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1. 事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

1.1 事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

    名 称：三井不動産株式会社 

    代表者：代表取締役社長 菰田 正信 

    所在地：東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号 

    名 称：宗教法人明治神宮 

    代表者：宮司 九條 道成 

    所在地：東京都渋谷区代々木神園町一丁目1番 

    名 称：独立行政法人日本スポーツ振興センター 

    代表者：理事長 芦立 訓 

    所在地：東京都港区北青山二丁目8番35号 

    名 称：伊藤忠商事株式会社 

    代表者：代表取締役 小林 文彦 

    所在地：東京都港区北青山二丁目5番1号 

 
1.2 代表する事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

    名 称：三井不動産株式会社 

    代表者：代表取締役社長 菰田 正信 

    所在地：東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号 

 

2. 対象事業の名称及び種類 

名 称：(仮称)神宮外苑地区市街地再開発事業 

種 類：高層建築物の新築、自動車駐車場の設置 

 
3. 対象事業の内容の概略 

本事業は、東京都港区北青山一丁目、北青山二丁目、新宿区霞ヶ丘町の各一部に位置する計画地面

積約 174,700m2の土地に、スポーツ施設、オフィス、商業、宿泊施設、駐車場等を主要な用途とする

建築物を計画するものである。対象事業の内容の概略は、表 3-1に示すとおりである。 

表3-1 対象事業の内容の概略 

項  目 内  容 

計 画 地 東京都港区北青山一丁目、北青山二丁目、新宿区霞ヶ丘町の各一部 

計 画 地 面 積 約174,700m2 

延 床 面 積 約565,000m2 

最 高 高 さ 約190m 

主 要 用 途 スポーツ施設、オフィス、商業、宿泊施設、駐車場等 

駐 車 台 数 約1,070台 

工事予定期間 2023年～2035年 (令和5年～令和17年) 

供 用 時 期 2035年 (令和17年)（全体供用予定） 

注）今後、関係者協議等により変更になることがある。 
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4. 環境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、事業計画の内容や計画地及び周辺の状況を考慮した

上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 4-1(1)～(11)に示すとおりである。 

表 4-1(1) 環境に及ぼす影響の評価の結論 

項 目 評価の結論 

1. 大気汚染 ≪工事の施行中≫ 
【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大気中における濃度】 

二酸化窒素について、全体工事期間を 4 期間に分け、建設機械からの排出量が最大と
なる時期において予測を行った結果、二酸化窒素の将来濃度(年平均値)を日平均値(年
間 98%値)に変換した値は予測時期①(事務所棟工事時)で 0.054ppm、予測時期②(ラグビ
ー場棟Ⅰ期工事時)で 0.047ppm、予測時期③(野球場棟及び球場併設ホテル棟、複合棟 A
工事時)で 0.051ppm、予測時期④(ラグビー場棟Ⅱ期、複合棟 B、文化交流施設棟工事時)
で 0.050ppm であり、環境基準値(0.04 から 0.06ppm のゾーン内またはそれ以下)を満足
する。建設機械の稼働に伴う寄与率は予測時期①で 33.1％、予測時期②で 17.6％、予
測時期③で 27.3％、予測時期④で 26.3%である。 
また、浮遊粒子状物質について、全体工事期間を 4 期間に分け、建設機械からの排出

量が最大となる時期において予測を行った結果、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)に変換した値は予測時期①で 0.050mg/m3、予測時期②で
0.046mg/m3、予測時期③で 0.048mg/m3、予測時期④で 0.048mg/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予測時期①で 9.5％、予測時期②
で 4.5％、予測時期③で 6.9％、予測時期④で 7.3%である。 
工事の実施にあたっては、建設機械による寄与率を極力少なくするため、事前に作業

計画を十分検討し、建設機械の集中稼働を避けた作業の平準化に努め、最新の排出ガス
対策型の建設機械の使用に努めるとともに、建設機械の不必要なアイドリングの防止等
により、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の影響の低減に努める。 

 
【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大気中における濃度】  

二酸化窒素の将来濃度(年平均値)を日平均値(年間 98%値)に変換した値は予測時期①
(工事着手後 32～50ヶ月目)で 0.041～0.043ppm、予測時期②(工事着手後 71～84ヶ月目)
で 0.041～0.043ppm、予測時期③(工事着手後 132 ヶ月目)で 0.041～0.042ppm であり、
環境基準値(0.04 から 0.06ppm のゾーン内またはそれ以下)を満足する。工事用車両の走
行による寄与率は予測時期①で 0.1%未満～1.0%、予測時期②で 0.1%未満～1.1%、予測
時期③で 0.1%未満～0.8%である。 

また、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)に変換した値は予
測時期①、予測時期②、予測時期③ともに 0.043～0.044mg/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よる寄与率は予測時期①、予測時期②及び予
測時期③で 0.1%未満である。 

 
≪工事の完了後≫ 
【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大気中における濃度】 

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～
0.042ppm であり、環境基準値(0.04 から 0.06ppm のゾーン内またはそれ以下)を満足す
る。関連車両の走行による寄与率は 0.1%未満～0.4%である。 

また、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
0.043～0.044mg/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。 

 
【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大気中における濃度】 

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 0.043ppmで
あり、環境基準値(0.04 から 0.06ppm のゾーン内またはそれ以下)を満足する。地下駐車
場の供用に伴う寄与率は 0.1%である。 
また、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。地下駐車場の供用に伴う寄与率は
0.1%未満である。 

