、234 参照）。野球場

からの騒音につきましては騒音の発生に配慮す

るよう、施設利用者に対して夜間の一定時間の

音を抑える対策等の周知を行うなどの環境保全

措置に努めていきます。 

357,(仮称)神宮外苑地区市街地再開発事業,評価書案に係る見解書



 

- 58 - 

 

項 目 1.環境全般（つづき） 

意見の内容 事業者の見解 

神宮球場が移転で北青山都営アパート側に来

ると話を聞きました。それは止める様にして下

さい。銀杏の木を切ったら地球環境の破壊で

す。ネットの高さが 800 メートル、そんなに高

いネットが立ったら危険性が有るし風の影響も

あるし。 

伊藤忠のビルの様に風が吹くと歩くのも大変

なのに、又同じ様な物を作るなんて止めてくだ

さい。東京都の方は、球場の移転どう思ってい

ますか。 

私たちの終の住み処を助けて下さい。 

 

青山二丁目交差点から聖徳記念絵画館前へと

続く特例都道四谷角筈線沿いの 4 列のいちょう

並木については、全て保存します。 

また、計画地内の植栽樹を存置もしくは移植

により可能な限り保存するとともに、新たに植

栽された緑地を含めて適切に管理育成を行う計

画としています。 

なお、防球ネットの高さについては継続検討

していきます。 

風環境につきましては風洞実験の結果、野球

場棟付近を含め、防風対策を講じることによっ

てほぼ全ての地点で現況と同程度の風環境を維

持することを風洞実験により確認しています。

風環境の変化は低層市街地相当の領域 A、低中層

市街地相当の領域Ｂや、一部中高層市街地相当

に対応する領域Ｃであり、超高層建築物の足元

でみられる風環境とされる領域Ｄは見られませ

んでした。 

銀杏並木は、木だけではなく並木になってわ

きの緑地と木があって、外苑の銀杏並木になっ

ています。世界に誇れる並木なのに野球場が出

来るとカベやネットで景観がすごく悪くなって

しまいます。今も Shake Shack の前のいちょう

が 1本、上の方が枯れてきています。 

野球場が出来たら、いちょうの木の根元や風

の向きで、いちょうの木がダメになるかもしれ

ません。100年先まで残してほしいです。 

 

保存するいちょう並木については、生育に影

響が及ばないよう、工事の施行にあたっては計

画建物の地下躯体の配置等に配慮します。 

青山二丁目交差点からの眺望を見ますと並木

に面して野球場棟が出現しますが、計画建築物

が視野に占める割合は現況と概ね変わらないと

予測しています（評価書案 p.401 参照）。景観

につきましては、今後、景観行政団体である港

区や新宿区と協議を行い、「港区景観計画」及

び「新宿区景観形成ガイドライン」に示される

景観形成等の基本理念との整合を図っていきま

す。 

また、計画建築物の建設による計画地周辺地

域の風環境の変化の程度は、ほとんどの地点で

現況と同程度を維持すると考えられます。 
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項 目 1.環境全般（つづき） 

意見の内容 事業者の見解 

新野球場の建設場所はいちょう並木と十分な

距離を確保すると共に球場からの騒音、熱風を

低減するため建物の形状を検討して欲しいこ

と。 

1)新野球場ライト外野スタンド席の外壁はい

ちょう並木に極めて近接しており、並木の景

観、雰囲気機能を大きく失わせるので、（理由

前述）現球場と近隣関係に習って並木から後退

させて頂きたい。 

2)新球場の建物をいちょう並木に近接させる

ため、ライト外野スタンド部分を低層化する一

方、内野スタンドの上部にホテル部分を乗せて

高層していることで球場の行催事の歓声などの

騒音は高層部に反射されて並木に接する低層部

分を出口に拡散するのではないか。熱風の流れ

も同様ではないか。このことについて十分環境

影響評価を行い球場の形状に及んで検討して頂

きたい。 

 

青山二丁目交差点から聖徳記念絵画館前へと

続く特例都道四谷角筈線沿いの 4 列のいちょう

並木に面して野球場棟が出現しますが、計画建

築物が視野に占める割合は現況と概ね変わらな

いと予測しています（評価書案 p.401 参照）。

景観につきましては、今後、景観行政団体であ

る港区や新宿区と協議を行い、「港区景観計

画」及び「新宿区景観形成ガイドライン」に示

される景観形成等の基本理念との整合を図って

いきます。 

工事の施行にあたっては、保存するいちょう

並木の生育に影響を及ぼさないよう、計画建物

の地下躯体の配置等に配慮する計画です。ま

た、根周りが歩行者等により踏み固められない

よう、歩行可能な場所を限定し、樹木の保全に

努めます。 

なお、野球場棟からの騒音につきましては、

新球場から近傍住宅までの距離（新球場から約

80m）において 55dB 程度と予測しており、環境

基準値を満足すると予測していますが、騒音の

発生に配慮するよう、施設利用者に対して夜間

の一定時間の音を抑える対策等の周知を行うな

どの環境保全措置に努めていきます。 
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項 目 1.環境全般（つづき） 

意見の内容 事業者の見解 

意見２ 

ヒートアイランド現象の緩和の観点から、本

事業における事務所棟の配置および形状を再検

討すべきです。 

皇居を中継拠点とした海からの風を導く都心

の緑地との連携に着目してください。 

神宮外苑の杜の東には赤坂御所、北西に新宿

御苑、南に青山墓地と青山公園等豊富な緑地が

あります。さまざまな公園は幹線道路街路樹で

連携し、青山一丁目交差点では青山公園から外

苑東通りとツインタワー間を抜けて赤坂御所、

神宮外苑の杜を経由して新宿御苑にネットワー

クが形成されています。 

「ヒートアイランド現象緩和に向けた都市づ

くりガイドライン」国土交通省 都市局都市計

画課 H25.12 によると、ヒートアイランド現象と

は、都市の中心部の気温が郊外に比べて島状に

高くなる現象であり、近年都市に特有の環境問

題として注目を集めており、大気に関する熱汚

染とも言われています。 

本資料には改善策の一つとして、「風の道」

を活用した都市づくりの考え方と方針が掲げら

れています。 

都市づくりにおけるヒートアイランド対策の

ためには、緑地からの移流・にじみ出す冷気を

もった風を活用することが有効で、そのために

は地上付近の都市空間の通風・換気に有効とな

る連続したオープンスペース(開放的な空間)を

「風の道」として確保すること等が重要である

ことと結論づけています。 

 

筆者は、「風の道」を活用した都市づくりと

本事業計画の乖離を指摘します。 

 

なお、本意見書で指摘するビル風危害とヒー

トアイランド現象の緩和に寄与する「風の道」

は人に与える健康の観点で全く異なるものであ

ることはいうまでもありません。 

現状でも、すでに述べた緑地のネットワーク

に接続させる「風の道」が伊藤忠商事の建物で

遮断されてしまっています。 

青山地の緑地が滲みだす冷気が墓地中央通り

に集まり神宮外苑の杜へ通じる風の道を遮断し

ている状況は下図のとおりです。 

伊藤忠商事建物の広い南面の壁面反射による

大気加熱は、風の道を遮断しているだけでな

く、本意見書 1.で述べた高層ビルから下降する

風は熱風となり冷気の供給源を熱汚染していま

す。 

計画建築物をセットバックさせ風の流れに配

慮するとともに、計画地内での緑化の推進や透

水性舗装等の浸透施設を設けることにより地下

水涵養に努め、自然エネルギーの利用について

も積極的に取り組むことにより、ヒートアイラ

ンド現象の抑制にも資する計画です。 
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項 目 1.環境全般（つづき） 

意見の内容 事業者の見解 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本事業の事務所棟計画による建築物は、現在

の倍以上の南壁面が形成されます。 

ヒートアイランド現象の緩和が好ましい街づ

くりの一要件であると国がガイドラインを示し

ている中で、緑地ネットワークの風の道を塞ぐ

計画は再検討を要すると言わざるを得ません。

本環境評価にヒートアイランド現象緩和の要件

を加えるべきと考えます。 

 

例えは、一階の駐車場とオフィスエントラン

スの間にビロティのような通路を確保しスタジ

アムの隙聞から広場に抜ける空間を作る改善案

を検討してみていただけないでしようか。 

こうした空間の創出は緑のネットワークのみ

ならず、副次的な効果もあるかと思います。意

見 1.で述べたビル風危害の低減につながる可能

性もゼロではありません。 

イメージとしては、隣のオラクルビルです。

空間用途は奥のレストランに行くためのもので

すが、空間があることで通風の確保や圧迫感の

低減になっています。 

伊藤忠建物からの建替えでは、より広い通路

が確保できれば、「風の道」、緑のネットワー

クが確保できるのではないかと考えます。 

事務所棟の敷地内配置や形状を再検討いただ

きたいと思います。 

 

おわりに －自らの思いに変えて― 

本事業計画の目的は、東京オリバラ 2020 開催

の勢いを得て、国際的なスポーツ施設を整える

とうたわれています。 

前ページ参照。 
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項 目 1.環境全般（つづき） 

意見の内容 事業者の見解 

筆者はこの趣旨に反対ではありません。しかし、事業が

当該地区内のみの採算重視の考えに偏りすぎていると感じ

ます。風環境等、周辺も含めた環境評価に配慮が十分とは

言えません。 

本事業で広場を作る計画ですが、その代償であっても筆

者はこの超高層ビル化には違和感をおぼえます。計画図を

見るたびに、事業者の長期的かつ深耕さが感じられず、計

画地内のみの採算計画という印象しか持てません。事業者

が説明会等でそうではない理由を述べることで、事業者は

自ら自身の不徳に蓋をして、ますます利益優先の深みに転

がり自身のカで後戻りできないように見えます。 

ちょうど新国立競技場が樹木から突出しない高さに抑

え、神宮の杜と調和した外観デザインであることや人への

配慮が形になって表れていることと対比せざるを得ませ

ん。 

本事業もこうした前例に倣うことは不可能ではないはず

です。様々な制約があるなかで作られた建物のデザインは

結果して国内外で長く愛される建築物になると期待してい

ます。日本の財産となるよう事業者の誠実なる対応を求め

ます。 

 

【参照一覧】 

・東京都環境局「(仮称)神宮外苑地区市街地再開発事業」

環境影響評価書案(2021/8/16) 

https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/  

assessment/information/toshokohyo/ 

publishdetail/357_jinngugaien_tosho_an.html 

 

・環境省「ヒートアイランド対策ガイドライン」平成 24

年度版 

http://www.env.go.jp/air/life/heat_island/ 

guideline/h24.html 

 

・国交省「ヒートアイランド現象緩和に向けた都市づくり

ガイドライン」 

https://www.mlit.go.jp/common/001023246.pdf 

 

・港区ビル風対策要綱 

https://www.city.minato.tokyo.jp/ 

kankyoushidouasesutan/documents/birukazetebiki.pd

f 

 

・港区 

https://www.city.minato.tokyo.jp/toukeichousa/ 

kuse/toke/jinko/index.html 

https://www.city.minato.tokyo.jp/ 

gakkouuneishien/kodomo/gakko/setosu/ 

documents/gakkyuusuu-3-8.pdf 

 

以上 

前ページ参照。 
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項 目 2.騒音・振動 

意見の内容 事業者の見解 

現状も騒音に悩まされている。これ以上は無

理。 

 

新球場から近傍住宅までの距離（新球場から

約 80m）において球場騒音は 55dB 程度と予測し

ており、環境基準値を満足すると予測していま

す（評価書案 p.224、234 参照）。野球場からの

騒音につきましては騒音の発生に配慮するよ

う、施設利用者に対して夜間の一定時間の音を

抑える対策等の周知を行うなどの環境保全措置

に努めていきます。 

(仮称)神宮外苑地区市街地再開発事業により

予定される神宮球場の位置についてですが、青

山 1 丁目の都営団地に近くなり、多大な騒音を

住民にもたらすことになります。このような計

画は見直しして頂きたいです。 

 

新設される球場の位置が都営住宅 1 号棟から

8Om 位の所に作られるとのことですが、現在でさ

え騒音が酷いのに、そんな住宅の近くに建設さ

れるなんて、野球の応援団の声、またはコン

サートの時の大騒音は私達の生活を脅かすのは

間違いないので、建設の位置を騒音が感じれな

い位置まで離す。また、できればドーム式にし

て音が出ない様にするなど、考えて頂きたい。 

 

新野球場の騒音は生活の質を甚だしく低下さ

せる。新野球場につくる予定のホテルは中止に

していただきたい。 

 

秩父宮ラグビー場は屋根付きの多目的スペー

スとして、今後、コンサートなどの大型イベン

トに利用されることが想定されていますが、今

回の評価書案には騒音評価がありません。その

理由と開示予定をお示しください。工事後の一

般的なコンサート（特に音の大きく、且つよく

行われると予測されるロックコンサートやアイ

ドル公演等）での騒音評価をお願いしたいと考

えます。 

以上 

秩父宮ラグビー場は屋根付きとなる計画です

ので、屋外への著しい騒音の発生はないもの考

えられるため、予測の対象外としました。 
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項 目 2.騒音・振動（つづき） 

意見の内容 事業者の見解 

完成後北青山一丁目アパートの数ヶ所に観測

器を設置してそのつど騒音を測り基準をオー

バーしたら一回一回加害補償をする約束を願い

ます。 

住んでいる住民と机の上で計算している人と

は違う事を認識して下さい。 

 

野球場からの騒音につきましては騒音の発生

に配慮するよう、施設利用者に対して夜間の一

定時間の音を抑える対策等の周知を行うなどの

環境保全措置に努めていきます。 

 

問題点と意見 

事業者は、工事完了後の施設の供用に伴う騒

音レベルは、新球場から近傍住宅までの距離(新

球場から約 80m)において 55dB 程度と予測され、

環境基準値(55dB)を下回ると予測しています

が、予測の根拠が全く示されていない。野球場

の騒音については、実測例として一般的に 60dB

から最大で 100dB 近くに達していると田中正一

著((株)ケンオンエンジニアリング)「野球場の

騒音」に書かれています。又、野球場の中心か

らの距離が約 400m で約 65dB、応援団の声は約

55dB(村石喜一・赤尾伸一著)の記事もありま

す。 

最近の騒音の目安(都心・近郊用)高層住宅地

域(昼間)は、48dB(全国環境研協議会出典)とさ

れ、環境基本法の規定に基づく基準値を下回っ

ています。 

新球場の外野フェンスは、いちょう並木の景

観を守るために低く設計されており、ヤクルト

応援団は私達の住宅に一番近い所で応援するの

で、騒音は計り知れない。 

現在神宮球場はプロやアマチュアを問わず、

年間約 500 を超える多くの試合やイベントが開

催されていますので(神宮球場ホームページよ

り)新球場建設により、ほぼ一年中騒音に悩まさ

れることになります。 

都心に野球場を造ること、まして約 80m～300m

以内に約 900 世帯の住宅・中学校がある場所に

建設するという事は世界でも例がない。 

以上の事から野球場の音が 55dB 程度という予

測は、いつ、どこで、どんな試合で、観衆は何

人、天候はどうだったのか、予測の根拠を示す

具体的な調査結果を公表して下さい。 

 

野球場からの騒音の予測方法につきまして

は、スタジアム客席上に音源を配置し、騒音の

伝搬理論式を用いた距離減衰により予測してお

ります（評価書案 p.199 参照）。音源について

は、2019 年 7 月 16 日のプロ野球開催時（ヤクル

ト―巨人戦、観客動員数 29,771 人、天候：曇

り）において、球場スタンドから発生する騒音

レベルを測定し、それをもとに計算を行いまし

た。野球場からの騒音につきましては騒音の発

生に配慮するよう、施設利用者に対して夜間の

一定時間の音を抑える対策等の周知を行うなど

の環境保全措置に努めていきます。 
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項 目 2.騒音・振動（つづき） 

意見の内容 事業者の見解 

令和 3 年 8 月 20•21 日の説明会に提出された

(仮称)神宮外苑地区市街地再開発事業「環境影

響評価書案」につき、意見をお送りします。 

 

■球場の騒音被害 

私の住む「北青山 1 丁目住宅」は、「現神宮

球場」から南東に約 130m の地点にあり、ブロ野

球試合中『大音量:応援誘導アナウンス(エコー

振動効果音付き)』が 5 時～9 時頃まで長時間続

き非常に不愉快です。 

「環境影響評価書案」には、「新神宮球場」

から 80m 地点の騒音が 55dB 予測されていて、こ

れは環境基準値(55dB)を下回るとなっていま

す。 

「北青山 1 丁目住宅」は、「新神宮球場」か

ら 80m 地点にあり、現在より大幅に騒音被害を

受けるのは間違いありません。 

上記、環境基準値(55dB)を下回る…これは、

応援観客の騒音を計測した値ではないでしょう

か? 

『大音量:応援誘導アナウンス(エコー振動効

果音付き)』は 80dB以上あると思われます。 

測定値の詳細な算出方法が明記されていない

ため、説得力に欠けます。 

 

野球場からの騒音の予測方法につきまして

は、スタジアム客席上に音源を配置し、騒音の

伝搬理論式を用いた距離減衰により予測してお

ります（評価書案 p.199 参照）。音源について

は、2019 年 7 月 16 日のプロ野球開催時（ヤクル

ト―巨人戦、観客動員数 29,771 人、天候：曇

り）において、球場スタンドから発生する騒音

レベルを測定し、それをもとに計算を行いまし

た。野球場からの騒音につきましては騒音の発

生に配慮するよう、施設利用者に対して夜間の

一定時間の音を抑える対策等の周知を行うなど

の環境保全措置に努めていきます。 
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項 目 3.生物・生態系 

意見の内容 事業者の見解 

外苑のいちょう並木が伐採されると聞きまし

た。 

反対します。 

私は 25年程近くに住んでいました。 

今は品川区に在住しておりますが、思い出の

場所です。 

ヨロシクお願いします。 

 

青山二丁目交差点から聖徳記念絵画館前へと

続く特例都道四谷角筈線沿いの 4 列のいちょう

並木については、全て保存します。 

工事の施行にあたっては、保存するいちょう

並木の生育に影響を及ぼさないよう、計画建物

の地下躯体の配置等に配慮する計画です。ま

た、根周りが歩行者等により踏み固められない

よう、歩行可能な場所を限定し、樹木の保全に

努めます。 

さらに、計画地内の植栽樹を存置もしくは移

植により可能な限り保存するとともに、新たに

植栽された緑地を含めて適切に管理育成を行う

計画としています。 

よって、新宿御苑から赤坂御用地へ連続する

まとまりのあるみどりの骨格を形成する神宮外

苑の豊かな自然環境は維持・保全され、周辺地

域も含めた生物・生態系は維持されるものと考

えます。 

緑の樹木等を減らさない様にお願いします。

環境の良い事は地域住民、区民の切ない希望で

あり願いです。これ以上滅さない様にしてくだ

さい。お願い致します。 
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項 目 3.生物・生態系（つづき） 

意見の内容 事業者の見解 

外苑のいちょうの木は国指定の保護木文化財

です。百年の年月を政財官の協議で切り倒され

ることが出来るのか我々が倒木したりすると犯

罪になります。犯罪はいかにして処罰されます

か。 

 

青山二丁目交差点から聖徳記念絵画館前へと

続く特例都道四谷角筈線沿いの 4 列のいちょう

並木については、全て保存します。 

工事の施行にあたっては、保存するいちょう

並木の生育に影響を及ぼさないよう、計画建物

の地下躯体の配置等に配慮する計画です。ま

た、根周りが歩行者等により踏み固められない

よう、歩行可能な場所を限定し、樹木の保全に

努めます。 

さらに、計画地内の植栽樹を存置もしくは移

植により可能な限り保存するとともに、新たに

植栽された緑地を含めて適切に管理育成を行う

計画としています。 

よって、新宿御苑から赤坂御用地へ連続する

まとまりのあるみどりの骨格を形成する神宮外

苑の豊かな自然環境は維持・保全され、周辺地

域も含めた生物・生態系は維持されるものと考

えます。 

いちょう並木のとなりに住んでいる者です。 

大開発によりいちょう並木は本当にそのまま

の姿でいられるのでしょうか。 

出来上ってからダメでしたというのはないの

でしょうか。考えてください。 

 

近隣住民への配慮が全くなく、緑が破壊され

る。野球場がイチョウ並木のすぐそばに計画さ

れ、歴史的に責重な樹木、植栽が伐採されま

す。イチョウ並木のすぐ東側には八百五十戸の

都営・都民住宅、民間マンション、民家、事業

所ビル等があります。来訪者による影響は深刻

です。 

生物多様性が言われるこのときに、歴史的に

貴重な樹木、植栽が伐採されます。一度破壊さ

れれば取り返しがつきません。 

 

現在のイチョウ並木は都会のオアシス。それ

をコンクリートで固めて環境破壊はやめてもら

いたい。 

イチョウ並木のみならずバックヤードの樹齢

100 年以上の樹木を倒す環境破壊は最悪の判断。

芝生を植えても今の生物生態系を維持できな

い。緑被率を芝生で計算上増加させても CO2 削減

にならないことは、はっきり誰でも理解できる

こと。温暖化の深刻さを理解できない東京は世

界に CO2削減に取り組んでいるとはみなされない

と思う。 

 

いちょう並木は、青山二丁目の財産、宝物、

癒し、等々…限りありません。歴史の絵画館を

のぞむ並木をたとえ数本でも抜く、破壊するこ

とは許し難く考え改めて頂きたく思います。ビ

ジネス・理解はできますが…そのために!? 

