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8.6 生物・生態系 

8.6.1 現況調査 

(1) 調査事項及びその選択理由 

調査事項及びその選択理由は、表 8.6-1に示すとおりである。 

表 8.6-1 調査事項及びその選択理由 

調査事項 選択理由 

①陸上植物の状況 
②陸上動物の状況 
③生息(育)環境 
④緑の量 
⑤陸域生態系の状況 
⑥都市域生態系の状況 
⑦法令による基準等 

工事の完了後における建築物等の存在により、
植物相及び植物群落、動物相及び動物群集、生物
の生息（育）環境、緑の量及び生態系に影響を及
ぼすおそれが考えられるため、計画地及びその周
辺について左記の事項に係る調査が必要である。 

 

(2) 調査地域 

調査地域は、図8.6-1に示すとおりであり、計画地及びその周辺とした。 

 

(3) 調査方法 

1) 陸上植物の状況 

調査は、既存資料調査及び現地調査による方法によった。 

ア. 既存資料調査 

既存資料として「東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会 実施段階環境影響

評価書（新国立競技場（オリンピックスタジアム））」（平成 28 年 10 月 東京都）を用い、

計画地及びその周辺の植物の結果を整理した。 

 

イ. 現地調査 

(ｱ) 調査範囲 

陸上植物の状況の現地調査範囲及び地点は図 8.6-1に示すとおりである。計画地内にお

いて、植物相、植生、植物群落及び樹木の活力度の調査を実施した（図 8.6-2参照）。 

 

(ｲ) 調査期間 

調査期間は、表8.6-2に示すとおりであり、植物相は秋季、春季及び夏季に、植生及び

植物群落は夏季に、樹木の活力度は調査が可能な3m以上の高さの樹木を対象として冬季

及び春季に調査を実施するとともに、令和4年5月に詳細調査を追加で実施した。 
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表8.6-2 陸上植物の状況の調査時期 

調査項目 調査時期 

陸上植物の状況 

植物相 

秋季：平成30年11月29日 

春季：令和元年 5月24日 

夏季：令和元年 7月 8日 

植生 夏季：令和元年 7月 9日 

植物群落 夏季：令和 4年 6月29日 

樹木の活力度 

冬季：平成30年12月25日～平成31年1月28日 

春季：平成31年4月15日～令和元年 5月 7日 

詳細調査：令和 4年 5月12日 
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(ｳ) 調査方法 

調査方法は、表8.6-3に示すとおりであり、植生調査及び植物群落調査は、現地踏査及

び相観による記録、樹木の活力度及び植物相調査は、現地踏査により行った。 

 

表8.6-3 陸上植物の状況の調査方法 

調査項目 調査方法 

陸上植物の状況 

植物相 計画地内を踏査し、生育する植物を記録した。 

植生 
計画地内を踏査し、相観により植生を区分し、各々の植生の

広がりを平面図に記録した。 

植物群落 
植栽地において方形区（コドラート）を設置し、相観による

植物社会学的な調査方法によった。 

樹木の活力度 
計画地内を踏査し、生育する樹木のうち樹勢等の調査が可能

な3m以上の樹木を対象に、樹木の活力度を記録した。 

 

2) 陸上動物の状況 

調査は、既存資料調査及び現地調査による方法によった。 

ア. 既存資料調査 

既存資料として「東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会 実施段階環境影響

評価書（新国立競技場（オリンピックスタジアム））」（平成 28 年 10 月 東京都）を用い、

計画地及びその周辺の動物として、哺乳類、鳥類、爬虫類・両生類、昆虫類、クモ類の結果

を整理した。 

 

イ. 現地調査 

(ｱ) 調査範囲 

陸上動物の状況の現地調査範囲については、計画地内及び計画地周辺において、哺乳類、

鳥類、爬虫類・両生類、昆虫類、クモ類及び土壌動物の調査を実施した（図 8.6-3参照）。 

 

(ｲ) 調査期間 

調査期間は、表8.6-4に示すとおりであり、鳥類は秋季、冬季、春季及び夏季に、哺乳

類、爬虫類・両生類、昆虫類、クモ類は秋季、春季及び夏季に、土壌動物は夏季に調査

を実施した。なお、土壌動物についてはエリアごとの状況を把握するため、秋季の令和4

年9月26日～27日においても追加で調査を実施した。 
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表8.6-4 陸上動物の状況の調査時期 

調査項目 調査時期 

陸上動物の状況 

鳥類 

秋季：平成30年11月29日 

冬季：平成31年 2月 7日 

春季：令和元年 5月24日 

夏季：令和元年 7月 9日 

哺乳類、爬虫

類・両生類、昆

虫類、クモ類 

秋季：平成30年11月29日 

春季：令和元年 5月24日 

夏季：令和元年 7月 9日 

土壌動物 
夏季：令和元年 7月 8日 

秋季：令和 4年 9月26日～27日 
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②中央広場と絵画館前広場をつなぐ

広場           

③緑地 

（並木東側）          

⑤事務所棟周辺          

①神宮外苑広場（建国記念文庫）          

⑥4列いちょう並木          

④スタジアム通り及び

第二球場北側          

聖徳記念絵画館周辺          

図 8.6-3 土壌動物調査及び土壌環境調査地点                

調査地点（土壌動物調査及び土壌環境調査） 

    

 

 

注）聖徳記念絵画館周辺は参考地点である。 

⑦秩父宮ラグビー場周辺          
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(ｳ) 調査方法 

調査方法は、表8.6-5に示すとおりであり、哺乳類は任意踏査（目撃法、フィールドサ

イン)、鳥類、爬虫類・両生類及びクモ類は目視確認、昆虫類及び土壌動物は任意採集に

より行った。 

 

表8.6-5 陸上動物の状況の調査方法 

調査項目 調査方法 

陸上動物の状況 

哺乳類 
計画地内を踏査し、個体の直接確認による目撃法や、足跡、

糞、食痕、爪痕、抜毛、掘り返し（モグラ塚等）を確認した。 

鳥類 

計画地内における鳥類相を明らかにするため、任意観察によ

る目視調査を実施した(写真8.6-1参照)。また、鳥類相だけで

なく、繁殖状況の把握も行った 

爬虫類・両生

類、クモ類 

計画地内における爬虫類・両生類、クモ類相を明らかにする

ため、踏査を行い、目視による調査を実施した。 

昆虫類 
計画地内における昆虫類相を明らかにするため、任意採集(採

集アミを用いる)による調査を実施した(写真8.6-2参照)。 

土壌動物 

計画地内における土壌動物相を明らかにするため、任意採集

(サンプルを持ち帰り室内で同定)による調査を実施した。小

型土壌動物の場合には、ツルグレン法（土壌動物抽出装置）

により動物の分離抽出を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真8.6-1 調査状況（鳥類） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真8.6-2 調査状況（昆虫類） 
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3) 生息(育)環境 

ア. 地形等の状況 

調査は、「地形図」（国土地理院）、「土地条件図」(昭和 56 年 国土地理院)等の既存資料

の整理によった。 

イ. 植生等の状況 

調査は、「自然環境保全基礎調査 植生調査」（環境省自然環境局生物多様性センター）等

の既存資料の整理によった。また、既存資料調査及び植物群落調査により、計画地周辺の植

生の状況を確認した。 

ウ. 土壌環境の状況 

土壌環境の状況の現地調査範囲については計画地内とし（図 8.6-3参照）、令和 4年 10月

3日～6日において土壌硬度、透水や土壌成分の調査を実施した。 

土壌硬度については長谷川式土壌貫入計を用い、透水については長谷川式簡易現場透水試

験器を用いて現地測定を行い、土壌成分については室内試験により分析を行った。 

エ. 土地利用の状況 

土地利用の状況は、「東京都土地利用現況図〔建物用途別〕（区部）(平成 28年現在)」、｢港

区用途地域地区等図（平成 30年 3月現在）｣、｢新宿区用途地域等都市計画図（平成 30年 10

月 31日現在）｣、｢渋谷区都市計画図･日影規制図（平成 30年 3月 7日施行）｣等の既存資料

を整理した。 

 

4) 緑の量 

調査は、陸生植物の状況の現地調査結果によった。調査方法は、表 8.6-6に示すとおりであ

り、緑被率の求積、緑の体積の求積を行った。 

表8.6-6 緑の量の調査方法 

調査項目 調査方法 

緑の量 

【緑被率の求積】 

相観植生図から、調査地域に占める緑被面積を求めた。 

【緑の体積の求積】 

緑被率で求めた緑被面積に、各植物群落の代表的な地点の最

上層の平均高さを乗じて求めた。 

 

5) 陸域生態系の状況 

陸域生態系の状況の調査は、現地調査により確認された動植物の、生物相互の関わりの整理

によった。 

 

6) 都市域生態系の状況 

都市域生態系の状況の調査は、当該都市域生態系の生物種及び群集の状況及び地域間におけ

る生態系のつながりの状況の整理によった。 

 

7) 法令による基準等 

調査は、「文化財保護法」（昭和 25 年法律第 214 号）、「絶滅のおそれのある野生動植物の種

の保存に関する法律」（平成 4年法律第 75号）、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関

する法律」（平成 14 年法律第 88 号）、「東京における自然の保護と回復に関する条例」（平成 12

年東京都条例第 216 号）、「東京都風致地区条例」（昭和 45 年条例第 36 号）等の法令の整理に

よった。 
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(4) 調査結果 

1) 陸上植物の状況 

ア. 既存資料調査 

(ｱ) 確認種 

計画地内及び新国立競技場（オリンピックスタジアム）を含む計画地周辺における既存

資料調査により、その調査範囲内において 118科 454種の植物が確認された。（資料編 p.179

～184参照） 

計画地及びその周辺は、明治神宮外苑として、聖徳記念絵画館や国立競技場、東京体育

館、神宮球場等のスポーツ・文化施設が整備されている。施設周辺には落葉広葉樹のケヤ

キ、トウカエデ、スズカケノキ等、常緑広葉樹のスダジイ、シラカシ、マテバシイ、クス

ノキ等、落葉針葉樹のイチョウ、メタセコイヤ、常緑針葉樹のヒマラヤスギ等の植栽林が

広がり、胸高直径が 50cm以上の大径木も多く確認された。また、中国や朝鮮半島のほか、

国内では対馬、愛知、岐阜、長野に分布する落葉広葉樹のヒトツバタゴも数多く植栽され

ていた。これらの樹林の下には、イタドリ、ヨウシュヤマゴボウ、ヒナタイノコヅチ、ド

クダミ、クサノオウ等の草本類やフモトシダ、リョウメンシダ、ベニシダ等のシダ類が確

認された。 

 

(ｲ) 注目される植物種 

確認された植物のうち、文化財保護法に基づく天然記念物、絶滅のおそれのある野生動

植物の種の保存に関する法律に基づく国内希少野生動植物種、「レッドリスト（絶滅のお

それのある野生生物の種のリスト 植物Ⅰ(維管束植物)）」（平成 24 年 8 月 環境省）の

記載種及び「東京都レッドリスト（本土部）2020 版」（令和 3 年 3 月 東京都）の掲載種

を注目される植物種として抽出した結果、表 8.6-7に示す 9種が該当した。 

表 8.6-7 注目される植物 

No. 科名 種名 
選定基準注) 

① ② ③ ④ 

1 ブナ科 スダジイ 区指定      

2 クスノキ科 ニッケイ     NT   

3 マンサク科 トサミズキ     NT  

4   トキワマンサク     EN  

5 マメ科 タンキリマメ       CR 

6 モクセイ科 ヒトツバタゴ     VU   

7 アカネ科 ハクチョウゲ     EN  

8 オミナエシ科 オミナエシ      EX 

9 ラン科 シラン   NT  

計 8 科 9 種 1 種 0 種 6 種 2 種 

注)選定基準 

①文化財保護法（昭和 25 年法律第 214 号）、東京都文化財保護条例（昭和 51 年東京都条例第 25 号）、

新宿区文化財保護条例（昭和 58 年新宿区条例第 20 号）に基づく天然記念物 

  区指定：新宿区指定天然記念物 

②絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律（平成 4 年法律第 75 号）に基づく国内希

少野生動植物種 

③「レッドリスト（絶滅のおそれのある野生生物の種のリスト 植物Ⅰ(維管束植物)）」（平成 24

年 8 月 環境省）の記載種 

  EN：絶滅危惧 IＢ類 VU:絶滅危惧 II 類 NT:準絶滅危惧 

④「東京都レッドリスト（本土部）2020 版」（令和 3 年 3月 東京都）の区部に該当する掲載種 

  EX：絶滅 CR:絶滅危惧ⅠA 類 
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(ｳ) 植生 

植生調査結果を基にその調査範囲内に分布する植物群落等を区分した結果、表 8.6-8に

示すとおり草本群落が 6 区分、木本群落が 5 区分、畑等のその他区分が 4 区分、計 15 区

分に分類された。 

 

表 8.6-8 植生区分 

植生区分 群落名 概要 

一年生草本群落 ヒメムカシヨモギ-オオア
レチノギク群落 

ヒメムカシヨモギやオオアレチノギ
クが優占するほか、メマツヨイグサや
アオカモジグサ等が混生する群落。 

多年生草本群落 カゼクサ-オオバコ群落 ギョウギシバやシロツメクサが優占
するほか、オオバコ、ヘラオオバコ、
ムラサキツメクサ、ヨモギ等が混生す
る群落。 

単子葉草本群落 ネズミムギ群落 シバやシロツメクサが生育する草地
であるが、ネズミムギが優占している
群落。 

イヌムギ群落 イヌムギが優占するほか、セイヨウタ
ンポポ、チガヤ、メマツヨイグサ、シ
ロツメクサ、コセンダングサ等が混生
する群落。 

シバ群落 シバが優占する低茎草本群落で、シロ
ツメクサやオオバコ、ヘラオオバコ、
ヒメチドメ等が混生する群落。 

ジャノヒゲ植栽地 ジャノヒゲ（タマリュウ）が植栽され
ている群落。 

木本群落 
 

植栽樹群（常緑広葉） スダジイやマテバシイ、クスノキ等の
常緑広葉樹が優占する植栽樹群。 

植栽樹群（落葉広葉） ケヤキやトウカエデ等の落葉広葉樹
が優占する植栽樹群。 

植栽樹群（常緑針葉） クロマツやカイヅカイブキ、ソテツ等
の常緑針葉樹が優占する植栽樹群。 

植栽樹群（落葉針葉） ラクウショウやメタセコイア、イチョ
ウ等の落葉針葉樹が優占する植栽樹
群。 

植栽樹群（混交） 各種の樹木が混生して優占種が判別
できない植栽樹群。 

その他 
 

公園・グラウンド 土地利用が小規模な児童公園やグラ
ウンドのもの。 

人工構造物 土地利用が建築物等のもの。 

道路 土地利用が道路のもの。 

開放水面 河川、池等の水面。 
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イ. 現地調査 

(ｱ) 植物相 

a. 確認種 

現地調査により、計画地内において 93 科 320 種の植物が確認された。（資料編 p.185

～190参照） 

計画地内では、既存資料調査でも確認された、落葉広葉樹のケヤキ、トウカエデ、ス

ズカケノキ等、常緑広葉樹のスダジイ、シラカシ、マテバシイ、クスノキ等、落葉針葉

樹のイチョウ、メタセコイヤ、常緑針葉樹のヒマラヤスギ等の植栽林が確認された。落

葉広葉樹のヒトツバタゴも数多く植栽されており、これらの樹林の下には、ヨウシュヤ

マゴボウ、ドクダミ、クサノオウ等の草本類やベニシダ等のシダ類が確認された。 

 

b. 注目される植物種 

確認された植物のうち、文化財保護法に基づく天然記念物、絶滅のおそれのある野生

動植物の種の保存に関する法律に基づく国内希少野生動植物種、「報道発表資料 環境

省レッドリスト 2019 の公表について」（平成 31 年 1 月 環境省）の記載種及び「東京

都レッドリスト（本土部）2020 版」（令和 3 年 3 月 東京都）の掲載種を注目される植

物種として抽出した結果、表 8.6-9に示す 4種が該当した。 

注目される植物種の生態及び確認状況は、表 8.6-10に示すとおりである。 

トサミズキ、コムラサキ及びシランについては人為的に植栽しているものであり、計

画建築物が建設される箇所では確認されていない。 

ヒトツバタゴについては計画建築物が建設される箇所で一部確認されているが、人為

的に植栽しているものである。 

表 8.6-9 注目される植物 

No. 科和名 種 名 
選定基準注） 

① ② ③ ④ 

1 マンサク トサミズキ     NT   

2 モクセイ ヒトツバタゴ     VU   

3 クマツヅラ コムラサキ    CR 

4 ラン シラン     NT   

計 4 科 4 種 0 種 0 種 3 種 1 種 

注)選定基準 

①文化財保護法（昭和 25 年法律第 214 号）、東京都文化財保護条例（昭和 51 年東京都条例第 25 号）、

新宿区文化財保護条例（昭和 58 年新宿区条例第 20 号）に基づく天然記念物 

  区指定：新宿区指定天然記念物 

②絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律（平成 4 年法律第 75 号）に基づく国内希

少野生動植物種 

  国内:国内希少野生動植物種 国際:国際希少野生動植物種 

③「報道発表資料 環境省レッドリスト 2019 の公表について」（平成 31 年 1 月 環境省）の記載種 

  VU:絶滅危惧 II 類 NT:準絶滅危惧 

④「東京都レッドリスト（本土部）2020 版」（令和 3 年 3月 東京都）の区部に該当する掲載種 

CR:絶滅危惧ⅠA 類 
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表 8.6-10  注目される植物の生態及び確認状況 