 
【熱源施設の稼働に伴い発生する二酸化窒素の大気中における濃度】 

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 0.046ppmで
あり、環境基準値(0.04 から 0.06ppm のゾーン内またはそれ以下)を満足する。熱源施設
の稼働に伴う寄与率は 9.1%である。 
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表 4-1(2) 環境に及ぼす影響の評価の結論 

項 目 評価の結論 

2. 騒音・振

動 

≪工事の施行中≫ 

【建設機械の稼働に伴う建設作業の騒音及び振動】 

解体時の建設作業騒音レベル(LA5)は、予測時期①(事務所棟工事時)は敷地境界南側で

74dB、予測時期②(ラグビー場棟Ⅰ期工事時)は敷地境界北東側で 77dB、予測時期③(野球

場棟及び球場併設ホテル棟、複合棟 A 工事時)は敷地境界南西側で 73dB、予測時期④(ラ

グビー場棟Ⅱ期、複合棟 B、文化交流施設棟工事時)は敷地境界西側で 75dB と予測され、

勧告基準値（85dB）を下回る。 

新設時の建設作業騒音レベル(LA5)は、予測時期①は敷地境界南側で 80dB、予測時期②

は敷地境界北東側で 75dB、予測時期③は敷地境界南西側で 79dB、予測時期④は敷地境界

西側で 75dB と予測され、勧告基準値（80dB）を満足する。 

解体時の建設作業振動レベル(L10)は、予測時期①は敷地境界南側で 54dB、予測時期②

は敷地境界北東側で 53dB、予測時期③は敷地境界南西側で 54dB、予測時期④は敷地境界

西側で 55dB と予測され、勧告基準値（75dB）を下回る。 

新設時の建設作業振動レベル(L10)は、予測時期①は敷地境界南側で 54dB、予測時期②

は敷地境界北東側で 55dB、予測時期③は敷地境界南西側で 55dB、予測時期④は敷地境界

西側で 51dB と予測され、勧告基準値（70dB）を下回る。 

 

【工事用車両の走行に伴う道路交通の騒音及び振動】 

工事用車両の走行に伴う道路交通の騒音レベル(LAeq)は、予測時期①(工事着手後 32～50

ヶ月目)で昼間 62～71dB、予測時期②(工事着手後 71～84 ヶ月目)で 62～71dB、予測時期

③(工事着手後 132 ヶ月目)で 62～71dB であり、No.5で環境基準値(70dB)を上回っている

が、現況においても環境基準値を上回っており、その他の地点では環境基準値を満足して

いる。工事用車両の走行に伴う騒音レベルの増加分は予測時期①、②、③すべての時期に

おいて最大 1dB である。 

工事用車両の走行に伴う道路交通の振動レベル(L10)は、予測時期①(工事着手後 32～50

ヶ月目) は昼間37～52dB、夜間35～48dB、②(工事着手後71～84ヶ月目) は昼間37～49dB、

夜間 35～46dB、③(工事着手後 132 ヶ月目) は昼間 37～52dB、夜間 35～48dB であり、規

制基準値(第一種区域において昼間 60dB、夜間 55dB、第二種区域において昼間 65dB、夜

間 60dB)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、予測時期①において

昼間で 0～2dB、夜間で 0～4dB であり、予測時期②において昼間で 0～3dB、夜間で 0～5dB

であり、予測時期③において昼間で 0～3dB、夜間で 0～5dB である。 

 

≪工事の完了後≫ 

【関連車両の走行に伴う道路交通の騒音及び振動】 

関連車両の走行に伴う道路交通の騒音レベル(LAeq)は、昼間 62～71dB、夜間 56～69dB

であり、No.5 地点の青山通りの昼間と夜間、No.7 地点の青山通りの夜間を除いて環境基

準値(昼間 70dB、夜間 65dB)を満足している。No.5 地点の昼間と夜間、No.7 地点の夜間に

ついては、現況においても環境基準値を上回っており、関連車両の走行に伴う騒音レベル

の増加分は昼間、夜間ともに全ての地点で 1dB 未満である。 

関連車両の走行に伴う道路交通の振動レベル(L10)は、昼間 37～52dB、夜間 35～48dB で

あり、規制基準値(第一種区域において昼間 60dB、夜間 55dB、第二種区域において昼間

65dB、夜間 60dB)を下回る。関連車両の走行に伴う振動レベルの増加分は、昼間は 0～1dB、

夜間は 0～2dB である。 

 

【施設の供用に伴う騒音】 

施設の供用に伴う騒音レベル(LAeq)は、野球場棟から近傍住宅までの距離（野球場棟か

ら約 80m）において 55dB 程度と予測され、昼間平均（6 時～22 時）の環境基準値（55dB）

を満足する。 

また、参考として施設の供用に伴う神宮球場のスタンド高さの騒音レベル(LAeq)は、野

球場棟から近傍住宅までの距離(野球場棟から約 80m)において 62dB(61.5dB)程度である。

なお、現況の神宮球場から近傍住宅までの距離(約 160m)においては 58dB(57.9dB)程度と

予測されることから、将来においては 4dB(3.6dB)程度増加すると考えられる。野球場棟

からの騒音につい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く。 
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表 4-1(3) 環境に及ぼす影響の評価の結論 