地球温暖化の面からも環境を守るべきです！

後の世に残すべきこと、考慮下さい。 

住民の切なる願いをどうぞご理解頂き、都・

区・町の発展を期待いたします。歩み寄ってこ

そです。               
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項 目 3.生物・生態系（つづき） 

意見の内容 事業者の見解 

今回の外苑地区開発事業に反対致します。明

治の先人たちが知恵を集め、100 年後を想定して

作られた木々を現在の人達が利益の為にこわし

てはいけません。現在の我々も 100 年後を、未

来の為に何を残すかを考へ、広い空と樹齢を重

ねた木々を残し、いちょう並木の千年もの樹齢

を重ねられるよう現代の人々が努力をしなくて

はなりません。それには、これ以上の高層ビル

は害をおよぼす以外有りません。樹木を大切

に！切りさかれた空を未来の人々に残してはな

りません、1 回こわしてしまえば再生はむずかし

い。これ以上の開発は是非中止してくださいま

すよう、切に懇願致します。 

 

青山二丁目交差点から聖徳記念絵画館前へと

続く特例都道四谷角筈線沿いの 4 列のいちょう

並木については、全て保存します。 

工事の施行にあたっては、保存するいちょう

並木の生育に影響を及ぼさないよう、計画建物

の地下躯体の配置等に配慮する計画です。ま

た、根周りが歩行者等により踏み固められない

よう、歩行可能な場所を限定し、樹木の保全に

努めます。 

さらに、計画地内の植栽樹を存置もしくは移

植により可能な限り保存するとともに、新たに

植栽された緑地を含めて適切に管理育成を行う

計画としています。 

よって、新宿御苑から赤坂御用地へ連続する

まとまりのあるみどりの骨格を形成する神宮外

苑の豊かな自然環境は維持・保全され、周辺地

域も含めた生物・生態系は維持されるものと考

えます。 

港区在住 70年!! 

大都会の真ん中で外苑の緑と静けさは貴重で

す！ 

いちょう並木は、壊さないで!! 

今のまま残して下さい。 

 

国立競技場の再開発と同様に、安易に景観重

要樹木を切った後に、ザハ・ハデッド氏のデザ

イン案が変更されたり、新しい木々を植樹して

も、これから天災などが起こりやすいと言われ

ている環境で、若い樹木は根付きに時間を要す

るので、この先の長いスパンで起こりうる事も

考慮するべきである。 

都市部に存在する極めて貴重な歴史的経過を

たどった緑の拠点であり、現在の計画では、ま

ちづくりのセンスを本当に兼ね備えている事業

主とは信じ難い。 

長い時間をかけて形成された趣は、今の東京

では大変貴重であり、唯一無二の特別な区域で

ある。 
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項 目 3.生物・生態系（つづき） 

意見の内容 事業者の見解 

事業者は工事の完了後には、新たに植栽され

た緑地が加わることにより、緑被率は、19.8％

となり現況の 16.0％を上回る。緑の体積は

312,815m2 となり、現況の 346,284 m2 を下回る

が、適切に管理育成を行う計画としており、緑

の量の変化の内容及び程度は小さいと考えると

説明していますが、緑被率は、芝を植えること

によっていくらでも増やすことができ、芝生と

林では、緑の内容・質は全く異なる。 

現在、地球温暖化が大きな問題となっていま

す。温室効果ガスの主要な構成要素である C02を

削減するためには、①排出量を減らす ②植物に

よる吸収固定量を増やすことが必要です。 

温暖化対策の一つとして、都市部において②

の吸収源対策を推進するためには都市緑化が重

要です。C02 を蓄積、固定するという意味では、

樹木だけではなく土壌も重要な役割を果たして

います。 

約 100 年近く育った樹木を切って新しい樹木

を植えても、今と同じようになるにはこれから

約 100 年近くかかり、生物・生態系に変化が起

きるのは必然です。 

 

計画地内の植栽樹は存置もしくは移植により

可能な限り保存する計画です。 

新たに植栽された緑地を含め、現況と同様に

樹木の点検や整枝剪定等、適切に管理育成を行

う計画としておりますので、緑被率に加えて緑

の量につきましても変化の程度は最小限に抑え

られていると考えます。 

よって、新宿御苑から赤坂御用地へ連続する

まとまりのあるみどりの骨格を形成する神宮外

苑の豊かな自然環境は維持・保全され、周辺地

域も含めた生物・生態系は維持されるものと考

えます。 
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項 目 3.生物・生態系（つづき） 

意見の内容 事業者の見解 

神宮外苑広場（建国記念文庫）の充実、い

ちょう並木（西側）に緩衝緑地帯を設置するこ

ととし、この場合中央広場（芝生）の縮小はや

むをえないこと。 

1)神宮外苑は絵画館と導入部のいちょう並木、

そして諸施設を囲む豊かな樹林で構成されて

きましたが、樹木は近年でも子供遊園地、大

学校舎、飲食店、ホテル、国立競技場等の建

設のために伐採され続けてきました。さらに

このたびの再開発計画では残された建国記念

文庫周辺の樹林帯を伐採縮小して、裸地同様

の中央広場（芝生中心）を設けようとしてい

ますが、むしろ既存樹木の保護保全に努めて

記念文庫周辺の樹林帯を充実するとともにい

ちょう並木（西側）の個木を保護し、並木全

体の落着いた雰囲気を維持するために新野球

場との間に緩衝緑地地帯を設けて頂きたい。 

2)本案ではいちょう並木西側個木と新野球場壁

との距離は 8 メートル程度しか確保されてい

ません。この空地さえ球場関連施設（投光

塔・スコアボードの基礎部、球場建物の維持

補修用通路等）のために使用されるかまたラ

イトスタンドの下に並木側に向いた商業施設

が設けられる場合はいちょうの下にまで張り

出しデッキでの利用に及ぶことを懸念しま

す。新野球場との間に設ける緩衝緑地は並木

の保全に重要な役割を果たすものであり、結

果として緑陰に乏しい中央広場の縮小もやむ

をえないと考えます。 

 

事業の実施にあたっては、神宮外苑広場（建

国記念文庫）等の植栽樹は存置もしくは移植に

より可能な限り保存するとともに、計画地周辺

に残存する緑地の構成種を中心に植栽し、動植

物の生息環境に配慮した緑化計画により新たな

緑地を創出する計画です。 

工事の施行にあたっては、保存するいちょう

並木の生育に影響が及ばないよう、計画建物の

地下躯体の配置等に配慮します。 

また、樹木の移植及び新植にあたっては、適

切な植栽基盤を確保した上で植付に適した時期

に留意するとともに、必要に応じて適期に根回

しを行い、新規に創出した緑地を含めて適切に

管理育成を行っていくことで緑の量が増加し、

豊かな樹林が形成されるものと考えます。 

よって、新宿御苑から赤坂御用地へ連続する

まとまりのあるみどりの骨格を形成する神宮外

苑の豊かな自然環境は維持・保全され、周辺地

域も含めた生物・生態系は維持されるものと考

えます。 
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項 目 4.日影 

意見の内容 事業者の見解 

(仮称)神宮外苑地区市街地開発事業「環境影

響評価書案」について東京都港区北青山 2-7-26

に所在する分譲マンションメゾン青山(以下「当

マンション」という)の管理組合であるメゾン青

山管理組合法人（以下「当管理組合」という)と

して次の通り意見書を提出致します。 

 

「環境影響評価書案」7.日影・・・より抜粋

「環境保全ため計画地周辺地域への日影の影響

を低減するため複合棟 A 及び事務所棟を南側に

配置した計画としています」としていますが、

当マンション(高さ約 35m)の東側に複合棟 A(高

さ 185m)のような超高層ビルを距離 20m の位置に

建築されることになり、そのことによってメゾ

ン青山の東側住戸は日当たりを失い、1 日中日照

のない部屋になってしまい、著しい被害を受け

てしまうと予想されます。 

 

計画建築物による当該ビルに対する日影は、8

時～16 時のうち日影が最も西に傾く 8 時におい

ても日影がかかることはないと予測しています

（評価書案 p.339参照）。 
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項 目 5.風環境 

意見の内容 事業者の見解 

子供が青山小学校に通っていますが、今でも

伊藤忠のビルによるビル風で歩いていても危な

い状態になることがあります。これが 2 倍以上

の高さになったときのビル風含む安全性に懸念

があります。子供の安全、環境保全、SDG の視点

に逆行したこの計画に反対いたします。 

宜しくお願いします。 

 

青山小学校に通う小学生に対する青山通り沿

いの風環境につきまして、計画建築物建設によ

る計画地周辺地域の変化の程度は、防風対策を

講じることによってほぼ全ての地点で現況と同

程度の風環境を維持することを風洞実験により

確認しております。風環境の変化は低層市街地

相当の領域Ａ、低中層市街地相当の領域Ｂや、

一部中高層市街地相当に対応する領域Ｃであ

り、超高層建築物の足元でみられる風環境とさ

れる領域Ｄは見られませんでした。 

一部、建設前、対策後ともに中高層市街地相

当に対応する領域Ｃになっている地点がありま

すが、東京都環境影響評価条例に基づき、供用

後に１年間の風観測を事後調査として行う予定

です。予測には風環境の改善策として高木、壁

等による防風対策を見込んでおりますが、万

一、予測評価を上回る場合には、港区ビル風要

綱に基づき適切な追加対策を検討していきま

す。今後も事業計画が深度化していく段階で、

必要に応じて防風対策の可能性を検討していき

ます。 

青山小学校の通学路でもあり、現状でも帽子

が風で飛ばされたり、強風の時は自転車が倒れ

る。これ以上高くしたらもう通れない。少なく

ともオラクルビルよりは低くしてほしい。 

 

今現在でも青山通りのビル風は強く、大人で

も日ガサをさせません。まして雨の日、特に台

風の時など、小学生や高齢者の方などカサをさ

さずとも風にあおられて危険を感じています。

沿道建築物の高さの調和に考慮するとともに、

ビル風にもぜひご配慮いただくよう都の指導・

監督をお願いします。 

 

現在の伊藤忠ビル周辺では風雨の強い時には

歩行が困難な程の強風になるのを長年経験して

います。私は神宮外苑テニススクールに長年

通っていることもあり、テニススクールに行く

時やその近所へ出掛ける時に天候不良の場合、

出来るだけ伊藤忠ビル周辺の強風を避ける為、

青山墓地寄りの道路を利用するなどしていま

す。 

(仮称)神宮外苑地区市街地再開発事業により

更に高層階のビルが建てられると、当該ビルか

ら青山通り周辺の強風は一層強いものとなるの

は自然なことと考えられます。 

このような危険を引き起こす可能性のあるビ

ル建築は絶対に反対です。 
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項 目 5.風環境（つづき） 

意見の内容 事業者の見解 

伊藤忠商事本社ビルの高層化は現在でもビル

風の影響を実感しているので、この地域に高層

ビルがあることは生活上のリスクとしか考えら

れない。ＳＤＧｓを取り組んでいる企業であれ

ば解決法があるはずと思う。 

東京都環境局御中 

「東京 2020 大会後の神宮外苑地区のまちづく

り指針（ガイドライン）」を遵守するよう事業

者をご指導していただきたいし、必ずそのよう

にできると考えています。 

以上 

 

青山通り沿いの風環境につきまして、計画建

築物建設による計画地周辺地域の変化の程度

は、防風対策を講じることによってほぼ全ての

地点で現況と同程度の風環境を維持することを

風洞実験により確認しております。風環境の変

化は低層市街地相当の領域Ａ、低中層市街地相

当の領域Ｂや、一部中高層市街地相当に対応す

る領域Ｃであり、超高層建築物の足元でみられ

る風環境とされる領域Ｄは見られませんでし

た。 

一部、建設前、対策後ともに中高層市街地相

当に対応する領域Ｃになっている地点がありま

すが、東京都環境影響評価条例に基づき、供用

後に１年間の風観測を事後調査として行う予定

です。予測には風環境の改善策として高木、壁

等による防風対策を見込んでおりますが、万

一、予測評価を上回る場合には、港区ビル風要

綱に基づき適切な追加対策を検討していきま

す。今後も事業計画が深度化していく段階で、

必要に応じて防風対策の可能性を検討していき

ます。 

本事業につきましては、神宮外苑地区は「東

京 2020 大会後の神宮外苑地区のまちづくり指

針」等において、大規模施設の連鎖的な建て替

えや青山通り沿道等の土地の高度利用を促進

し、魅力ある複合市街地を形成することとして

います。本計画は、こうした上位計画に基づき

魅力ある複合市街地を実現することを目的とし

て実施します。 

現在の高さ 90m でさえ、ビル風がひどく歩く

時に大変危険で、怖い思いをしているのに(身体

に障害があるので特に)、計画では 190m の高さ

になると聞いています。これは大変に危険な大

風になり私素はもとより、近くに青山小学校も

ある為、子供達が通学するのも本当に危険だと

思います。 

※東京都におかれましては、「東京 2020 大会

後の神宮外苑地区のまちづくり指針」(ガイドラ

イン)を順守するよう事業者をご指導して下さる

様、是非とも宜しくお願い申し上げます。 

 

現行のビル（伊藤忠 90 メートル）でさえ少し

風の強い日には飛ばされそうになり、身の危険

を感じる。傘の骨が折れてしまうので、傘も差

せない。去年は、何本もの街路樹が折れてし

まった。今後の環境悪化を考えると、認可され

るのはおかしいと思う。 
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項 目 5.風環境（つづき） 

意見の内容 事業者の見解 

私は昭和 56 年から平成 21 年まで北青山一丁

目の都営アバートで子育てをし、いまでも北青

山一丁目の事務所で仕事をしています。外苑地

区は都心にありながら自然豊かな場所です。天

皇陛下が愛子様と遊びにいらしたこともある通

称 50円公園もありました。 

この度開発計画(環境影響評価書案)閲覧して

みましたが、私には量的にも内容も読み込むこ

とは難しいものでした。たた、いくつか申し上

げたい。 

ーつには風の問題です。30 年も前の話です

が、子どもたちは学校の帰り道に伊藤忠の建物

の前を通るために何本もの傘を風に折られまし

た。また数年前の台風では街路樹が何本も根こ

そぎ倒れ、歩道を塞ぎました。問題ないという

数値のことはよくわかりませんが、想定外だっ

たと後からいうことは簡単です。しかし現実に

今までも恐ろしい思いをしてきました。伊藤忠

の建物の事だけを言うのではありません。地下

鉄外苑駅の出口付近から青山一丁目までの 246

の通りは台風の頃や、季節によって風向きが変

わり荷物を持って歩くことも大変な時期があり

ます。歩道橋も恐くて歩けません。この先再開

発に観光地としてこの地区を考えるならばこの

風の流れと影響をもっとよく考えていただきた

いです。 

 

青山通り沿いの風環境につきまして、計画建

築物建設による計画地周辺地域の変化の程度

は、防風対策を講じることによってほぼ全ての

地点で現況と同程度の風環境を維持することを

風洞実験により確認しております。風環境の変

化は低層市街地相当の領域Ａ、低中層市街地相

当の領域Ｂや、一部中高層市街地相当に対応す

る領域Ｃであり、超高層建築物の足元でみられ

る風環境とされる領域Ｄは見られませんでし

た。 

一部、建設前、対策後ともに中高層市街地相

当に対応する領域Ｃになっている地点がありま

すが、東京都環境影響評価条例に基づき、供用

後に１年間の風観測を事後調査として行う予定

です。予測には風環境の改善策として高木、壁

等による防風対策を見込んでおりますが、万

一、予測評価を上回る場合には、港区ビル風要

綱に基づき適切な追加対策を検討していきま

す。今後も事業計画が深度化していく段階で、

必要に応じて防風対策の可能性を検討していき

ます。 
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伊藤忠本社の高さが、今の倍の高さになって

も、ビル風の強さは、同じですと云っていま

す。 

6F に防御壁を建てて、大小の木を植えるのだ

そうです。との事ですが、それは、青山通りを

歩いている人、自転車にのっている人の事では

ないと思います。 

今でも風の強い日は、まっすぐは歩けませ

ん。 

カサもこわれてしまいます。 

青山小学校の通学路なのにですよ。 

風の強い日に来てみて体験して下さい。 

 

青山通り沿いの風環境につきまして、計画建

築物建設による計画地周辺地域の変化の程度

は、防風対策を講じることによってほぼ全ての

地点で現況と同程度の風環境を維持することを

風洞実験により確認しております。風環境の変

化は低層市街地相当の領域Ａ、低中層市街地相

当の領域Ｂや、一部中高層市街地相当に対応す

る領域Ｃであり、超高層建築物の足元でみられ

る風環境とされる領域Ｄは見られませんでし

た。 

一部、建設前、対策後ともに中高層市街地相

当に対応する領域Ｃになっている地点がありま

すが、東京都環境影響評価条例に基づき、供用

後に１年間の風観測を事後調査として行う予定

です。予測には風環境の改善策として高木、壁

等による防風対策を見込んでおりますが、万

一、予測評価を上回る場合には、港区ビル風要

綱に基づき適切な追加対策を検討していきま

す。今後も事業計画が深度化していく段階で、

必要に応じて防風対策の可能性を検討していき

ます。 

伊藤忠のビル風で、青山小学校の子供が通学

中に転倒しそうになった事が何回かあります。

もっと高いビルを建てるのでしたら、ビル風も

考慮したデザイン設計宜しくお願いします。 
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はじめに 

本意見書は、標記事業の環境影響評価書案が

公開されたことを受けて、主に風環境につい

て、ビル風危害の問題を指摘するものです。 

また、筆者は、計画地の周辺一帯が都心にお

けるヒートアイランド現象の緩和に重要な役割

を果たす場所であると認識しており、本環境評

価に加えて国のガイドラインに示されている

ヒートアイランド現象の改善策の一つ「連続し

た緑地と風の道の確保」の観点からも専門家を

交えて事業の一部の変更を検討すべきと考えま

す。 

事業者は、本意見書について課題点を捉え、

適正なる改善策を示す必要があります。 

 