【種 名】：トサミズキ 

【分 布】：高知県の岩地にのみ生える。 

【形 態】：落葉低木で、花期は 3 月末～4 月 

【確認状況】：神宮外苑いちょう並木北側付近の植込みに 11 個体の植栽が

確認された。 
 

出典：「日本の野生植物 木本Ⅰ」 
【種 名】：ヒトツバタゴ 

【分 布】：長野県・岐阜県・愛知県の一部に遺在し、対馬、朝鮮・台湾・

中国大陸の一部に隔離分布する。 

【形 態】：落葉高木で、花期は 5 月。 

【確認状況】：明治神宮外苑内に広く植栽されており、計画地内の植込み等

に 49 個体の植栽が確認された。 
 

【種 名】：コムラサキ 

【分 布】：本州・四国・九州・琉球・朝鮮・中国に分布する。 

【形 態】：落葉低木で、花期は 7～8 月。 

【確認状況】：緑地（並木東側）の植込みに植栽が確認された。 

 
【種 名】：シラン 

【分 布】：本州中南部～琉球、中国（本土・台湾）に分布する。 

【形 態】：日当たりのよい湿り気のある斜面にはえ、花期は 4～5 月。 

【確認状況】：緑地（並木東側）の植込みに 20 個体の植栽が確認された。 

 
注)分布及び形態は、「日本の野生植物 木本Ⅰ」（平成元年 2 月 (株)平凡社）、「日本の野生植物 木本Ⅰ」（平

成元年 2 月 (株)平凡社）、「日本の野生植物 草本Ⅰ」（昭和 57年 1 月 (株)平凡社）、「日本の野生植物 草

本Ⅱ」（昭和 57 年 3 月 (株)平凡社）、「日本の野生植物 草本Ⅲ」（昭和 56 年 10 月 (株)平凡社）による。 

 

(ｲ) 植生 

現地調査による計画地及びその周辺の緑地の分布状況は、図 8.6-4に示すとおりである。

現存植生は、緑地（並木東側）を中心に植栽樹群（混交）が最も広く分布し、神宮外苑広

場（建国記念文庫）周辺等に植栽樹群（落葉広葉）が分布するほか、植栽樹群（常緑広葉）

が点在しており、計画地内及び周辺の歩道に植栽樹群（落葉針葉）としてイチョウ植栽地

がある。 

植生調査結果を基に計画地及びその周辺に分布する植物群落等を区分した結果、表

8.6-11 に示すとおり木本群落が 5区分、グラウンドなどその他が 3区分、計 8区分に分類

された（図 8.6-4 参照）。 
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表 8.6-11 植生区分 

植生区分 植生基本分類 群落名 概要 

木本群落  植林地（その他）  植栽樹群（常緑広葉） スダジイやマテバシイ、クスノキ等の常

緑広葉樹が優占する植栽樹群。 

植栽樹群（落葉広葉） ケヤキやトウカエデ等の落葉広葉樹が

優占する植栽樹群。 

植栽樹群（常緑針葉） クロマツやカイヅカイブキ、ソテツ等の

常緑針葉樹が優占する植栽樹群。 

植栽樹群（落葉針葉） ラクウショウやメタセコイア、イチョウ

等の落葉針葉樹が優占する植栽樹群。 

植栽樹群（混交） 各種の樹木が混生して優占種が判別で

きない植栽樹群。 

その他  グラウンドなど 公園・グラウンド 土地利用が小規模な児童公園やグラウ

ンドのもの。 

人工構造物  構造物 土地利用が建築物等のもの。 

道路 土地利用が道路のもの。 
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(ｳ) 植物群落 

図 8.6-4 に示す①～⑥の植生断面図を図 8.6-5(1)～(6)に示す。また、群落組成調査結

果を資料編 p.467～473に示す。 

① 神宮外苑広場は、樹高の高いケヤキなどの落葉樹の下にシラカシなどの常緑広葉樹

が成立する常緑落葉混合林で構成された階層構造を有するまとまった樹林帯が存在

する。 

② 中央広場と絵画館前広場をつなぐ広場は、ソメイヨシノ、トウカエデ、ヒサカキ等

のまとまった中高木により階層構造を有する緑地帯が外周道路の沿道に現存する。 

③ 緑地（並木東側）は、ケヤキ、クスノキ、イロハモミジ、ツユクサ、クサイチゴ等

の常緑落葉混合林で構成された階層構造を有するまとまった樹林帯が存在する。 

④ スタジアム通り及び第二球場北側は、既存樹木（ケヤキ、ヒトツバタゴ、マテバシ

イ、イチョウ、ヘクソカズラ等）が存在する。 

⑤ 事務所棟周辺は、既存建築物の周囲に高木等が植栽されており、高層ビル周辺の都

市的な植栽となっている。 

⑥ 4列いちょう並木は、景観上も重要な 4列のいちょう並木が存在する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 8.6-5(1) ①神宮外苑広場（建国記念文庫）の植生断面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8.6-5(2)  ②中央広場と絵画館前広場をつなぐ広場の植生断面図 
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図 8.6-5(3)  ③緑地（並木東側）の植生断面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8.6-5(4)  ④スタジアム通り及び第二球場北側の植生断面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8.6-5(5)  ⑤事務所棟周辺の植生断面図 
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図 8.6-5(6)  ⑥4列いちょう並木の植生断面図 

 

(ｴ) 樹木の活力度 

現地調査により、計画地内及び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（以降、4 列のいちょう並木と記載）において表

8.6-12 に示すとおり活力度調査が可能な高さ 3m 以上の 1,381 本を対象に外観診断による

調査を実施した。調査結果（毎木調査結果）を資料編 p.210～457に示す。 

そのうち、活力度 A（正常なもの）が 220本、活力度 B（普通、正常に近い）が 895本、

活力度 C(悪化のかなり進んだもの)が 227 本、活力度 D（顕著に悪化の進んでいるもの）

が 40本確認された。 

表 8.6-12 既存樹木調査結果（外観診断による） 

 樹木活力度 
合計 

A B C D 

状態 正常なもの 
普通、正常に 

近い 

悪化のかなり 

進んだもの 

顕著に悪化の 

進んでいるも

の 

－ 

本数 220 894 227 40 1,381 
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2) 陸上動物の状況 

ア. 既存資料調査 

(ｱ) 哺乳類 

a. 確認種 

既存資料調査により、その調査範囲内において 3 目 3 科 3 種の哺乳類が確認された。

（資料編 p.191参照） 

計画地周辺の公園の草地や樹林の林床でアズマモグラ、タヌキの痕跡が確認され、夜

間調査でヒナコウモリ科の飛翔が確認された。 

 

b. 注目される種 

確認された哺乳類のうち、文化財保護法に基づく天然記念物、絶滅のおそれのある野

生動植物の種の保存に関する法律に基づく国内希少野生動植物種、「レッドリスト（絶

滅のおそれのある野生生物の種のリスト ほ乳類)」（平成 24 年 8 月 環境省）の記載

種及び「東京都レッドリスト（本土部）2020 版」（令和 3 年 3 月 東京都）の掲載種を

抽出した結果、表 8.6-13に示す 1種が該当した。 

表 8.6-13  注目される哺乳類 

No. 目名 科名 種名 
選定基準注) 

① ② ③ ④ 

1 モグラ目 モグラ科 アズマモグラ       ※ 

計 1 目 1 科 1 種 0 種 0 種 0 種 1 種 

注)選定基準 

①文化財保護法（昭和 25 年法律第 214 号）、東京都文化財保護条例（昭和 51 年東京都条例第 25 号）、新宿

区文化財保護条例（昭和 58 年新宿区条例第 20 号）に基づく天然記念物 

②絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律（平成 4 年法律第 75 号）に基づく国内希少野生

動植物種 

③「レッドリスト（絶滅のおそれのある野生生物の種のリスト ほ乳類)」（平成 24年 8月 環境省）の記載種 

④「東京都レッドリスト（本土部）2020 版」（令和 3 年 3月 東京都）の区部に該当する掲載種 

  ※：留意種（皇居や区部の公園などの都市部の緑地に住む個体群は、他の集団との交流がない孤立群なので、

今後の生息の推移に留意する必要があるとされる種） 

 

(ｲ) 鳥類 

a. 確認種 

既存資料調査により、その調査範囲内において 5 目 17 科 19 種の鳥類が確認された。

（資料編 p.191参照） 

確認された鳥類は、陸鳥ではコゲラ、オナガ、シジュウカラ、ヒヨドリ、メジロ等の

樹林性の種が確認された。また、外来種であるホンセイインコも確認された。 

確認された種は大部分が留鳥であるが、冬鳥のツグミやシロハラ、夏鳥のツバメも確

認された。 

 

b. 注目される種 

確認された鳥類のうち、文化財保護法に基づく天然記念物、絶滅のおそれのある野生

動植物の種の保存に関する法律に基づく国内希少野生動植物種、「レッドリスト（絶滅

のおそれのある野生生物の種のリスト 鳥類)」（平成 24 年 8 月 環境省）の記載種及

び「東京都レッドリスト（本土部）2020 版」（令和 3 年 3 月 東京都）の掲載種を抽出

した結果、表 8.6-14 に示す 1種が該当した。 
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表 8.6-14  注目される鳥類 

No. 目名 科名 種名 
選定基準注) 

① ② ③ ④ 

1 スズメ目 カラス科 オナガ       NT 

計 1 目 1 科 1 種 0 種 0 種 0 種 1 種 

注)選定基準 

①文化財保護法（昭和 25 年法律第 214 号）、東京都文化財保護条例（昭和 51 年東京都条例第 25 号）、新宿

区文化財保護条例（昭和 58 年新宿区条例第 20 号）に基づく天然記念物 

②絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律（平成 4 年法律第 75 号）に基づく国内希少野生

動植物種 

③「レッドリスト（絶滅のおそれのある野生生物の種のリスト 鳥類)」（平成 24年 8 月 環境省）の記載種 

④「東京都レッドリスト（本土部）2020 版」（令和 3 年 3月 東京都）の区部に該当する掲載種 

  NT: 準絶滅危惧 

 

(ｳ) 爬虫類 

a. 確認種 

既存資料調査により、その調査範囲内において 2 目 5 科 5 種の爬虫類が確認された。

（資料編 p.192参照） 

明るい草地ではニホントカゲ、ニホンカナヘビが、樹林内の人工構造物の壁や住宅地

があった敷地内の排水パイプではニホンヤモリ、アオダイショウが確認された。 

 

b. 注目される種 

確認された爬虫類のうち、文化財保護法に基づく天然記念物、絶滅のおそれのある野

生動植物の種の保存に関する法律に基づく国内希少野生動植物種、「レッドリスト（絶

滅のおそれのある野生生物の種のリスト 爬虫類)」（平成 24 年 8 月 環境省）の記載

種及び「東京都レッドリスト（本土部）2020 版」（令和 3 年 3 月 東京都）の掲載種を

抽出した結果、表 8.6-15に示す 4種が該当した。 

表 8.6-15  注目される爬虫類 

No. 目名 科名 種名 
選定基準注) 

① ② ③ ④ 

1 トカゲ目 ヤモリ科 ニホンヤモリ       VU 

2  トカゲ科 ニホントカゲ    CR+EN 

3  カナヘビ科 ニホンカナヘビ    CR+EN 

4  ナミヘビ科 アオダイショウ    NT 

計 1 目 4 科 4 種 0 種 0 種 0 種 4 種 

注)選定基準 

①文化財保護法（昭和 25 年法律第 214 号）、東京都文化財保護条例（昭和 51 年東京都条例第 25 号）、

新宿区文化財保護条例（昭和 58 年新宿区条例第 20 号）に基づく天然記念物 

②絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律（平成 4 年法律第 75 号）に基づく国内希少

野生動植物種 

③「レッドリスト（絶滅のおそれのある野生生物の種のリスト 爬虫類)」（平成 24年 8月 環境省）の記載種 

④「東京都レッドリスト（本土部）2020 版」（令和 3 年 3月 東京都）の区部に該当する掲載種 

  CR+EN：絶滅危惧Ⅰ類 VU：絶滅危惧 II 類 NT:準絶滅危惧 
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 (ｴ) 両生類 

a. 確認種 

既存資料調査により、その調査範囲内において 1 目 1 科 1 種の両生類が確認された。

（資料編 p.192参照） 

 

b. 注目される種 

確認された両生類のうち、文化財保護法に基づく天然記念物、絶滅のおそれのある野

生動植物の種の保存に関する法律に基づく国内希少野生動植物種、「レッドリスト（絶

滅のおそれのある野生生物の種のリスト 両生類)」（平成 24 年 8 月 環境省）の記載

種及び「東京都レッドリスト（本土部）2020 版」（令和 3 年 3 月 東京都）の掲載種を

抽出した結果、表 8.6-16に示す 1種が該当した。 

表 8.6-16 注目される両生類 

No. 目名 科名 種名 
選定基準注) 

① ② ③ ④ 

1 カエル目 ヒキガエル科 アズマヒキガエル       VU 

計 1 目 1 科 1 種 0 種 0 種 0 種 1 種 

注)選定基準 

①文化財保護法（昭和 25 年法律第 214 号）、東京都文化財保護条例（昭和 51 年東京都条例第 25 号）、新宿

区文化財保護条例（昭和 58 年新宿区条例第 20 号）に基づく天然記念物 

②絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律（平成 4 年法律第 75 号）に基づく国内希少野生

動植物種 

③「レッドリスト（絶滅のおそれのある野生生物の種のリスト 両生類)」（平成 24年 8月 環境省）の記載種 

④「東京都レッドリスト（本土部）2020 版」（令和 3 年 3月 東京都）の区部に該当する掲載種 

  VU: 絶滅危惧Ⅱ類  

 

(ｵ) 昆虫類 

a. 確認種 

既存資料調査により、その調査範囲内において 12 目 102 科 294 種の昆虫類が確認さ

れた。（資料編 p.193～196参照） 

確認された昆虫類は、主にクサビウンカ、ムラサキシジミ、メダカチビカワゴミムシ

等の樹林性の種のほか、オンブバッタ、ヨモギヒメヨコバイ、ミナミマキバサシガメ、

ヤマトシジミ等の草地性の種も確認された。樹林内の落ち葉が厚く堆積した箇所では、

センチコガネが多数確認された。人工池にはアメンボ類が少数生息しており、秋季には

アキアカネ、コノシメトンボが多数飛来していた。また、アカボシゴマダラ等の外来種

も確認された。 

 

b. 注目される種 

確認された昆虫類のうち、文化財保護法に基づく天然記念物、絶滅のおそれのある野

生動植物の種の保存に関する法律に基づく国内希少野生動植物種、「レッドリスト（絶

滅のおそれのある野生生物の種のリスト 昆虫類)」（平成 24 年 8 月 環境省）の記載

種及び「東京都レッドリスト（本土部）2020 版」（令和 3 年 3 月 東京都）の掲載種を

注目される昆虫類として抽出した結果、表 8.6-17に示す 3種が該当した。 
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表 8.6-17 注目される昆虫類 

No. 目名 科名 種名 
選定基準注) 

① ② ③ ④ 

1 ｺｳﾁｭｳ目(鞘翅目) ﾀﾏﾑｼ科 ﾀﾏﾑｼ   
 

VU 

2 ﾊﾁ目(膜翅目) ｽｽﾞﾒﾊﾞﾁ科 ﾓﾝｽｽﾞﾒﾊﾞﾁ   DD 
 

3 ﾁｮｳ目(鱗翅目) ｼﾞｬﾉﾒﾁｮｳ科 ﾋｶｹﾞﾁｮｳ    NT 

計 3 目 3 科 3 種 0 種 0 種 1 種 2 種 

注)選定基準 

①文化財保護法（昭和 25 年法律第 214 号）、東京都文化財保護条例（昭和 51 年東京都条例第 25 号）、新宿

区文化財保護条例（昭和 58 年新宿区条例第 20 号）に基づく天然記念物 

②絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律（平成 4 年法律第 75 号）に基づく国内希少野生

動植物種 

③「レッドリスト（絶滅のおそれのある野生生物の種のリスト 昆虫類)」（平成 24年 8月 環境省）の記載種 

  DD：情報不足 

④「東京都レッドリスト（本土部）2020 版」（令和 3 年 3月 東京都）の区部に該当する掲載種 

  VU：絶滅危惧 II 類 NT:準絶滅危惧 

 

(ｶ) クモ類 

a. 確認種 

既存資料調査により、その調査範囲内において 1目 10科 35種のクモ類が確認された。

（資料編 p.200参照） 

確認されたクモ類は、造網性種のオオヒメグモ、ジョロウグモ等、徘徊性種のデーニ

ッツハエトリ、アリグモ等が共に確認された。また、植込みの葉上では、待ち伏せタイ

プのワカバグモ、アズチグモ等が確認された。 

 

b. 注目される種 

確認されたクモ類のうち、文化財保護法に基づく天然記念物、絶滅のおそれのある野

生動植物の種の保存に関する法律に基づく国内希少野生動植物種、「レッドリスト（絶

滅のおそれのある野生生物の種のリスト その他無脊椎動物)」（平成 24 年 3 月 環境

省）の記載種及び「東京都レッドリスト（本土部）2020 版」（令和 3 年 3 月 東京都）

の掲載種は該当しなかった。 
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イ. 現地調査 

現地調査の結果は以下に示すとおりである。なお、注目される種の分布状況は資料編 p.205

に示した。 

(ｱ) 哺乳類 

a. 確認種 

現地調査により、計画地内において 2目 2科 2種の哺乳類が確認された。（資料編 p.191

参照） 

既存資料調査でも痕跡が確認されているアズマモグラ及び既存資料調査では未確認

のクマネズミが確認された。 

 

b. 注目される種 

確認された哺乳類のうち、文化財保護法に基づく天然記念物、絶滅のおそれのある野

生動植物の種の保存に関する法律に基づく国内希少野生動植物種、「報道発表資料 環

境省レッドリスト 2019 の公表について」（平成 31 年 1 月 環境省）の記載種及び「東

京都レッドリスト（本土部）2020 版」（令和 3 年 3 月 東京都）の掲載種を抽出した結

果、表 8.6-18に示す 1種が該当した。 

注目される哺乳類の生態及び確認状況は、表 8.6-19に示すとおりである。 

アズマモグラは緑地（並木東側）の樹林内で確認された。 

 