項 目 評価の結論 

3. 土壌汚染 ≪工事の施行中≫ 

計画地の一部はかつて軍用地（青山練兵場）であったことから、汚染のおそれは否定

できない。 

また、現時点で計画地内の既存施設は供用中であり、土壌汚染の状況を確認すること

はできないため、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う。 

なお、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

いて明らかにする。 

以上の対策を講じることにより、事業の実施に伴い土壌汚染が周辺地域に影響を及ぼ

すことはなく、評価の指標を満足するものと考える。 

4. 地 盤 ≪工事の施行中≫ 

本事業では、最深部を含む地下構築範囲の掘削工事において、山留壁として遮水性及
び剛性の高いＳＭＷを採用する。また、地下躯体の施工にあたっては、地盤変形等への
影響をできるだけ少なくするために支保工等により山留壁を支保するとともに、地下階
高が大きい場所には斜め切梁等を設置する計画である。そのため、山留壁の変形が最小
限に抑えられ、掘削区域周辺での地盤の変形は生じないと予測する。 
また、地下水の水位及び流況の変化に伴う地盤沈下の要因として、第 1 帯水層及び第

2 帯水層の地下水位が低下し、難透水層である凝灰質粘土層（Lc）内の水分がこれらの
層に絞り出されることにより圧密沈下が起こることが考えられる。 

本事業においては、ＳＭＷの施工にあたって今後詳細なボーリング調査を実施し、難
透水層の分布状況を把握した上でＳＭＷの根入れ深さを決定する計画であり、掘削範囲
の周囲を遮水性の高い山留壁（ＳＭＷ）で囲うことにより、掘削範囲内の帯水層は分離、
遮水される。これにより、掘削工事等に伴う地下水の水位及び流況の変化の影響は山留
壁の外側の帯水層まで及ばず、計画地周辺の地下水位は低下しないと予測する。 

以上のことから、工事の施行中に地盤の変形及び地下水位の変化に起因した地盤沈下

が生じる可能性は小さく、評価の指標を満足するものと考える。 

 

≪工事の完了後≫ 

本事業では山留壁の設置及び地下構造物の存在により、地下水の流況に影響を及ぼす
可能性がある。 

本事業地周辺の帯水層は広範囲にわたり連続して分布するものと想定される。これに
対し、計画建築物の地下躯体が占める範囲は計画地内のみの限定的なものである。その
ため、地下躯体が建築されても地下水流は地下構造物の周囲を迂回するものと想定され
る。 

なお、現在計画地内で井戸水の汲み上げ・使用を行っているが、工事の完了後は汲み
上げ・使用は行わない予定である。 

以上のことから、完了後においても地下水位低下に起因した地盤沈下または地盤の変

形が生じる可能性は小さく、評価の指標を満足するものと考える。 
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表 4-1(4) 環境に及ぼす影響の評価の結論 

項 目 評価の結論 

5. 水循環 

 

≪工事の施行中≫ 

【掘削工事に伴う地下水の水位及び流況の変化の程度】 

本事業では、最深部を含む地下構築範囲の掘削工事において、山留壁として遮水性及
び剛性の高いＳＭＷを採用し、江戸川層（Eds）以深の難透水層まで根入れすることに
より、第 1 帯水層（Lm）及び第 2 帯水層（Tos,Tog）の地下水位低下、流況の変化を抑
制できる。 

また、ＳＭＷの施工にあたって今後詳細なボーリング調査を実施し、難透水層の分布
状況を把握した上でＳＭＷの根入れ深さを決定する。 

さらに、ディープウェル工法による揚水・排水を実施する場合は、地盤及び地下水位
の状況についてモニタリングを行いながら施工することとし、必要に応じてリチャージ
工法等の対策を行う。 

以上のことから、計画地周辺の地下水の水位及び流況に著しい影響を及ぼすことはな

く、評価の指標を満足するものと考える。 

 

≪工事の完了後≫ 

【地下構造物の存在等に伴う地下水の水位及び流況の変化の程度】 

本事業では最深部の掘削工事において、外周部に山留壁であるＳＭＷを江戸川層以深
まで根入れした上で、地下構造物を T.P.約+5m まで構築する計画である。計画地周辺で
の地下水位は T.P. +21～30m 付近と見込まれるため、山留壁の設置及び地下構造物の存
在により、地下水の流況に影響を及ぼす可能性がある。 

既往資料調査及び現地調査結果を踏まえると、計画地で確認されている帯水層は、計
画地周辺にも広範囲に分布しているものと想定される。これに対し、計画建築物の地下
躯体が占める範囲は計画地内のみの限定的なものである。したがって、工事完了後の地
下水流は、地下構造物の周囲を迂回すると考えられ、地下構造物の存在によって地下水
流が著しく阻害される可能性は小さいと考える。 

なお、現在計画地内で井戸水の汲み上げ・使用を行っているが、工事の完了後は汲み
上げ・使用は行わない予定である。 

以上のことから、地下構造物の存在等により、計画地周辺の地下水の水位及び流況に

著しい影響を及ぼすことはなく、評価の指標を満足するものと考える。 

 