意見１ 

筆者は、事業者が、風環境評価の再実施を行

い、その結果を踏まえた問題解決策を提示し実

行することを求めます。 

まず、本風環境評価は、現在・建替後・改善

策後の 3 パターンを縮尺 1/600 模型による風洞

実験により、風速予想を行なっています。風速

は、旧東京管区気象台における平成 9 年 1 月か

ら 10 年問の調査による風向・風速値をもとに、

強さの基準を昭和 61 年、35 年前に発表された民

間団体の論文に照らしています。 

この基準値は、A～D の 4 段階の設定で、それ

ぞれ年間平均の風速値、日最大年間平均風速値

(以下[]内記載)で評価しています。 

A 住宅地としての風環境または比較的穏やかな

風環が必要な場所[2.9m/秒以下] 

B 住宅地・市街地としての風環境一般的風環境

[4.3m/秒以下] 

C 事務所街としての風環境または比較的強い風

が吹いても我慢できる場所[5.6m/秒以下] 

D 超高層建物の足元でみられる風環境、一般に

は好ましくない風環境[5.6m/秒超] 

筆者が注目するポイントは、事務所棟南面の

以下 13地点の計測結果です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

風環境につきましては、ご指摘頂きましたと

おり縮尺 1/600 模型による風洞実験により予測

を行っております。 

実験に用いた上空風のデータにつきまして

は、平成 19 年以降に観測所が北の丸公園に移設

され、周囲に千代田区の庁舎等の高さのある建

物があるため、観測データとしては大手町の方

が望ましいと考え、大手町でのデータを採用し

ています。 

ご指摘頂きましたとおり青山通り沿いの No.36

地点及び No.79 地点につきましては、現況の領

域 A から領域 B に風環境が変化しますが、領域 B

は低中層市街地相当の風環境であり、計画地周

辺の環境に許容される風環境と考えます。 

また、風環境はご指摘のとおり突風の発生確

率で評価するものですので、累積頻度 95％の風

速（日最大平均風速の年平均）についても考慮

して予測を行っております。 

同じく青山通り沿いの No.79～81 地点の風環

境につきましては、計画建築物の建設による計

画地周辺地域の風環境の変化の程度は、ほとん

どの地点で現況と同程度を維持すると考えられ

ます。風環境の変化は低層市街地相当の領域 A、

低中層市街地相当の領域Ｂや、一部中高層市街

地相当に対応する領域Ｃであり、超高層建築物

の足元でみられる風環境とされる領域Ｄは見ら

れませんでした。 

一部、建設前、対策後ともに中高層市街地相

当に対応する領域Ｃになっている地点がありま

すが、東京都環境影響評価条例に基づき、供用

後の事後調査として１年間の風観測を行う予定

です。予測には風環境の改善策として高木、壁

等による防風対策を見込んでおりますが、万

一、予測評価を上回る場合には、港区ビル風要

綱に基づき適切な追加対策を検討していきま

す。 

また、風環境の現況調査につきましては、地

表付近では年により気象条件が変化するため建

設前後での比較を行うことが出来ません。その

ため、東京都環境影響評価技術指針に基づき、

気象条件を建設前後で揃えた風洞実験により調

査を行いました。 
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※地点 79(伊藤忠プラザ前)、36 は、改善策後

も現状より悪化 

※80(横断歩道)現在 C 3.9m/秒→計画 D 

5.5m/秒→ 計画改善策 C 4.5 m/秒 

現在 C と計画改善策後 C は同じではなく風速

値は強く、悪化しています。 

表 2.6-4(1)81 地点のレーダーチャートを見る

と「北東」で現状より倍近く、改善策後でも

「東北東」「南」「南南東」「東南東」の風速

が大幅に増加しています。 

 

事務所棟(190 メートルの超高層ビル)の建替

後、ビル風による悪化は明らかです。 

これに対する改善結果の判定は、大雑把な 4

段階 A～D で、数値(m/秒)による適切な評価が濁

されているように見えます。 

また、累積頻度 95%(日最大平均風速の年平均)

で評価するに留まり、現況の突風および突風の

変化を除外し解明していません。 

8.9.2 予測の予測事項については「平均風向、

平均風速および最大風速などの突風の状況なら

びにそれらに変化する地域の範囲および変化の

程度」と記載されているにもかかわらず、特定

の風向における悪化状況や「突風」の状況につ

いて改善すべき点から抜け落ちています。 

本風環境評価はすでに述べたように、昭和 61

年(35 年前)の基準によるもので、これについ

て、8 月 20 日説明会において、事業者側から

「残念ながら近況を反映したものとは言い難

い」との説明がありました。事業者としては適 

正な手法で評価したいが、そのようなものは見

つからないということです。 

今日の気象状況下において、肝心な突風の変

化という項目を除外し、自ら適正を欠くと判断

していることに対し看過できるものではありま

せん。 

さらに、この地点が現状どのような場である

かについても認識が不足しています。 

地点 79～81 は事務所街ではなく学童や高齢者

を含む周辺住民の生活の場でもあり、多くの

人々が訪れる場です。 

本事業の周辺は外苑前各スポーツ施設を除い

て、戸建・共同住宅、事務所、店舗の三者が共

存し活気ある街です。また、緑地が豊かで銀杏

並木が色づく時期やお彼岸の墓参り、桜で覆わ

れる季節はここを始点に六本木～芝公園に至る

散策コースが人気で多くの訪問客が散策を楽し

んでいます。 

こうした場において、住む「人」訪れる

「人」を主体に据えるのは当然配慮すべき視点 

前ページ参照。 
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で、港区ビル風対策要綱にもこの視点に十分配

慮することとの記載があります。大事な点を見

過ごしています。 

筆者が参加した令和 2 年 1 月以降の本事業説

明会において、現在でも伊藤忠建物南面の鋪

道、横断歩道付近(地点 79～81)は強いビル風危

害を訴える意見が多く寄せられていました。こ

の「赤坂消防署入口」交差点前や横断歩道で

は、強風で足が前に出ない、傘が差せない、差

すと壊れる等危険に晒されるという訴えです。 

青山小学校児童(211 名)や高齢者(赤坂地区高

齢化率 20.3％)が通学やメトロを使う際にはここ

を往来します。この地点に来ていきなり強いビ

ル風に襲われるため後戻りして迂回することが

できません。家人は歩行器に頼る障がい者です

が、通院時、この事態に遭遇すると介助がない

と吹き飛ばされてしまいます。 

最大に強いビル風に起因する事故に見舞われ

る可能性があります。歩行者がそれを科学的に

証明し責任の所在を示すことは不可能です。こ

の環境評価の時期にこそ本意見書を通して実情

を公にしたいと思います。 

さて、評価方法の一案を申し上げます。ま

ず、住民から最も劣悪と指摘がある伊藤忠商事

建物の東西南北地上部における地点全数だけで

も今秋から直ちに年間通して現状データを取っ

て下さい。現状実測データと上記風洞実験の差

異を計数化し、計画建築物の模型によるデータ

に乗じて風環境評価値を算出し、それを受けて

改めて改善策を検討してください。A～D の評価

軸ではなく、突風など最大風速値でも示してく

ださい。 

改善策は建物の隅切りや下降風抑止対策、地

上部の防風壁、樹木植栽だけで保全が可能とは

いえません。ビル風対策には高木などの植栽が

有効とありますが、横断歩道上に植栽は不可能

です。建物の高さと形状を再度見直すことが正

道と考えます。 

この地は、霞が関、虎ノ門等の事務所街では

ありません。 

超高層化の風環境で、お墓参りの人々を吹き

飛ばして歩行者の自己責任と言い放つ方針でし

ようか。 

現状でもビル風危害があると複数の住民が

言っているのですから、建替えするのであれば

環境保全ではなく環境改善でなければなりませ

ん。改善(カイゼン)をめざすことこそ本事業に

名を連ねる世界に誇る商社であり不動産開発会

社の責務ではないでしょうか。 

 

前ページ参照。 

 

357,(仮称)神宮外苑地区市街地再開発事業,評価書案に係る見解書



 

- 79 - 

 

項 目 5.風環境（つづき） 

意見の内容 事業者の見解 

現在でも、伊藤忠ビルの前は、少しでも風が

ある日は大変です。 

伊藤忠ビルの前と、墓地へ向かう通りはすご

い風が吹きます。伊藤忠の従業員ならだれでも

体験しているはずです。 

前々から、伊藤忠前の横断歩道橋は、青山小

学校の通学路でしたが、最近は風害を避けるた

めに、イチョウ並木前の横断歩道を渡り、南青

山 2 丁目側に、外苑前の横断歩道を渡り、南青

山 2丁目側に行くコースを使っています。 

環境影響評価では、大した影響が出ないとい

う予測になっているけれども、実態はさらにひ

どくなることは間違いありません。 

今回は、伊藤忠ビル、現在約 90 メートルが

190 メートルに建て替え、近くに 185 メートルの

複合ビルが計画されています。間を抜ける風の

発生が予想されます。そうなると、今まで以上

に広範囲に風の影響がでます。 

ビルの形状を変えたり、樹木を植えて風の影

響を軽減させようとしても、ほとんど効果はで

ません。 

風の影響をなくすためには、超高層ビル、高

層ビルの建設はやめる必要があります。 

併せて、気候変動、異常気象が言われていま

す。様々な省エネ対策を施すとはいえ、超高層

ビルを建てることによる C02 排出量の増加が懸念

されます。生命を脅かすことにつながる、これ

以上の超高層ビルはやめること。 

 

青山通り沿いの風環境につきまして、計画建

築物建設による計画地周辺地域の変化の程度

は、防風対策を講じることによってほぼ全ての

地点で現況と同程度の風環境を維持することを

風洞実験により確認しております。風環境の変

化は低層市街地相当の領域 A、低中層市街地相当

の領域Ｂや、一部中高層市街地相当に対応する

領域Ｃであり、超高層建築物の足元でみられる

風環境とされる領域Ｄは見られませんでした。 

一部、建設前、対策後ともに中高層市街地相

当に対応する領域Ｃになっているところがござ

いますが、こちらについては、東京都環境影響

評価条例に基づき、供用後に１年間の風観測を

事後調査として行う予定です。予測には風環境

の改善策として高木、壁等による防風対策を見

込んでおりますが、万一、予測評価を上回る場

合には、適切な追加対策を検討していきます。

今後も事業計画が深度化していく段階で、必要

に応じて防風対策の可能性を検討していきま

す。 

また、計画地内での緑化の推進や、自然エネ

ルギーの利用についても積極的に取り組み、二

酸化炭素の排出の抑制を目指す計画です。 
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事業者は、計画建築物の存在により領域 C(中

高層市街地相当の風環境)となる地点が計画地北

側、西側、南側に 6 地点、領域 D(強風地域相当

の風環境)となる地点が計画地南側に 1 地点生じ

ると予測するが、植栽等による防風対策を講じ

ることにより、これらの地点は、計画地南側の

青山通り沿いは領域 C または B(低中層市街地相

当の風環境)に、それ以外は領域 B となり、風環

境は改善されると予測するとしているが、伊藤

忠本社ビルの高さが現在 90m。計画では倍以上の

190m になりますが、現在も建物南側 1 地点に領

域 C(中高層市街地相当の風環境)があります。 

高さが倍以上になって、現在でも強風を感じ

られる領城 C 地点が 1 地点から 6 地点に増加

し、さらに最高の領域 D(強風地域相当の風環境)

が 1 地点増えると予測しているにも関わらず、

建物南側(青山通り)に防風対策として高木(7～

10m の常緑樹)と高さ 6m の壁を作ると、現在と同

じ風環境が維持されるというのは全く信じられ

ない。 

今でも少し風が強い日は、歩いていると飛ば

されそうになり身の危険を感じる。また、風の

吹く雨の日には傘が壊されたり、傘が差せな

い。 

青山通りの外苑東通りから外苑西通りの区間

は欅が街路樹として植えてありますが、無残に

もビル風と思われる強風で折れ(写真 1 参照)、

現在 26 本が新しい苗木に植え替えられていま

す。 

近くには青山小学校があり、通学路の為、子

供たちは強風の日には風に飛はされそうで怖い

と言ってます。 

今回のデータは風洞実験によるものですが、

スーパーコンピュータ富岳による流体数値解析

(CFD)データでも風環境を証明してもらいたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

風洞実験による方法は、今回の施設と同様の

高層建築物の風環境検討において一般的に用い

られている方法であり、信頼のおける方法とさ

れています。 

上空風のデータにつきましては、平成 19 年以

降に観測所が北の丸公園に移設され、周囲に千

代田区の庁舎等の高さのある建物があるため、

観測データとしては大手町の方が望ましいと考

え、大手町でのデータを採用しています。 

一部、建設前、対策後ともに中高層市街地相

当に対応する領域Ｃになっている地点がありま

すが、東京都環境影響評価条例に基づき、供用

後に１年間の風観測を事後調査として行う予定

です。予測には風環境の改善策として高木、壁

等による防風対策を見込んでおりますが、万

一、予測評価を上回る場合には、港区ビル風要

綱に基づき適切な追加対策を検討していきま

す。今後も事業計画が深度化していく段階で、

必要に応じて防風対策の可能性を検討していき

ます。 
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風環境の環境影響評価書案について 

①風環境評価内容が実態に即しておらず評価の

内容に過小評価されている可能性があり、実

態に即したアセスメントをすべきではないで

しようか。（特に、事務所棟の青山通り側) 

・原案では風のデータを平成 9 年 1 月から平成

18 年 12 月の 10 年間の大手町での気象データ

で算定したと説明会では説明され、直近デー

タがないとの説明でしたが、なぜ直近データ

を探して使用しないのか、現地の観測データ

に基づいたアセスメントになっていないか疑

問です 

・仮にデータがないのであれば、いくつかの気

象条件で風向等も含めて実地調査をしてデー

タを収集してシュミレーションすべきではな

いでしようか。 

・現状でも一定以上の風速を超えると特有のビ

ル風が吹き、雨の日は傘もさすことも難しく

風で飛ばされたゴミも青山通りには散乱する

日もあります。青山墓地からの道路が風の通

り道になり、青山小学校の通学路であること

を鑑みれば安全の確保という点からも軽視す

べき問題ではないと思われ、多くの住民の方

からの質問が多数でた項目です。近隣に小学

校や住宅地もあり、ビジネス街に高層ビルを

建設する案件とは明らかに条件が異なりま

す。 

・また強風で街路樹が折れたり数年前は伊藤忠

の向いの工事現場から囲いが落下するなどの

被害が年々でてくるようにもなっており、昨

今の異常気象の影響変化を考慮したデータか

つ、実態に即して再度アセスメントを実施す

ることを強く希望します。 

 

②評価基準の妥当性判断について 

・評価基準で建築後も領域が概ね範囲内におさま

るとの判断ですが、上記のとおり楽観的なデー

タではなくて保守的なデータで検証、更に算定

地域を増やしてアセスメントをし直すべきでは

ないでしようか。 

・8 月に実施された説明会では、設計事務所から

風の影響は今と同程度との説明がなされました

が、何を根拠にそのような回答となるのか示さ

れず、尚且つ楽観的なシナリオでの説明では説

明責任は果たされていないと思われます。 

③防風対策について 

・説明会では、建築後 1 年間はフォローして対策

を講じるとのことでしたが、建てた後では対策

は限定的となり抜本的な対策にはならない可能

性があります。 

上空風のデータにつきましては、平成 19 年以

降に観測所が北の丸公園に移設され、周囲に千

代田区の庁舎等の高さのある建物があるため、

観測データとしては大手町の方が望ましいと考

え、大手町でのデータを採用しています。 

また、風環境の現況調査につきましては、年

により風の吹き方が違ってまいりますので、東

京都環境影響評価技術指針において風洞実験に

より調査することとなっています。 

青山通り沿いの風環境につきまして、計画建

築物建設による計画地周辺地域の変化の程度

は、防風対策を講じることによってほぼすべて

の地点で現況と同程度の風環境を維持すること

を風洞実験により確認しております。風環境の

変化は低層市街地相当の領域 A、低中層市街地相

当の領域Ｂや、一部中高層市街地相当に対応す

る領域Ｃであり、超高層建築物の足元でみられ

る風環境とされる領域Ｄは見られませんでし

た。 

一部、建設前、対策後ともに中高層市街地相

当に対応する領域Ｃになっているところがござ

いますが、こちらについては、東京都環境影響

評価条例に基づき、供用後に１年間の風観測を

事後調査として行う予定です。その結果、予測

評価を上回る場合には、適切な追加対策を検討

していきます。今後も事業計画が深度化してい

く段階で、必要に応じて防風対策の可能性を検

討していきます。 

防風対策につきましてはエリア全体として上

記の風洞実験に高木、壁及びパーゴラを再現し

ました結果、計画地南側の青山通り沿いは領域 C

または B(低中層市街地相当の風環境)となり、風

環境は改善されると予測しました。 
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・もう少しデータに基づき 対策を事前に真剣に

検討して頂くことを事業者には望みます。 

 

④検討プロセスの記録化について 

・説明会でも多くの方が風環境について懸念を示

されているように住民の関心も高いことを鑑

み、議論の結果だけでなく検討のプロセスにつ

いても議事録等で後日確りと検証できるような

文書管理をお願いします。 

・後日何か事象が発生した際に、責任の所在を

明確にして検証できるようにすることが必要

と思われます。 

 

建築計画自体に異を唱えるものではなく、確

りとしたアセスメントと納得性のある説明をし

ていく姿勢を望みます。 

 

防災をコンセプトの一つにしていると説明会

でもありましたが、まさに風対策は防災の一環

でもあり建築ありきではなく全体の整合性のと

れた方針で臨むのが行政、事業主体の責任と考

える次第です。 

 

感情論も一部にはあり苦労されているとは推

察しますが、観測データとそれに基づく根拠で

説明すべきて、ただ説明会は開催すればいいと

いうものではないはずです。 

もう少し緊張感を持って計画の検証、住民説

明に向き合う必要があると思われます。 

責任ある大企業としての説明責任は重いと感

じます。 

 

上記、ご検討の程をよろしくお願い申し上げ

ます。 

 

前ページ参照。 
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複合棟 A の真正面となる北青山 2 丁目の住宅

への影響はほとんど計算されておらず、説明会

で公表された建設後の景観写真についても、青

山一丁目交差点や表参道交差点からの写真だけ

で、住宅の多い北青山 2 丁目からの写真はなぜ

か見せていただけませんでした。もっとも影響

が及び、景観に大きな変化がもたらせるため、

住民に気づかれないよう、巧妙に隠しておられ

るようにも思えました。 

ちなみにわが家は、複合棟 A が建つことで空

がほとんど見えなくなります。 

 

景観の選定につきましては、周辺には高層建

築物が多く、不特定多数の人が集まる交差点や

公園等の眺望可能な地点を選定しました。ま

た、眺望可能な地点が同じ通り沿いで複数ある

場合は、代表した地点のみ選定しています。 

青山 2 丁目につきましては、計画地から至近

距離にあることから、圧迫感の予測を行ってお

ります（No.2：青山高校前地点）。複合棟 A の

建設により形態率は上昇しますが、計画地及び

その周辺には、高木等、歩行者動線とも連携し

た緑化を行い、地区特性に応じたメリハリのあ

る緑化を推進することにより、計画建築物によ

る圧迫感の低減に努めます。 

銀杏並木の景観について、計画では緑を減ら

さないかのように取り繕っているが所詮木を倒

して人工的な芝をふやすだけのまやかし。そも

そも明治神宮は自然を守る立場のはずであり、

不動産屋の誘いに簡単に乗っかってはいけな

い。 

 