表 8.6-18  注目される哺乳類 

No. 目名 科名 種 名 
選定基準 

① ② ③ ④ 

1 モグラ モグラ アズマモグラ       ※ 

計 1 目 1 科 1 種 0 種 0 種 0 種 1 種 

注)選定基準 

①文化財保護法（昭和 25 年法律第 214 号）、東京都文化財保護条例（昭和 51 年東京都条例第 25 号）、

新宿区文化財保護条例（昭和 58 年新宿区条例第 20 号）に基づく天然記念物 

②絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律（平成 4 年法律第 75 号）に基づく国内希少

野生動植物種 

③「報道発表資料 環境省レッドリスト 2019 の公表について」（平成 31 年 1 月 環境省）の記載種 

④「東京都レッドリスト（本土部）2020 版」（令和 3 年 3月 東京都）の区部に該当する掲載種 

  ※：留意種（皇居や区部の公園などの都市部の緑地に住む個体群は、他の集団との交流がない孤立

群なので、今後の生息の推移に留意する必要があるとされる種） 

 

表 8.6-19  注目される哺乳類の生態及び確認状況 

【種  名】：アズマモグラ（モグラ目モグラ科） 

【分  布】：本州、四国 

【形  態】：灰黒色で、トンネルを掘る手はグローブ状になり、尾は短い。

平地から山地の耕作地や草地、樹林などの地下にトンネルを

掘って生息し、トンネル内に落ちたミミズ類や昆虫類の幼虫

などを餌とする。 

【確認状況】：春季、夏季に緑地（並木東側）の樹林地内に痕跡（塚）が複

数箇所で確認された。 

 
出典：「レッドデータブック東京 2013」 

注)分布及び形態は、「レッドデータブック東京 2013（本土部）」（平成 25 年 3 月 東京都）による。 
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(ｲ) 鳥類 

a. 確認種 

現地調査により、計画地内において 6目 16科 18種の鳥類が確認された。（資料編 p.192

参照） 

確認された鳥類は、陸鳥ではツグミ、エナガ、シジュウカラ、ヒヨドリ、メジロ等の

樹林性の種が確認された。また、外来種であるホンセイインコも確認された。 

確認された種は大部分が留鳥であるが、冬鳥のツグミやアトリ、夏鳥のツバメも確認

された。なお、繁殖は確認されなかった。 

 

b. 注目される種 

確認された鳥類のうち、文化財保護法に基づく天然記念物、絶滅のおそれのある野生

動植物の種の保存に関する法律に基づく国内希少野生動植物種、「報道発表資料 環境

省レッドリスト 2019 の公表について」（平成 31 年 1 月 環境省）の記載種及び「東京

都レッドリスト（本土部）2020 版」（令和 3 年 3 月 東京都）の掲載種は該当しなかっ

た。 

 

(ｳ) 爬虫類 

a. 確認種 

現地調査により、計画地内において 1目 1科 1種の爬虫類が確認された。（資料編 p.192

参照） 

 

b. 注目される種 

確認された爬虫類のうち、文化財保護法に基づく天然記念物、絶滅のおそれのある野

生動植物の種の保存に関する法律に基づく国内希少野生動植物種、「報道発表資料 環

境省レッドリスト 2019 の公表について」（平成 31 年 1 月 環境省）の記載種及び「東

京都レッドリスト（本土部）2020 版」（令和 3 年 3 月 東京都）の掲載種を抽出した結

果、表 8.6-20に示す 1種が該当した。 

注目される爬虫類の生態及び確認状況は、表 8.6-21に示すとおりである。 

ニホンカナヘビは緑地（並木東側）の樹林内で確認された。 

表 8.6-20  注目される爬虫類 

No. 目 名 科 名 種 名 
重要種 

① ② ③ ④ 

1 有鱗 カナヘビ ニホンカナヘビ       CR+EN 

計 1 目 1 科 1 種 0 種 0 種 0 種 1 種 

注)選定基準 

①文化財保護法（昭和 25 年法律第 214 号）、東京都文化財保護条例（昭和 51 年東京都条例第 25 号）、

新宿区文化財保護条例（昭和 58 年新宿区条例第 20 号）に基づく天然記念物 

②絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律（平成 4 年法律第 75 号）に基づく国内希少

野生動植物種 

③「報道発表資料 環境省レッドリスト 2019 の公表について」（平成 31 年 1 月 環境省）の記載種 

④「東京都レッドリスト（本土部）2020 版」（令和 3 年 3月 東京都）の区部に該当する掲載種 

CR+EN：絶滅危惧Ⅰ類 
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表 8.6-21  注目される爬虫類の生態及び確認状況 

【種  名】：ニホンカナヘビ 

【分  布】：北海道、本州、四国、九州 

【形  態】：体色は背面が褐色、腹面は白または黄色。背面の鱗にはうね（キ

ール）があり、ザラザラした感じ。昼行性で、クモ類や昆虫類、

ダンゴムシなどの陸生甲殻類を食べる肉食性。 

【確認状況】：夏季に緑地（並木東側）の樹林内で確認された。 

 
出典：「レッドデータブック東京 2013」 

注)分布及び形態は、「レッドデータブック東京 2013（本土部）」（平成 25 年 3 月 東京都）による。 

 

(ｴ) 両生類 

現地調査において、両生類は確認されなかった。 

 

(ｵ) 昆虫類 

a. 確認種 

現地調査により、計画地内において 9目 67科 165種の昆虫類が確認された。（資料編

p.197～199 参照） 

確認された昆虫類は、メダカチビカワゴミムシ等の樹林性の種のほか、ヤマトシジミ

等の草地性の種も確認された。秋季にはアキアカネが飛来していた。また、アカボシゴ

マダラ等の外来種も確認された。 

 

b. 注目される種 

確認された昆虫類のうち、文化財保護法に基づく天然記念物、絶滅のおそれのある野

生動植物の種の保存に関する法律に基づく国内希少野生動植物種、「報道発表資料 環

境省レッドリスト 2019 の公表について」（平成 31 年 1 月 環境省）の記載種及び「東

京都レッドリスト（本土部）2020 版」（令和 3 年 3 月 東京都）の掲載種を抽出した結

果、表 8.6-22に示す 1種が該当した。 

注目される昆虫類の生態及び確認状況は、表 8.6-23に示すとおりである。 

タマムシは計画地北側の神宮外苑広場（建国記念文庫）の樹林内で確認された。 

 

表 8.6-22  注目される昆虫類 

No. 目 名 科 名 種 名 

重要種 

① ② ③ 
④ 

区部 本土部 

1 コウチュウ タマムシ タマムシ       VU    

計 1 目 1 科 1 種 0 種 0 種 0 種 1 種 0 種 

注)選定基準 

①文化財保護法（昭和 25 年法律第 214 号）、東京都文化財保護条例（昭和 51 年東京都条例第 25 号）、

新宿区文化財保護条例（昭和 58 年新宿区条例第 20 号）に基づく天然記念物 

②絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律（平成 4 年法律第 75 号）に基づく国内希少

野生動植物種 

③「報道発表資料 環境省レッドリスト 2019 の公表について」（平成 31 年 1 月 環境省）の記載種 

④「東京都レッドリスト（本土部）2020 版」（令和 3 年 3月 東京都）の区部に該当する掲載種 

VU：絶滅危惧 II 類 
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表 8.6-23  注目される昆虫類の生態及び確認状況 

【種  名】：タマムシ 

【分  布】：本州、四国、九州、南西諸島 

【形  態】：体は美しい緑色、上翅は１対の赤い縦条紋が走る。成虫は夏に出現

し、特にエノキの梢に集まる。 

【確認状況】：夏季に計画地北側の神宮外苑広場（建国記念文庫）の樹林内で 1 個

体が確認された。 

 
注)分布及び形態は、「レッドデータブック東京 2013（本土部）」（平成 25 年 3 月 東京都）、「新訂原色昆虫大圖鑑第Ⅲ

巻」（平成 20 年 2 月 北隆館）による。 

 

(ｶ) クモ類 

a. 確認種 

現地調査により、計画地内において 1 目 13 科 35 種のクモ類が確認された。（資料編

p.201参照） 

確認されたクモ類は、造網性種のジョロウグモ等、徘徊性種のアリグモ等が確認され

た。また、植込みの葉上では、待ち伏せタイプのワカバグモ等が確認された。 

 

b. 注目される種 

確認されたクモ類のうち、文化財保護法に基づく天然記念物、絶滅のおそれのある野

生動植物の種の保存に関する法律に基づく国内希少野生動植物種、「報道発表資料 環

境省レッドリスト 2019 の公表について」（平成 31 年 1 月 環境省）の記載種及び「東

京都レッドリスト（本土部）2020 版」（令和 3 年 3 月 東京都）の掲載種は該当しなか

った。 

 

(ｷ) 土壌動物 

a. 確認種 

夏季の現地調査により、計画地内において 6 綱 14 目 22 科 32 種の土壌動物が確認さ

れた（資料編 p.202参照）。また、秋季のエリア毎の現地調査において、10綱 35目科の

土壌動物が確認された（資料編 p.203～204参照）。確認された土壌動物はオカダンゴム

シ科やアリ科が確認された。 

 

b. 注目される種 

確認された土壌動物のうち、文化財保護法に基づく天然記念物、絶滅のおそれのある

野生動植物の種の保存に関する法律に基づく国内希少野生動植物種、「報道発表資料 

環境省レッドリスト 2019の公表について」（平成 31年 1月 環境省）の記載種及び「東

京都レッドリスト（本土部）2020 版」（令和 3 年 3 月 東京都）の掲載種は該当しなか

った。 
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3) 生息(育)環境 

ア. 地形等の状況 

地形の状況は、「8.4 地盤 8.4.1 現況調査 (4) 調査結果 1) 地盤の状況 ア．地形の

状況」（p.259）に示したとおりである。 

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

東に位置している。計画地及びその周辺は、地盤面が T.P.+30.0m 前後の概ね平坦な地形と

なっている。 

 

イ. 植生等の状況 

計画地の植生については、「(4)調査結果 1）陸上植物の状況 イ.現地調査 (ｲ)植生」

(p.307)及び「(ｳ)植物群落」(p.310)に示したとおりである。 

 

ウ. 土壌環境の状況 

現地調査による計画地及びその周辺の透水及び硬度試験の結果は、表 8.6-24 に示すとお

りである。また、土壌分析結果は、資料編 p.474～475に示すとおりである。 

現場の透水については 22地点中、可が 3地点、良好は 19地点であり、全体的に排水は良

好である。一方、土壌硬度に関しては、良好（軟らかい）が 3地点、可（締まった）が 5地

点、不良（硬い）は 3 地点、不良（固結）は 11 地点である。透水性は良いが締められ、硬

い土壌が多い。この中には部分的に砕石などの層があるものも含まれている。 

室内分析において pH は中性域にあり、ほぼ良好である。電気伝導率は 0.1ds/m 以下が多

く、貧栄養といえる。腐植は全体に多く含まれ、C/N 比も低いことから分解が進んでいる。

陽イオン交換容量は高く、肥料成分を多く保持できる土壌である。交換性カルシウムは非常

に多く含まれ、塩化カルシウムや石灰改良、セメント改良、砕石等の過去における添加が行

われた結果と推測される。有効態リン酸は非常に少ない。有効水分は地点により変化するが、

優または良（80L/m3以上）で 70％を占めており、極不良の 40L/m3未満は 0 箇所である。粒

径組成は判断基準では不良に当る軽埴土（LiC）・シルト質埴土（SiC）が 14 箇所/30 箇所、

良の砂質埴壌土（SCL）・埴壌土（CL）が 16箇所/30箇所である。比較的粘土（0.002mm以下）

やシルト（0.02～0.002mm）が多い土壌である。下層はすべて軽埴土（LiC）であった。やや

細粒質土壌で硬い土質が多いが、透水が良好で腐植も多いため、植栽用土としての使用は可

能と考えられる。 

表 8.6-24(1) 土壌環境調査結果（透水及び硬度試験） 

透水性の判定基

準 

（長谷川式簡易

現場透水試験器

による）  

土壌硬度の判定

基準 

（長谷川式土壌

貫入系による） 
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エリア 地点
透水試験

結果
貫入試験による
硬度判定結果

エリア 地点
透水試験

結果
貫入試験による
硬度判定結果

1-1 可 ×（硬い） 5-1 良好 〇（良好）

1-2 良好 ××（固結） 5-2 良好 〇（良好）

1-3 良好 ××（固結） 5-3 良好 △（締まった）

2-1 可 ××（固結） 6-1 可 ××（固結）

2-2 良好 △（締まった） 6-2 良好 ××（固結）

2-3 良好 ×（硬い） 6-3 良好 ×（硬い）

3-1 良好 ××（固結）

3-2 良好 〇（良好）

3-3 良好 ××（固結）

4-1 良好 ××（固結） 8-1 良好 △（締まった）

4-2 良好 ××（固結） 8-2 良好 △（締まった）

4-3 良好 ××（固結） 8-3 良好 ××（固結）

7-1 良好 △（締まった）

①神宮外苑広場
（建国記念文庫）

②中央広場と
絵画館前広場を
つなぐ広場

③緑地
（並木東側）

④スタジアム通り
及び第二球場
西側

⑤事務所棟周辺

⑥4列いちょう
並木

⑦秩父宮ラグビー
場周辺

⑧聖徳記念絵画
館周辺

表 8.6-24(2) 土壌環境調査結果（透水及び硬度試験）つづき 

透水試験及び硬

度判定結果 

 

 

エ. 土地利用の状況 

計画地及びその周辺における土地利用の状況は、「8.1 大気汚染 8.1.1 現況調査 (4)調

査結果 4) 土地利用の状況」(p.82)に示したとおりである。 

計画地及びその周辺は、主にスポーツ・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。 

計画地及び計画地周辺は明治神宮外苑、国立競技場等のスポーツ・興行施設、新宿御苑、

青山霊園等の公園・運動場等が多く存在する地域である。 

計画地北東側に聖徳記念絵画館、東側に青山中学校、西側に青山高等学校及び國學院高等

学校等の教育文化施設が立地し、計画地南側の一般国道 246号（青山通り）沿いは事務所建

築物が大半を占めており、その他の地域は集合住宅や独立住宅、専用商業施設、住商併用建

築物等から構成されている。 

 

4) 緑の量(緑被率、緑の体積) 

現地調査により作成した計画地周辺の緑地の分布状況は、図8.6-4に示すとおりである。 

緑地（並木東側）を中心に植栽樹群（混交）が最も広く分布し、神宮外苑広場（建国記念

文庫）周辺等に植栽樹群（落葉広葉）が分布するほか、植栽樹群（常緑広葉）が点在してい

る。 

緑の量は、現地調査において作成した図8.6-4より緑地の面積及び割合を測定し、さらに同

調査において実施した群落組成調査及び群落ごとの平均樹高に基づいて群落高を決定し、面

積とかけ合わせることにより緑の体積を算出した。 

計画地及び4列のいちょう並木を含めた緑被率(緑地の面積÷敷地面積×100)は、表8.6-25

に示すとおり、16.0％(28,498m2)であった。また、計画地の緑の体積は、全体で346,284m3で

あった。最も大きな体積を占めた植生は、植栽樹群（混交）で172,926m3であった。 
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表8.6-25 現況の計画地の緑被率と緑の体積 

分類 No. 植生・土地利用 

計画地 

面積 

(m2) 

緑被率注1 

(％) 

群落高 

(m) 

緑の体積注2 

(m3) 

緑地 

(計画地内) 

1 植栽樹群（常緑広葉） 4,880 2.7  4.0 19,520 

2 植栽樹群（落葉広葉） 8,161 4.6  4.0 32,644 

3 植栽樹群（常緑針葉） 417 0.2  4.0 1,668 

4 植栽樹群（落葉針葉） 2,174  1.2  22.0 47,828 

5 植栽樹群（混交） 9,607  5.4  18.0 172,926 

小計 25,239 14.2  ― 274,586 

緑地 

(計画地外) 
6 植栽樹群（落葉針葉）注 3 3,259 1.8 22.0 71,698 

緑地の合計 28,498 16.0 ― 346,284 

緑地以外 

（計画地内） 
7 建ぺい地等 149,461 ― ― ― 

計画地面積及び緑地(計画地外)注3面積(m2) 174,700(計画地)＋3,259（緑地（計画地外））＝177,959 

注 1) 緑被率は、緑地の面積÷計画地面積×100 として算出した。 

注 2) 緑の体積は、緑被率で求めた緑被面積に、各植物群落の代表的な地点の最上層の平均高さを乗じて求めた。 

注 3) 4 列のいちょう並木のうち、計画地外（特例都道内）のもの。 
 

5) 陸域生態系の状況 

動植物の既存資料調査及び現地調査結果を基に、計画地及びその周辺における生態系の機能

や構成要素、食物連鎖による生態系構成要素は、表 8.6-26 に示すとおりである。計画地は、

生産者である植生の状況から生態系の機能として、樹林環境及び市街地等の 2区分に分類され

る。 

生産者としては、ケヤキ、スダジイ、クスノキ、シラカシ、イロハモミジ、イチョウ等の植

栽樹、ツユクサ、カナリーキヅタ、ヘクソカズラ、クサイチゴ等の草本群落があげられる。 

生産者である植物の葉や茎、果実、種子等を採食する下位消費者としては、ムラサキシジミ

等の昆虫類があげられる。 

下位消費者である昆虫類等を捕食する中位消費者としては、アズマモグラ等のほ乳類、コゲ

ラ、シジュウカラ、ヒヨドリ等の鳥類、ニホンカナヘビ等の爬虫類等があげられる。 

分解者である土壌動物としては、渦虫網、マキガイ網（復足網）、ミミズ網（貧毛網）、クモ

網、甲殻網、ヤスデ網（倍脚網）、ムカデ網（唇脚網）、コムカデ網（結合網）、昆虫網等があ

げられる。 

下位から中位消費者を捕食する上位消費者としては、雑食性のハシブトガラス等があげられ

る。 

計画地周辺との緑のネットワークの状況は図 8.6-6に示すとおりである。 

 