【土地の改変に伴う地表面流出水量の変化の程度】 

本事業では、雨水貯留施設と雨水浸透施設の組合せにより、「新宿区雨水流出抑制施
設の設置に関する要綱」及び「港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。本事業では、可能な範囲で透水性舗装・浸透マス等
の雨水浸透施設を設けるとともに、既存樹木の存置・移植に合わせて緑化整備を行うこ
とにより、雨水の地下への浸透を図る。 
上記の雨水浸透施設を整備するとともに、新たに雨水貯留槽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。 

以上のことから、土地の改変に伴う地表面流出水量を抑制でき、評価の指標を満足す

るものと考える。 
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表 4-1(5) 環境に及ぼす影響の評価の結論 

項 目 評価の結論 

6. 生物・生

態系 

≪工事の完了後≫ 

事業の実施に伴い、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、計画地周辺の神宮外苑広場（御観兵榎）や聖徳記念絵画館裏の緑地、
新宿御苑、青山霊園、赤坂御用地等の改変は生じない。 

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 19.6％とな
り、現況の 16.0％を上回る。緑の体積は 331,466m3となり、現況の 346,284m3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。 

事業の実施にあたっては、計画地内で最も緑量の多い緑地（並木東側）や、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極力保存するとともに、4
列のいちょう並木を全て保存する計画としている。一方、建築計画と重なるため存置す
ることは出来ない樹木については、今後詳細な事業計画を検討する中で活力度等を勘案
し、移植の可否を検討する計画である。なお、記念樹であるユズリハ（1 本が現存）に
ついては移植する計画であり、生態系被害防止外来種リストに記載のあるトウネズミモ
チ（16 本が現存）については伐採する計画である。 

本事業においては、保存する緑地（並木東側）については、ケヤキやクスノキ等の高
木や下草からなる緑地であり、ムラサキシジミ等が好むこれらの樹木や動植物の注目さ
れる種（アズマモグラ、ニホンカナヘビ）が確認されている環境を引き続き保全する。
神宮外苑広場（建国記念文庫）においては、建設後においてもケヤキやシラカシといっ
た高木や下草の緑地であり、並木東側と同様にムラサキシジミ等が好む環境を引き続き
保全する。 

ラグビー場棟の計画要件については、競技者が安全かつ良好な状態で競技ができ、ラ
グビー競技の国際大会が実現できるフィールドサイズとなるよう競技に必要な要件が
ある。詳細な形状については今後、新ラグビー場設計者に対して、圧迫感や閉鎖性の緩
和、既存樹木の保全等に留意したデザインなどを、引き続き検討するよう要請する。ま
た、改めて既存樹木について設計・施工の両面からの工夫等により保存又は移植を検討
し、自然環境の保全に努める。また、施設東側及び北側には都市計画上地区施設として
定められている緑道を整備するほか、既存樹木の保存や移植による保全、新植による緑
量の確保や質の向上にも配慮し、設計・建設等の各段階において関係機関と協議を行っ
ていく計画である。今後、設計及び施工計画の詳細を決定していく中で樹木医の判断も
仰ぎながら樹木の伐採を可能な限り回避し、樹木の保全に努めるとともに神宮外苑広場
（建国記念文庫）の保全エリアを可能な限り拡大するよう努める。 

また、神宮外苑広場（建国記念文庫）等の緑地が一部改変されるが、文化交流施設棟
周辺及び中央広場廻りにおいて、神宮外苑広場（建国記念文庫）等から約 112 本の樹木
を移植し、新たに新植樹木も配置することで神宮外苑広場（建国記念文庫）の樹林及び
生態系を復元する計画である。文化交流施設棟の北側については現状まとまった樹林で
高木、中木、低木による階層構造を有しており、移植によりさらに緑の厚みを増すこと
により、改変後の早期の段階から貴重な生態系を有すると考える。文化交流施設棟の南
側については神宮外苑広場（建国記念文庫）等から移植したシイノキ等の樹木を中心に
植栽し、様々な樹高の移植木を植栽し階層構造を有することで、密な林床に生息する土
壌動物やジョロウグモ、ムラサキシジミといった昆虫類に加え、これらを餌とする鳥類
などによって構成された豊かな生態系を形成する。合わせてケヤキ等の高木、中木やオ
オムラサキ（ツツジ科）などの低木を新植する。これらの生長には一定の時間を要する
が、生長して生態系を形成することにより文化交流施設棟の北側の樹林とつながり、ま
とまりのある神宮外苑広場（建国記念文庫）の環境を復元する。文化交流施設棟周辺及
び中央広場廻りにおいて、神宮外苑広場（建国記念文庫）の比較的暗い林相を復元する
ことにより、そうした環境を好むムラサキシジミや、生態系の上位に位置するコゲラや
シジュウカラ、ヒヨドリといった鳥類、計画地全域で確認されているアリ科の土壌動物
が生息すると考えられることから、これらの種を指標種とし、事後調査において生息を
確認していく。 

樹木の移植や新植の実施後に、活着の状況のモニタリングを継続して実施し、樹勢の
変化などに対し樹木医等の専門家の指導を仰ぎながら対応を行っていく。同様に 4 列の
いちょう並木についても、生育の状況のモニタリングを継続して実施し、必要に応じて
対応を行っていく。 
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表 4-1(6) 環境に及ぼす影響の評価の結論 

