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8.11 史跡・文化財 

8.11.1 現況調査 

(1) 調査事項及び選択理由 

調査事項及びその選択理由は、表8.11-1に示すとおりである。 

表8.11-1 調査事項及びその選択理由 

調査事項 選択理由 

①文化財等の状況 
②埋蔵文化財包蔵地の状況 
③法令による基準等 

工事の施行中における施設の建設
により、史跡・文化財に影響を及ぼ
すおそれがあることから、計画地及
びその周辺について左記の事項に係
る調査が必要である。 

 

(2) 調査地域 

調査地域は、計画地及びその周辺とした。 

 

(3) 調査方法 

1) 文化財等の状況 

文化財等の状況は、「国指定文化財等データベース」（平成 30年 12月閲覧 文化庁ホームペ

ージ）、「東京都文化財情報データベース」（平成 30 年 12 月閲覧 東京都ホームページ）、「港

区文化財総合目録登録一覧」（平成 30 年 12 月閲覧 港区立郷土歴史館ホームページ）、「新宿

区の指定・登録文化財と地域文化財」(平成 30 年 12 月閲覧 新宿区ホームページ)、「区指定

文化財」（平成 30年 12月閲覧 渋谷区ホームページ）等の既存資料を整理した。 

 

2) 埋蔵文化財包蔵地の状況 

埋蔵文化財包蔵地の状況は、「東京都遺跡地図情報インターネット提供サービス」（平成 30

年 12月閲覧 東京都ホームページ）等の既存資料を整理した。 

 

3) 法令による基準等 

｢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 年条例第 25

号)、「港区文化財保護条例」(昭和 53 年条例第 24 号)、「新宿区文化財保護条例」(昭和 58 年

条例第 20号)等の関係法令を整理した。 
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 (4) 調査結果 

1) 文化財等の状況 

計画地及びその周辺の指定文化財等の状況は、表 8.11-2及び図 8.11-1に示すとおりである。 

計画地の北西側には国指定重要文化財の「聖徳記念絵画館」及び新宿区指定天然記念物の「シ

イ」、西側には渋谷区指定有形文化財の「銅板日遙墓誌」、南西側には港区指定有形文化財の「海

蔵寺の庚申塔」等がある。 

 

2) 埋蔵文化財包蔵地の状況 

計画地及びその周辺の埋蔵文化財包蔵地の状況は、表 8.11-3(1)、(2)及び図 8.11-1 に示す

とおりである。 

周知の埋蔵文化財包蔵地である「新宿区 No.22-3遺跡」（No.22-3）が、計画地に含まれてい

る。また、計画地の南側に「青山墓地内貝塚」（No.1）、北西側に、「霞ヶ丘町遺跡」（No.67）

等が存在している。 

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。 

 

3) 法令による基準等 

指定文化財については、「文化財保護法」、「東京都文化財保護条例」、「港区文化財保護条例」、

「新宿区文化財保護条例」に基づき、文化財に関してその現状を変更し、また、その存在に影

響を及ぼす行為をしようとするときには、東京都教育委員会、港区教育委員会、新宿区教育委

員会への届出をし、必要な指示を受けなければならない。 

埋蔵文化財包蔵地については、「文化財保護法」に基づき、「埋蔵文化財発掘届」を東京都教

育委員会、港区教育委員会、新宿区教育委員会へ提出することが義務づけられている。また、

工事の施行中に埋蔵文化財を発見した場合には、その現状を変更することなく、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

切な措置を講じる必要がある。 
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表8.11-2 計画地及びその周辺の指定(登録)文化財等 

番
号 

指定・ 
登録等 

種別 名称 
所在地・伝承地 
(所有者･伝承者) 

1 
国指定 重要文化財 建造物 聖徳記念絵画館 

新宿区霞ヶ丘町 1-1 
(明治神宮) 

新宿区指定 天然記念物 シイ 
新宿区霞ヶ丘町 6 
(国立競技場敷地内)注 2) 

2 国指定 国宝 建造物 
旧東宮御所 
（迎賓館赤坂離宮） 

港区元赤坂 2-1-1(内閣府) 

3 都指定 有形民俗文化財 千駄ケ谷の冨士塚 
渋谷区千駄ケ谷 1-1-24 
八幡神社境内(八幡神社) 

4 港区指定 有形文化財 歴史資料 海蔵寺の庚申塔 港区北青山 2-12-29(海蔵寺) 

5 港区指定 有形文化財 建造物 旧乃木邸及び馬小屋 港区赤坂 8-11-32(港区) 