6) 都市域生態系の状況 

計画地及びその周辺における生態系の状況は、「5) 陸域生態系の状況」に示したとおりで

ある。計画地及びその周辺における樹林環境としては、明治神宮外苑、新宿御苑、赤坂御所及

び青山霊園等に「残存・植栽樹群をもった公園、墓地等」がまとまって分布しており、草地環

境としては、明治神宮外苑や新宿御苑等に芝地が分布している（p.325 参照）。計画地内では、

緑地（並木東側）に植栽樹群（混交）、建国記念文庫周辺に植栽樹群（落葉広葉）が分布する

ほか、植栽樹群（落葉針葉及び常緑広葉）が点在している。（p.309参照） 
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表 8.6-26 エリアごとの生態系の状況 

エリア 

樹林環境 市街地等 

①神宮外苑広場 
（建国記念文庫） 

②中央広場と絵画
館前広場をつなぐ

広場 
③緑地（並木東側） 

④スタジアム通り
及び第二球場北側 

⑤事務所棟周辺 
⑥4 列いちょう並

木 

現況 

樹高の高いケヤキ
などの落葉樹の下
にシラカシなどの
常緑広葉樹が成立
する常緑落葉混合
林で構成された階
層構造を有するま
とまった樹林帯。
緑地内に散策路を
備えた滞留空間が
存在する。 
地表部は下草（ク
サイチゴ等）が生
えている。 

沿道沿いのサクラ
並木やトウカエデ
などの広葉樹によ
り形成された樹林
帯 
地表部は下草（ク
サイチゴ等）に覆
われている。 

樹高の高いケヤキ
などの落葉樹の下
にクスノキなどの
常緑広葉樹が成立
する常緑落葉混合
林で構成されたま
とまった樹林帯 
地表部は下草（ツ
ユクサやクサイチ
ゴ等）に覆われて
いる。 

落葉樹のケヤキと
常緑広葉樹のマテ
バシイで構成され
た帯状の樹林帯 

常緑広葉樹を中心
とした単木植栽 

いちょうの大木の
み構成された帯状
の樹林帯。 
地表部は下草（カ
ナリーキヅタ）に
覆われている。 

現況の 
緑地の特徴 

周囲が道路に囲ま
れており孤立した
樹林ではあるが、
落葉と常緑が混交
した樹林を形成 

サクラなどの植栽
中心の構成となっ
ている植栽 

落葉と常緑が混交
しており、事業区
域外の御観兵榎と
の連続した樹林を
形成 

構造物と周辺道路
の間に帯状に形成
された植栽 

建物周りに植栽さ
れた植栽樹林帯 

主にイチョウ群落
で大径木ではある
ものの、樹種の多
様性は低い 

土壌環境 
硬い土質が多い
が、透水が良好で
腐植も多い。 

硬い土質が多い
が、透水が良好で
腐植も多い。 

硬い土質が多い
が、透水が良好で
腐植も多い。 

硬い土質が多い
が、透水が良好で
腐植も多い。 

硬い土質が多い
が、透水が良好で
腐植も多い。 

硬い土質が多い
が、透水が良好で
腐植も多い。 

上位 
消費者 

鳥類 ハシブトガラス ハシブトガラス ハシブトガラス ハシブトガラス ハシブトガラス ハシブトガラス 

中位 
消費者 

哺乳類    アズマモグラ       

鳥類 

コゲラ  コゲラ       

シジュウカラ シジュウカラ シジュウカラ シジュウカラ   シジュウカラ 

ヒヨドリ ヒヨドリ ヒヨドリ ヒヨドリ ヒヨドリ ヒヨドリ 

爬虫類     ニホンカナヘビ       

クモ類 
コカニグモ コカニグモ コカニグモ       

ジョロウグモ ジョロウグモ ジョロウグモ ジョロウグモ   ジョロウグモ 

下位 
消費者 

昆虫類 ムラサキシジミ ムラサキシジミ ムラサキシジミ ムラサキシジミ  ムラサキシジミ 

生産者 植物 

ケヤキ ソメイヨシノ ケヤキ ケヤキ クスノキ イチョウ 

シラカシ トウカエデ クスノキ ヒトツバタゴ マテバシイ  カナリーキヅタ 

クヌギ ヒサカキ イロハモミジ マテバシイ ヤマモモ   

クサイチゴ ヤブミョウガ ツユクサ スダジイ ドウダンツツジ   

ヘクソカズラ クサイチゴ クサイチゴ イチョウ    

分解者 
土壌動
物 

ミミズ類 ミミズ類 ミミズ類 ミミズ類 ミミズ類 ミミズ類 

甲殻類 甲殻類 甲殻類 甲殻類 甲殻類 甲殻類 

ムカデ類 ムカデ類 ムカデ類 ムカデ類 ムカデ類 ムカデ類 

昆虫類 昆虫類 昆虫類 昆虫類 昆虫類 昆虫類 

注）鳥類等の羽根を有する動物については移動性が高く、個々の緑地毎に生息しているのではなく上記①～⑥及びその

周辺の緑地を含めて生息していると考えられる。 
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聖徳記念絵画館周辺 

新宿御苑 

神宮外苑広場 

（御観兵榎） 

青山霊園 

新宿御苑から青山霊園を繋ぐ 
南北方向の緑のネットワーク 

赤坂御用地を繋ぐ 
東西方向の緑のネットワーク 

緑のまとまり 

緑のつながり 

聖徳記念絵画館裏 

① 

④ ② 

③ 

⑤ 

⑥ 
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7) 法令等による基準等 

ア. 生物・生態系に係る法令 

生物・生態系に係る法令等については、表 8.6-27(1)～(4)に示すとおりである。 

表 8.6-27(1) 生物・生態系に関する法令等 

法令・条例等 責務等 

絶滅のおそれのある野生動

植物の種の保存に関する法

律 

（平成４年法律第 75 号） 

（目的）  

第一条  この法律は、野生動植物が、生態系の重要な構成要素であるだけでなく、自

然環境の重要な一部として人類の豊かな生活に欠かすことのできないものであるこ

とに鑑み、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存を図ることにより、生物の多様

性を確保するとともに、良好な自然環境を保全し、もって現在及び将来の国民の健康

で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。 

（責務）  

第二条  国は、野生動植物の種（亜種又は変種がある種にあっては、その亜種又は変

種とする。以下同じ。）が置かれている状況を常に把握し、絶滅のおそれのある野生

動植物の種の保存に関する科学的知見の充実を図るとともに、その種の保存のための

総合的な施策を策定し、及び実施するものとする。 

２ 地方公共団体は、その区域内の自然的社会的諸条件に応じて、絶滅のおそれのある

野生動植物の種の保存のための施策を策定し、及び実施するよう努めるものとする。 

３ 動物園、植物園、水族館その他野生動植物の飼養又は栽培（以下「飼養等」という。）

及び展示を主たる目的とする施設として環境省令で定めるもの（以下「動植物園等」

という。）を設置し、又は管理する者は、動植物園等が生物の多様性の確保に重要な

役割を有していることに鑑み、前二項の国及び地方公共団体が行う施策に協力するこ

とにより、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に寄与するよう努めなければな

らない。 

４ 国民は、第一項及び第二項の国及び地方公共団体が行う施策に協力する等絶滅のお

それのある野生動植物の種の保存に寄与するように努めなければならない。 

（捕獲等の禁止）  

第九条  国内希少野生動植物種及び緊急指定種（以下この節及び第五十四条第二項に

おいて「国内希少野生動植物種等」という。）の生きている個体は、捕獲、採取、殺

傷又は損傷（以下「捕獲等」という。）をしてはならない。ただし、次に掲げる場合

は、この限りでない。 

一 次条第一項の許可を受けてその許可に係る捕獲等をする場合 

二 販売又は頒布をする目的以外の目的で特定第二種国内希少野生動植物種の生き

ている個体の捕獲等をする場合 

三 生計の維持のため特に必要があり、かつ、種の保存に支障を及ぼすおそれのない

場合として環境省令で定める場合 

四 人の生命又は身体の保護その他の環境省令で定めるやむを得ない事由がある場

合 

文化財保護法 

（昭和 25 年法律第 214 号） 

（文化財の定義）  

第二条 この法律で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。 

四  貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で我が国にとつて歴史上又は学術

上価値の高いもの、庭園、橋梁りよう、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で我が国に

とつて芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物（生息地、繁殖地及び渡来地を含

む。）、植物（自生地を含む。）及び地質鉱物（特異な自然の現象の生じている土地を

含む。）で我が国にとつて学術上価値の高いもの（以下「記念物」という。） 

（現状変更等の制限及び原状回復の命令）  

第百二十五条   史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を

及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。ただ

し、現状変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場

合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。 
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表 8.6-27(2) 生物・生態系に関する法令等 

法令・条例等 責務等 

鳥獣の保護及び管理並びに

狩猟の適正化に関する法律 

（平成 14 年法律第 88 号） 

（目的） 

第一条  この法律は、鳥獣の保護及び管理を図るための事業を実施するとともに、猟

具の使用に係る危険を予防することにより、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化

を図り、もって生物の多様性の確保（生態系の保護を含む。以下同じ。）、生活環境の

保全及び農林水産業の健全な発展に寄与することを通じて、自然環境の恵沢を享受で

きる国民生活の確保及び地域社会の健全な発展に資することを目的とする。 

（鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の禁止）  

第八条  鳥獣及び鳥類の卵は、捕獲等又は採取等（採取又は損傷をいう。以下同じ。）

をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 

一 次条第一項の許可を受けてその許可に係る捕獲等又は採取等をするとき。 

二 第十一条第一項の規定により狩猟鳥獣の捕獲等をするとき。 

三 第十三条第一項の規定により同項に規定する鳥獣又は鳥類の卵の捕獲等又は採

取等をするとき。 

特定外来生物による生態系

等に係る被害の防止に関す

る法律 

（平成 16 年法律第 78 号） 

（目的） 

第一条 この法律は、特定外来生物の飼養、栽培、保管又は運搬（以下「飼養等」とい

う。）、輸入その他の取扱いを規制するとともに、国等による特定外来生物の防除等の

措置を講ずることにより、特定外来生物による生態系等に係る被害を防止し、もって

生物の多様性の確保、人の生命及び身体の保護並びに農林水産業の健全な発展に寄与

することを通じて、国民生活の安定向上に資することを目的とする。 

（飼養等の禁止）  

第四条 特定外来生物は、飼養等をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この

限りでない。 

一 次条第一項の許可を受けてその許可に係る飼養等をする場合 

二 次章の規定による防除に係る捕獲等その他主務省令で定めるやむを得ない事由

がある場合 

（放出等の禁止）  

第九条  飼養等、輸入又は譲渡し等に係る特定外来生物は、当該特定外来生物に係る

特定飼養等施設の外で放出、植栽又はは種（以下「放出等」という。）をしてはなら

ない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 

一 次条第一項の許可を受けてその許可に係る放出等をする場合 

二 次章の規定による防除に係る放出等をする場合 

都市緑地法 

（昭和 48 年法律第 72 号） 

（目的） 

第一条 この法律は、都市における緑地の保全及び緑化の推進に関し必要な事項を定め

ることにより、都市公園法（昭和三十一年法律第七十九号）その他の都市における自

然的環境の整備を目的とする法律と相まつて、良好な都市環境の形成を図り、もつて

健康で文化的な都市生活の確保に寄与することを目的とする。 

（国及び地方公共団体の任務等） 

第二条 国及び地方公共団体は、都市における緑地が住民の健康で文化的な生活に欠く

ことのできないものであることにかんがみ、都市における緑地の適正な保全と緑化の

推進に関する措置を講じなければならない。 

２ 事業者は、その事業活動の実施に当たつて、都市における緑地が適正に確保される

よう必要な措置を講ずるとともに、国及び地方公共団体がこの法律の目的を達成する

ために行なう措置に協力しなければならない。 

３ 都市の住民は、都市における緑地が適正に確保されるよう自ら努めるとともに、国

及び地方公共団体がこの法律の目的を達成するために行なう措置に協力しなければ

ならない。 

（緑地保全地域に関する都市計画） 

第五条 都市計画区域又は準都市計画区域内の緑地で次の各号のいずれかに該当する

相当規模の土地の区域については、都市計画に緑地保全地域を定めることができる。 

一 無秩序な市街地化の防止又は公害若しくは災害の防止のため適正に保全する必要

があるもの 

二 地域住民の健全な生活環境を確保するため適正に保全する必要があるもの 

（特別緑地保全地区に関する都市計画） 

第十二条 都市計画区域内の緑地で次の各号のいずれかに該当する土地の区域につい

ては、都市計画に特別緑地保全地区を定めることができる。 

一 無秩序な市街地化の防止、公害又は災害の防止等のため必要な遮断地帯、緩衝地帯

又は避難地帯として適切な位置、規模及び形態を有するもの 

二 神社、寺院等の建造物、遺跡等と一体となつて、又は伝承若しくは風俗慣習と結び

ついて当該地域において伝統的又は文化的意義を有するもの    （次頁に続く） 
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表 8.6-27(3) 生物・生態系に関する法令等 

法令・条例等 責務等 

都市緑地法 
（昭和 48 年法律第 72 号） 

（つづき） 

三 次のいずれかに該当し、かつ、当該地域の住民の健全な生活環境を確保するため必
要なもの 

イ 風致又は景観が優れていること。 
ロ 動植物の生息地又は生育地として適正に保全する必要があること。 
（緑化地域に関する都市計画） 
第三十四条 都市計画区域内の都市計画法第八条第一項第一号に規定する用途地域が
定められた土地の区域のうち、良好な都市環境の形成に必要な緑地が不足し、建築物
の敷地内において緑化を推進する必要がある区域については、都市計画に、緑化地域
を定めることができる。 

２ 緑化地域に関する都市計画には、都市計画法第八条第三項第一号及び第三号に掲げ
る事項のほか、建築物の緑化施設（植栽、花壇その他の緑化のための施設及び敷地内
の保全された樹木並びにこれらに附属して設けられる園路、土留その他の施設（当該
建築物の空地、屋上その他の屋外に設けられるものに限る。）をいう。以下この章に
おいて同じ。）の面積の敷地面積に対する割合（以下「緑化率」という。）の最低限度
を定めるものとする。 

３ 前項の都市計画において定める建築物の緑化率の最低限度は、十分の二・五を超え
てはならない。 

（緑化率） 
第三十五条 緑化地域内においては、敷地面積が政令で定める規模以上の建築物の新築
又は増築（当該緑化地域に関する都市計画が定められた際既に着手していた行為及び
政令で定める範囲内の増築を除く。以下この節において同じ。）をしようとする者は、
当該建築物の緑化率を、緑化地域に関する都市計画において定められた建築物の緑化
率の最低限度以上としなければならない。当該新築又は増築をした建築物の維持保全
をする者についても、同様とする。 

自然公園法 
（昭和 32 年法律第 161 号） 

（目的） 
第一条 この法律は、優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図る
ことにより、国民の保健、休養及び教化に資するとともに、生物の多様性の確保に寄
与することを目的とする。 

（指定） 
第五条 国立公園は、環境大臣が、関係都道府県及び中央環境審議会（以下「審議会」
という。）の意見を聴き、区域を定めて指定する。 

２ 国定公園は、環境大臣が、関係都道府県の申出により、審議会の意見を聴き、区域
を定めて指定する。 

３ 環境大臣は、国立公園又は国定公園を指定する場合には、その旨及びその区域を官
報で公示しなければならない。 

４ 国立公園又は国定公園の指定は、前項の公示によつてその効力を生ずる。 
東京における自然の保護と
回復に関する条例 
（平成 12 年条例第 216 号） 

(目的) 
第一条 この条例は、他の法令と相まって、市街地等の緑化、自然地の保護と回復、野
生動植物の保護等の施策を推進することにより、東京における自然の保護と回復を図
り、もって広く都民が豊かな自然の恵みを享受し、快適な生活を営むことができる環
境を確保することを目的とする。 

(開発の考え方) 
第三条 何人も開発に当たっては、都民の生活を快適にするように心がけ、損なわれる
自然を最小限にとどめ、自然が損なわれた場合は、その回復を図らなければならない。 

(事業者の責務) 
第五条 事業者は、事業活動を行うに当たっては、自然の保護と回復に自ら努めるとと
もに、知事が実施する自然の保護と回復に係る施策に協力しなければならない。 

(緑化計画書の届出等) 
第十四条 千平方メートル以上の敷地(国及び地方公共団体が有する敷地にあっては、
二百五十平方メートル以上とする。)において建築物(建築基準法(昭和二十五年法律
第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の新築、改築、増築
その他の規則に定める行為を行おうとする者は、あらかじめ、規則に定める基準に基
づき、緑化計画書(地上部及び建築物上の緑化についての計画書)を作成し、知事に届
け出なければならない。ただし、第四十七条第一項及び第五項、第四十八条第一項並
びに第四十九条第一項に定める行為については、この限りでない。 

(緑化の義務に関する区市町村条例との関係) 
第五十七条 区市町村がその条例に基づき定める緑化の基準が、この条例と同等のもの
として知事が認めたときは、第十四条の規定は、当該区市町村の区域には適用しない。 
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表 8.6-27(4) 生物・生態系に関する法令等 

法令・条例等 責務等 

東京都風致地区条例 
（昭和 45 年条例第 36 号） 

(目的) 
第一条 この条例は、都市計画において定められた風致地区(面積が十ヘクタール以上
であり、かつ、二以上の特別区又は市町村(以下「区市町村」という。)の区域にわた
るものに限る。以下同じ。)について都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十八
条第一項の規定に基づき、都市の風致を維持するため必要な事項を定めることを目的
とする。 

(許可を要する行為) 
第三条 風致地区内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ知事(当
該風致地区が特別区又は市(以下「区市」という。)の区域内に存する場合にあつては、
当該区市の長。以下「知事等」という。)の許可を受けなければならない。 