項 目 評価の結論 

6. 生物・生

態系 

（つづき） 

これらの緑地等は、並木東側から保存する 4 列のいちょう並木や文化交流施設棟等を
経由してスタジアム通り及び第二球場北側まで連続しており、計画地周辺の神宮外苑広
場（御観兵榎）や聖徳記念絵画館裏の緑地、新宿御苑、青山霊園、赤坂御用地等の緑及
び生態系のネットワークは維持されるものと考える。 

工事の施行にあたっては、保存する 4 列のいちょう並木や神宮外苑広場（建国記念文
庫）等の既存樹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す
るとともに、既存（移植）樹木の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、樹木の保全に努める。また、保存する 4 列のいちょう並木の西側
1 列については、野球場棟の近接工事着工前に樹木医の判断を仰ぎながら根系調査を行
い、その結果により設計者・施工者等と調整し、4 列のいちょう並木を保全するため、
詳細な建築計画及び施工計画の検討を行う。 

あわせて、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う。さらに、工事の施
行にあたっては、存置する既存樹木を傷つけないよう、建設機械の配置等に留意するよ
う施工会社に対して指導する。 
存置・移植した既存樹木及び新規に創出した緑地については、現状と同様に多様な樹

種に対応した適切な管理育成を引き続き行っていくとともに、文化交流施設棟の高さを
抑えることにより日照を確保することで緑の量が増加し、豊かな樹林が形成されるもの
と考える。また、ラグビー場棟による神宮外苑広場（建国記念文庫）への日影の影響に
ついては、「8.7 日影」に記載の神宮外苑広場（建国記念文庫）から最も近い調査地点「写
真 8.7-5 天空写真(No.5地点 絵画館前交差点)」において、樹木が最も生長する時期
（夏至及び春・秋分）において日影とならないことから、日照は確保されるものと考え
る。野球場棟の防球ネットによる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 列のいちょう並木への日影の影響については、今後、安全性も
考慮した上で防球ネットの透過性等の詳細を検討する中で日影についても配慮し検討
を行う。 
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。したがって、周辺地域も含め
た生物・生態系の現況は維持され、評価の指標を満足するものと考える。 

7. 日 影 ≪工事の完了後≫ 

計画建築物による日影は、日影規制のある地域において、日影規制ライン（敷地境界
線から 10m）を越えて 2 時間以上及ぶことはなく、かつ、日影規制ライン（敷地境界線
から 5m）を越えて 3 時間以上及ぶことはない。なお、計画地周辺は概ね再開発等促進区
を定める地区計画の地区整備計画の範囲となり、計画地周辺のほとんどが日影規制の適
用除外となったことから、計画建築物による日影時間は日影規制の範囲内に収まる。 

また、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る。これにより、冬至日において、計画建築物による 2 時間以
上の日影が生じる範囲は、日影規制の範囲において概ね計画地の複合棟 B の西側と緑地
（並木東側）の東側の限られた範囲であり、日影の影響を低減していると考える。 

なお、4 列のいちょう並木への日影の影響については、今後、安全性も考慮した上で

防球ネットの透過性等の詳細を検討する中で日影についても配慮し検討を行う。 

また、神宮外苑広場（建国記念文庫）については可能な限り日影の影響に配慮した設

計となるよう努める。 

以上のことから、評価の指標とした「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」に定める日影規制を満足するものと考える。 
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表 4-1(7) 環境に及ぼす影響の評価の結論 

項 目 評価の結論 

8. 電波障害 ≪工事の完了後≫ 

計画建築物により、地上デジタル放送については計画地西南西側、衛星放送について

は計画地北東側及び北北東側において、テレビ電波の遮へい障害が生じると予測する

が、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ことにより、テレビ電波障害の影響は解消すると考え

る。 

また、反射障害については、地域的な反射障害として図示するまでには至らない程度

と考える。 

以上のことから、評価の指標とした「テレビ電波の受信障害を起こさないこと」を満

足するものと考える。 

9. 風環境 ≪工事の完了後≫ 

防風対策を行わない場合、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。 

以上のことから、計画建築物の存在により、計画地周辺地域の風環境に変化はあるも

のの、領域 A(住宅地相当の風環境)及び領域 B に相当する風環境が維持されるものと考

える。 
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表 4-1(8) 環境に及ぼす影響の評価の結論 

項 目 評価の結論 

10. 景 観 
 

≪工事の完了後≫ 
【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】 

計画地が位置する港区及び新宿区は西から東にかけてなだらかに傾斜する武蔵野台
地の東に位置しており、スポーツ・興行施設、公園・運動場等、事務所建築物、専用商
業施設等が立地している。これらの施設は建て替えられ、新たに計画建築物が出現する
が、スポーツ・興行施設、公園・運動場等、事務所建築物、専用商業施設等としての構
成要素が改変されることはない。 

また、計画地の一部は「明治神宮内外苑付近風致地区」に含まれ、4 列のいちょう並
木をはじめとした既存樹木が分布し、良好な自然的景観が維持されており、計画地東側
には赤坂御用地、南側には青山霊園、北西側には新宿御苑など、豊富な自然・歴史資源
にも恵まれ、市街地の中でありながら緑豊かな景観が形成されている。 

工事の完了後には、高層建築物などを含む近代的な建築物が建設されるとともに、多
種多様な活動を促す開放的な広場空間が整備される。また、上記の既存樹木を極力存
置・移植するとともに新たな樹木を植栽することにより、地区特性に応じたメリハリの
ある、まとまった緑の空間が創出される。 