青山二丁目交差点から聖徳記念絵画館前へと

続く特例都道四谷角筈線沿いの 4 列のいちょう

並木については、全て保存します。 

さらに、計画地内の植栽樹を存置もしくは移

植により可能な限り保存するとともに、新たに

植栽された緑地を含めて適切に管理育成を行う

計画としています。 

よって、新宿御苑から赤坂御用地へ連続する

まとまりのあるみどりの骨格を形成する神宮外

苑の豊かな自然環境は維持・保全されるものと

考えます。 

本事業につきましては、神宮外苑地区は「東

京 2020 大会後の神宮外苑地区のまちづくり指

針」等において、大規模施設の連鎖的な建て替

えや青山通り沿道等の土地の高度利用を促進

し、魅力ある複合市街地を形成することとして

います。本計画は、こうした上位計画に基づき

魅力ある複合市街地を実現することを目的とし

て実施します。 

絵画館前いちょう並木の景観維持について、

歴史ある風情の保存を切に希望します。 

以上、「東京 2020 大会後の神宮外苑地区のま

ちづくり指針」の遵守を事業者に徹底するよう

ご指導賜りたくお願い申し上げます。 
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外苑の銀杏並木は自分が生まれ育った地域の

シンボルです。 

今でも憩いの場として利用しています。 

現在の雰囲気や景観は壊さずに、今のまま残

すような設計をお願いします。 

 

青山二丁目交差点から聖徳記念絵画館前へと

続く特例都道四谷角筈線沿いの 4 列のいちょう

並木については、全て保存します。 

工事の施行にあたっては、保存するいちょう

並木の生育に影響を及ぼさないよう、計画建物

の地下躯体の配置等に配慮する計画です。ま

た、根周りが歩行者等により踏み固められない

よう、歩行可能な場所を限定し、樹木の保全に

努めます。 

さらに、計画地内の植栽樹を存置もしくは移

植により可能な限り保存するとともに、新たに

植栽された緑地を含めて適切に管理育成を行う

計画としています。 

よって、新宿御苑から赤坂御用地へ連続する

まとまりのあるみどりの骨格を形成する神宮外

苑の豊かな自然環境は維持・保全されるものと

考えます。 

 また、青山二丁目交差点からの眺望を見ます

と並木に面して野球場棟が出現しますが、計画

建築物が視野に占める割合は現況とほぼ変わら

ないと予測します（評価書案 p.401参照）。 

外苑のいちょう並木は、世界的に有名です。

単に 4 列いちょうの木が並んでいるだけではな

く、木の根を守る緑道と銀杏のトンネルの静寂

な景観が他に例を見ない。 

都民・国民の財産です。 

是非、壊さないで今のままの残して下さい。 

 

愛着をもっている銀杏並木の景観が変わって

しまうのは、レガシーとして残るべき風景が損

われてしまうと思うと悲しく切なくなります。

是非このままの姿で未来の人達に受け取ってほ

しいと願います。 

 

外苑いちょう並木は、いちょうのトンネルの

静寂な景観が世界的にも有名です。 

それは、ただいちょうの木が並んでいるだけ

の風景では無く、いちょうの周りを他の木々が

囲っていてそのお陰で住宅や他の建物等が見え

なくなり、静寂で素敵な雰囲気を作り出してい

ます。 

外苑の空が開けている景観は将来に残すべき

です。 

この様な景観は他には無く都民、国民の財産

です。 

今のままのいちょう並木の景観をどうか壊さ

ないで残して下さい。 

 

明治神宮外苑のいちょう並木の現状保存を希

望致します。 

青山小学校を母校とする者には、とても大切

な物です。 

絵画館へ向かっての景観は、バスの車窓から

青山通りを行き交う歩道から、必ず眺める程、

生活に欠かせる事の出来ないオアシスです。 

人が生きるために大切な自然を守る事を忘れ

ないでください。 

1度失った命は 2度と戻りません。 

 

外苑のいちょう並木は有名です。木の根を守

る緑道と銀杏のトンネルの景観は他に例をみな

いです。是非こわさないで今のまま残して下さ

い。 
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いちょうの木の景観を壊し、芝生を増やして

も緑を増やしたことには、ならない。 

現在、地球温暖化の問題が言われている今の

時代に逆行するのでは？ 

世界的に重要な 100 年も続いた景観のこの銀

杏並木をどうか壊さずに保存して頂きたい。 

 

青山二丁目交差点から聖徳記念絵画館前へと

続く特例都道四谷角筈線沿いの 4 列のいちょう

並木については、全て保存します。 

工事の施行にあたっては、保存するいちょう

並木の生育に影響を及ぼさないよう、計画建物

の地下躯体の配置等に配慮する計画です。ま

た、根周りが歩行者等により踏み固められない

よう、歩行可能な場所を限定し、樹木の保全に

努めます。 

緑の量につきましては、計画地内の植栽樹は

存置もしくは移植により可能な限り保存すると

ともに、計画地周辺に残存する緑地の構成種を

中心に植栽し、動植物の生息環境に配慮した緑

化計画により新たな緑地を創出する計画です。 

また、樹木の移植及び新植にあたっては、適

切な植栽基盤を確保した上で植付に適した時期

に留意するとともに、必要に応じて適期に根回

しを行い、新規に創出した緑地を含めて適切に

管理育成を行っていくことで緑の量が増加し、

豊かな樹林が形成されるものと考えます。 

以上のことから、新宿御苑から赤坂御用地へ

連続するまとまりのあるみどりの骨格を形成す

る神宮外苑の豊かな自然環境は維持・保全され

るものと考えます。 

外苑の銀杏並木は、世界に誇れる並木です。4

列の木だけは残すとのことですが、左側も木の

根を守る緑道も残して、景観を残して下さい。 

この都会の中で、神宮外苑の緑と静けさは、

大切な場所であり、貴重です。 

歩いていると、緑にかこまれて、風が通りぬ

けて光が、いい感じに見えます。 

日本の中にも、他の国にもなかなかない風景

です。 

パリのエッフェル塔がステキなのは、回りに

高い建物が無いからです。 

世界にも知られいる神宮の銀杏並木を、写真

とちがうね、ガッカリだねとならないよう、今

のままで残してください。 

景観を大事にして下さい。 

よろしくお願い致します。 

100 年先に、あの時、残して良かったねと言い

たいものですね。私達の子孫が！ 

 

 

357,(仮称)神宮外苑地区市街地再開発事業,評価書案に係る見解書



 

- 86 - 

 

項 目 6.景観（つづき） 

意見の内容 事業者の見解 

外苑の銀杏並木は四季を通して有名です。単

に 4 列の銀杏の木が並んでいるだけでなく、木

の根を守る緑道と銀杏のトンネルの静寂な景観

が他に例を見ない。 

区民、都民の財産です。 

野球場が銀杏並木に接して造られると、外野

スタンドの上に張られた防球フェンスは銀杏の

高さまでになり、銀杏並木の景観は台無しで

す。 

野球場を造るなら銀杏の木から離して、景観

を壊さないで戴きたい。 

外苑の空が開けている景観は将来も残すべき

です。 

東京都の指導・監督を期待します。 

 

青山二丁目交差点から聖徳記念絵画館前へと

続く特例都道四谷角筈線沿いの 4 列のいちょう

並木については、全て保存します。 

工事の施行にあたっては、保存するいちょう

並木の生育に影響を及ぼさないよう、計画建物

の地下躯体の配置等に配慮する計画です。ま

た、根周りが歩行者等により踏み固められない

よう、歩行可能な場所を限定し、樹木の保全に

努めます。 

また、青山二丁目交差点からの眺望を見ます

と並木に面して野球場棟が出現しますが、計画

建築物が視野に占める割合は現況と概ね変わら

ないと予測しています（評価書案 p.401 参

照）。なお、防球ネットの高さについては継続

検討していきます。 

景観につきましては、今後、景観行政団体で

ある港区や新宿区と協議を行い、「港区景観計

画」及び「新宿区景観形成ガイドライン」に示

される景観形成等の基本理念との整合を図って

いきます。 

外苑のいちょう並木の景観は、日本のみなら

ず世界に誇れる美しさです。財産です。是非壊

さずにこのまま残してください。 

野球場がいちょう並木に接して造られると防

球ネットがいちょう並木からの景観に入り込

み、台無しになってしまいます。 

空にむかっていちょう並木がまっすぐ伸びて

いる美しさを残すべく、都の指導・監督をお願

いします。 

 

色々な地域の中でいちょう並木を日々の散歩

コースにと現自宅を購入しました。オリンピッ

クでの景観は止むを得ないと感じていました

が、さらに防球ネットにより景観が台なしにな

るのは残念です。想像以上に市民の憩の場に

なっていることをご理解の上指導監督をお願い

致します。 
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神宮のイチョウ並木は東京の秋を代表する風

景に取り上げられます。都会的で、かつ洗練さ

れた美しさがあります。世界に誇れるイチョウ

並木です。両脇に緑地があり、ゆったりしてい

て空間が感じられる場所です。青い空にイチョ

ウの黄色が映え、美しさを際立たせています。

風景は物なり、現象が空間に収まって落ち着

き、構成され美しさ、特徴を備えるものだと思

います。外苑のイチョウ並木は木々のスケール

の大きさ、配列、背景が感動を呼ぶ要素だと思

います。 

イチョウ並木の一部が伐採、背後に無機質の

ビルが建てられると聞き及び悲しくなりまし

た。イチョウを残して空間を広く取るように計

画を見直してくださいますようお願いいたしま

す。 

 

青山二丁目交差点から聖徳記念絵画館前へと

続く特例都道四谷角筈線沿いの 4 列のいちょう

並木については、全て保存します。 

さらに、計画地内の植栽樹を存置もしくは移

植により可能な限り保存するとともに、新たに

植栽された緑地を含めて適切に管理育成を行う

計画としています。 

よって、新宿御苑から赤坂御用地へ連続する

まとまりのあるみどりの骨格を形成する神宮外

苑の豊かな自然環境は維持・保全されるものと

考えます。 

また、青山二丁目交差点からの眺望を見ます

と並木に面して野球場棟が出現しますが、計画

建築物が視野に占める割合は現況と概ね変わら

ないと予測しています（評価書案 p.401 参

照）。 

景観につきましては、今後、景観行政団体で

ある港区や新宿区と協議を行い、「港区景観計

画」及び「新宿区景観形成ガイドライン」に示

される景観形成等の基本理念との整合を図って

いきます。 

港区は、神宮外苑銀杏並木周辺を景観形成特

別地区に指定し、景観を何よりも大切に守る地

域としています。そして、『景観重要公共施

設』として神宮外苑銀杏並木を位置づけ、「神

宮外苑銀杏並木は、明治神宮外苑の造成に先立

つ 1972 年(大正 12 年)に植樹が行われた由緒あ

る並木道です。聖徳記念絵画館をアイストップ

として、銀杏並木が創り出す典型的なヴィスタ

景は、首都・東京を代表する風格ある眺望の一

つです。このような風格ある眺望を将来にわ

たって保全することができるよう、銀杏並木を

適切に管理します」としています。このイチョ

ウ並木を中心とした神宮外苑の景観を破壊する

計画、断じて許せません。 

 

神宮外苑のいちょう並木の景観は、日本を代

表する並木の景観で、賑わいのある表参道の欅

並木に対して、緑豊かで静寂の中、四列の銀杏

の木と左右歩道の両側に植樹帯があり樹姿端正

で気品が高く、威厳を保っています。緑のトン

ネルの下を散歩すると生き返った気がします。

100 年掛って現在の景観になったのだと思いま

す。 

新球場がいちょう並木に隣接して建てられる

と、せっかくの大切な景観が壊されます。 

東京都は、この大切な景観が守られるよう、

事業者を指導してください。 
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神宮外苑のいちょう並木の景観は、一世紀以

上の時間をかけて現在の景観に至ったと思いま

す。 

この景観は日本を代表する並木の景観で、表

参道の欅並木も同様の並木ですが、神宮外苑い

ちょう並木は、緑豊かで静寂の中、四列の銀杏

の木と左右歩道の両側に植樹帯があり樹姿端正

で気品が高く、威厳を保っていると思います。 

100 年以上掛って現在の景観になったのだと思

いますので、新球場がいちょう並木に隣接して

建てられると、せっかくの大切な景観が壊され

ますので、東京都は、100 年以上掛けて作り出し

た自然と景観が守られるよう、事業者を指導し

てください。 

 

青山二丁目交差点から聖徳記念絵画館前へと

続く特例都道四谷角筈線沿いの 4 列のいちょう

並木については、全て保存します。 

さらに、計画地内の植栽樹を存置もしくは移

植により可能な限り保存するとともに、新たに

植栽された緑地を含めて適切に管理育成を行う

計画としています。 

よって、新宿御苑から赤坂御用地へ連続する

まとまりのあるみどりの骨格を形成する神宮外

苑の豊かな自然環境は維持・保全されるものと

考えます。 

また、青山二丁目交差点からの眺望を見ます

と並木に面して野球場棟が出現しますが、計画

建築物が視野に占める割合は現況と概ね変わら

ないと予測しています（評価書案 p.401 参

照）。 

景観につきましては、今後、景観行政団体で

ある港区や新宿区と協議を行い、「港区景観計

画」及び「新宿区景観形成ガイドライン」に示

される景観形成等の基本理念との整合を図って

いきます。 

野球場建設によっていちょう並木の景観が壊

されます。 

神宮外苑のいちょう並木は日本を代表する並

木です。約 100 年で現在の景観が保たれていま

す。四列の銀杏の大木と左右歩道の両側にある

緑道が一体となって、緑量豊かで、静寂な環境

を作り出しており都心にあって数少ない四季を

通じて好景観を提供しています。 

再開発によって新球場がいちょう並木に隣接

して建設されれば、現在の景観は二度と戻りま

せん。国民ゆかりの土地でもあり、代替えのき

く野球場やビル建設より、歴史的な価値もある

いちょう並木を現在の景観のまま存続してもら

いたいです。 

東京都は開発にあたって、事業者が都のガイ

ドラインを守るよう指導・監督してもらいたい

です。 

 

いちょう並木の両側の施設の建設によって景

観が損なわれることは反対です。 

 

景観ですが、銀杏並木に来る人々がみなどこ

で写真を撮るかといえば、青山通りから絵画館

を臨む眺望です。外国人もそうです。草野球場

を塞ぎ、神宮球場を青山通りよりに迫るものと

すればこの景観は失われるものと思います。

ゆったりした歩道と空が広がっているからこそ

銀杏並木は観光的価値があるものと思います。

その周りを高層ビルで固めてしまっては空が狭

まり、高層ホテルの宿泊客だけが市井を見下ろ

すということになるのでしようか。 
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銀杏並木は日本を代表する並木道であり、

「新神宮球場」と「ホテルビル」建設のため、

並木の銀杏の木の撤去・同グリーン敷地の改造

はせず、現状どおり銀杏並木のトンネル景観を

残していただきたい。 

東京都におかれましては、「東京 2020 大会後

の神宮外苑地区のまちづくり指針(ガイドライ

ン)」を遵守するよう、事業者をご指導していた

だきたく、お願い申し上げます。 

 

青山二丁目交差点から聖徳記念絵画館前へと

続く特例都道四谷角筈線沿いの 4 列のいちょう

並木については、全て保存します。 

また、上記のいちょう並木に面して野球場棟

が出現しますが、計画建築物が視野に占める割

合は現況と概ね変わらないと予測しています

（評価書案 p.401 参照）。 

本事業につきましては、神宮外苑地区は「東

京 2020 大会後の神宮外苑地区のまちづくり指

針」等において、大規模施設の連鎖的な建て替

えや青山通り沿道等の土地の高度利用を促進

し、魅力ある複合市街地を形成することとして

います。本計画は、こうした上位計画に基づき

魅力ある複合市街地を実現することを目的とし

て実施します。 
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私たちは、スタジアム通り（区道 1044 号線）

沿いの分譲マンション、セントラルレジデンス

北青山アクシルコートの住民です。 

評価書案 492 ページにあるように、私たちが

暮らす北青山 2 丁目は、このたびの再開発で

もっとも環境に影響を被る恐れのある地域で

す。 

第 2 種中高層住居専用地域、第 1 種住居地域

であるこのエリアには、オフィスビルだけでな

く、分譲マンションや戸建て住宅、商店兼住

宅、歯科クリニック兼住宅、寺などがあり、ふ

だんは市民の 

ところが、本計画では、高さ約 185 メートル

の複合棟Ａの隣人となる北青山 2 丁目住民への

説明と調査がほとんど実施されていません。 

それどころか、今回の評価書案においては、

景観調査の調査地点 No.4 が、複合棟 A に近い

「外苑前交差点」から、距離のある「南青山三

丁目交差点」へと理由なく変更されておりま

す。これでは、意図的に複合棟 A を隠そうとし

ていると考えざるを得ず、アセスメントとして

きわめて不適切であると判断いたしました。 

以下に質問事項を明記いたしますので、ご回

答いただければ幸いです。 

１． 評価書案 18 ページ（8/21 東京ガーデンテ

ラス紀尾井町で行われた説明会でも配

布）の「計画建物断面図」は複合棟Ａと

野球場のつながりはわかるものの、実際

に私たちの目からどう見えるかがわかり

ません。21 ページの完成予想図も、複合

棟Ａのもたらす圧迫感がどの程度のもの

かがわかりません。実際に私たちからど

のように見えるのか、北青山２丁目のグ

ランドレベルの正確な完成予想図、及び

スタジアム通りからの景観予想図を示し

ていただけますか。 

２． 評価書案によれば、北青山 2 丁目は、工

事期間中の騒音や粉塵などはもちろん、

完成後も複合棟Ａによって、日照や風、

景観などの影響を直接、間接に被る可能

性があります。493 ページによると、この

たび、景観調査の調査地点 No.4 が複合棟

Ａに近い「外苑前交差点」から、遠い

「南青山三丁目交差点」に修正されてい

ます。他の変更事項については、「知事

の意見をふまえ」「港区長の意見をふま

え」と理由が明記してありますが、No.4

の修正についてはなぜか理由が記されて

いません。これでは意図的に複合棟Ａを

隠そうとしていると考えざるを得ず、ア

セスメントとしてきわめて不適切である 

景観の調査地点選定につきましては、周辺に

は高層建築物が多く、不特定多数の人が集まる

交差点や公園等の眺望可能な地点を選定しまし

た。眺望可能な地点が同じ通り沿いで複数ある

場合は、代表した地点を選定しています。これ

らの地点は環境影響調査計画書（平成 31 年 4

月）に記載し、東京都環境影響評価審議会にお

いて審議されております。 

なお、景観調査の調査地点 No.4 地点につきま

しては地点の位置に変更はございませんが、交

差点名に誤記があったため、地点名を修正しま

した（評価書案 p.10参照）。 

北青山 2 丁目につきましては、計画地から至

近距離にあることから、圧迫感の予測を行って

おります（No.2：青山高校前地点）。複合棟 A

の建設により形態率は上昇しますが、計画地及

びその周辺には、高木等、歩行者動線とも連携

した緑化を行うことで、圧迫感の低減に努める

計画です。 

また、景観眺望地点及び圧迫感の調査地点と

しましては、それぞれ代表した地点を選定して

いますので、地点数としては十分であるものと

考えております。 
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と考えますが、いかがでしょうか。外苑