二 木竹の伐採 
五 建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の新築、改築、増築又は移転(以
下「建築」という。) 

(許可の基準) 
第五条 知事等は、第三条第一項各号に掲げる行為で次に定める基準に適合しないもの
については、同項の許可をしてはならない。 

五 建築物(仮設の建築物及び地下に設ける建築物を除く。)の建築については、次に該
当するものであること。（後略） 

イ 当該建築物の建ぺい率が、第一種風致地区にあつては十分の二以下、第二種風致地
区にあつては十分の四以下であること。 

ロ 当該建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離が、道路に接
する部分では第一種風致地区にあつては三メートル以上、第二種風致地区にあつては
二メートル以上であり、その他の部分では一・五メートル以上であること。 

ハ 当該建築物の高さが、第一種風致地区にあつては十メートル以下、第二種風致地区
にあつては十五メートル以下であること。 

ニ 当該建築物の位置、形態及び意匠が当該建築物の敷地及びその周辺の土地の区域に
おける風致と著しく不調和でないこと。 

 

イ. 生物・生態系に係る計画等 

生物・生態系に係る東京都の計画等については、表 8.6-28(1)及び(2)に示すとおりである。 

表 8.6-28(1) 生物・生態系に関する計画等 

関係計画等 目標・施策等 

緑の東京計画（平成 12 年 12

月 東京都） 

「緑の東京計画」は、21 世紀の東京を、環境と共生し、持続的発展が可能な都市と

するために、「東京構想 2000」と連携しつつ、緑の面から捉とらえた施策展開の道筋

を総合的・体系的に示すもので、東京都全域を対象に、おおむね 50 年後における東

京の緑の望ましい将来像を見据えて、平成 13 年度から平成 27 年度までの 15 年間に

取り組むべき緑づくりの目標と施策の方向や推進策などを明らかにするもの。 

(東京の緑の将来像) 

「水と緑がネットワークされた風格都市・東京」 

(計画の目標) 

○区部では、屋上等の緑化や公園の整備、都市計画的手法による緑地の確保、街路

樹による道路緑化などを推進し、約 29％となっている現在のみどり率を、15 年後

には約 32％へと、約 1 割増やしていきます。 

(施策の方向) 

①広域から見る 

②都市づくりとの連携を考える 

③ストックを活かす 

(ゾーン別施策の展開) 

1 都心ゾーン 

このゾーンは、皇居や庭園、公園、社寺境内地など歴史を感じさせる大規模な緑

が残されています。一方で、地価が高く公有地化が進めにくい地域です。歴史的に

残された緑や公共空間を活用するとともに、市街地の再編時などにあわせて新たに

緑を創出し、風格ある緑の都心形成を図っていきます。 

【施策の方向】 

・既成市街地の再開発などにより生み出される公開空地の効果的な確保により、

緑地の創出を図っていきます。 

・建物の建て替え時などに、屋上等の緑化などを進めていきます。 

・都市内河川など公共空間を活用して緑化を推進していきます。 
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表 8.6-28(2) 生物・生態系に関する計画等 

関係計画等 目標・施策等 

第12次鳥獣保護管理事業計画 

（平成 30 年 3 月変更 東京

都） 

「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」第 4 条により、都道府県

知事が各地域の事情を勘案して定めるもので、野生鳥獣を適切に保護・管理し、鳥

獣の保護・管理行政の根幹を担う重要な計画。 

(目的) 

人と野生鳥獣との共生の確保及び生物多様性の保全を基本として、野生鳥獣を適切

に保護及び管理する。 

(計画期間) 

平成 29 年 4 月 1 日～平成 34年 3 月 31 日 

(計画の構成) 

第一 計画の期間 

第二 鳥獣保護区、特別保護地区及び休猟区に関する事項 

第三 鳥獣の人工増殖に関する事項 

第四 鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可に関する事項 

第五 特定猟具使用禁止区域、特定猟具使用制限区域及び猟区に関する事項 

第六 特定計画に関する事項 

第七 鳥獣の生息状況の調査に関する事項 

第八 鳥獣保護管理事業の実施体制に関する事項 

第九 その他 

緑施策の新展開～生物多様性

の保全に向けた基本戦略～

（平成 24年 5 月 東京都） 

生物多様性の危機を背景に、緑施策のこれまでの取組と、生物多様性の視点から強

化する将来的な施策の方向性を取りまとめた戦略であり、緑施策によって目指すべ

き東京の将来像及び 2020 年の目標を以下の通り設定している。 

<将来像> 

○四季折々の緑が都市に彩りを与え、地域ごとにバランスの取れた生態系を再生

し、人と生きものの共生する都市空間を形成している。 

○豊かな緑が、人々にうるおいややすらぎを与えるとともに、延焼防止や都市水

害の軽減、気温や湿度の安定等に寄与し、都民の安心で快適な暮らしに貢献して

いる。 

○東京で活動する多様な主体が生物多様性の重要性を理解し、行動している。 

<目標> 

１）【まもる】～緑の保全強化～ 

２）【つくる】～緑のネットワーク化～ 

３）【利用する】～緑の持続可能な利用の促進～ 

東京が新たに進めるみどりの

取組（令和元年 5 月 東京都） 

都市づくりのグランドデザインで示す都市像の実現に向け、今ある貴重な緑を守り、

あらゆる場所に新たな緑を創出するため、都の関係局による検討を経て、東京が進

めるみどりの取組をまとめたものである。本取組は、みどりが減少傾向にある区部・

多摩部を対象としており、都市計画区域マスタープランや実行プランに位置付け、

都の所管局や区市町村との適切な役割分担に基づき、着実に推進していく。 

<東京が目指すみどりの目標 －2040 年代－> 

緑の総量→減らさない（現状：みどり率 50.5％（2013 年）/東京都） 

<東京が新たに進めるみどりの取組> 

方針Ⅰ 拠点・骨格となるみどりを形成する 

方針Ⅲ みどりの量的な底上げ・質の向上を図る 

方針Ⅳ 特色あるみどりが身近にある 

希少野生動植物種保存基本方

針（平成 30 年環境省告示第 38

号） 

「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律（種の保存法）」（平成 4

年法律第 75 号）の規定に基づき、希少な野生動植物の種の保存について重要な事項

を定めるもの。種の保存に関する基本構想、希少野生動植物種の選定に関する基本

的事項、国内希少野生動植物種の生息地等の保護に関する事項など大きく 6 つの内

容について定める。種の保存法に基づく施策や事業の内容は、この基本方針と調和

していることが求められる。 

自然環境保全基本方針（昭和

48 年総理府告示第 30 号） 

「自然環境保全法」（昭和 47年法律第 85 号）の第 12 条に基づき、日本の自然環境

保全施策の基本的方向を定めたもの。自然環境の保全に関する基本構想、自然環境

保全地域の指定その他自然環境の保全に関する基本的事項、自然環境保全地域と他

の自然環境の保全を目的とする法律に基づく地域との調整方針等について定めてい

る。 
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8.6.2 予測 

(1) 予測事項 

予測事項は以下に示すとおりとした。 

1) 植物相及び植物群落の変化の内容及びその程度 

2) 動物相及び動物群集の変化の内容及びその程度 

3) 生息(育)環境の変化の内容及びその程度 

4) 緑の量の変化の内容及びその程度 

5) 都市域生態系の変化の内容及びその程度 

 

(2) 予測の対象時点 

予測の対象時点は、施設の供用が通常状態に達した時点とした。 

 

(3) 予測地域 

予測地域は、計画地及びその周辺とした。 

 

(4) 予測手法 

1) 植物相及び植物群落の変化の内容及びその程度 

予測手法は、事業計画及び現地調査結果を重ね合わせることで、植物の変化の内容及びその

程度を把握して予測する方法とした。 

2) 動物相及び動物群集の変化の内容及びその程度 

予測手法は、事業計画及び現地調査結果を重ね合わせることで、動物の変化の内容及びその

程度を把握して予測する方法とした。 

3) 生息(育)環境の変化の内容及びその程度 

予測手法は、事業計画及び現地調査結果を重ね合わせることで、生息(育)環境の変化の内容

及びその程度を把握して予測する方法とした。 

4) 緑の量の変化の内容及びその程度 

予測手法は、事業計画及び現地調査結果を重ね合わせることで、緑の量の変化の内容及びそ

の程度を把握して予測する方法とした。 

5) 都市域生態系の変化の内容及びその程度 

予測手法は、当該都市生態系の生物種及び群集に対する環境の変化の内容及びその程度につ

いて予測する方法とした。 

 

(5) 予測結果 

1) 植物相及び植物群落の変化の内容及びその程度 

事業の実施に伴い、図 8.6-4（p.309参照）に示す緑地のうち、落葉広葉樹や落葉針葉樹（イ

チョウ等）等の既存植栽樹群が改変される。 

これによる植物相及び植物群落の変化の程度、注目される植物種の変化の程度、既存樹木の

変化の程度は以下のとおりである。 
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ア. 植物相及び植物群落の変化の程度 

「東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会 実施段階環境影響評価書（新国立競

技場（オリンピックスタジアム））」（平成 28 年 10 月 東京都）によると、計画地周辺には、

隣接する聖徳記念絵画館周辺や神宮外苑広場（御観兵榎）等の緑地に植栽樹群（混交、落葉

広葉、常緑広葉等）の植栽が広く残存する（図 8.6-7(1)～(2)参照）。 

事業の実施に伴い、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）の階層構造

を有するまとまりのある植物群落を復元する計画である。 

本事業では既存の樹林を存置、移植により極力残すとともに、新植する植栽樹種について

も計画地の植生の構成種を中心に選択する。また、計画地周辺の生息・生育基盤と調和し、

東京都風致地区条例に示される都市の風致を維持する植栽計画としていることから、周辺地

域も含めた植物相及び植物群落は維持されるものと考える。 

改変する神宮外苑広場（建国記念文庫）や再生復元する文化交流施設棟周辺及び中央広場

周りの樹林地について、再生復元する生態系に配慮した維持管理を行い、定期的なモニタリ

ング状況に応じた順応的管理を継続し、将来にわたって緑地環境の保全を図る。 

したがって、植物相及び植物群落の変化の内容及び程度は小さいと予測する。 

 

イ. 注目される植物種の変化の程度 

注目される植物種として、トサミズキ、ヒトツバタゴ、コムラサキ、シランが確認されて

いる（表 8.6-29参照）。4種共に人為的に植栽しているものであり、このうちトサミズキ、コ

ムラサキ及びシランについては計画建築物が建設される箇所では確認されていないことから、

現位置で保全する計画であるが、今後、詳細な施工計画を決定する中で改変することとなっ

た場合は移植する計画である。ヒトツバタゴについては計画建築物が建設される箇所で一部

確認されているが、別の場所に継続して植栽を行うか、今後の緑化計画において検討する。 

したがって、上記により注目される植物種は引きつづき生息していくものと予測する。 

表8.6-29 注目される植物 

No. 科和名 種 名 確認状況 保全計画 

1 マンサク トサミズキ 神宮外苑いちょう並木北側付近の植え込みに植栽されている 現位置で保全 

2 モクセイ ヒトツバタゴ 計画地内の植え込み等に植栽されている 移植等を検討 

3 クマツヅラ コムラサキ 緑地（並木東側）の植え込みに植栽されている 現位置で保全 

4 ラン シラン 緑地（並木東側）の植え込みに植栽されている 現位置で保全 

計 4 科 4 種 ― ― 
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聖徳記念絵画館周辺 

（別事業にて整備） 

新宿御苑 

神宮外苑広場 

（御観兵榎） 

青山霊園 

新宿御苑から青山霊園を繋ぐ 
南北方向の緑のネットワーク 

赤坂御用地を繋ぐ 
東西方向の緑のネットワーク 

緑のまとまり 

緑のつながり 

聖徳記念絵画館裏 

明治公園 

（予定） 
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聖徳記念絵画館周辺 

（別事業にて整備） 

神宮外苑広場 

（御観兵榎） 

緑のまとまり 

緑のつながり 

南北方向の 

緑のネットワーク 

明治公園 

（予定） 

絵画館周辺緑地 

聖徳記念絵画館周辺広場 

を繋ぐ空間 
東西方向の 

緑のネットワーク 
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ウ. 既存樹木の変化の程度 

既存樹木は、「(4) 調査結果 1) 陸上植物の状況 イ.現地調査 (ｴ) 樹木の活力度（外観

診断）(p.312)」に示すとおり 1,381 本のうち、活力度 A（正常なもの）が 220 本、活力度 B

（普通、正常に近い）が 894本、活力度 C(悪化のかなり進んだもの)が 227本、活力度 D（顕

著に悪化の進んでいるもの）が 40本確認されている。 

事業の実施に伴い、図 8.6-4（p.309参照）に示す緑地のうち、落葉広葉樹等の既存植栽樹

群が改変されるが、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残す計画としている（表 8.6-29(4)、図

8.6-10(2)参照）。 

存置及び移植、伐採する樹木についての考え方と、その考え方に基づき算定した本数は｢(ｱ) 

樹木について｣に示すとおりである。また、建設前後の樹木の分布状況は、図 8.6-9(1)～(2)

及び図 8.6-10(1)～(2)（p.340～343）に示すとおりである。ラグビー場棟の詳細な形状につ

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について、引き続き検討するよう要請する。今後、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、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。文化交流施設棟周辺及び中央広場廻

りにおける樹林地の再生計画は「(ｳ) 文化交流施設棟周辺及び中央広場廻りにおける新植や

移植を踏まえた樹林地の再生と生物・生態系について」（p.345 参照）に示すとおりである。

なお、既存樹木を伐採する場合は、「東京都風致地区条例」に基づき伐採と同等の本数を新規

に植栽する計画である。 

また、4 列のいちょう並木については、図 8.6-10(2)（p.343 参照）に示すとおり、全てを

保存する計画である。事業の実施にあたっては、保存する 4 列のいちょう並木の西側 1 列に

ついて、野球場棟の実施設計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

り施工者等と調整し、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

行い、計画建物の地下躯体の配置等に配慮する。また、保存する 4 列のいちょう並木の生育

に影響が及ばないよう、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。保存する 4 列のいちょう並木の保全につい

ては、「(ｴ) いちょう並木の保全について」（p.351参照）に示すとおりである。 

イチョウ以外の既存樹木についても、今後詳細な事業計画を検討する中で活力度等を勘案

し、移殖の可否を検討する計画である。 

あわせて、樹木の移植及び新植にあたっては、植付に適した時期に留意するとともに、事

前に適切な時期に必要に応じて根回しを行う。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。 

改変する神宮外苑広場（建国記念文庫）や再生復元する文化交流施設棟周辺及び中央広場

周りの樹林地について、再生復元する生態系に配慮した維持管理を行い、野球場棟に近接す

る 4 列のいちょう並木とともに定期的なモニタリング状況に応じた順応的管理を継続し、将

来にわたって緑地環境の保全を図る。 

したがって、既存樹木について、一定程度の改変（消失）は免れないが、計画地内で最も

緑量が多い緑地（並木東側）を保全しつつ、保存樹木に配慮する計画としており、著しい影

響は与えないと予測する。 

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）



- 336 - 

(ｱ) 樹木について 

a. 既存樹木について（2019年毎木調査） 

樹木ごとの活力度の状況（毎木調査結果）については、資料編 p.210～457 に示すと

おりである。 

表8.6-30(1) 存置及び移植により保存する樹木の本数（枯損木を考慮） 

活力度 存置 移植 伐採 合計 

A 100 20 100 220 

B 240 50 604 894 

C 0 0 227 227 

D 0 0 40 40 

合計 340 70 971 1,381 

注) 伐採には要注意外来種 16本を含む 

 

表 8.6-30(1)の伐採本数には 15 年という事業期間中の安全管理・維持のための伐採

を「枯損木」として 311本を含んでいる。なお、明治神宮によると、当地区の樹木や緑

については樹齢の経過とともに、樹勢も弱くなってきている樹木も少なくなく、来訪者

の安全を維持・確保の徹底の観点から日常的に、倒木や枝折れ・落下対策など実施して

いる。管理実績として、過去 15 年間で道路通行車両・歩行者への安全管理上等の理由

で約 300 本の枯損木について除去が行われている。 

表8.6-30(2) 存置及び移植により保存する樹木の本数（枯損木を考慮せず） 

活力度 存置 移植 伐採 合計 

A 146 29 45 220 

B 355 72 467 894 

C 100 5 122 227 

D 14 0 26 40 

合計 615 106 660 1,381 

注) 図8.6-9(1)、図8.6-9(2)参照 

 

表 8.6-30(2)においては、「枯損木」311 本を考慮せず、計画による樹木の取り扱い

本数を示す。現況建物等構造物解体に支障する樹木や計画建築物の建築に際し支障とな

る樹木のうち、以下のものは移植が難しいと樹木医が判断したため伐採とした。 

①樹高や目通りが大きいもの（概ね樹高12m超の樹木） 

②根鉢の適切な確保が難しいと樹木医が判断したもの（外観目視の精度で根本径5倍

程度の根鉢が確保できないもの）  

③健全に活着することが望めないと樹木医が判断したもの  

 

なお活力度 A、B、C、D は③の樹木医の判断基準の一要素であり、機械的に移植可否

の基準としたものではない。 
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表8.6-30(3) 存置及び移植により保存する樹木の本数（移植検討反映） 

活力度 存置 移植 移植検討 伐採 合計 

A 146 29 13 32 220 

B 355 72 5 462 894 

C 100 5 1 121 227 

D 14 0 0 26 40 

合計 615 106 19 641 1,381 

 