以上のことから、「港区景観計画」に示されている「青山通り周辺景観形成特別地区」、
「神宮外苑銀杏並木周辺景観形成特別地区」の景観形成の目標、「新宿区景観形成ガイ
ドライン」に示されている「新宿御苑みどりと眺望保全地区」の景観形成の目標及び「渋
谷区景観計画」に示されている文化・事業活動等の特性に応じた景観形成等の基本理念
との整合が図られるものと考える。 

 
【代表的な眺望地点からの眺望の変化の程度】 

近景域においては、計画建築物が視野に占める割合は大きく、より都市的な眺望が出
現するものと考えられる。なお、絵画館前交差点や、神宮外苑広場（建国記念文庫）等
のまとまった樹木がある場所からは、樹木の存在によりラグビー場棟などの計画建築物
は眺望できないと考えられる。ラグビー場棟の計画要件については、競技者が安全かつ
良好な状態で競技ができ、ラグビー競技の国際大会が実現できるフィールドサイズとな
るよう競技に必要な要件がある。詳細な形状については今後、ラグビー場設計者に対し
て、圧迫感や閉鎖性の緩和、既存樹木の保全等に留意したデザインなどについて、引き
続き検討するよう要請する。また、改めて既存樹木について設計・施工の両面からの工
夫等により保存又は移植を検討し、自然環境の保全に努める。また、施設東側及び北側
には都市計画上地区施設として定められている緑道を整備するほか、既存樹木の保存や
移植による保全、新植による緑量の確保や質の向上にも配慮し、設計・建設等の各段階
において関係機関と協議を引き続き行っていく。事務所棟の高層建築物や野球場棟の防
球ネットやスコアボード、照明等の高さについては 4 列のいちょう並木の高さに配慮す
るとともに、落葉期にこれらが眺望できることに配慮し、色彩は、「東京都景観色彩ガ
イドライン」、｢港区景観計画｣及び「新宿区景観形成ガイドライン」に適合したものと
する。防球ネットについては安全性を考慮した上で透過性等の詳細を検討するととも
に、港区及び新宿区との協議を踏まえて決定していく。これらの配慮を行うことで、青
山二丁目交差点からの眺望に著しい影響を与えない計画としている。 

中景域～遠景域においては、一部の地点では計画建築物が新たな都市的な景観要素と
なり、明治神宮外苑地区の新たな顔として眺望景観を形成するものと考えられる。 

以上の環境保全のための措置を徹底することから、代表的な眺望地点からの景観につ
いては、現況のまとまりのある緑も維持・保全されており、「港区景観計画」に示され
ている「青山通り周辺景観形成特別地区」、「神宮外苑銀杏並木周辺景観形成特別地区」
の景観形成の目標、「新宿区景観形成ガイドライン」に示されている「新宿御苑みどり
と眺望保全地区」の景観形成の目標及び「渋谷区景観計画」に示されている文化・事業
活動等の特性に応じた景観形成等の基本理念との整合が図られるものと考える。 

 
【圧迫感の変化の程度】 

圧迫感の指標である形態率は、現況と比較して 大 32.81 ポイント程度増加するもの
と考えられる。 

計画建築物の配置にあたっては、敷地境界から一定の距離をとり、色彩は、「東京都
景観色彩ガイドライン」、｢港区景観計画｣及び「新宿区景観形成ガイドライン」に適合
したものとする。 

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。これらにより、計画建築物による圧迫感の低減
に努める。 

以上のことから、圧迫感に対する軽減が図られ、評価の指標を満足するものと考える。 
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表 4-1(9) 環境に及ぼす影響の評価の結論 

項 目 評価の結論 

11. 史跡・文

化財 

≪工事の施行中≫ 

周知の埋蔵文化財包蔵地が計画地に含まれていることから、本事業の実施により影響

を受ける可能性がある。 

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予定である。調査の方法・範囲については港区

教育委員会、新宿区教育委員会と協議を行ったうえで確定する。 

なお、未周知の埋蔵文化財が存在する可能性について、掘削工事の着手前に港区教育

委員会、新宿区教育委員会に確認を行う。 

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、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する。 

以上のことから、埋蔵文化財包蔵地の保存に支障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。 

 

12. 自 然 と

の触れ合い

活動の場 

≪工事の施行中≫ 

【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】 

本事業の工事中には、自然との触れ合い活動の場までの利用経路のうち、4 列のいち
ょう並木を通る経路及び 4列のいちょう並木を経由し聖徳記念絵画館へ至る経路と工事
用車両の出入り動線と交差することにより、利用者への影響が考えられるが、工事の施
行中においては、工事用車両の出入口に交通整理員を配置することにより、周囲の歩道
の円滑な通行を確保するとともに、工事の段階に応じて計画地内を通り抜けできるよ
う、歩行者動線を確保する。これについては、工事着工から神宮球場解体までの間、神
宮球場北側及び南側を歩行可能な状態に保つとともに、神宮球場解体着工時には野球場
棟及び球場併設ホテル棟のデッキを歩行可能とするなど、計画地内を常に東西方向に通
り抜けが可能となるよう配慮する。なお、計画地外周の歩道については引き続き歩行可
能となる計画である。 
工事の施行にあたっては、「8.6 生物・生態系」に示すとおり、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極力残す計画である。 