前交差点、及び北青山 2 丁目の住宅エリ

アでの調査を行っていただくよう要望し

ます。 

 

３． 調査地点のうち、セントラルレジデンス

北青山にもっとも近いのは都立青山高校

ですが、412 ページの「圧迫感の変化」で

は青山高校で 10.87 ポイント増加すると

あります。北青山 2 丁目一帯の住宅への

影響を再調査する予定はありますか。予

定がないのであればその理由を開示して

ください。また、北青山 2 丁目一帯から

の圧迫感評価をお示しください。 

 

前ページ参照。 
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この計画の問題点は、外苑の貴重な景観が破

壊される。外苑のイチョウ並木は、観光名所と

して世界中から多くの人たちが訪れる憩いの場

所です。とりわけ紅葉の時期には多くの観光バ

スも来るなど、気持ちの休まる貴重な場所、景

観です。 

ところが今回の計画では、ホテル併設の野球

場、高さ六十メートルがイチョウ並木に迫って

建設。百九十メートル、百ハ十五メートル、七

十メートルの超高層ビルが建ち、景観上、環境

からも大問題です。現在の青山通りからの景観

が大きく損なわれることになります。 

 

景観につきましては、今後、景観行政団体で

ある港区や新宿区と協議を行い、「港区景観計

画」及び「新宿区景観形成ガイドライン」に示

される景観形成等の基本理念との整合を図って

いきます。 

また、青山二丁目交差点からの眺望を見ます

と並木に面して野球場棟が出現しますが、計画

建築物が視野に占める割合は現況と概ね変わら

ないと予測しています（評価書案 p.401 参

照）。なお、いちょう並木に面する側の建物の

高さについては 60m ではなく、樹高に十分な配

慮をした建物高さとしています。 

 

東京都が 2018 年 11 月に発表した「東京 2020

大会後の神宮外苑地区のまちづくり指針」によ

れば、「青山通りにふさわしい気品と魅力ある

複合市街地を形成する」などと、歯の浮くよう

な表現をしているが、青山通りにふさわしい気

品と魅力とは何なのか。明らかにする必要があ

ります。 

「現在の沿道建築物等との高さの調和に配慮

する」としているが、190 メートル、185 メート

ルの超高層ビルは、青山通りには調和はしませ

ん。東京都の指針にも反する超高層ビルは、い

りません。 

 

「東京 2020 大会後の神宮外苑地区のまちづく

り指針」において、青山通り・スタジアム通り

沿道の特性に応じた、機能の複合・高度化を図

る「機能複合・高度化エリア」として、まちづ

くりを誘導することが位置付けられておりま

す。本事業は、こうした上位計画に基づき計画

建築物を配置しています。 

景観につきましては、今後、景観行政団体で

ある港区や新宿区と協議を行い、「港区景観計

画」及び「新宿区景観形成ガイドライン」に示

される景観形成等の基本理念との整合を図って

いきます。 
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項 目 6.景観（つづき） 

意見の内容 事業者の見解 

①事業者(明治神宮)は、神宮外苑のいちょう

並木について、次のように述べています。 

四並列の銀杏の大木が作り出した、世界に誇

り得る銀杏並木の景観。これを通し、正面に白

亜の絵画館を望む人工自然美の素晴らしさ。若

葉・青葉・黄葉・裸木を四季折々の美しさ。長

年にわたる管理、手入れの良さが見事な樹形を

作り出しております。この、明治神宮外苑は大

正 15 年(1926)10 月 22 日の創建でありますが、

その苑地造成に当たり、青山通り正面からの直

線主要道路は、左右歩道の両側に植樹帯を取

り、銀杏樹をもって四条の並木を造成すること

になりました。これは銀杏樹が、樹姿端正・樹

高よろしく・緑量も豊富・気品高く・公害にも

強く、威厳を保ちつつ年間を通しての来園者に

好景観を呈示し、外苑の広幅員街路の並木とし

て最適なのもとの考えによるものです。 

(平成 18年 1月記) 

 

以上の記述から分かる様に、神宮外苑いちょ

う並木は、左右歩道の両側に植樹帯があるのが

特徴で、事業者が 4 列のいちょうの木は残しま

すが、野球場建設の為に並木西側にある樹帯を

壊わすのであれば、世界に誇り得る銀杏並木の

景観を保つことはできません。 

「港区景観計画」では、神宮外苑のいちょう

並木は港区を代表する景観であり、将来にわ

たって引き継がれるものとし、また「東京 2020

大会後の神宮外苑地区のまちづくり指針」には

現在のみどりを中心とした憩い空間の雰囲気を

継承した沿道利用。いちょう並木の眺望景観や

風致を保全しつつ、沿道環境(緑陰・歩行者空

間)を生かした安らぎと憩いの土地利用。いちょ

う並木沿道の建築物の高さについては、いちょ

う並木の高さ以下とし、2 列のいちょう並木が形

成するトンネル景観を保全(いちょう並木沿道の

施設をセットバック)と書かれているので、植樹

帯を壊して開放的な空間を創設することはでき

ないはずである。 

神宮外苑のいちょう並木は日本をいや世界を

代表する並木道であります。並木と緑道、道路

の三位一体の落ち着いた静かな雰囲気が特徴で

あります。並木東側と西側が左右対称になって

いなければ、景観は保たれません。 

青山二丁目交差点からの眺望を見ますと並木

に面して野球場棟が出現しますが、計画建築物

が視野に占める割合は現況と概ね変わらないと

予測しています（評価書案 p.401 参照）。防球

ネットの高さについては継続検討していきま

す。景観につきましては、今後、景観行政団体

である港区や新宿区と協議を行い、「港区景観

計画」及び「新宿区景観形成ガイドライン」に

示される景観形成等の基本理念との整合を図っ

ていきます。 

また、いちょう以外の既存樹木についても存

置もしくは移植により可能な限り残す計画とし

ており、噴水側からの景観を含めて保全してい

きます。 

圧迫感については、計画建築物の建設により

形態率が上昇する地点もありますが、計画地及

びその周辺には、高木等、歩行者動線とも連携

した緑化を行うことで、圧迫感の低減に努める

計画です。 

本事業につきましては、神宮外苑地区は「東

京 2020 大会後の神宮外苑地区のまちづくり指

針」等において、青山通り沿道等の土地の高度

利用を促進し、魅力ある複合市街地の形成を通

じて、地区一帯でにぎわいと風格を兼ね備えた

世界に誇れるスポーツ拠点を目指すとしていま

す。本計画は、こうした上位計画に基づき実施

するものです。 

景観の調査地点選定につきましては、周辺に

は高層建築物が多く、不特定多数の人が集まる

交差点や公園等の眺望可能な地点を選定しまし

た。眺望可能な地点が同じ通り沿いで複数ある

場合は、代表した地点を選定しています。これ

らの地点は環境影響調査計画書（平成 31 年 4

月）に記載し、東京都環境影響評価審議会にお

いて審議されております。 

なお、絵画館前広場の事業は本事業とは別の

事業となります。 
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項 目 6.景観（つづき） 

意見の内容 事業者の見解 

②青山二丁目交差点から、いちょう並木・聖

徳記念絵画館を臨む風格ある象徴的な景観は、

新球場が敷地境界から一定の距離をとっていな

い為、銀杏樹に密着して建つと銀杏樹の高さ近

くまでの防球ネットの為に大きく変貌するの

で、景観は保たれません。 

「環境影響評価書案」資料写真 8.10-3 は防球

ネットが入っていないので不適切である。 

 

③噴水側からの景観は、いちょう並木西側の

植樹帯が壊され、いちょうの木が丸裸にされ、

東側の緑豊かなトンネル景観と異なり、神宮外

苑のいちょう並木の特色が失われる。 

 

④青山通りの景観は、形態率についてネット

で調べると、皆が圧迫感を感じる形態率は、4％   

皆が圧迫感が大きいと感じる形態率は、8％ 

 

現状の形態率は書かれていないが、最大 10.87

ポイント増加するのであれば、皆が相当大きな

圧迫感を感じると想像できる。 

そもそも、「東京 2020 大会後の神宮外苑地区

のまちづくり指針」には、神宮外苑地区の歴史

や文化の継承・風致等の質的向上を図るため、

建築物等の高さや規模は、ゾーンに見合ったも

のとする。 

複合棟 A が建設予定の「文化・にぎわい等複

合ゾーン」(スタジアム通り沿道)は沿道の南側

では、青山通り沿道との、北側では既決定の地

区整備計画に定められた建築の高さとの調和に

配慮すると書かれており、事務所棟が建設予定

の「高度業務・商業ゾーン」 (青山通り沿道)は

現在の沿道建築物等の高さの調和に配慮すると

書かれています。「東京 2020 大会後の神宮外苑

地区のまちづくり指針」を順守するなら、現在

一番高い青山通り沿道の建築物はオラクルビル

の 110m であるから、185m や 190m のビルは建て

られないことになります。「港区景観計画」で

も同様である。 

以上のことから、190m の事務所棟並びに 185m

の複合棟 A は青山通りの景観を破壊するもので

ある。 

「環境影響評価書案」資料写真 8.10-4 は複合

棟 Aが映っていない。 

「環境影響評価書案」資料写真 8.10-5 は撮影

場所が不適切であるため、複合棟 A が映ってい

ない。 

前ページ参照。 
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項 目 6.景観（つづき） 

意見の内容 事業者の見解 

⑤今回の環境影響評価案には載っていません

が、この再開発で絵画館前広場には、庭園、テ

ニスコートとテニス場棟が新たに造られます。 

現在絵画館前広場は、広域避難場所に指定さ

れているはずです。この再開発の目的の一つに

広域避難場所としての防災性向上が挙げられて

いますが、具体的に避難場所や防災倉庫の場所

等は示されていません。 

絵画館前広場が開発されると、国際陸上競技

会のようなサブトラックが必要な国際大会は開

けなくなります。国立競技場の利用価値が半減

するのではないでしようか。同時にテニスコー

トやテニスコートの照明設備によって、聖徳記

念絵画館を望む景観は破壊されてしまいます。 

 

前ページ参照。 
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項 目 6.景観（つづき） 

意見の内容 事業者の見解 

事業者はいちょうの木は残します。と言って

いますが、根元も守って下さい。 

緑地帯と(左側)いちょう並木の景観を残して

ほしいです。 

完成の絵をスライドで見ましたが、ネットや

フェンスは書いて(描いて)ありませんでした。

質問しましたら、建物ではないので書いてない

と答えました。なんとなくズルいですよね。い

ちょうの木よりボールが高く飛んだら安全のた

めネットを高くました。となりそうです。ぜ

ひ、子供たちにも見せたい風景を残して下さ

い。 

No.39 

青山二丁目交差点から聖徳記念絵画館前へと

続く特例都道四谷角筈線沿いの 4 列のいちょう

並木については、全て保存します。 

工事の施行にあたっては、保存するいちょう

並木の生育に影響を及ぼさないよう、計画建物

の地下躯体の配置等に配慮する計画です。ま

た、根周りが歩行者等により踏み固められない

よう、歩行可能な場所を限定し、樹木の保全に

努めます。 

さらに、計画地内の植栽樹を存置もしくは移

植により可能な限り保存するとともに、新たに

植栽された緑地を含めて適切に管理育成を行う

計画としています。 

よって、新宿御苑から赤坂御用地へ連続する

まとまりのあるみどりの骨格を形成する神宮外

苑の豊かな自然環境は維持・保全されるものと

考えます。 

また、青山二丁目交差点からの眺望を見ます

と並木に面して野球場棟が出現しますが、計画

建築物が視野に占める割合は現況と概ね変わら

ないと予測しています（評価書案 p.401 参

照）。なお、防球ネットの高さについては継続

検討していきます。 

景観につきましては、今後、景観行政団体で

ある港区や新宿区と協議を行い、「港区景観計

画」及び「新宿区景観形成ガイドライン」に示

される景観形成等の基本理念との整合を図って

いきます。 

SDG を積極的にアピールしている伊藤忠、三井

のイメージですが銀杏並木のグリーンベルトを

削ってしまえば、長い目でみて緑が貧弱になっ

てしまいます。周りに高い建物がないからこそ

の美しい景観だと思います。 

No.51 

野球場が、いちょう並木にそって作られると

フェンスやネットは、銀杏の高さまでになり空

が開けている景観や、風が通る感じが、野球場

のカベで、なくなってしまいます。ShakeShack

の（レストラン）前のいちょうの木、1 本が、す

でに、上の方がかれています。野球場が出来る

と建物のカベやフェンスで根元があぶないこと

になりそうです。出来上がりイメージの絵にも

ネットやフェンスは描かれていません。建物で

ないからとかかないと三井不動産は、言ってま

すが、ずるい事です。 

 

銀杏並木の景観を壊さないため、その様に景

観が変化するのかを CG でご提示ください。最悪

銀杏並木よりもスタジアムや隣接建築物が高い

場合、スタジアムを地面を掘って低くするなど

検討が必要と考えます。 

 

景観につきましては、東京都環境影響評価技

術指針に基づき、不特定多数の人が集まる交差

点や公園等の眺望可能な地点より、計画建築物

をフォトモンタージュにより予測を行っていま

す。 

また、今後、景観行政団体である港区や新宿

区と協議を行い、「港区景観計画」及び「新宿

区景観形成ガイドライン」に示される景観形成

等の基本理念との整合を図っていきます。 
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項 目 7.自然との触れ合い活動の場 

意見の内容 事業者の見解 

神宮外苑のイチョウ並木も含めた多くの樹木

で形成される一帯は東京都都民だけの憩いの場

所というだけではなく訪れる全ての人へ安らぎ

を与えてくれる貴重な地域です。 

樹木は芝などと違い、空気の清浄化や騒音吸

収に効果もあります。 

また、樹木の環境の中でウォーキングなども

楽しめるとても貴重な場所となっています。 

長い時間をかけて育てられてきたこの地帯を

高層ビル建設や球場の移設、拡張により変化さ

せる事は決して新しい街づくりとして賢明なも

のではありません。 

日本全国にこの事業案を告知した場合、多く

の反対を受ける事は自明のことではないでしょ

うか。 

 

次世代へ引き継ぐ地域一帯として「(仮称) 神

宮外苑地区市街地再開発事業」により現在の神

宮外苑地区を破壊することは絶対に反対です。 

以上、是非賢明なるご検討をお願い申し上げ

ます。 

 

本事業につきましては、神宮外苑地区は「東

京 2020 大会後の神宮外苑地区のまちづくり指

針」等において、大規模施設の連鎖的な建て替

えや青山通り沿道等の土地の高度利用を促進

し、魅力ある複合市街地を形成することとして

います。本計画は、こうした上位計画に基づき

魅力ある複合市街地を実現することを目的とし

て実施します。 

青山二丁目交差点から聖徳記念絵画館前へと

続く特例都道四谷角筈線沿いの 4 列のいちょう

並木については、全て保存します。 

さらに、計画地内の植栽樹を存置もしくは移

植により可能な限り保存するとともに、新たに

植栽された緑地を含めて適切に管理育成を行う

計画としています。 

よって、新宿御苑から赤坂御用地へ連続する

まとまりのあるみどりの骨格を形成する神宮外

苑の豊かな自然環境は維持・保全されるものと

考えます。 

本事業では、計画地中央に、芝生及び高木植

栽による緑豊かなまとまりのある広場空間を整

備し、地域住民の方にとっても利用しやすい自

然との触れ合い活動の場を創出します。 

 

  

前略、今般「神宮外苑地区まちづくり開発計

画」案の話を聞きましたが、反対をいたしま

す。先人が 100 年の先を見つめて造った神宮外

苑です。いちょう並木聖徳記念絵画館や散策を

楽しむグラウンド周辺など静かな雰囲気の場は

永久保存すべきです。大きな変更は不要です。

緑も十分で樹の伐採などあってはなりません。

一考を願います。 
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項 目 8.温室効果ガス 

意見の内容 事業者の見解 

この再開発事業によって、新たな温室効果ガス

が約 46,545-11,636＝34,879t-C02/年。 

年間約 3万千トンの新たな温室効果ガスが発生

することになります。 

近年の異常気象は地球の温暖化が原因と言われ

てます。 

再開発事業で、やたら温室効果ガスを発生させ

る事業を許可して良いのでしようか。 

ゼロミッション東京で 2050 年までに、都内の

C02 排出量実質ゼロを実現する東京都の目標達成

のためにも、神宮外苑の杜は残すべきです。 

 

施設の供用に伴い、温室効果ガスの排出がご

ざいますが、設備システムの省エネルギー措

置、効率化設備の省エネルギー措置等により温

室効果ガスの発生量の削減に努めることから、

20％以上の温室効果ガスの排出抑制が図られる

ものと考えます（評価書案 p.489 参照）。 

 

レポートからは 20％の削減とありますが（空

調が新型に変われば削減されるの当たり前です

が）CO2の排出量の比較がありません。 

現存の樹木と、再開発後の比較を明記くださ

い。 

世界的規模の気象変化から最重要案件と考え

ます。 

 

二酸化炭素の排出量につきましては、施設の

用途等が異なるため、現況との比較はしており

ません。 

また、樹木の状況につきましては、現存の樹

木は評価書案 p.306 に、再開発後は評価書案

p.320 に図面で示すとおり、青山二丁目交差点か

ら聖徳記念絵画館前へと続く特例都道四谷角筈

線沿いの 4 列のいちょう並木を保存するととも

に、緑地（並木東側）や神宮外苑広場（建国記

念文庫）等の既存樹木を存置もしくは移植によ

り可能な限り残す計画としています。 
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6.1.2 事業計画に関するもの 

項 目 事業計画全般 

意見の内容 事業者の見解 

2021.8.21（土）紀尾井町カンファレンスで

開催された説明会に参加いたしました。その際

のご説明では十分な回答が得られなかったた

め、地域住民として意見書を提出させていただ

きます。 

明治神宮外苑地区には 2001 年より居住し、

20 年となります。オリンピック開催が決まって

以降、地域住民や商店、施設の立ち退きを初

め、当地域は大きな犠牲を払って参りました。

学校や小さな事務所、画廊や住宅、カフェなど

が多く、働くにも住むにもすばらしい地域で

あった静かな外苑前一帯に大きな変化が起きて

おります。 

今回とくに疑問をもったのは、高さ 185 メー

トルという巨大な複合棟 A の建設についてでご

ざいます。 

この地域は元々、文化景観保護のための風致

地区、文教地区として厳しい規制が敷かれてい

ました。しかしオリンピックを機に規制が緩和

され、都の主導で再開発が進んできました。

（五輪招致が決まる前は、ラグビーＷ杯を理由

にされていました） 

ラグビー場と野球場の老朽化による再建はや

むをえないとしても、複合棟はホテルやオフィ

ス需要を目的とした商業施設であり、オリン

ピックもラグビーも野球場もなんら関係なく必

然性がないものです。なぜこのような商業目的

の巨大建造物のために都が条例をつくってまで

高さ制限を撤廃し、優遇されたのでしょうか。 

コロナの感染拡大により、現状ではオフィス

を出る近隣の会社や店を閉じる食堂も多く、地

域の象徴的な存在でもあったエイベックス社の

自社ビル売却などもありました。自社ビル売却

は他にも報道されているのはご承知のことと存

じます。日本経済の縮小は既定路線であり、世

の中は SDG's を尊重し、ダウンサイズしながら

もいかに快適な暮らしを追求していくかが、未

来の子どもたちに残す社会としての課題となっ

ております。この期に及んでこの静かな外苑前

地区に高さ 200 メートル近いビルを建造するの

は、まず時代に逆行する横暴といえます。 

現在、外苑前駅の裏にはすでに NTT ビルと

110 メートルほどのオラクルビルがあります

が、これのはるか 1.7～8 倍近い高さのビルが

そびえた場合、日照、電波障害、風環境など周

辺の住宅や商店に大きな影響が及ぶことは大い

に予測されます。 

本事業につきましては、神宮外苑地区は「東京

2020 大会後の神宮外苑地区のまちづくり指針」等

において、大規模施設の連鎖的な建て替えや青山

通り沿道等の土地の高度利用を促進し、魅力ある

複合市街地を形成することとしています。本計画

は、こうした上位計画に基づき魅力ある複合市街

地を実現することを目的として実施します。 

本事業の実施による環境影響については、東京

都環境影響評価技術指針に基づき予測を行ってお

り、環境基準といった評価基準と照らし合わせて

評価を行っております。事業の実施にあたっては

評価書案に記載の環境保全のための措置を講じま

す。 
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項 目 事業計画全般（つづき） 

意見の内容 事業者の見解 

説明会では、録音された説明では基準値内と

ありましたが、何を根拠に測定されているのか

ほとんど説得力をもつ説明はございませんでし

た。 

このような巨大計画の事業主体として、外苑

を守ってこられたはずの宗教法人明治神宮が

入っておられることにも、改めて大きな衝撃を

受けております。 

コロナによって私たちの生き方は大きく問わ

れました。オリンピックもパラリンピックもラ

グビーワールドカップも、地域住民は工事の騒

音粉塵景観の破壊、強制立ち退き、などの悪影

響を被っただけで、なんの恩恵も受けておりま

せん。 

これに加えて、200 メートル近い巨大ビルが

複数建つとなれば、私たちは残念ながら眠れる

羊のままでいることはできないでしょう。 

どうか原点に立ち返り、明治神宮外苑地区と

はどういう街であったのかを思い返し、未来の

ためにも、これ以上、街にも、人々の心にも、

傷が深まらないよう、計画の見直し、ダウンサ

イズをお願いしたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

 