伐採として扱った樹木のうち、秩父宮ラグビー場東側の港区道沿いのイチョウ 19本につ

いては、資料編 p.207 に示すとおり、活力度 A、活力度 B であるにもかかわらず、枝や幹

に腐朽がみられるものや、歩道の植樹帯という限られた空間で根が十分に伸長できていな

い等、生育が健全とはいえないものも多く確認されているが、今後詳細な調査を行い移殖

の可否を検討するため、「移植検討」とする（表 8.6-30(3)参照）。 
 

b. 詳細調査を踏まえた伐採本数の再検討について 

表8.6-30(4) 存置及び移植により保存する樹木の本数（詳細調査を反映） 

活力度 存置 移植 移植検討 伐採 合計 

A 146 40 13 21 220 

B 355 142 5 392 894 

C 100 8 1 118 227 

D 14 1 0 25 40 

合計 615 191 19 556 1,381 

注1) 図8.6-10(1)、図8.6-10(2)参照 

注2) 別途計画地外から26本を移植予定であり、移植本数の合計はP.343 図8.6-10(2)記載のと

おり、移植総数は217本となる。 

 

表8.6-30(2)において、現況建物等構造物解体に支障する樹木や計画建築物の建築に際し

支障となる樹木のうち、以下のものは移植が難しいと樹木医が判断したため伐採としていた。  

①樹高や目通りが大きいもの（概ね樹高12m超の樹木）  

②根鉢の適切な確保が難しいと樹木医が判断したもの（外観目視の精度で根本径５倍

程度の根鉢が確保できないもの）  

② 健全に活着することが望めないと樹木医が判断したもの  

 

上記伐採対象のうち、①②を調査対象として詳細調査を行った。調査方法は現地において

樹木医による診断を行った（詳細調査の結果は資料編p.392～436参照）。  

①樹高や目通りが大きいもの（概ね樹高12m超の樹木）  

②根鉢の適切な確保が難しいと樹木医が判断したもの（外観目視の精度で根本径５倍

程度の根鉢が確保できないもの） 

 

詳細調査の結果、樹木の生育状況や周辺状況などを現地にてきめ細かく把握したうえで樹

木医が総合的に判断し、②については計測にて根本径 4倍程度の根鉢が確保できるものを「伐

採」から「移植可」とするなどした結果、「伐採」から「移植可」となったものが 85 本と

なった（表 8.6-30(4)参照）。この結果、伐採本数は 556 本に減少し、このうち公園エリア

内 注)の伐採本数は 407 本となった。 

 

 
注) 公園エリア内とは、神宮球場、第二球場、建国記念文庫、秩父宮ラグビー場、明治神宮外苑テニス場、いちょう並木東側緑地の敷地内である。 
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c. 新植によるさらなる植栽について 

上記の存置、移植の本数に加え、さらに 439本の樹木を新植する計画である（詳細調

査の結果反映後）。新植樹木については、植栽時の樹高は 3m～8m程度とし、カシ、ケヤ

キ、サクラ、アオダモやモミジ類などに加え、神宮外苑の特徴ある樹種でもあるヒトツ

バタゴなどの樹種も取り入れる計画である。 

 

d. 設計・施工による今後の対応について 

・発注に際しては、環境保全措置を特記仕様書に記載し、設計・施工者、樹木医、

事業者が一体となり、環境・樹木保全への配慮を確実に遂行するよう設計・施工

者に対して要請していく。 

・今後、設計に際しては、樹木保全への配慮を施設設計仕様に盛り込むことや、詳細

設計の前倒し等により文化交流施設棟などにおける隅切りや外形線の変更などの建

物の形状、新たな緑地を創出する文化交流施設棟の設計などの工夫を行う。  

・工事の施行にあたっては存置樹木を傷つけないように、存置樹木近くに重機を通さ

ないよう工事ヤードを設定するとともに、重機作業者に対して十分な離隔を確保す

るよう要請する。 
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聖徳記念絵画館周辺 

（別事業にて整備） 
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移植 28 本 

移植 15 本 

移植 36 本 

移植 28 本 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

移植 27 本 

聖徳記念絵画館周辺 

（別事業にて整備） 
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移植 28 本 

移植 15 本 

移植 36 本 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

移植 27 本＋ 

聖徳記念絵画館周辺 

（別事業にて整備） 

詳細調査の追加移植（計画区域内）85本＋ 

聖徳記念絵画館周辺（別事業）からの移植 26本 

 

文化交流施設棟

周辺 
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(ｲ) 神宮外苑広場（建国記念文庫）の樹木の保全について 

神宮外苑広場（建国記念文庫）の既存樹木については設計・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（表 8.6-31 参照）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（図 8.6-11 参照）を可

能な限り拡大するよう努める。 

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

（資料編 p.517 参照）。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。 

改変する神宮外苑広場（建国記念文庫）の樹林地について、再生復元する生態系に配慮

した維持管理を行い、定期的なモニタリング状況に応じた順応的管理を継続し、将来にわ

たって緑地環境の保全を図る。 

なお、神宮外苑広場（建国記念文庫）への日影の影響について、神宮外苑広場（建国記

念文庫）の北側の「8.7 日影」に記載の調査地点「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 も生長する時期（夏至及び春・秋分）に日影とならな

いことから、日照は確保されるものと考える。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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8.6-11 神宮外苑広場（建国記念文庫）の保全エリア 

保全エリア 
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表8.6-31 ラグビー場棟の配置について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｳ) 文化交流施設棟周辺及び中央広場廻りにおける新植や移植を踏まえた樹林地の再生と

生物・生態系について 

a. 目標 

文化交流施設棟周辺及び中央広場廻りにおいて、移植木を基調としつつ、新たに新

植樹木も配置することで、次の 100 年に受け継ぐ緑地環境を整備する。 

 

b. 方策・計画 

大径木の移植は移植工程において樹木医の立ち会い、指導を受けて対処を行う。 

新植樹木については、カシ、ケヤキ、サクラ、アオダモやモミジ類などに加え、神宮

外苑の特徴ある樹種でもあるヒトツバタゴなどの樹種も取り入れることにより、明るく

開放感があり季節感なども楽しめる人と自然が共生できるエリアと、まとまった樹林に

よって形成される生態系の創出エリアで構成された「みどり」の風景を創出することを

目指す。 

移植木を中心に新たに再生するこのエリアの緑地空間は、周辺との関係性を考慮して

p.346 に示す大きく 3 つのゾーンで構成することを想定している。 

 

工事時期 第二球場解体 

⇒新ラグビー場Ⅰ期工事中 

神宮球場解体 

⇒新ラグビー場Ⅱ期＋広場工事中 

イメージ

図 

  

ラグビー

場棟の配

置 

ラグビー場棟の北西側の敷地

内にインフラ管を付け替える

とともに、ラグビー場棟Ⅰ期工

事の時点で南側には現神宮球

場が稼働中で存在する。 

現神宮球場の解体が終了する時

点では既にラグビー場棟Ⅰ期工

事は終了しラグビー場棟の配置

は決まっている。 

インフラ付け替え 

現在の 

インフラ位置 

緑道 

緑道 
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① 円周道路沿道部 

・樹木については、保存樹木と緑量ある移植樹木により厚みのある緑地景観を形成する。

高木層、中木、低木、地被類で構成される階層構造を有する緑が周辺の既存緑地とつな

がることで生物多様性や生態系の保全にも貢献する(写真①参照)。 

・生物・生態系については、現状まとまった樹林で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。③文

化交流施設棟南側広場の樹木が生長し、まとまった樹林が復元されて生態系を形成する

までの貴重な生態系空間として位置づけられる。 

 

② 中央広場周辺 

・樹木については、落葉中心で常緑混合の多様な樹種構成の移植木による明るく開放的な緑

地景観を形成する。適度な樹木の粗密配置で明るい林床空間を創出し、足元は一部低木を

配置しつつも芝地や地被を中心に構成することにより、文化交流施設棟との視覚的な連続

性を確保すると共に、芝生広場で展開する多様な活動との一体感を創出する。また、移植

木を中心とした豊かな緑の周辺には新植樹木を配置し、季節感のある緑を創出するととも

に、将来的には広場の外周部に人々が木陰で憩える快適な緑陰空間が拡がり、人と自然が

触れ合える憩いと寛ぎの空間を形成することを目指す。 

・新植樹木は主に神宮外苑にある樹種で構成することとし、ケヤキ、サクラ、アオダモやモ

ミジ類、カシなどに加え、神宮外苑の特徴ある樹種でもあるヒトツバタゴなどの樹種も取

り入れ、明るく開放感があり季節感なども楽しめる樹種とし、植栽時の樹高は4m～6m程度

を想定している(写真②参照)。 

・生物・生態系については、移植した高木を中心とした比較的明るい林床と、オオムラサキ

（ツツジ科）などの低木や芝地の新植によりシジミチョウ類などの昆虫やシジュウカラ、

ヒヨドリなどがさえずる人と自然とのふれあえる空間を形成する。 

 

③文化交流施設棟南側広場 

・樹木については、常緑落葉混合の多様な樹種構成による豊かな緑に包まれた緑地景観を

形成する。野球場棟側との視覚的な連続性を確保するよう高木層、低木、地被類による

階層構造で構成し、緑地内には散策路を設ける(写真③参照)。 

・生物・生態系については、神宮外苑広場（建国記念文庫）等から移植した樹木を中心と

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。また、文化交流施設棟南側広場の周辺に

はケヤキ等の高木やオオムラサキ（ツツジ科）などの低木、地被類を新植する。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①円周道路沿

道部とつながり、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。 
 

 

 

 

 

 

 

 

(写真① 円周道路沿道部イメージ)   (写真② 中央広場周辺イメージ)  (写真③ 文化交流施設棟南側広場イメージ) 
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c. 移植時期 

各樹種の特性に合わせ、下記期間において適切な時期に移植を行う。 

・落葉樹：10～3 月頃 

・常緑樹：4～7 月頃または 9～10 月頃 

・針葉樹：3～4 月頃または 9～10 月頃 

 

d. 移植方法 

移植方法は下記のとおりである。 

・予め移植樹木の蒸散のバランスを保つために枝葉の剪定を実施する。 

・移植工程については、段階的に整備する各施設の整備計画にあわせ、樹木医の立ち会

い・指導のもと、植付に適した時期に留意するとともに、十分な根回し期間を確保し

たうえで行う。 

・大きな環境の変化を避けるために移植工事の移動運搬時間を極力短くすると共に、樹

木の生育へ配慮し、日照環境や通風を確保する。また、移動運搬時には、樹木自体に

損傷を与えないため、根鉢及び幹や枝等を養生する。 

・移植先はまとまったエリアを確保し、良質な植栽客土を面的に敷設することで、活着

を促進するとともに土中に根が伸長するスペースを十分に確保し、舗装面からの照返

しや乾燥にも配慮することにより、健全な植栽環境を創出する。 

・植栽基盤の確保にあたっては、土壌環境の調査結果を踏まえ、根系の健全な伸長に配

慮する。 

 

■植栽基盤断面イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

・状況に応じて枝の切断部や断根部への腐敗防止剤の使用、また蒸散抑制剤や発根促進

剤による活着促進を行う。 

・根が活着するまで倒木等の安全性にも配慮するために、支柱により樹木を固定すると

ともに、灌水設備を設け根への水やりを徹底することにより健全な活着を促進する。 

・詳細調査によって追加された計画区域内の移植樹木 85 本のうち、仮移植が必要とさ

れる建国記念文庫・第二球場周辺部の 49 本の樹木については、2023 年 2～4 月頃に樹

木医と相談のうえで根回しを行い、細根が伸びる夏季をまたぎ、9～10 月頃に絵画館

前広場内等に仮移植を行う。その後各施設の段階整備に合わせ、最終的に 2031 年頃

以降に文化交流施設周辺に本移植を行う（表 8.6-32 参照）。 
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表8.6-32 移植工程の概要（建国記念文庫・第二球場周辺部の樹木） 

年 2023 年  2031 年頃～ 

月 2～4月頃 5～8月頃 9～10月頃  － 

根回し 
 

    

 

養生  

 

   

 

仮移植   

 

  

 

本移植     

(段階整備に合せ移植) 

 

 

・仮移植期間中及び本移植後においては定期的に樹木医によるモニタリングを行い、必

要な処置を講じた上で事後調査報告書にて報告する。 

 

e. 段階的な育成 

竣工時においては、新植による落葉樹主体の明るい緑、移植による常緑、落葉混合の

多様な樹種による緑、保存樹木及び移植樹木による階層構造の厚みのある緑空間を創出

する（図 8.6-12 参照）。 

樹木の生育過程において、剪定等の人為的な手入れは、倒木、枝折れなど被害が発生

する恐れがある場合や人の通行などに支障がある場合など必要最低限とし自然な樹形

や状態を維持するよう育成を進めることで、将来は高木等の成長により一体的なみどり

空間を形成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8.6-12 文化交流施設棟周辺及び中央広場廻りにおける段階的な樹木の成長断面ダイアグラム 

■①円周道路沿道部及び③文化交流施設棟南側広場 

将来的には円周道路沿道部及び文化交流施設棟南側

広場で階層構造を有するまとまった生態系を形成す

る。 

■②中央広場周辺 

高木を中心とした比較的明るい林床

と芝地により、人と自然とのふれあ

える空間を形成する。 

資料 3-1-17-4 

 

中央広場側 

中 央 広 場
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f. 保全管理について 

再生復元する文化交流施設棟周辺及び中央広場周りの樹林地について、再生復元する

生態系に配慮した維持管理を行い、定期的なモニタリング状況に応じた順応的管理を継

続し、将来にわたって緑地環境の保全を図る。 

 

■文化交流施設棟周辺及び中央広場廻りの緑地空間 

文化交流施設棟周辺及び中央広場廻りの緑地空間は図 8.6-13(1)のとおりである。また、

移植樹木の樹種等は図 8.6-13(2)のとおりである。 

 

 

 

 

 

 ①円周道路沿道部 

 

②中央広場周辺 

 

③文化交流施設棟南側広場 
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(ｴ) いちょう並木の保全について 

4列のいちょう並木については、全てを保存する計画である。保存する 4列のいちょう

並木の西側 1列については根系調査を実施する予定であるが、事前にイチョウの根の伸長

量、どこまで根の先端が伸びているのかを把握し、根系調査で行う掘削箇所の位置を決定

することを目的として表層調査を実施した。表層調査の結果は資料編 p.466に示すとおり

であり、直径 40.9mmの根系が 1本のみと太い根は少なかったことや、柵や盛土、生垣と

いった土壌環境域の異なる境目付近で調査を行うことが適切と考えられることから、縁石

より 6.5m付近で根系調査を行っていくこととした。 

上記の調査結果を踏まえて野球場棟の実施設計前に樹木医の判断を仰ぎながら根系調

査を行い、調査結果を令和 5年春以降の東京都環境影響評価審議会（以下、「審議会」と

いう。）で事後調査報告書として報告するとともに、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い、

計画建物の地下躯体の配置等に配慮する。調査の結果、仮に根が建物の計画範囲に延びて

いた場合、根に影響を与えないよう、野球場棟の地下基礎部の形（根の張り方等を踏まえ、

例えば扁平基礎など）や大きさの調整、地下のピット部分を一部縮小するなど構造上の対

応について精査するとともに、地下部への影響を最小限に抑える施工方法を採用するなど、

表 8.6-34「4列いちょう並木の根系調査について」に示すとおり、設計・施工両面から精

査し、4列のいちょう並木を確実に保全する（表 8.6-34、35参照）。合わせて、その配慮

の状況については野球場棟の設計の進捗に合わせて審議会で事後調査報告書等において

報告する。 

根系調査及び設計、施工のスケジュールは表 8.6-33に示すとおりであるが、樹木の状

態を把握しながら、適切な時期に施行できるよう、工程に余裕をもって対応する。 

また、4列のいちょう並木の西側に列植されている既存樹木については移植または伐採

する計画であり、その掘り取りによるいちょうへの影響について、前述の根系調査により

既存樹木の根系の状態についても合わせて確認を行い、樹木医などの専門家の指示を仰ぎ

ながら必要に応じて対応を行う。 

4列のいちょう並木沿いの施設は、既存建築物よりもセットバックして配置し、4列の

いちょう並木から離隔をとる（図 8.6-14参照）ほか、樹木の根周りについては、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するなど、保全する 4列のいちょ

うの生育に特に配慮する。 

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する。 

4列のいちょう並木について、資料編 p.458～465に示すイチョウの保全事例においても

樹勢回復工事がなされていることを踏まえ、本事業においても樹勢に応じた保育管理、及

び上記のとおり根系の状態に応じた基礎構造、施工方法等を精査し、根系の切断を避ける

よう対応を行うとともに、根系を保護するよう根を守るゾーンを設定するなどの配慮を行

うことにより、いちょうの保全を図る計画である。また、定期的なモニタリング状況に応

じた順応的管理を継続し、将来にわたって保全を図る。 
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【現況】（4 列いちょう並木南側既存店舗前）         （4 列いちょう並木北側テニスコート前） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【建設後】 

 

 

 

 

 

 

 

 

図8.6-14 4列いちょう並木と建築物との関係 

道
路
境
界 
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表8.6-33 4列いちょう並木付近（野球場棟）の施工スケジュール 

年 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

根系調査            

野球場棟及び 

球場併設ホテル

棟 

基本・実施設計            

施工計画調整            

施工 

（既存解体含む） 
           

 

表 8.6-34 4 列いちょう並木の根系調査について 

注）本資料は現時点での検討中の内容であり今後変更される可能性がある。 

調査方法 

 

  

 

・縁石より約 6.5m の位置に柵があり、その西側（スタンド側）は生垣が列植されてい

る。計画建築物の地下躯体は縁石より 8m の位置から構築し、約 6.5ｍの位置から掘削

等を行う計画であるため、調査断面は約 6.5m 付近で実施する。 

・幅 2ｍ×深さ 1ｍの掘削を行い、10cm メッシュの中の根の太さと数を記録する。1m の

深さで調査を行う中で、それより下層に根系が伸びている場合はその根系がある範囲

まで更に深さ方向の範囲を広げて調査を行う。 

・併せて、土壌の貫入試験、透水試験及び土壌の化学分析も実施する。 
 

調査イメージ（根の調査メッシュ） 

1.5m 内外 

いちょう並木周辺の状況 いちょう並木周辺の状況 
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表 8.6-35(1) 4列いちょう並木の保全に向けた根系に対する配慮について（1/3） 