あわせて、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う。さらに、工事の施
行にあたっては、存置する既存樹木を傷つけないよう、建設機械の配置等に留意するよ
う施工会社に対して指導する。 
緑地や広場についても、工事の段階に応じて確保し、人や生物に応じた自然との触れ

合い活動・交流にも配慮する計画である。 

なお、現在、神宮外苑いちょう並木側とスタジアム通り側を繋ぐ歩行者通路等が存在

せず、東西方向の繋がりが希薄なため、工事の完了後においては、散策等が可能な東西

の歩行者ネットワークの強化を図る。また、主要な歩行者ネットワーク上には原則、バ

リアフリーに配慮した回遊性の向上、歩道状空地及び広場の整備を図るとともに、南北

通路の新設による大規模スポーツ施設の来訪者の周辺駅への分散を図ることによって、

スポーツ施設の観客の円滑な動線を確保する。 

以上のことから、自然との触れ合い活動の場までの利用経路に著しい影響を及ぼすこ

とはなく、評価の指標を満足するものと考える。 
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表 4-1(10) 環境に及ぼす影響の評価の結論 

項 目 評価の結論 

12. 自 然 と

の触れ合い

活動の場 

（つづき） 

≪工事の完了後≫ 

【自然との触れ合い活動の場の持つ機能の変化の程度】 

創建当初からの歴史を継承し、絵画館前広場を中心にそれを取り囲むスポーツ施設や
緑地、広場を再生、創出する計画である。 
また、段階的に整備していく各施設については、施設に付帯した緑地や広場について

も合わせて順次供用していく計画である。ラグビー場棟は施設北側に引き続き神宮外苑
広場（建国記念文庫）と施設西側に街角広場を、事務所棟は施設外周部への植栽や屋上
緑化、壁面緑化を整備する。野球場棟は南北通路（デッキ）を、複合棟 A は施設外周部
への植栽や街角広場を整備する。なお、これらの広場や緑地については、現状の計画地
内の緑地や広場の多様な利用状況を踏まえ、今後、人や生物に応じた自然との触れ合い
活動・交流の場となるように検討を行っていく。 

工事の完了後については、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する。この広場空間は、神宮外苑広場（建国記念文庫）等からの
移植木を基調とし、新たに新植樹木も配置することで、まとまりのある緑地環境を復元
再生する。これにより、再整備を行う神宮外苑広場（建国記念文庫）とともに、その周
辺の文化交流施設棟やラグビー場棟等も一体で利用できるまとまりのある緑空間が創
出される。緑化にあたっては、上記のとおり既存樹木の保存、移植利用を基本としつつ、
計画地周辺に残存する緑地の構成種を中心に植栽することで動植物の生息（育）に配慮
するとともに、歩行者動線と連携し芝生や高木を配置し、新たな緑地を創出する計画で
ある。この緑空間には四方からのアクセスが可能であり、計画施設の利用者、就業者の
みならず、地域住民にとっても利用しやすい回遊性の高い自然との触れ合い活動の場に
なると考える。 

なお、現在、神宮外苑いちょう並木側とスタジアム通り側を繋ぐ歩行者通路等が存在
せず、東西方向の繋がりが希薄なため、工事の完了後においては、散策等が可能な東西
の歩行者ネットワークの強化を図る。また、主要な歩行者ネットワーク上には原則、バ
リアフリーに配慮した回遊性の向上、歩道状空地及び広場の整備を図るとともに、南北
通路の新設による大規模スポーツ施設の来訪者の周辺駅への分散を図ることによって、
スポーツ施設の観客の円滑な動線を確保する。 
あわせて、調査計画書の段階では複数の中層建築物を建設するとしていた緑地（並木

東側）については緑豊かな空間を維持し保全するとしたことに加え、ホテル棟の建設を
予定していた場所を文化交流施設棟とした。都民の意見を受け計画を変更し、公園支援
機能として用途を変更し、さらに建物の高さを抑えるとともに複数ある棟の間隔を空け
ることにより、周辺に整備する緑地の連続性を確保する計画へと変更している。また、
存置・移植した既存樹木及び新規に創出した緑地については、現状と同様に多様な樹種
に対応した適切な管理育成を引き続き行っていくとともに、文化交流施設棟の高さを抑
えることにより日照を確保することで緑の量が増加し、豊かな樹林が形成されるものと
考える。 

本事業の実施により、神宮外苑広場（建国記念文庫）等、明治神宮外苑の一部が改変

されるが、工事の施行にあたっては創建当初から存在する 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

くは移植により残し、自然との触れ合いの場の保全に努める計画である。 

以上のことから、自然との触れ合い活動の場の持つ機能に著しい影響を及ぼすことは

なく、評価の指標を満足するものと考える。 

 