前ページ参照。 

あと 5 年で 100 年を迎える野球場を巨額の資

金を使って取り壊し、（多分）超近代的球場に

建て替える、そのような必要はあるのか？ 

一度破壊されたら、球場が築き上げてきた伝

統は一瞬にして消え、取り戻すことは不可能。

現状の球場を生かしつつ最大限の近代的設備を

備える、そのような伝統の進化を試みる最良の

機会。伝統の進化計画は、世界的にも注目され

る価値ある挑戦だ。 

ラグビーは新国立競技場を活用する案に賛

成。銀杏並木沿いに商業施設を設けるのは、愚

の骨頂。同様に伊藤忠ビルなど、更に高層化を

計る計画のようだが、将来さらにリモートワー

クの時代が想定される中で、何故オフィス・ス

ペースを拡大する必要があるのか、理解に苦し

む。再開発だらけの都心にあって、神宮外苑ぐ

らい「商業施設もなく、超高層ビルもなく、少

し不便ではあるが緑の環境を維持している最も

贅沢な街」としませんか？お金をもっと大事な

ものに使う知恵を発揮されますよう願います。 

 

本事業につきましては、神宮外苑地区は「東京

2020 大会後の神宮外苑地区のまちづくり指針」等

において、大規模施設の連鎖的な建て替えや青山

通り沿道等の土地の高度利用を促進し、魅力ある

複合市街地を形成することとしています。本計画

は、こうした上位計画に基づき魅力ある複合市街

地を実現することを目的として実施します。 

緑の環境の維持につきましては、青山二丁目交

差点から聖徳記念絵画館前へと続く特例都道四谷

角筈線沿いの 4 列のいちょう並木を保存するとと

もに、緑地（並木東側）や神宮外苑広場（建国記

念文庫）等の既存樹木を存置もしくは移植により

可能な限り残す計画としています。 
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項 目 事業計画全般（つづき） 

意見の内容 事業者の見解 

銀杏並木の景観に新しい近代的建築物を誰が

望むのだろうか？ 

再開発は一部の利権者だけのためのものであ

ることは明白な事実であり国民は皆それを知っ

ている。 

現状の貴重な日本を代表する財産を壊すよう

な愚かな行為はやめてほしい。 

 

本事業につきましては、神宮外苑地区は「東

京 2020 大会後の神宮外苑地区のまちづくり指

針」等において、大規模施設の連鎖的な建て替

えや青山通り沿道等の土地の高度利用を促進

し、魅力ある複合市街地を形成することとして

います。本計画は、こうした上位計画に基づき

魅力ある複合市街地を実現することを目的とし

て実施します。 

また、景観や緑環境につきましては、青山二

丁目交差点から聖徳記念絵画館前へと続く特例

都道四谷角筈線沿いの 4 列のいちょう並木を保

存するとともに、緑地（並木東側）や神宮外苑

広場（建国記念文庫）等の既存樹木を存置もし

くは移植により可能な限り残す計画としていま

す。 

外苑銀杏並木近くに住み始めて、40 年以上経

ちます。 

その間、めまぐるしく街が変化するのを、目

の当たりにしてきました。 

いつもこれで良いのかと思いました。 

ですから、現在ある建物を最大限活用し、更

なる変化は必要ないと思います。 

 

この計画は、神宮外苑の持っている景観、環

境、文化、貴重な緑等を根底から破壊し、神宮

外苑としての歴史的成り立ち、文化的価値もな

いがしろにする計画です。多くの区民は、野球

場とラグビー場の入れ替えの計画は知っていま

したが、神宮外苑を丸ごと開発する計画がある

ことは知りません。この計画は、区民、都民、

全国民的問題にとどまらず、海外から訪れる外

国人の問題でもあります。国民を無視した計画

に怒りの声が上がっています。近隣住民はもと

より、働く人、観光で訪れる人たちに、騒音、

風害、ゴミ、治安等々、多大な影響が心配され

ます。ここは風致地区、文教地区であり、この

計画はなりたたないはずです。白紙撤回しかあ

りません。 
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項 目 事業計画全般（つづき） 

意見の内容 事業者の見解 

赤レンガを守った、東京駅のように。 

自動車通行禁止の、ニューヨークセントラル

パークのように。 

神宮外苑の再開発はありたい。 

そこは樹木と労働力、そして寄付金を持ち、

全国から集まった人々が造りあげた、みんなの

共有財産。 

「レガシーを次世代へ引き継ぐ」という事業

目的を本気で実現するなら、この 100 年前の

人々の情熱と先見性をこそ伝えるべきだとおも

う。 

神宮外苑にとっての環境保全は、当時の環境

に近い形を引き継ぐこと。 

都心で、森とスポーツを、徒歩で土の感触を

確かめながら楽しめることこそが地域特性で

す。 

「都市的な眺望」や「魅力ある複合施設」は

近隣の青山、あるいは新宿、渋谷、原宿におま

かせ。 

首都の中の素朴な空間。 

地球温暖化や気候変動など、目の前の大きな

危機を乗り越えるきっかけとなる神宮外苑へ。 

 

本事業につきましては、神宮外苑地区は「東

京 2020 大会後の神宮外苑地区のまちづくり指

針」等において、大規模施設の連鎖的な建て替

えや青山通り沿道等の土地の高度利用を促進

し、魅力ある複合市街地を形成することとして

います。本計画は、こうした上位計画に基づき

魅力ある複合市街地を実現することを目的とし

て実施します。 

神宮の野球場とラグビー場は、どちらも聖地

である今の場所にしてください。 

100 年先の事を考えているなら、2～3 年くら

いは他の場所でするなど、他のやり方を考えて

下さい。 

 

本事業は、東京都の「スポーツクラスター構

想」を踏まえ、東京都の「東京 2020 大会後の神

宮外苑地区のまちづくり指針」で掲げる「競技

等の継続に配慮した大規模スポーツ施設の連鎖

的な建替え」に沿った計画としております。  
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項 目 事業計画全般（つづき） 

意見の内容 事業者の見解 

「環境影響評価書案」10.景観について・・・

より抜粋、「環境保全のための措置」において

「・複合棟 A、事務所棟を敷地南側、ラグビー場

棟の比較的低層の建築物を北側に配置すること

で周辺の建築物との調和を図ります。」という

一文あり、当マンション(高さ約 35m)の東側に複

合棟 A(高さ 185m)のような超高層ビルを距離 20m

の位置に建築されることによってメゾン青山の

東側住戸は現在ある眺望を失い、(複合棟 A の壁

面を眺めるような眺望になってしまう)眺望阻害

される被害を受けると予想されます。 

超高層ビルである複合棟 A を建設するなら

ば、建設計画予定地域の南側エリアより、北側

エリアが適当なエリアであると推察されます。 

スタジアム通り沿道南側の建築物がせいぜい

30m～40m。スタジアム通り北側は「日本青年

館 」 高 さ 約 70m 、 「 JAPAN SPORT OLYMPIC 

SQUARE」約 60m、「新国立競技場」約 50m、

「ザ・コート神宮外苑」高さ約 80m と高層大型

の建築物が集積していること。また、唯一住居

の隣接するエリアであることなどを考慮すると

南側より北側の適当なエリアだと考えます。 

 

当マンション含む近隣への影響や配慮に欠

け、事業計画敷地内の事情のみを勘案した計画

であり、敷地外の当マンション含む近隣に影響

を与えないよう複合棟 A の位置の変更や低層

化、規模の縮小や複合棟 B への吸収などの計画

変更をお願いしたい。 

また、開発地区内でも複合様 A は唯一住居の

隣接するエリアに建築予定であることなどを考

慮すると、一番駅に近いことを主たる理由とし

て開発地区の一番南側に建築するのではなく、

駅からの距離が伸びるにしても開発地区内での

他の影響を与えない場所に位置を変更すべきと

考えます。 

 

なお、「メゾン青山管理組合法人」は 2020 年

8 月 31 日通常総会において当マンションの意思

として「神宮外苑地区まちづくり計画複合棟 A」

建築に対する「反対」の決議しております。 

 

「東京 2020 大会後の神宮外苑地区のまちづく

り指針」において、青山通り・スタジアム通り

沿道の特性に応じた、機能の複合・高度化を図

る「機能複合・高度化エリア」として、まちづ

くりを誘導することが位置付けられておりま

す。本事業は、こうした上位計画に基づき計画

建築物を配置しています。 
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項 目 事業計画全般（つづき） 

意見の内容 事業者の見解 

【参考資料】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前ページ参照。 
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項 目 事業計画全般（つづき） 

意見の内容 事業者の見解 

「（仮称）神宮外苑地区市街地再開発事業」

に関し、約 100 年の歴史と伝統を持つ銀杏並木

の保全観点から、 

隣接エリアでの大規模・構想建築には反対の

意見を述べさせていただきます。 

・文化交流施設の新設 

→賛成です。小規模な開発のため、銀杏並木へ

の影響は小さいと考えます。 

・複合棟 A・Bの新設 

→賛成です。外苑の端の開発のため、銀杏並木

への影響は小さいと考えます。 

・ラグビー場の建替 

→賛成です。外苑の奥の開発のため、銀杏並木

への影響は小さいと考えます。 

・野球場の建替 

→反対です。大規模かつ高層な建物を銀杏並木

の隣接エリアで開発するため、影響が大きい

と考えます。 

・事務所棟の新設 

→反対です。大規模かつ高層な建物を銀杏並木

の隣接エリアで開発するため、影響が大きい

と考えます。 

老朽化施設の建替は今の立地で行えばよく、

貴重な銀杏並木の日照に影響が出る範囲でやる

必要はないと考えます。 

銀杏並木の片側だけ枯れてしまったり、一部

に不作が起こった場合、100 年かけて守ってきた

環境に取り返しがつかないことになります。 

銀杏並木の環境保全の観点から、計画の一部

見直しを要望します。 

 

野球場棟や事務所棟につきましては、神宮外

苑地区は「東京 2020 大会後の神宮外苑地区のま

ちづくり指針」等の上位計画において、大規模

施設の連鎖的な建て替えや青山通り沿道等の土

地の高度利用を促進する目的から、これら施設

の建設を行います。 

青山二丁目交差点から聖徳記念絵画館前へと

続く特例都道四谷角筈線沿いの 4 列のいちょう

並木については、全て保存します。 

工事の施行にあたっては、保存するいちょう

並木の生育に影響を及ぼさないよう、計画建物

の地下躯体の配置等に配慮する計画です。ま

た、根周りが歩行者等により踏み固められない

よう、歩行可能な場所を限定し、樹木の保全に

努めます。 
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項 目 事業計画全般（つづき） 

意見の内容 事業者の見解 

近隣の住民の同意を得てからの工事着工を希望

します。北青山の都営等の住民方に日照と景観が

損なわれる多大な被害が発生すると考えられま

す。青山緑地化計画を謳っていますが、コロナ禍

で財政がひっ迫している中、国立競技場に続き無

駄な建築は見直すべきです。 

優先すべきは青山地区が買い物難民となってい

る中、高級スーパーではなく庶民が買い物できる

オーケーストア、コストコ、業務スーパーなどを

先に考えるべきです。南青山のピーコックが撤退

した後、都営、古くお住まいの高齢者の方達は

困っています。そちらを優先して取り組んで下さ

い。 

 

本事業につきましては、神宮外苑地区は「東

京 2020 大会後の神宮外苑地区のまちづくり指

針」等において、大規模施設の連鎖的な建て替

えや青山通り沿道等の土地の高度利用を促進

し、魅力ある複合市街地の形成を通じて、地区

一帯でにぎわいと風格を兼ね備えた世界に誇れ

るスポーツ拠点を目指すとしています。本計画

は、こうした上位計画に基づき魅力ある複合市

街地を実現することを目的として実施します。 

事業の実施にあたっては評価書案に記載の環

境保全のための措置を講じることにより、著し

い影響は及ばないものと考えます。 

また、予定業種（店舗など）につきましては

今後の計画の深度化に合わせ検討・決定してい

きます。 

神宮外苑再開発事業について・・ 

都民・国民の為と証する事業は当然ご存知かと

思いますが、2000 年の説明会では我々隣接する

共同住宅約 700 世帯(2500 人余)及び南・北青

山・赤坂地区商店連合会・町会・自治会周囲渋

谷・新宿区住民が反対しております。また、本年

度コロナ過の期に 3 度程の～説明招集があり

皆・・参加できずにおり-説明会は終了したよう

に聞きましたが、神宮外苑はそもそも港区・東京

都に及ばず日本の国民が力を合わせて造り神宮外

苑として受け継がれた場所であるはずです。ま

た、神宮の宗教法人が、三井不動産より・・年間

8000 万程の嘱託金を受け取ってると聞き及んで

おり・・(法には触れておりません。)との事で

す。 

①歴史ある銀杏並木を損傷してまで建設の意味が

有りますか？ 

②オリンピック後の国立競技場は陸上競技場とし

ては運営が成り立たないのでサッカー・ラグ

ビー場として運営の方向と聞いてます、また、

野球を休まずに運営をするためとの返事です

が・・1 年余りの休み後～十数年の近隣の苦痛

につながり～箇々の場所に(球場・ヤ競技を再

構築・建設なら問題はないと思いますが・・ 

③3 社?報告の詳細を見まして・三井不動産の球

場移転・伊藤忠ビルの高層化・神宮外苑歴史

他。(専門家が見ても)疑問の声を聞きます・・ 

④三者から出されている・・資料等の数値を（風

被害・景観・騒音)の数値を検証の上適切なご

判断を頂ぎたく宜しくお願い致します。 

 

本事業につきましては、神宮外苑地区は「東

京 2020 大会後の神宮外苑地区のまちづくり指

針」等において、大規模施設の連鎖的な建て替

えや青山通り沿道等の土地の高度利用を促進

し、魅力ある複合市街地を形成することとして

います。本計画は、こうした上位計画に基づき

魅力ある複合市街地を実現することを目的とし

て実施します。 

青山二丁目交差点から聖徳記念絵画館前へと

続く特例都道四谷角筈線沿いの 4 列のいちょう

並木については、全て保存します。 

また、計画地内の植栽樹を存置もしくは移植

により可能な限り保存するとともに、新たに植

栽された緑地を含めて適切に管理育成を行う計

画としています。 

風被害・景観・騒音といった、本事業の実施

による環境影響については、東京都環境影響評

価技術指針に基づき予測を行っております。予

測結果をまとめた評価書案については今後、学

識経験者により構成される東京都環境影響評価

審議会において審議されることとなります。 
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・神宮外苑にはホテルはなじまない。ホテルは

二十四時間いつでも出入り自由です。そうな

ると静寂な環境が破壊されること。治安上も

問題、近隣の都営・都民住宅、民間マンショ

ン、戸建て住宅等への影響が心配されます。 

 

・神宮外苑は、都心での責重なスポーツ施設が

あり、スポーツ愛好家にとってなくてはなら

ない場所です。ところが今計画では、今ある

テニスコートがなくなってしまう。一部室内

にスポーツ関連施設が計画されるようです

が、テニスコートがなくなる危険性が大で

す。一般のスポーツ愛好者を追い出すもので

許されません。 

 

神宮外苑地区は、「東京 2020 大会後の神宮外

苑地区のまちづくり指針」等において、地区一

帯でにぎわいと風格を兼ね備えた世界に誇れる

スポーツ拠点を目指すとしています。こうした

上位計画に基づき魅力ある複合市街地を実現す

る中で、ホテルを含めた事業計画としていま

す。ホテルの運営方法につきましては今後検討

していきます。 

テニスコートについては本事業での整備は行

いませんが、別途事業にて整備を検討していま

す。 

1.文化的見地から 

文化交流施設に関して、具体的な方向性と内

容の説明がありません。 

また、中央広場に関して何の説明がありませ

ん。 

どの様な公園になるか、地元に向けての開か

れたものになるのか文化的見地からの説明も必

要かと思います。 

 

2.商業的見地から 

新たな建築物において、商業的店舗など集客

に関する説明が必要かと地元商店会などにメ

リットなどがあるかどうかを説明ください。 

 

3.交通に関して 

駐車場、駐輪などの具体的なプランとどの様

な交通量になるかなどシミュレーションを行

なってご説明ください。 

以上               

文化交流施設棟の詳細な用途につきましては

検討中ですが、公園支援機能としての施設及び

商業用途として整備する方針です。 

中央広場については緑化等の詳細は協議中で

すが、多種多様な活動を促す開放的な広場空間

として整備する方針です（本見解書 p.20 参

照）。 

また、予定業種（店舗など）につきましては

今後の計画の深度化に合わせ検討・決定してい

きます。 

本事業による計画地周辺の交通につきまして

は、別途警察と協議を実施中であり、円滑な自

動車及び歩行者交通を確保するよう計画してい

きます。 

文化交流施設に関して、何をどうすると言う

ような具体的な方向性と内容の説明無い。 

文化的見地からの説明は必須です。 

 

文化交流施設棟の詳細な用途につきましては

検討中ですが、公園支援機能としての施設及び

商業用途として整備する方針です。 
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神宮外苑地区は、都心では貴重な緑あふれる

地域です。まちづくり計画では、いくつも高層

ビルが建築される予定で、景観が美しい銀杏並

木の間近までにも高層ビルが隣接される予定の

ようです。 

この計画は、近年、世界的に求められている

SDGS の掲げる目標とは逆行する計画（自然環境

の破壊）で、特に SDGS を訴えている伊藤忠商

事、国の機関である明治神宮までも関わってい

る計画であるのに、非常に残念に思います。 

新しい広場に緑地を作るから良いというのは

いささか浅はかな考えのように感じます。 

なぜ、野球場に高層ホテルを作る必要がある

のでしょうか。38 階や 40 階の事務所棟は、テレ

ワークが主流となったニューノーマルの社会で

本当に必要なのでしょうか。 

「温故知新」、神宮外苑は古きを学ぶ最上級

の環境にあると思います。新しきものは渋谷や

新宿などの近場の繁華街にお任せし、今ある良

いものを大切に護りながら保っていただきたい

です。 

 