根系の切

断を避け

るための

対応 

■設計・施工計画段階における配慮事項 

・4 列のいちょう並木の西側 1 列については、根系調査の段階から、設計者、樹木医、事業者

が一体となり、根系の状態に応じた基礎構造、施工方法等を精査する。 

・扁平基礎やピットの一部縮小などの構造上の対応により、計画建物の工事において杭工事を

除き掘り返す深さは、4 列いちょう並木沿いについては 2 メートル程度に抑えられることか

ら、2 メートルより深い部分にある根は保全することができる。ただし、既存施設の基礎は

深さ 1.5 メートル程度となっており、また既存施設がない区域もあることから、1.5 メート

ルより浅い箇所に根が張っている可能性もある。この場合においては、樹木医等の見解を踏

まえ、地下部への影響を最小限に抑えるため設計の深度化に際して構造について精査し、4

列のいちょう並木を確実に保全する。 

・外野スタンドの外周部の主要な杭については現時点では約 9m 間隔程度を想定しているが、

杭基礎の位置・間隔、形状、種別については、根系調査等の結果を受けて、設計、施工計画

に反映し柔軟に対応する。 

・いちょうの健全な生育へ影響を与えるような根が複数確認され、環状剥皮処理が不適当な場

合は、根を避けるため該当箇所の壁面を後退させる等の施設計画の工夫等を行い、いちょう

を保全する。 

 

【従前案】                 【検討案】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・基礎梁をプレキャスト化※、杭は既成杭等を検討する。 

 

※「基礎梁をプレキャスト化」:工事現場でコンクリート打設等により作成するのではなく、あらかじ

め工場で作成し現場で組み充てる部材のこと。プレキャスト資材、既成杭を利用することで、施

工現場での作業工程（鉄筋組立、コンクリートを現場で打つ等々の湿式作業）を減らし、根系へ

の影響を低減。 

 

注 1）本資料は現時点での検討中の内容であり今後変更される可能性がある。 

注 2）建築設計、構造設計及び施工計画の専門家へのヒアリング結果に基づき、上記環境保全のための措置を記載。 
注 3）一部「街路樹管理マニュアル」（令和 4 年 2 月 国土交通省関東地方整備局、東京国道事務所）等を参考に記載。 

いちょう並木側の基礎梁については、扁平化する等 

考慮し、掘削範囲の低減に配慮して継続検討 
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表8.6-35(2) 4列いちょう並木の保全に向けた根系に対する配慮について（2/3） 

やむを得

ず一部根

系の切断

が必要と

なる場合

の対応 

■環状剥皮施工における配慮事項 

調査結果を踏まえ、やむを得ず一部根系の切断が必要となり環状剥皮施工が必要な場合には、以

下のとおり処置を行う。 

・支持根などの根が長く伸びている場合は、環状剥皮処理の対象となる支持根等の直径につい

て、詳細な調査結果を踏まえ複数の樹木医等の専門家の指示を仰ぎながら精査し環状剥皮処

理を行う。 

・環状剥皮処理を行う場合は、夏季期間を確実に避けられるよう、施工適期までに余裕を持っ

た調査及び処理工程とする。 

 

「樹木医の手引」を参考に、根系調査をもとに樹木医がイチョウの根を診断の上、下記のとお

り状況に応じて対応するとされている。 

・ 10cm メッシュ内にφ3cm 以上の根が 3 本以内ある場合 

環状剥皮せず鋭利に切断する。 

・ 10cm メッシュ内にφ3cm 以上の根が 4 本以上ある場合 

環状剥皮施工注 2）を行う（当該箇所の施工時期から約 1 年以上前に実施）。 

・ 調査の結果、イチョウの健全な生育へ影響を与えるような根が複数確認されたと樹木医が判

断する場合には、樹木医の見解を踏まえ、根を避けるため該当箇所の壁面を後退させる等の

施設計画の工夫等を行い、いちょうを保全する。 

 

【参考】「樹木医の手引」より引用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■その他の配慮事項 

・根切りにおいては、樹木医、造園施工管理技士（1 級）、植栽基盤診断士のいずれかの立ち

会いの下で鋭利な刃物で切断し、切断面に防菌癒合剤塗布を行う。 

・埋戻し箇所の土壌は、根系の発育を促進させるため、バーク堆肥等を含む改良土を埋め戻す

ことを検討する。 

・埋戻し完了後は十分に水極めを行う。 
注 1）本資料は現時点での検討中の内容であり今後変更される可能性がある。 

注 2）根の周りの皮を剥ぐことにより一時的に根まで栄養が回らなくなるようにして、剥いだ部分より上に栄養を蓄積

させる処理。 

注 3）建築設計、構造設計及び施工計画の専門家へのヒアリング結果に基づき、上記環境保全のための措置を記載。 
注 4）一部「街路樹管理マニュアル」（令和 4 年 2 月 国土交通省関東地方整備局、東京国道事務所）等を参考に記載。 

 根回し時の根鉢よりも外に出る根のうち、概ね直径 5cm 以上の太い根は

切断せずに環状剥皮を行い、それより細い根は切断するが、可能であれば

直径 3cm 以上の根は環状剥皮をした方が良い（下図参照）。これより細い

根は環状剥皮をしてもすぐに死んでしまうことが多いので剥皮の意味は少

ない。 
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表8.6-35(3) 4列いちょう並木の保全に向けた根系に対する配慮について（3/3） 

根系を保

護するた

めの方法 

■設計・施工計画段階における配慮事項 

・樹木の状態を把握しながら、適切な時期に施行できるよう、工程に余裕をもって対応する。 

・施工計画書に、地下掘削等の工事を実施するに際し、根系の保護に留意することを明記する。 

・根系調査の結果を踏まえ根を守るゾーンを設定し、この範囲内の根系を保護する。 

・根を守るゾーンとそれ以外のゾーンとの境界については、いちょうの根系の太さ、密度など

を基に樹木医、設計者、施工者等により判断する。 

・樹木の周辺の舗装は根を守るゾーンにおいて浮き床方式※を採用し、支持基礎についても最

小限で検討する。 

 

※「舗装の浮き床方式」：地面に直接舗装板・ブロックを敷設するのではなく、舗装ブロックを支持

する束上の基礎に地面から浮かせる形式の舗装床。支持基礎を最小限にすることで、基礎以外の

範囲は客土を敷設することが可能となり、根系の領域を最大限確保することが可能。 

 

■施工段階における配慮事項 

・工事中においても適宜、樹木医等の立ち会い指導を受ける。 

・調査によって根が把握された範囲を明示し、その上に重機を通さないように配慮することで、

根への負担を軽減する。 

・工事用車両の出入りに際しても、4 列のいちょう並木沿いの歩道を跨がないよう出入口を配

置し、施工は球場の内側から行うことで、根への負担を軽減する。 

・仮囲いは置基礎タイプとして打ち込まず根に配慮する。 

・根系範囲内の掘削は、人力施工等により行い、根の切断を防ぐよう配慮する。なお、露出し

た根は乾燥しないように適宜散水を行うか、マルチングシート材等で保護する。 

 
注 1）本資料は現時点での検討中の内容であり今後変更される可能性がある。 

注 2）建築設計、構造設計及び施工計画の専門家へのヒアリング結果に基づき、上記環境保全のための措置を記載。 
注 3）一部「街路樹管理マニュアル」（令和 4 年 2 月 国土交通省関東地方整備局、東京国道事務所）等を参考に記載。 
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2) 動物相及び動物群集の変化の内容及びその程度 

事業の実施に伴い、樹林や草地を主たる生息地とする哺乳類のアズマモグラ、爬虫類のニホ

ンヤモリ、ニホントカゲ、ニホンカナヘビ、バッタ目、コウチュウ目、ハエ目等の昆虫類や移

動性の低い土壌動物等の生息地が一部改変される。現地調査の結果、計画地内では、アズマモ

グラ、ニホンカナヘビ、タマムシの 3 種の注目される種が確認されている（表 8.6-36 参照）。

計画地内ではこれら注目種の大半の生息が確認されている緑地（並木東側）（図 8.6-3、p.301

参照）等のまとまった緑地が保全されるとともに、計画地周辺には、神宮外苑広場（御観兵榎）、

新宿御苑、青山霊園、赤坂御用地、聖徳記念絵画館裏等まとまった緑地が存在しており、生息

環境は残存すると予測する（図 8.6-7(1)～(2)、p.333～334参照）。 

また、本事業の植栽樹種は、計画地の植生の構成種を中心に選択するとともに、計画地の生

息・生育基盤と調和する植栽計画としている。計画地内で確認されたコゲラ、シジュウカラ、

ハクセキレイ等の鳥類、チョウ類やトンボ類等の昆虫等の飛翔能力のある種群については、上

記の植栽計画により計画地内の生息環境は維持されるとともに、計画地周辺も含めた生息環境

は残存すると予測する。 

事業の実施により、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）の階層構造

を有するまとまりのある植物群落を復元する計画である。 

改変する神宮外苑広場（建国記念文庫）や再生復元する文化交流施設棟周辺及び中央広場

周りの樹林地について、再生復元する生態系に配慮した維持管理を行い、定期的なモニタリ

ング状況に応じた順応的管理を継続し、将来にわたって緑地環境の保全を図る。 

したがって、動物の生息にも配慮した植栽計画とするとともに、周辺地域も含めた動物相

及び動物群集は維持されるものと考えられることから、動物相及び動物群集の変化の内容及

び程度は小さいと予測する。 

表8.6-36 注目される動物 

No. 種類 目名 科名 種名 確認状況 保全計画 

1 哺乳類 モグラ モグラ アズマモグラ 緑地（並木東側）の樹林地内に痕跡（塚）を確認 緑地の保全 

2 爬虫類 有鱗 カナヘビ ニホンカナヘビ 緑地（並木東側）の樹林内で確認 緑地の保全 

3 昆虫類 コウチュウ タマムシ タマムシ 神宮外苑広場（建国記念文庫）の樹林内で確認 緑地の保全 

計  3 目 3 科 3 種  ― 
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3) 生息(育)環境の変化の内容及びその程度 

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一部が

改変される。また、改変部付近に残存する樹林内では風や日射、温度、湿度等の気象要因が変

化することにより、周辺の植物群落の生育環境と、移動性の低い動物相及び動物群集(昆虫類

の幼虫、土壌動物等)の生息環境が変化するおそれがある。 

事業の実施に当たっては、図 8.6-15（p.361 参照）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としている。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）の階層構造を有するまとまりのある植物群落を復元する計画である。 

上記の存置、移植に加え、さらに 439本の樹木を新植する計画である。新植樹木については、

植栽時の樹高は 3m～8m 程度とし、カシ、ケヤキ、サクラ、アオダモやモミジ類などに加え、

神宮外苑の特徴ある樹種でもあるヒトツバタゴなどの樹種も取り入れる計画である。 

移植及び新植にあたり、土壌環境としては硬い土質が多いが、透水が良好で腐植も多いため、

植栽用土としての使用は可能と考えられる。 

計画地周辺には、隣接する聖徳記念絵画館周辺、新宿御苑、青山霊園、赤坂御用地等の緑地

に植栽樹群（混交、落葉広葉、常緑広葉）の植栽が広く残存する。 

本事業においては、可能な限り既存樹木の保存、移植利用を基本とし、計画地周辺に残存す

る緑地の構成種を中心に植栽する緑化計画とすることで、周辺地域を含む動植物の生育・生息

環境は維持されるものと考える。 

改変する神宮外苑広場（建国記念文庫）や再生復元する文化交流施設棟周辺及び中央広場周

りの樹林地について、再生復元する生態系に配慮した維持管理を行い、定期的なモニタリング

状況に応じた順応的管理を継続し、将来にわたって緑地環境の保全を図る。 

したがって、生息（育）環境の変化の内容及び程度は小さいと予測する。 
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4) 緑の量の変化の内容及びその程度 

緑被率及び緑の体積の変化は表 8.6-37に示とおりである。また、植栽樹群別の緑化計画図

は図 8.6-15 に示すとおりである。 

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をやや下回る。 

本事業においては、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としている。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）の階層構造を有するまとまりのある植物

群落を復元する計画である。 

上記の存置、移植に加え、さらに 439本の樹木を新植する計画である。新植樹木については、

植栽時の樹高は 3m～8m 程度とし、カシ、ケヤキ、サクラ、アオダモやモミジ類などに加え、

神宮外苑の特徴ある樹種でもあるヒトツバタゴなどの樹種も取り入れる計画である。 

さらに、存置・移植された既存樹木及び新規に創出した緑地については、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る。 

なお、ラグビー場棟や野球場棟などの樹林地に近い施設の詳細な検討にあたっては、樹林地

への影響を回避・最小化するよう計画を検討するとともに、その保全や適切な育成・管理を実

施していく。 

改変する神宮外苑広場（建国記念文庫）や再生復元する文化交流施設棟周辺及び中央広場周

りの樹林地について、再生復元する生態系に配慮した維持管理を行い、定期的なモニタリング

状況に応じた順応的管理を継続し、将来にわたって緑地環境の保全を図る。 

したがって、緑被率は現況を維持するものの、緑の体積は完了時点では現況をやや下回るが、

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予測する。 

なお、別事業にて整備が予定されている聖徳記念絵画館前広場については、樹木の一部が伐

採されるものの、存置もしくは移植により極力残すとともに、新たに新植樹木も配置する計画

となっていることから、緑の量の変化の内容及び程度は小さいと考えられる。聖徳記念絵画館

前広場については現況と同様にまとまった緑地が整備されることから、本事業の緑地及び周辺

の公園等を含めた緑のネットワークは維持されるものと考えられる。 
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表8.6-37 緑被率及び緑の体積の変化 

分類 No. 植生・土地利用 

現況 工事の完了後 

面積 

(m2) 

割合注1 

(％) 

群落高 

（m） 

緑の 

体積注2 

(m3) 

面積 

(m2) 

割合注1 

(％) 

群落高 

（m） 

緑の 

体積注2 

(m3) 

緑
地(

計
画
地
内)

 

既存

緑地 

1 植栽樹群（常緑広葉） 4,880 2.7  4.0  19,520 1,960 1.1  4.0  7,840 

2 植栽樹群（落葉広葉） 8,161 4.6  4.0  32,644 7,478 4.2  4.0  29,912 

3 植栽樹群（常緑針葉） 417 0.2  4.0  1,668 0 0.0  0.0  0 

4 植栽樹群（落葉針葉） 2,174  1.2  22.0  47,828 1,086  0.6  22.0  23,892 

5 植栽樹群（混交） 9,607  5.4  18.0  172,926 9,607  5.4  18.0  172,926 

小計 25,239 14.2  ― 274,586 20,131 11.3  ― 234,570 

新
規
緑
地 

6 植栽樹(屋上緑化：樹高 2m 程度) 

― 

9,311 5.2   2.0  18,622 

7 植栽樹(地上部緑化：樹高 4m程度) 489 0.3   4.0  1,956 

8 植栽樹(樹高 8m 程度) 570 0.3  8.0  4,560 

9 芝生 1,200   0.7   0.05  60   

小計 11,570 6.5   ― 25,198 

計画地内の緑地の合計 25,239 14.2  ― 274,586 31,701 17.8   ― 259,768 

緑地 

(計画地外) 
10 植栽樹群（落葉針葉）注 3 3,259  1.8  22.0  71,698 3,259  1.8  22.0  71,698 

緑地の合計 28,498  16.0  ― 346,284 34,960    19.6   ― 331,466 

緑地以外 

(計画地内) 
11 建ぺい地等 149,461 ― ― ― 142,999 ― ― ― 

計画地面積及び緑地(計画地外)注3面積(m2) 174,700(計画地)+3,259(緑地(計画地外))＝177,959 

注 1) 緑被率は、緑地の面積÷計画地面積×100 として算出した。 

注 2) 緑の体積は、緑地の面積×平均群落高として算出した。 

注 3) 4 列のいちょう並木のうち、計画地外（特例都道内）のもの。 
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5) 都市域生態系の変化の内容及びその程度 

計画地の樹木の分布状況（建設後）は図 8.6-16に示すとおりである。 

事業の実施に伴い、計画地内の樹林や草地が改変されることにより、生態系を構成する陸上

植物、陸上動物が相互に係わる生育・生息環境の一部が改変されるが、事業の実施にあたって

は、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す計画としている。また、計画地中央部に開放

的な広場空間を整備し、その周辺の文化交流施設棟やラグビー場棟等も含めて芝生や高木等、

歩行者動線とも連携した緑化を行うとともに、動物の生息に配慮した植栽計画としている。計

画地周辺には、隣接する聖徳記念絵画館周辺、神宮外苑広場（御観兵榎）等の緑地に植栽樹群

（混交、落葉広葉、常緑広葉等）の植栽が広く残存する。本事業の植栽樹種は、計画地の潜在

自然植生の構成種を中心に選択するとともに、既存樹木の保存、移植利用も含め、周辺のみど

りの景観との調和を図った植栽計画としている。 

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。 

また、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（表 8.6-38、図 8.6-17(1)～(6)参照）。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。また、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

した環境の林縁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、必要に応じた措置を行い、保全を

はかる。 

これらの保全復元する緑地は、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、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（図 8.6-7(1)～(2)参照）。 

したがって、周辺地域も含めた生態系は維持されるものと考えられることから、都市域生態

系の変化の内容及び程度は小さいと予測する。 
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神宮外苑広場 

（御観兵榎） 

聖徳記念絵画館周辺 

（別事業にて整備） 

② 中央広場と絵画館前広場をつ

なぐ広場           

③ 緑地（並木東側）          

⑤ 事務所棟周辺          

① 神宮外苑広場（建国記念文庫）          

⑥ 4列いちょう並木          

④ スタジアム通り及び

第二球場北側          
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表 8.6-38 エリアごとの緑地の主な生態系の機能 