357,(仮称)神宮外苑地区市街地再開発事業,環境影響評価書（本編）



- 12 - 

表 4-1(11) 環境に及ぼす影響の評価の結論 

項 目 評価の結論 

13. 廃棄物 ≪工事の施行中≫ 
【解体工事に伴う廃棄物の排出量、再利用量及び処理・処分の方法】 

既設建築物解体に伴う廃棄物の発生量は、コンクリート塊約 150,560m3、金属くず（鉄
骨）約 18,820t、木くず（建設発生木材）約 5,646t、建設混合廃棄物約 3,764t、伐採樹
木約 10,000t と予測する。これらの廃棄物の処理に当たっては、「建設リサイクル法」
等の関係法令に示される事業者の責務を果たすことで、「東京都建設リサイクル推進計
画」の目標値（アスファルト・コンクリート塊、コンクリート塊、建設発生木材で 99％、
建設混合廃棄物で 83％）を達成するものと考える。伐採した樹木についてはベンチや記
念品等の製作、木質歩道や堆肥・ウッドチップ等として利活用するなど、環境にも配慮
しつつ適切な利活用について積極的に検討する。また、チップ化して堆肥や土壌改良剤
等としてリサイクルする等、適切に処理する。伐採した樹木のストックの方法について
は、計画地内で保管できる容量を超えるものについては計画地外で保管することとし、
工事計画に沿って適切な保管が可能な場所において保管を行う。なお、これ以外の品目
についても不要材の減量や分別の徹底に努める。また、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｣等に従い、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、状況に応じた対策を講じながら除去作
業を実施することにより、関係法令に示される事業者の責務は果たされるものと考え
る。 

 
【建設工事に伴う建設廃棄物及び建設発生土の排出量、再利用量及び処理・処分の方法】 
・建設発生土の発生量 

建設発生土の発生量は、約 854,000m3と予測する。建設発生土は、受入機関の受入基
準への適合を確認したうえで場外搬出することにより適正に処理する計画とし、「建設
リサイクル法」等の関係法令に示される事業者の責務を果たすことで、「東京都建設リ
サイクル推進計画」の目標値（88％）を達成するものと考える。 

・建設汚泥の発生量 
建設汚泥の発生量は、約 91,400m3と予測する。建設汚泥は、場外に搬出して産業廃棄

物として適正に処理する計画であるが、「建設リサイクル法」等の関係法令に示される
事業者の責務を果たすことで、「東京都建設リサイクル推進計画」の目標値（96％）を
達成するものと考える。 

・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、約 16,952tと予測する。これらの建設廃棄

物は分別を徹底し、種類に応じて保管、排出、再利用促進及び不用材の減量等を図る等、
「建設リサイクル法」等の関係法令に示される事業者の責務を果たすことで、「東京都
建設リサイクル推進計画」の目標値（アスファルト・コンクリート塊、コンクリート塊、
建設発生木材 99％、建設混合廃棄物 83％、建設廃棄物 98％）を達成するものと考える。
なお、これ以外の品目についても不要材の減量や分別の徹底に努める。 
 

≪工事の完了後≫ 
【施設の供用に伴う廃棄物の種類及び排出量、再利用量及び処理・処分の方法】 

施設の供用に伴い廃棄物が約 21,200kg/日発生するが、「廃棄物の処理及び清掃に関す
る法律」、「東京都廃棄物条例」、「港区廃棄物の処理及び再利用に関する条例」、「新宿区
リサイクル及び廃棄物の処理に関する条例」等の法令等を遵守し、廃棄物を適正分別し
て保管場所の管理を徹底する等、関係法令に示される事業者の責務を果たすことで、「み
なとクリーンプラン 21（第 2 次）-港区一般廃棄物処理基本計画」に示される資源化率
の目標値(42％)や、「新宿区一般廃棄物処理基本計画」に示されるごみの削減量の目標
値(18％)は達成するものと考える。 
 

14. 温 室 効

果ガス 

≪工事の完了後≫ 
施設の供用に伴う温室効果ガス排出量は約 46,545t-CO2/年、削減量は約 11,636t-CO2/

年、削減率は約 20.0％と予測する。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、温室効果ガス
の排出抑制が図られるものと考える。 
なお、上記の予測結果には地域冷暖房の導入等による排出削減分が見込まれていない

が、導入する地域冷暖房等の詳細が明らかとなった時点で、再度温室効果ガス排出量及
び削減量を算定し報告する。 

以上のことから、｢地球温暖化対策の推進に関する法律｣、「環境確保条例」及び｢東京
都建築物環境配慮指針｣に示される「事業者の責務」の内容を満足するものと考える。 
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5. 環境影響評価手続の経過 

東京都環境影響評価条例に基づく環境影響評価手続の経過は、表 5-1に示すとおりである。 

 
表 5-1 調環境影響評価手続の経過 

手続の経過 
環境影響調査計画書の提出 平成 31(2019)年 4月 15日 

環境影響評価項目等選定報告書の提出 令和 3(2021)年 7月 26日 

環境影響評価書案の提出 令和 3(2021)年 7月 29日 

 
提出後の 

手続の経過 

公示された日 令和 3(2021)年 8月 16日 

縦覧された日 
令和 3(2021)年 8月 16日～ 

令和 3(2021)年 9月 14日 

説明会の実施 
令和 3(2021)年 8月 20日 

令和 3(2021)年 8月 21日（計 2回） 

都民の意見書 60件 

事業段階関係区長の意見 2件 

環境影響評価書案に係る見解書の提出 令和 4(2022)年 2月 17日 

 
提出後の 

手続の経過 

公示された日 令和 4(2022)年 3月 7日 

縦覧された日 
令和 4(2022)年 3月 7日～ 

令和 4(2022)年 3月 28日 

都民の意見を聴く会の開催 令和 4(2022)年 4月 15日 

評価書案審査意見書が送付された日 令和 4(2022)年 8月 18日 
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