神宮外苑地区は、「東京 2020 大会後の神宮外

苑地区のまちづくり指針」等において、青山通

り沿道等の土地の高度利用を促進し、魅力ある

複合市街地の形成を通じて、地区一帯でにぎわ

いと風格を兼ね備えた世界に誇れるスポーツ拠

点を目指すとしています。こうした上位計画に

基づき魅力ある複合市街地を実現する中で、土

地の高度利用やホテルを含めた事業計画として

います。 

整備にあたっては聖徳記念絵画館を臨む神宮

外苑いちょう並木のビスタ景を保全するととも

に、既存の緑を活かした豊かな緑やアフタース

ポーツ等を楽しむことのできる憩いの空間を形

成する計画です。 

青山二丁目交差点から聖徳記念絵画館前へと

続く特例都道四谷角筈線沿いの 4 列のいちょう

並木を保存するとともに、緑地（並木東側）や

神宮外苑広場（建国記念文庫）等の既存樹木を

存置もしくは移植により可能な限り残す計画と

しています。 

先人達が考えた神宮球場の位置を守り改修を

希望いたします。 

外苑のシンポルである銀杏並木の環境と景観

を保存下さい。 

闇雲に反対する者ではありませんが、どこに

でも見られる月並みな高層ビルと公園ではなく

青山、神宮外苑に相応しい伝統と近代化が融合

したセンスある建築物、森、空間に開発されま

す様に望みます。 

国立競技場の建て替えは、すぐ建て替える日

本の特徴に思えます。 

反対でした。東京駅が形を残して生まれ変

わったことが日本の誇りの様に、末水く誇れる

神宮外苑の再開発であります様にお願い致しま

す。 

 

神宮球場につきましては、現施設が老朽化し

ていることや、「東京 2020 大会後の神宮外苑地

区のまちづくり指針」等において、大規模施設

の連鎖的な建て替えを通じて、地区一帯でにぎ

わいと風格を兼ね備えた世界に誇れるスポーツ

拠点を目指すとしていることから、新球場とし

て整備いたします。 

また、景観につきましては、今後、景観行政

団体である港区や新宿区と協議を行い、「港区

景観計画」及び「新宿区景観形成ガイドライ

ン」に示される景観形成等の基本理念との整合

を図っていきます。 
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①伊藤忠ビルの建替・建設について 

→通学路でもあるので、風害、日照、騒音など

により反対‼ 

②神宮球場の移転工事について 

→（業者の方は）“騒音は基準以内”という

が、工事が始まれば基準以内で収まらないこ

とも考えられ反対‼ 

③いちょう並木の伐採について 

→長年に渡り、長い時間をかけて育ってきた、

大切な生き物、シンボルを何の許可もなく、

切り落とし殺すことはれっきとした犯罪で

す。断固として反対‼ 

 

以上、便利に人間にとって都合の良い事のた

めだけに上記の工事をすることを心より反対し

ます‼ 

何が何でも反対‼します‼ 

 

本事業につきましては、神宮外苑地区は「東

京 2020 大会後の神宮外苑地区のまちづくり指

針」等において、大規模施設の連鎖的な建て替

えや青山通り沿道等の土地の高度利用を促進

し、魅力ある複合市街地を形成することとして

います。本計画は、こうした上位計画に基づき

魅力ある複合市街地を実現することを目的とし

て実施します。 

本事業の実施による風環境、日影、騒音など

については、東京都環境影響評価技術指針に基

づき予測を行っており、環境基準などの評価基

準と照らし合わせて評価を行っております。 

野球場からの騒音につきましては騒音の発生

に配慮するよう、施設利用者に対して夜間の一

定時間の音を抑える対策等の周知を行うなどの

環境保全措置に努めていきます。 

また、青山二丁目交差点から聖徳記念絵画館

前へと続く特例都道四谷角筈線沿いの 4 列のい

ちょう並木については、全て保存します。 

計画地内の植栽樹を存置もしくは移植により

可能な限り保存するとともに、新たに植栽され

た緑地を含めて適切に管理育成を行う計画とし

ています。 
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1.はじめに 

(1)私は上記住所地で 40 年にわたり仕事をしてい

る者です。言うまでもなく、現在の神宮外苑

における空間・樹木等により醸し出される開

放感、静寂、閑雅は大都会東京においては極

めて貴重な、また他に代えがたい環境となっ

ています。 

(2)この現況を今再開発との名の下に大きく変え

ようとしている計画内容については、一言意

見を述べたく筆をとりました。 

 

2.今回、意見を述べるとすると、意見は環境保

全の見地からの意見とありますので、できるだ

けその趣旨に添って述べるよう努めはします

が、少々その範囲を超えるかもしれません。そ

れは「環境保全の見地」という抽象的な枠組み

は、さまざまな見地からの意見を含んでいると

解するからであります。 

 

3.意見 

(1)本件計画地の大部分は、宗教法人明治神宮(以

下明治神宮と言います)の所有地であると理解

しています。明治神宮は文字通り宗教法人で

あり、定款に目的としてどのような内容が記

されているか調べてみましたが、詳細は残念

ながらわかりませんでした。しかし少なくと

も遍く社会の安寧の維持を得るべく人々のた

めに祈る場として、また人々も心の平穏を願

い祈りをげる場として、いずれも高邁な精神

活動の場であることを目的として存立してい

るものであると信じています。こう理解する

者にとって、明治神宮はこの目的達成への道

程の中に、本件の如き大々的な再開発の計画

をどのように位置づけられているのか、また

その事業の主体者となって、その事業推進を

行っている現在の有様に合理性はあるのか、

また宗教法人としての活動と矛盾するものは

ないのか、是非ともご説明いただきたいもの

です。しかるに、これについて明確なまた得

心できる説明が開示されたとは思えません。

都民の一人として大いに疑問を指摘すると同

時に、明治神宮の姿勢に不信感すら生まれる

という点を指摘しておきます。 

(2)確かに神宮球場にしろ、ラグビー場にしろ、

その建設により長い時間を経て、設備は老朽

化し、修理・保全の必要は当然のこととして

求められます。 

また本計画のように、修理保全ではなく新

規に建造する、それを機会に競技場の配置を

変更する等も行われるといったことはあり得

ましょう。 

計画地が位置する明治神宮外苑は、創建当時

から国民の為のスポーツの場を提供してきた歴

史があります。このスポーツ拠点としての役割

を維持しながらラグビー場・野球場等での競技

の継続を図りつつ老朽化した施設を更新し、新

たな時代にふさわしいスポーツ施設を途切れる

ことなく整備する必要があるため、施設の更新

を行います。 

あわせて、神宮外苑地区は「東京 2020 大会後

の神宮外苑地区のまちづくり指針」等におい

て、大規模施設の連鎖的な建て替えや青山通り

沿道等の土地の高度利用を促進し、魅力ある複

合市街地の形成を通じて、地区一帯でにぎわい

と風格を兼ね備えた世界に誇れるスポーツ拠点

を目指すとしています。本計画は、こうした上

位計画に基づき魅力ある複合市街地を実現する

ことを目的として実施します。 

説明会につきましては東京都環境影響評価条

例で定められた必要な手続きとなっており、そ

れに基づき開催させて頂きました。 

頂戴しましたご意見及びそれに対するご回答

といった検討プロセスにつきましては、東京都

環境影響評価条例に基づき、説明会でのご意見

及びご回答を説明会実施状況報告書としてとり

まとめ、東京都に提出させて頂きました。ま

た、頂きました意見書につきましては、今回の

見解書という形で縦覧いたします。 

事業の実施にあたっては評価書案に記載の環

境保全のための措置を講じることにより、著し

い影響は及ばないものと考えます。 

青山二丁目交差点から聖徳記念絵画館前へと

続く特例都道四谷角筈線沿いの 4 列のいちょう

並木については、全て保存します。工事の施行

にあたっては、保存するいちょう並木の生育に

影響が及ばないよう、計画建物の地下躯体の配

置等に配慮します。 

さらに、計画地内の植栽樹を存置もしくは移

植により可能な限り保存するとともに、新たに

植栽された緑地を含めて適切に管理育成を行う

計画としています。 

よって、新宿御苑から赤坂御用地へ連続する

まとまりのあるみどりの骨格を形成する神宮外

苑の豊かな自然環境は維持・保全されるものと

考えます。 

景観につきましては、今後、景観行政団体で

ある港区や新宿区と協議を行い、「港区景観計

画」及び「新宿区景観形成ガイドライン」に示

される景観形成等の基本理念との整合を図って

いきます。 
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問題はその内容です。 

(3)今回の事業者は「環境影響評価書案」「環境

影響評価書案の概要」「資料編」という、優

に 900 頁を越える大部のものをつくり、これ

を都知事に令和 3 年 7 月 29 日提出しました。

そして 8 月 20 日午後 6 時から午後 7 時 30

分、8 月 21 日午後 2 時から午後 3 時 30 分、二

回の説明会を開いたとのことです。 

残念ながら私はこれを知らず、参加できま

せんでした。しかしこれだけの大部の資料を

基に、住民が 1 時間 30 分の説明を受けたとし

て、その説明内容を理解できると思うのでし

ようか。仮にそうだとすると、それはあまり

にも住民を馬鹿にした話しです。また東京都

も、この環境影響評価書案の内容について、8

月 16 日から 9 月 29 日までに意見があるなら

意見書を提出すようにと求めています。 

(4)事業者がどれほどの時間と、どれほどの費用

を費やして作成したがわかりませんが、各環

境問題(大気汚染、土壌汚染、地盤、水循環

等)に関し、それぞれの各専門家の協力の下、

評価書を作成したものと推察します。それを

全くの素人の住民にわずか 1 時間半ほどの説

明をし、内容を理解せよ、などと求めること

自体無理というものでありましよう。 

しかし事業者は、事業を行うにあたって

は、まず環境影響評価をして、それを文書化

して公示する、その後説明会を 1 回は開く、

但しその説明時間、説明方法は事業者の選択

による方法で行う、説明会を聞いた後、その

内容について意見のある者の意見を東京都は

求める、東京都は寄せられた意見について格

別コメントをすることなく、事業者へかかる

意見が寄せられたとの報告をする、報告を受

けた事業者はその意見に格別何か対処すると

いうのでなく、聞き及ぶ、このような一連の

流れで、事業計画は進む。このことは事業者

が、令和 3 年 6 月 4 日「神宮外苑地区まちづ

くり開発計画概要に関する説明会」と題する

文書を配布しているが、そこに書かれている

環境影響評価については説明会の後は「見解

書の縦覧」「評価書の縦覧」とすすめ、そし

て工事着工に移る、と書かれていることから

も明らかです。 

 

前ページ参照。 
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項 目 事業計画全般（つづき） 

意見の内容 事業者の見解 

(5)この流れを見るとき、どこに住民の声が具体

的に反映する場があると言えるのか、特に現

在ここで環境影響評価書について意見を述べ

る機会となっていますが、その意見は具体的

に工事着工に至るまでの間に、当該意見に関

して、議論を交わす場が確保されているので

しようか。この点不明であります。 

今回意見を述べたにしても、それがどの場

でいつ、どのような形で議論できるのか、こ

れについて私の勉強不足かわかりませんが、

現時点で理解に至っておりません。 

(6)環境影響評価書の内容についてふれますと、

次の基本的意見に集約されると思います。 

現在住民に示されている事業計画を見れ

ば、建物の新設、競技場の位置の変更、ホテ

ルを含む高層建物を建設等が予定されていま

す。当たり前の事ですが、現在の住環境と比

較すれば、この計画が実現されると景観の大

幅な変化、多数の人の集散による騒音、長期

にわたる工事に伴う粉塵の発生、樹木の伐採

に伴う地中生物の減失等々、数えあげれはき

りがないほどの環境の激変が生ずることは、

何も仰々しい環境影響評価書など作成するま

でもなく、自明なことと言えます。 

(7)この激変する環境に対し、どこまで住民は受

忍しなければいけないのか。民間業者は、国

が、都が、区が定めている環境に関するさま

ざまな規制を遵守さえしていれば、あとは計

画実行に問題なし、というならば、それはも

はや議論の余地のないことです。 

本件の事業者は、今回の環境影響評価書の

内容からして、環境問題に関するいずれの規

制の視点から問題がないと考えているもので

しよう。しかし、ここで考えなければいけな

いことは、人の住む環境とは、事業＝営利と

いったものが加わって作り出されたものでは

決してないということです。 

どんなにお金を使い、手間をかけてみても

樹齢 100 年の銀杏はつくれないのです。時間

は買えないのです。地中の微生物にしても一

度死滅してしまったら、それらが再びその地

に生存することになるには長い時間が必要と

いえましょう。こう考えると、一度壊れた環

境は元に戻らないことを肝に銘じるべきであ

ります。 

 

前ページ参照。 
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項 目 事業計画全般（つづき） 

意見の内容 事業者の見解 

(8)この当たり前のことを前に今回の環境影響評

価書を見たとき、新たに 185m、80m という高

層建物を複合棟 AB の建設することは、環境影

響から見ると、その建設意味がありません。

これにより景観は損なわれ、眺望は悪くな

り、圧迫感もあり、一つとしてこの建物を建

てる意味がありません。 

意味があるのは事業者の利益のみであり、

住民に益はないだけです。重ねて言います。

時間はお金で買えないのです。これまでの時

間におり形成された環境は一度壊すと再生で

きないのです。環境は私たちだけのものでは

ありません。 

後世の人にとっても重要な環境であること

を忘れないでほしいです。 

以上 

 

前ページ参照。 

1.周辺に対して 

新たな建築物の、予定業種（店舗など）集客

に関する説明と地元商店会などにメリット・デ

メリットを説明ください。 

 

2.交通に関して 

駐車場、駐輪場などの具体的なプランとどの

様な交通量になるか、銀座線・青山一丁目、外

苑前駅に集中する地下鉄ホームのキャパシ

ティー、人流などシミュレーションを行なって

ご説明ください。 

以上 

 

予定業種（店舗など）につきましては今後の

計画の深度化に合わせ検討・決定していきま

す。 

本事業による計画地周辺の交通につきまして

は、別途警察と協議を実施中であり、円滑な自

動車及び歩行者交通を確保するよう計画してい

きます。 
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項 目 事業計画全般（つづき） 

意見の内容 事業者の見解 

（仮称）神宮外苑地区市街地再開発事業で人

流が大きく変わります。人流の変化は環境問題

だと思います。 

前にも述べましたが、現在神宮球場では年間

約 500 を超える野球の試合とイベントが開催さ

れています。 

今回の再開発事業で、野球場・事務所棟・複

合棟 A が地下鉄外苑前駅近くに建設されます。

これにより人流は、現在の野球場利用者が地下

鉄外苑前駅・青山一丁目駅・JR 信濃町訳・千

駄ヶ谷駅に分散していたものが、地下鉄外苑前

駅と青山一丁目駅に集中します。これに事務所

棟・複合様 A の利用者が加わります。野球等の

イベントが終了した際は、地域住民の駅利用や

移動に支障をきたすことは目に見えています。

特に地下鉄外苑前駅はホームも狭くこれ以上拡

張することはできません。 

2019 年 2 月に東京都が地域住民に「東京 2020

大会後の神宮外苑地区のまちづくり指針」につ

いての説明会を開催した際には、今回の再開発

は野球場とラグビー場を交換して、間に公園を

造る予定です、との説明がなされ、参加住民は

それは良いことだと理解していました。 

東京都におかれましては、事業者が「東京

2020 大会後の神宮外苑地区のまちづくり指針」

を順守して開発するように、強くご指導して頂

きたく、切に要望致します。 

 

計画地周辺の歩行者の増加につきましては、

別途警察、行政等と協議を実施しており、円滑

な歩行者交通を確保するよう計画していきま

す。 

本事業につきましては、神宮外苑地区は「東

京 2020 大会後の神宮外苑地区のまちづくり指

針」等において、大規模施設の連鎖的な建て替

えや青山通り沿道等の土地の高度利用を促進

し、魅力ある複合市街地を形成することとして

います。本計画は、こうした上位計画に基づき

魅力ある複合市街地を実現することを目的とし

て実施します。 
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6.2 事業段階関係区長の意見及び事業者の見解 

6.2.1  港区長からの意見及び事業者の見解 

項 目 総論 

意見の内容 事業者の見解 

環境影響評価書を作成する際は、調査の方

法、評価の基準などについて、内容及び表現を

さらに工夫し、本計画の特徴が適切に表記され

るなど、区民が理解しやすいものとなるように

してください。 

環境影響評価書の作成にあたっては、内容及

び表現等を工夫し、一般の方々が理解しやすい

ものとなるよう努めます。 

 

計画地周辺の住民及び関係者等からの街づく

りを含めた意見·要望等については、真摯に対応

してください。 

今後とも、計画地周辺の住民及び関係者等の

意見や要望を聞きながら真摯に対応します。 

項 目 工事計画について 

意見の内容 事業者の見解 

「港区建築物の解体工事等の事前周知等に関

する要綱」を踏まえ、近隣紛争の未然防止、地

域における生活環境の保全に努めてください。 

既存建築物の解体工事の前には、「港区建築

物の解体工事等の事前周知等に関する要綱」に

基づき、石綿使用の有無及び工事の内容につい

て隣接関係住民の皆様へ周知を行い、近隣紛争

の未然防止、地域における生活環境の保全に努

めます。 

解体建物にアスベストが使用されている場合

は、吹き付け材、保温材等のほか、アスベスト

含有成形板の使用状況についても十分な事前調

査を行い、調査内容を書面で記録し、保管して

ください。 

また、大気汚染防止法等の法令に基づく報告

や届出及び飛散防止対策を講ずるとともに、適

切な廃棄物処理を行ってください。さらに、周

辺住民からの問い合わせがあった場合は、調査

方法及び処理方法を丁寧に説明してください。 

 

現在、計画地内では施設が供用中ではありま

すが、これまでの調査の結果、既存建物の一部

にアスベストの使用が確認されております。 

既存建築物に使用されているアスベストにつ

いては、解体工事に先立ち、｢石綿障害予防規

則｣、｢建築物の解体等に係る石綿（アスベス

ト）飛散防止対策マニュアル｣、「港区建築物の

解体工事等の事前周知等に関する要綱」に従

い、既存建築物設計図による調査、現地での目

視調査等を実施し、必要に応じて材質分析調査

を併用して、状況に応じた対策を講じながら除

去作業を実施します。 

除去したアスベストについては、｢石綿障害予

防規則｣、｢建築物の解体等に係る石綿飛散防止

対策マニュアル｣に従い、粉じんが発生しないよ

う、堅固な容器や廃棄専用プラスチック袋によ

る二重包装を施し、運搬するまでの間、隔離作

業場外に設けた一時保管場所に適切に保管しま

す。 

運搬・処分にあたっては、「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）に従い、許可を得た業者に委託するととも

に、マニフェストにより確認します。 

特定建設作業実施届出など必要な事前届出を

するとともに、十分な近隣説明を行ってくださ

い。 

 

特定建設作業実施にあたっては、必要な事前

届出を行うと共に、「東京都中高層建築物の建

築に係る紛争の予防と調整に関する条例」及び

「港区中高層建築物等の建築に係る紛争の予防

と調整に関する条例」に基づく説明会の際に、

建築物の工期、工法、作業方法等について十分

な近隣説明を行うよう努めます。 
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項 目 工事計画について（つづき） 