エリア 

樹林環境 市街地等 

①神宮外苑広場 
（建国記念文庫） 

②中央広場と絵画
館前広場をつなぐ

広場 
③緑地（並木東側） 

④スタジアム通り
及び第二球場北側 

⑤事務所棟周辺 
⑥4 列いちょう並

木 

将来イメージ 

樹林面積は縮小す
るものの、ケヤキ
やシラカシといっ
た樹林帯は保全。
改変によって開け
た部分には林縁植
物を移植し、林内
の湿潤環境を保全
し、生態系を維持 

①で縮小した樹林
帯の代償として樹
林を創出。ソメイ
ヨシノやトウカエ
デといった高さの
ある高木とこれら
より低いヒサカキ
といった高木によ
って構成された比
較的密な林床を有
する林相構造を復
元し、まとまった
樹林を好む生態系
を形成。 
また、①に存在す
る緑地内の散策路
を設置し、人と自
然とのふれあえる
空間を形成 

事業内における生
態系としての機能
を将来にわたって
保全・維持 

主要な構成種であ
る大木のケヤキや
シイノキを保全
し、現況の生態系
を維持 

広葉樹の高木と屋
上緑化による立体
的な緑地空間を創
出 

現況の機能を維持
した上で、いちょ
う並木が持つ景観
的機能を維持 

保全管理方針 
ムラサキシジミが好む暗くて階層構
造を有する樹林・林縁を保全する。 

現況の既存樹木を極力保全・維持す
る。 

計画地の植生の構
成種を中心に植栽
樹種を選択する。 

工事の施行中にお
いても定期的なモ
ニタリングを実施
し、4 列いちょう
並木を確実に保全
する。 

土壌環境 

透水が良好で腐植
も多い土質。施工
時の踏み固めに注
意すること等によ
り、現状と同程度
の硬度を保持。 

透水が良好で腐植
も多い土質。施工
時の踏み固めに注
意すること等によ
り、現状と同程度
の硬度を保持。 

透水が良好で腐植
も多い土質。施工
時の踏み固めに注
意すること等によ
り、現状と同程度
の硬度を保持。 

透水が良好で腐植
も多い土質。施工
時の踏み固めに注
意すること等によ
り、現状と同程度
の硬度を保持。 

透水が良好で腐植
も多い土質。施工
時の踏み固めに注
意すること等によ
り、現状と同程度
の硬度を保持。 

透水が良好で腐植
も多い土質。施工
時の踏み固めに注
意すること等によ
り、現状と同程度
の硬度を保持。 

上位 
消費者 

鳥類 ハシブトガラス ハシブトガラス ハシブトガラス ハシブトガラス ハシブトガラス ハシブトガラス 

中位 
消費者 

哺乳類    アズマモグラ       

鳥類 

コゲラ  コゲラ       

シジュウカラ シジュウカラ シジュウカラ シジュウカラ   シジュウカラ 

ヒヨドリ ヒヨドリ ヒヨドリ ヒヨドリ ヒヨドリ ヒヨドリ 

爬虫類     ニホンカナヘビ       

クモ類 
コカニグモ コカニグモ コカニグモ       

ジョロウグモ ジョロウグモ ジョロウグモ ジョロウグモ   ジョロウグモ 

下位 
消費者 

昆虫類 ムラサキシジミ ムラサキシジミ ムラサキシジミ ムラサキシジミ  ムラサキシジミ 

生産者 植物 

ケヤキ ソメイヨシノ ケヤキ ケヤキ クスノキ イチョウ 

シラカシ トウカエデ クスノキ ヒトツバタゴ マテバシイ  カナリーキヅタ 

クヌギ ヒサカキ イロハモミジ マテバシイ ヤマモモ   

クサイチゴ ヤブミョウガ ツユクサ スダジイ ドウダンツツジ   

ヘクソカズラ クサイチゴ クサイチゴ イチョウ    

分解者 
土壌動
物 

ミミズ類 ミミズ類 ミミズ類 ミミズ類 ミミズ類 ミミズ類 

甲殻類 甲殻類 甲殻類 甲殻類 甲殻類 甲殻類 

ムカデ類 ムカデ類 ムカデ類 ムカデ類 ムカデ類 ムカデ類 

昆虫類 
（アリ科 等） 

昆虫類 
（アリ科 等） 

昆虫類 
（アリ科 等） 

昆虫類 
（アリ科 等） 

昆虫類 
（アリ科 等） 

昆虫類 
（アリ科 等） 

注 1）下線は指標種を示す。 

注 2）鳥類等の羽根を有する動物については移動性が高く、個々の緑地毎に生息しているのではなく上記①～⑥及びそ

の周辺の緑地を含めて生息していると考えられる。 
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図 8.6-17(1) ①神宮外苑広場（建国記念文庫）の植生断面図（将来イメージ） 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注） 図はイメージであり、詳細な樹種については引き続き検討する。 

図 8.6-17(2)  ②中央広場と絵画館前広場をつなぐ広場の植生断面図（将来イメージ） 

文化交流

施設棟 

・ラグビー場棟の建設により緑のまとまりは縮小するものの、代償として文化交流施設棟周辺に新たな緑地を

創出する。 

・注目される種のタマムシが確認された外周道路沿道部分については樹木を保全し、生息環境を保全する。 

・円周道路沿道部は、既存の緑地帯を保全するとともに、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形成する。 

・中央広場周辺は、高木を中心とした比較的明るい林床と、オオムラサキ（ツツジ科）などの低木や芝地の新植によりム

ラサキシジミなどの昆虫やシジュウカラ、ヒヨドリなどがさえずる人と自然とのふれあえる空間を形成する。 

・文化交流施設棟南側広場は、神宮外苑広場（建国記念文庫）等から移植した樹木を中心とし、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。 
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図 8.6-17(3)  ③緑地（並木東側）の植生断面図（将来イメージ） 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 8.6-17(4)  ④スタジアム通りの植生断面図（将来イメージ） 

・まとまりのある緑地を将来においても保全する。

これによりアズマモグラ等の注目される動物種等の

生息環境を保全する。 

・既存樹木を保全し、ムラサキシジミ等が好むマテ

バシイ等の樹木を保全する。 
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注） 図はイメージであり、樹木の詳細な位置や樹種、本数については今後検討する。 

図 8.6-17(5)  ⑤事務所棟周辺の植生断面図（将来イメージ） 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 8.6-17(6)  ⑥4列いちょう並木の植生断面図（将来イメージ） 
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事務所棟 

 

・地上緑化の他に、屋上緑化等の立体的な緑化空間を創出し、広幅

員にふさわしい緑豊かで風格ある沿道景観を創出する。 

 

・4 列のいちょう並木を将来においても保全する。 

・4 列いちょう並木西側の建物を現状よりもセットバックさせる

ことでいちょうの生育に配慮する。 
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8.6.3 環境保全のための措置 

(1) 予測に反映した措置 

①計画地全般に関する保全措置について 

・今後詳細な設計を実施するにあたり、存置する既存樹林の生育に影響が及ばないよう、既存

樹木の根鉢と計画建物の地下躯体との離隔を保持する等、計画建物の配置等に配慮する。 

・計画地中央部に開放的な広場空間を整備し、その周辺の文化交流施設棟やラグビー場棟等も

含め歩行者動線とも連携して芝生や高木等を配置するとともに、動植物の生息にも配慮した

植栽計画とする。 

 

1) 計画・設計に関する事項 

・今後、設計に際しては、樹木保全への配慮を施設設計仕様に盛り込むことや、詳細設計の前

倒し等により文化交流施設棟などにおける隅切りや外形線の変更などの建物の形状、新たな

緑地を創出する文化交流施設棟の設計などの工夫を行う。 

・保存する既存のまとまりのある緑について、緑地（並木東側）については改変を行わない。

また、神宮外苑広場（建国記念文庫）の保全エリアの拡大について、施設設計の深度化と併

せて継続的に検討し、可能な限り保全エリアを拡大するとともに、ラグビー場の配置、構造

等の詳細設計において生物・生態系への影響を回避・最小化する措置について具体的な内容

を検討する。 

・各施設の設計及び施工計画の詳細を決定していく中で、施工方法の工夫や樹木の保全に配慮

した仕様とする。 

・詳細調査の結果、樹木の生育状況や周辺状況などを現地にてきめ細かく把握したうえで、樹

木医が総合的に判断し、85 本の樹木については伐採から移植とする。 

・存置、移植の本数に加え、さらに 439本の樹木を新植する計画である（詳細調査の結果反映

後）。新植樹木については、植栽時の樹高は 3m～8m程度とし、カシ、ケヤキ、サクラ、アオ

ダモやモミジ類などに加え、神宮外苑の特徴ある樹種でもあるヒトツバタゴなどの樹種も取

り入れる計画とする。 

・計画地内で確認された注目される植物種として、トサミズキ、ヒトツバタゴ、コムラサキ、

シランが確認されている。4 種共に人為的に植栽しているものであり、このうちトサミズキ、

コムラサキ及びシランについては緑地（並木東側）などに確認されており、計画建築物が建

設される箇所では確認されていないことから、現位置で保全する計画であるが、今後、詳細

な施工計画を決定する中で改変することとなった場合は移植する計画である。ヒトツバタゴ

については計画建築物が建設される箇所で一部確認されているが、別の場所に継続して植栽

を行うか、今後の緑化計画において検討する。 

・計画地中央部の広場空間と連続する文化交流施設棟及びラグビー場棟南側の緑地については、

文化交流施設棟の高さを抑えることにより、日照の確保及び緑の生育促進に努める。 

・植栽樹種は、計画地の潜在自然植生の構成種を中心に選択するとともに、既存樹木を保存、

移植利用を行う。 

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）



- 369 - 

2) 施工に関する事項 

・施工に際しては、樹木医・設計者・施工者が一体となり設計及び施工計画の深度化を進める

中で、樹木の伐採を回避し、保全を図る。保全が困難な場合には、可能な限り移植できるよ

うに努める。 

・工事の施行にあたっては存置樹木を傷つけないように、存置樹木近くに重機を通さないよう

工事ヤードを設定するとともに、重機作業者に対して十分な離隔を確保するよう要請する。 

・工事中においても適宜、樹木医等の立ち会い指導を受ける。 

・樹木の状態を把握しながら、適切な時期に施行できるよう、工程に余裕をもって対応する。 

・透水性や硬度が適正かつ十分な植栽基盤（土壌）の厚み及び範囲を確保するとともに、作業

時の踏み固めや雨天時の作業を控えるなどの配慮を行う。 

・樹木の移植及び新植にあたっては、植付に適した時期に留意するとともに、事前に適切な時

期に必要に応じて根回しを行う。 

・工事発注に際し、上記の環境保全措置を特記仕様書に記載し、設計・施工者、樹木医、事業

者が一体となり、環境・樹木保全への配慮を確実に遂行するよう設計・施工者に対して要請

していく。 

3) 管理に関する事項 

・移植樹及び新植樹には支柱を設置し、根の活着を図るとともに、倒木、傾き等を防止する。 

・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。 

・存置・移植された既存樹木及び創出した緑地については、適正な管理育成を行い、豊かな樹

林の形成に努める。 

・保全管理方針に基づきムラサキシジミが好む暗くて階層構造を有する樹林・林縁を保全する

とともに、生物種のモニタリングと併せて状況に応じた維持管理（順応的管理）を行う。 

 

②保存するいちょう並木について 

・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。 

・保存する 4列のいちょう並木は既存建築物よりもセットバックして計画建築物を配置し、い

ちょう並木から離隔をとることにより、いちょうの生育に配慮する（図 8.6-18参照）。 

・野球場棟のネットフェンスやスコアボード、照明やひさし等構築物による、日照及び景観へ

の影響が懸念されることから、構築物の配置や素材・色彩の決定に当たっては十分配慮し、

影響の低減に努める。 

 

【現況】（4 列いちょう並木南側既存店舗前）      【建設後】 

 

 

 

 

 

 

 

 

図8.6-18 4列いちょう並木と建築物との関係 

道
路
境
界 
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・4列のいちょう並木の西側 1列について根系調査を行い、事後調査報告書において報告する。 

・根系調査の段階から、設計者、樹木医、事業者が一体となり、根系の状態に応じた基礎構造、

施工方法等を精査する（写真 8.6-3、表 8.6-39参照）。 

 

 

 

 

 

写真8.6-3  調査イメージ           表8.6-39  4列いちょう並木付近 

（根の調査メッシュ）            （野球場棟）の施工スケジュール 

 

・樹勢に応じた保育管理状況、及び根系調査の結果を踏まえ、建築計画及び施工計画における

環境保全のための措置を具体的に示すとともに、事後調査報告書等において報告する。 

・根系調査の結果、いちょうの健全な生育へ影響を与えるような根が複数確認された場合は、

根を避けるため野球場棟の該当箇所の壁面後退等施設計画の工夫を行う。 

・4 列のいちょう並木の西側に列植されている既存樹木については移植または伐採する計画で

あり、その掘り取りによるいちょうへの影響について、前述の根系調査により既存樹木の根

系の状態についても合わせて確認を行い、樹木医などの専門家の指示を仰ぎながら必要に応

じて対応を行う。 

・扁平基礎やピットの一部縮小などの構造上の対応により、計画建物の工事において杭工事を

除き掘り返す深さは、4列いちょう並木沿いについては 2メートル程度に抑えられることか

ら、2メートルより深い部分にある根は保全することができる（図 8.6-19参照）。ただし、

既存施設の基礎は深さ 1.5メートル程度となっており、また既存施設がない区域もあること

から、1.5メートルより浅い箇所に根が張っている可能性もある。この場合においては、樹

木医等の見解を踏まえ、地下部への影響を最小限に抑える施工方法を採用する。このほか、

太い根が長く伸びており切断する場合については、樹木医などの専門家の指示を仰ぎながら

夏季期間を避ける時期に環状剥皮処理を行う等の検討を行うなど、設計・施工両面から精査

し、4列のいちょう並木を確実に保全する（図 8.6-20参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図8.6-19 4列いちょう並木の保全に向けた根系に対する配慮について 

いちょう並木側の基礎梁については、扁平化する等 

考慮し、掘削範囲の低減に配慮して継続検討 

【従前案】 【検討案】 
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図8.6-20 環状剥皮処理 

・杭基礎の位置・間隔、断面積、断面形状については、根系調査等の結果を受けて、設計、施

工計画に反映し柔軟に対応する。 

・いちょうの健全な生育へ影響を与えるような根が複数確認され、環状剥皮処理が不適当な場

合は、根を避けるため該当箇所の壁面を後退させる等の施設計画の工夫等を行い、いちょう

を保全する。 

・基礎梁をプレキャスト化、杭は既成杭等を検討する。 

・環状剥皮処理を行う場合は、夏季期間を確実に避けられるよう、施工適期までに余裕を持っ

た調査及び処理工程とする。 

・樹木の生育に必要な根系範囲を設定し、この範囲内の根系を保護する。根系範囲内の掘削は、

人力施工等により行い、根の切断を防ぐよう配慮する。 

・樹木の周辺の舗装は浮き床方式を採用し、支持基礎についても 小限で検討する。 

・工事中においても適宜、樹木医等の立ち会い指導を受ける。 

・工事の施行にあたっては存置樹木を傷つけないように、存置樹木近くに重機を通さないよう

工事ヤードを設定するとともに、重機作業者に対して十分な離隔を確保するよう要請する。 

・施工にあたっては根への負担を軽減するため、工事用車両の出入りに際しても、4 列のいち

ょう並木沿いの歩道を跨がないよう出入口の配置を配置し、施工は球場の内側から行うことで、

根への負担を軽減する。 

・仮囲いは置基礎タイプとして打ち込まず根に配慮する。 

・野球場棟の防球ネットによる 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。 

・工事の施行中及び完了後の一定期間にわたり、いちょう並木の活力度調査などモニタリング

を実施し、状況に応じた環境保全のための措置を継続し、保育管理を実施することで、将来

にわたり 4列のいちょう並木を健全に育成する。 

 

③神宮外苑広場（建国記念文庫）等の緑地について 

・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残す計画とする。 

・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とと

もに、次の 100 年に受け継ぐ緑地環境を整備する。（図 8.6-21 参照）。 

・仮移植期間中及び本移植後においては定期的に樹木医によるモニタリングを行い、必要な処

置を講じた上で事後調査報告書にて報告する。 

・計画の深度化に伴い、移植時期、方法、現況の土壌環境の状況を踏まえた植栽基盤確保の考

え方、仮移植期間における養生計画及び養生期間中のモニタリング結果を反映した本移植計

画等については今後、事後調査報告書等において報告する。 
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図 8.6-21 文化交流施設棟周辺及び中央広場廻り（将来イメージ） 

 

・ラグビー場の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よう要請する。 

・ラグビー場棟の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う。 

 

(2) 予測に反映しなかった措置 

・植栽後の樹木の状況（植栽状況、生育状況等）について確認するとともに、灌水や剪定等適

切な管理を実施することにより、動植物の生育・生息環境の維持に配慮する。 

・陸上植物、陸上動物及び生育・生息環境、生態系への影響の程度は不確実性を伴うことから、

事後調査により事業の実施による影響を確認し、必要に応じて一層の環境保全措置を講じる

とともに、その内容を事後調査報告書において報告する。 

■①円周道路沿道部及び③文化交流施設棟南側広場 

将来的には円周道路沿道部及び文化交流施設棟南側

広場で階層構造を有するまとまった生態系を形成す

る。 

■②中央広場周辺 

高木を中心とした比較的明るい林床

と芝地により、人と自然とのふれあ

える空間を形成する。 

資料 3-1-17-4 

中央広場側 

中央広場側 

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）



- 373 - 

8.6.4 評価 

(1) 評価の指標 

評価の指標は、｢絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律｣に基づく基本方針、

｢文化財保護法｣に定める現状変更の制限、｢東京における自然の保護と回復に関する条例｣に定め

る規制を遵守すること等とした。 

 

(2) 評価の結果 

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 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、
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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。 

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。 
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