意見の内容 事業者の見解 

建設作業にあたっては、騒音、振動、粉塵

等、周辺環境に与える影響を低減するよう適切

な対策を講じてください。 

 

工事の実施に当たっては、騒音、振動、粉じ

ん等による影響低減のため、仮囲い（3.0m）を

設置するとともに、工事手順及び工程の検討・

調整により建設機械が集中稼働しないように稼

働台数を平準化し、建設機械の効率的稼働に努

めます。 

また、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、事前に工事の内容

を十分検討します。 

 

なお、上記の建設機械の稼働に伴う大気汚染

及び騒音・振動については、事後調査により確

認していきます。 

大気汚染、騒音、振動等が環境基準を上回る

ことのないよう、一層の低減に努めてくださ

い。 

工事に使用する建設機械は、最新の排出ガス

対策型建設機械や低騒音型建設機械の使用、低

振動な施工方法の採用に努め、良質な燃料を使

用するとともに、アイドリングストップを厳守

することにより、大気汚染及び騒音・振動の低

減に努めます。また、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

飛散対策を講じます。 

工事車両について、交通集中による渋滞や騒

音軽減など周辺への影響を考慮し、車両の出入

りする動線や時間帯等さらなる工夫をしてくだ

さい。 

また、工事車両の通行が想定されている一般

国道 246 号線、特例都道四谷角筈線、特別区道

第 1044 号線等を通行する車両については、出入

りの際に、徐行を含めた交通安全の徹底を図る

とともに沿道住民等への丁寧な説明に努めてく

ださい。 

工事用車両の走行ルートの限定、安全走行等

により周辺環境に配慮するとともに、工事用車

両出入口付近等には交通整理員を配置するな

ど、周辺への影響の低減に努めます。 

また、工事用車両については一時的に集中し

ないよう、工事工程の平準化に努めます。 

項 目 防災対策について 

意見の内容 事業者の見解 

スポーツ施設、事務所、商業施設、宿泊施設

等の様々な機能を持つ複合施設であるほか、大

規模超高層という点を踏まえ、勤務者や来訪者

等のための一時滞留場所や備蓄物資の確保、備

蓄倉庫の整備など、震災対策に配慮した計画と

してください。 

本事業では災害時のための防災備蓄倉庫等を

設けることとしており、都市防災機能の強化に

貢献する計画です。 
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項 目 交通について 

意見の内容 事業者の見解 

本事業に伴い生じる交通量や流れの変化によ

る周辺環境の変化について、予測評価を分かり

易く記載してください。 

本事業に伴う関連車両の走行ルートは本見解

書 p.14 に、周辺の区道を走行する交通量は評価

書案 p.110 に示したとおりであり、関連車両に

より増加する交通量を含めて関連車両の走行に

伴う大気汚染（二酸化窒素及び浮遊粒子状物

質）を予測評価しています。 

歩行者交通量については環境影響予測の対象

外ですが、デッキの整備等により、本見解書

p.15 に示すとおりの歩行者動線が整備される計

画です。 

なお、評価書の作成にあたっては、計画内容

等の記載を工夫していきます。 

竣工後の関係車両の通行については、特別区

道第 1044 号線等を利用して計画建築物に出入り

する計画になっていることから、自動車利用者

に対する交通安全の徹底を図る取組を実施して

ください。 

供用後の駐車場の運営方法についての詳細は

未定ですが、安全に配慮した運営となるよう誘

導員の配置や適切な表示等の設備設置を検討し

ます。 

 

周辺の交通渋滞と騒音軽減、放置自転車の解

消、二酸化炭素排出量削減に寄与するため、敷

地内に公共的に利用できる自転車駐車場及び

シェアリングのサイクルポートを整備してくだ

さい。 

今後、関係機関と協議を行い自転車駐輪場・

シェアリングのポートも含め検討していきま

す。 

項 目 電波障害について 

意見の内容 事業者の見解 

計画建物等により電波障害が生じることが明

らかになった場合には、その障害と具体的な対

策等について、速やかに受信障害を受ける人に

情報提供するとともに適切な対策を講じてくだ

さい。また、電波障害等の問い合わせに対して

は、丁寧に対応してください。 

計画建築物によるテレビ電波障害が発生した

場合には、ケーブルテレビの活用等の適切な電

波受信障害対策を講じる予定です。 

また、テレビ電波障害に関する住民からの問

い合わせに対して丁寧に対応いたします。 
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項 目 風環境について 

意見の内容 事業者の見解 

敷地周辺の歩道等を通行する者の安全が確保

されるとともに、敷地内の広場・緑地の利用者

が快適に過ごし憩えるよう、十分な風対策を着

実に行い、できる限りビル風の低減に努めてく

ださい。 

風環境については、環境影響評価書案に記載

した防風植栽の設置等の防風対策を確実に行う

とともに、評価書案 p.373 に記載した防風植栽

以外にも、中高木を用いた緑化を行い、防風効

果を高め、歩行者等に対する影響の低減に努め

ます。 

ビル風軽減策の検討にあたっては、防風植栽

以外にもフェンスや防風スクリーン、庇、建物

形状、隅角部の切除や円形化、低層部分を設け

る等、総合的に検討し、更に工夫してくださ

い。 

風環境については計画地及び周辺地域への風

環境の影響を低減するため、防風植栽として高

木を植栽するとともに、防風対策として壁及び

パーゴラを設置し、当該施設の地域に対する風

環境の影響に配慮した計画とします。 

また、防風植栽は十分に生長した木とし、十

分な根入れ深さの確保や樹木支柱により倒木等

を防ぐ措置を講じます。 

防風植栽については、「港区ビル風対策要

綱」の手続きを踏まえ整備を進めるとともに、

適切な植栽の維持管理を行ってください。 

事業の実施に際しては、「港区ビル風対策要

綱」の手続きを適切に実施します。 

防風植栽については、その効果が十分に得ら

れるよう、防風植栽の適切な維持管理を行うと

ともに、防風植栽の転倒防止を図るため、植栽

には地下式支柱や地上支柱等を用いて樹木を支

持します。 

工事期間中の風の測定などについて、近隣住

民等からの要望が出た場合は対応するととも

に、ビル風の陳情·苦情には、丁寧に対応し、必

要に応じて対策を講じてください。 

工事期間中の風環境については仮囲いの配置

等に配慮するとともに、計画地周辺の住民及び

関係者ならびに区民など皆様からのご意見、ご

要望については、真摯に対応します。 

 

建設後、事後調査を行い、評価を上回る風環

境である場合には、確実に追加の対策を講じて

ください。 

供用後に風環境の事後調査を行い、その結果

が評価書の予測結果を上回った場合には、「港

区ビル風対策要綱」に基づき追加の対策を検討

します。 
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項 目 資源、エネルギー、地球環境について 

意見の内容 事業者の見解 

エネルギーを利用する機器については高効率

なものを採用してください。 

本事業では、太陽光発電、自然換気、雨水利

用等の自然エネルギーの利用についても積極的

に取り組む計画です。 

なお、熱源施設については、一部の施設では

地域冷暖房を整備するなど、効率的なエネル

ギー供給を図る計画です。 

建物周囲の公開空地等の被覆については、可

能な限り緑地や保水性舗装を設けるほか、ビル

風対策とのバランスを図りながら風の通り道を

確保する検討など、ヒートアイランド現象にも

配慮した計画としてください。 

本事業では、「東京都都市開発諸制度に基づ

く再開発等促進区の緑化基準」等に基づき、地

上部約 20,831m2、屋上部約 9,253m2、合計約

30,084m2の緑化空間を創出します。 

また、計画建築物をセットバックさせ風の流

れに配慮するとともに、計画地内での緑化の推

進や、自然エネルギーの利用についても積極的

に取り組み、ヒートアイランド現象の抑制を目

指す計画です。 

みなとモデル二酸化炭素固定認証制度に基づ

き、港区と協定を締結した自治体から産出され

る協定木材等の国産材の使用に努めてくださ

い。 

みなとモデル二酸化炭素固定認証制度に基づ

く国産木材使用計画書を提出し、港区と協定を

締結した自治体から生産される協定木材等の国

産材を使用することに努めます。 

項 目 史跡・文化財について 

意見の内容 事業者の見解 

本事業地は、周知の埋蔵文化財包蔵地に該当

していませんが、港区埋蔵文化財要綱に基づ

き、埋蔵文化財の有無を確認するための試掘調

査の実施を指導する対象となりますので、港区

教育委員会と事前に協議をしてください。 

計画地（新宿区内）に隣接して、周知の埋蔵

文化財包蔵地が存在していることから、工事の

実施に際しては、「文化財保護法」に基づきあ

らかじめ「埋蔵文化財発掘届」を提出し、東京

都教育委員会、新宿区教育委員会との協議に基

づき、適切に対応します。 

また、工事の施行中に未周知の埋蔵文化財の

存在が確認された場合は、東京都教育委員会、

港区教育委員会及び新宿区教育委員会へ遅滞な

く報告し、「文化財保護法」に基づき適正に対

処します。 

なお、現状の計画地内には、既存の建築物が

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予定で

す。調査の方法・範囲については、解体工事を

行う前に港区教育委員会及び新宿区教育委員会

と協議したうえで確定し、実施します。 
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項 目 景観について 

意見の内容 事業者の見解 

景観の保全については、引き続き区の関係部

署と調整をしてください。 

景観については今後、港区及び新宿区の関係

部署と調整を継続していきます。 

項 目 その他 

意見の内容 事業者の見解 

野球場等(野球の試合やイベント開催時等)か

ら発生が懸念される騒音について、遮音等の対

策を十分に講じるとともに、供用開始後につい

ても、測定等により確認を行うなど、周辺環境

に与える影響を低減するよう適切な対策を、確

実に講じてください。 

野球場等のスポーツ施設については今後、詳

細な設計を検討するとともに、供用後の騒音の

発生状況について事後調査を行い、周辺環境に

与える影響について確認していきます。 

野球場からの騒音につきましては騒音の発生

に配慮するよう、施設利用者に対して夜間の一

定時間の音を抑える対策等の周知を行うなどの

環境保全措置に努めていきます。 
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6.2.2  新宿区長からの意見及び事業者の見解 

項 目 環境影響評価書案全般について 

意見の内容 事業者の見解 

工事予定期間が長期に亘ることから、周辺地

域への環境影響を最小限に止め、周辺環境との

調和を図り、環境影響評価項目として選定され

た事項について適切な調査及び評価・検討が行

われるよう要望する。 

工事期間が長期に亘ることから、工事の施行中

の大気汚染、騒音・振動の予測については予測時

期を数回に分けるとともに、予測した結果につい

ては事後調査を実施し確認していきます。 

項 目 選定された環境影響評価項目への対応について 

意見の内容 事業者の見解 

環境影響評価書案のとおり対応されたい。た

だし、以下の点について十分にご配慮いただき

たい。 

(1)大気汚染及び騒音・振動 

工事施工中の建設機械の稼働及び工事用車両

の走行に伴い発生する排出ガス・粉塵等、騒

音・振動について、施工計画・施工方法の十分

な検討を行い、近隣への影響を極力小さくする

よう努められたい。 

工事に使用する建設機械は、最新の排出ガス対

策型建設機械や低騒音型建設機械の使用、低振動

な施工方法の採用に努め、良質な燃料を使用する

とともに、アイドリングストップを厳守すること

により、大気汚染及び騒音・振動の低減に努めま

す。また、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ま

す。 

また、工事用車両の走行ルートの限定、安全走

行等により周辺環境に配慮するとともに、工事用

車両出入口付近等には交通整理員を配置するな

ど、周辺への影響の低減に努めます。工事用車両

については一時的に集中しないよう、工事工程の

平準化に努めます。 

(2)土壌汚染 

計画地が過去に軍用地(練兵場)であったこと

から、十分な調査を行い、周辺環境に影響を及

ぼすことの無いよう留意されたい。 

事業の実施にあたっては、土壌汚染対策法第 4

条及び環境確保条例第 117 条に基づく手続きを行

います。 

土壌汚染状況調査の結果、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」に基づき「汚染拡散防止計画書」を作成

し、関係機関と調整を行ったうえで飛散・拡散の

適切な防止措置を実施するとともに、その内容を

事後調査において明らかにします。 

(3)廃棄物 

解体工事にあたりアスベスト等の特別管理廃棄

物が確認された場合、関係法令に基づき適切に

処分を行うよう徹底されたい。 

現在、計画地内では施設が供用中ではあります

が、これまでの調査の結果、既存建物の一部にア

スベストの使用が確認されております。 

既存建築物に使用されているアスベストについ

ては、解体工事に先立ち、｢石綿障害予防規則｣、

｢建築物の解体等に係る石綿（アスベスト）飛散

防止対策マニュアル｣に従い、既存建築物設計図

による調査、現地での目視調査等を実施し、必要

に応じて材質分析調査を併用して、状況に応じた

対策を講じながら除去作業を実施します。 

除去したアスベストについては、｢石綿障害予

防規則｣、｢建築物の解体等に係る石綿飛散防止対

策マニュアル｣に従い、粉じんが発生しないよ

う、堅固な容器や廃棄専用プラスチック袋による

二重包装を施し、運搬するまでの間、隔離作業場

外に設けた一時保管場所に適切に保管します。 

運搬・処分にあたっては、「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）

に従い、許可を得た業者に委託するとともに、マ

ニフェストにより確認します。 
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項 目 選定された環境影響評価項目への対応について 

意見の内容 事業者の見解 

(4)風環境 

計画に伴う防風対策は全て敷地内で完結する

こと。 

評価書案に記載している防風対策は敷地内で

完結させています。ただし、新宿区内に限らず

今後更なる風環境の改善のため敷地外で協力し

ていただける機会があれば連携しながら風の対

策を検討していきます。 

(5)景観 

計画地は、明治神宮内外苑付近風致地区内に

位置しており風格ある景観を形成している。そ

のため、圧迫感の調査地点については、近景域

への影響を検証するため、適切に追加選定され

たい。 

また、眺望への影響を検証するため、新宿区

景観形成ガイドラインに位置付けられている以

下のエリアの眺望点を参考に、調査地点を追加

選定されたい。 

あわせて、計画地の現況は豊かなみどりに囲

まれたまちなみであることを踏まえ、計画にお

いてもより良好な景観形成がされることを要望

する。 

新宿区景観形成ガイドライン 

四谷外濠エリア、若葉・須賀町エリア、四谷

南・信濃町エリア、新宿御苑・内藤町エリア 

計画地は明治神宮内外苑付近風致地区内に位

置していることから、調査地点について追加選

定を検討します。 

また、景観については今後、新宿区及び港区

の関係部署と調整を行う計画です。 

(6)温室効果ガス 

新宿区では令和 3 年 6 月にゼロカーボンシ

ティ表明を行い、実現に向けた取組を進めてい

る。本計画事業は延べ床面積も広大であること

から、施設の供用にあたっては、省エネルギー

や再生可能エネルギーの一層の活用に努められ

たい。なお、東京都建築物環境計画書制度で高

評価を得るよう努めるとともに、ZEB 化について

も十分に検討されたい。 

本事業では、太陽光発電、自然換気、雨水利

用等の自然エネルギーの利用についても積極的

に取り組む計画です。なお、熱源施設について

は、一部の施設では地域冷暖房を整備するな

ど、効率的なエネルギー供給を図る計画です。 

また、ERR（設備システムのエネルギー利用低

減率）は、建物全体で 20％(段階 2)を達成、PAL*

（年間熱負荷係数）は、建物全体で基準値に対

する削減割合を 10％(段階 2)を達成しさらにそ

れ以上を目標としており、計画建築物の省エネ

ルギー化に資する計画です。 
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項 目 その他の要望事項について 

意見の内容 事業者の見解 

(1)みどりとオープンスペース 

地区全体でみどりの質が向上し、量が増加す

る計画とすること。評価書案 P28 表 6.2.2 計画

緑化面積及び必要緑化面積では、新宿区に提出

される緑化計画書の緑化面積は、基準緑化面積

をわずか 2m2上回った計画となっている。緑化面

積は、外構工事が進んだ段階で減少する傾向に

あるため、当初計画段階ではもう少し基準緑化

面積を上回るよう検討すること。 

また、既存樹木については、イチョウ並木や

東側敷地以外についても出来る限り残すととも

に、地域住民が散策できる緑豊かなオープンス

ペースの確保を要望する。 

緑化面積を含めた詳細な緑化計画については

現在関係部署と調整中であり、緑化基準を順守

するよう整備します。 

また、いちょう並木や東側敷地以外について

も、神宮外苑広場（建国記念文庫）等の既存樹

木を存置もしくは移植により可能な限り残すと

ともに、スポーツ施設の周辺には、多種多様な

活動を促す開放的な広場空間を整備し、人溜ま

り空間の確保にも配慮したものとする計画で

す。 

(2)道路交通対策 

工事車両の搬出入等に伴い計画地周辺の交通

渋滞が発生しない様、状況に応じた誘導経路の

確保及び誘導員を配置すること。 

また、工事完了後の将来交通量(車両・歩行

者)の増加を加味した安全対策を講ずること。特

に計画地周辺には、高校や観光施設等もあるこ

とから、歩行者の交通安全対策の徹底を図るこ

と。 

工事車両の出入口には誘導員を配置し、計画

地周辺の交通渋滞が発生しないよう配慮しま

す。 

また、供用後の駐車場の運営方法についての

詳細は未定ですが、安全に配慮した運営となる

よう誘導員の配置や適切な表示等の設備設置を

検討します。スポーツ施設のイベント来場者に

は可能な限り公共交通機関を利用するよう働き

かけを行います。 

(3)歩行者の安全確保について 

建物の供用に当たって、歩行者、車両交通が

滞ることの無いように動線計画を検討するとと

もに、十分な歩行空間の確保や滞留スペースの

確保などの対策を講じること。 

計画地の西側を南北に走る一般国道 246 号

（青山通り）から国立競技場まで人々を繋ぐ特

別区道第 1044 号線（スタジアム通り）には、都

会的で活気のある歩行者ネットワークを形成

し、周辺市街地と当地区を結ぶ玄関口の役割を

果たす計画です（本見解書 p.15参照）。 

また、計画地を南北に繋ぐ動線としては、新

ラグビー場と新球場を結ぶ歩行者ネットワーク

の形成により、施設間連携の強化を図り、歩行

者空間を立体的に整備することで、歩車分離に

よるバリアフリーかつ安全安心で人にやさしい

動線を形成し、十分な歩行空間や滞留スペース

を確保する計画です。 

(4)駐車場及び駐輪場について 

駐車場、駐輸場の設置にあたっては、法令、

条例等に基づく整備を実施するほか、施設設置

による駐車、駐輪需要を満足する計画とし、路

上駐車、放置自転車等が発生しないような計画

とすること。 

駐車場の台数は、「東京都駐車場条例」に基

づく附置義務台数以上を基準とし、約 1,070 台

を確保する計画です。駐輪場についても関係部

署と協議を行い設置する計画です。 

(5)苦情処理等について 

工事施工中、工事完了後における環境に関す

る苦情や要望を受け付ける窓口を設置し、誠実

かつ適切に対応するよう要望する。 

工事施工中、苦情等に対応ができるよう、窓

口を設置します。なお、窓口の設置について、

できる限り近隣の方々にご認識いただけること

を目指して周知するよう努めます。 

(6)帰宅困難者対策について 

帰宅困難者対策として、一時滞在施設の確保

を要望する。 

帰宅困難者の一時避難場所として施設の一部

等を開放するとともに、防災備蓄倉庫等を設け

る計画です。 
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