6 新宿区指定 史跡 滝沢馬琴終焉の地 
新宿区霞ヶ丘町 14-1 
(明治神宮) 

7 

新宿区指定 有形文化財 古記録 林光寺の歴代宗主銘 

新宿区南元町 15-3(林光寺) 
新宿区登録 有形文化財 絵画 林光寺の高僧先達連座画像 

新宿区登録 有形文化財 絵画 林光寺の太子・高僧画像 

新宿区登録 
有形文化財 古文書・
古記録 

林光寺文書 

8 
新宿区指定 史跡 高松喜六の墓 

新宿区若葉 2-8(愛染院) 
新宿区指定 史跡 塙保己一の墓 

9 

新宿区指定 史跡 服部半蔵の墓 

新宿区若葉 2-9(西念寺) 新宿区指定 史跡 岡崎三郎信康供養塔 

新宿区登録 有形文化財 歴史資料 服部半蔵の槍 

10 新宿区指定 有形文化財 絵画 須賀神社の三十六歌仙絵 新宿区須賀町 5-6(須賀神社) 

11 新宿区指定 史跡 源清麿の墓 新宿区須賀町 10(宗福寺) 

12 
新宿区指定 史跡 榊原鍵吉の墓 

新宿区須賀町 11-4(西應寺) 
新宿区登録 有形文化財 工芸品 西應寺の梵鐘 

13 新宿区指定 史跡 二葉亭四迷旧居跡 新宿区四谷 1-13 

14 新宿区登録 史跡 萩原宗固の墓 新宿区須賀町 13(本性寺) 

15 
新宿区登録 有形民俗文化財 一行院の板碑 

新宿区南元町 19-2(一行院) 
新宿区登録 有形文化財 考古資料 一行院墓地出土品 

16 新宿区登録 有形文化財 歴史資料 駿馬塚の碑 
新宿区内藤町 1 
(多武峰内藤神社) 

17 渋谷区指定 有形文化財 銅板日遙墓誌 
渋谷区千駄ヶ谷 2-24-1 
(仙寿院) 

18 
新宿区地域
文化財 

歴史 長谷川平蔵埋葬の地 
新宿区須賀町 9-3 戒行寺境内 
(戒行寺) 

19 
新宿区地域
文化財 

都市・産業 
歴史 

東京若葉キリスト教会 
新宿区若葉 1-16 
(東京若葉キリスト教会) 

注1) 地点番号は、図8.11-1(p.482)の図中の番号に対応する。 
注2) 聖徳記念絵画館から国立競技場敷地内へ移植された。 
資料：「国指定文化財等データベース」（平成 30 年 12 月閲覧 文化庁ホームページ） 

「東京都文化財情報データベース」（平成 30 年 12 月閲覧 東京都ホームページ） 
「港区文化財総合目録登録一覧」（平成 30 年 12 月閲覧 港区立郷土歴史館ホームページ） 
「新宿区の指定・登録文化財と地域文化財」(平成 30 年 12月閲覧 新宿区ホームページ) 
「区指定文化財」（平成 30 年 12 月閲覧 渋谷区ホームページ） 
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表8.11-3(1) 計画地周辺の埋蔵文化財包蔵地 

区 
遺跡
番号 

遺跡名 種別 遺跡の概要 所在地 

港
区 

1 
青山墓地内貝
塚 

包蔵地・貝塚  － 港区南青山二丁目 

2 港区№2 遺跡 包蔵地・貝塚 － 港区南青山二丁目 

3 港区№3 遺跡 貝塚 － 港区南青山四丁目 

5 
東宮御所内遺
跡 

包蔵地 － 港区元赤坂二丁目 

92 
港区№92 遺
跡 

武家屋敷跡 [近世]土坑 港区赤坂七丁目 

124 
周防徳山藩毛
利家屋敷跡遺
跡 

屋敷（大名屋
敷） 

[近世]土坑 港区赤坂八丁目 

139 
伊予宇和島藩
伊達家上屋敷
跡遺跡 

屋敷 [近世]土坑 港区六本木七丁目 

168 
紀伊和歌山藩
徳川家屋敷跡
遺跡 

屋敷 土坑 包含層 石積み 土坑 港区元赤坂二丁目 

192 
北青山三丁目
遺跡 

包蔵地・屋敷 溝状遺構 土坑 ピット 港区北青山三丁目 

新
宿
区 

14 
新宿区 No.14
遺跡 

包蔵地 － 新宿区内藤町 

20 
若葉一丁目遺
跡 

貝塚・屋敷 
[近世]地下室 大型土坑 土坑 
小穴 

新宿区若葉一丁目 

22-2 
新宿区
No.22-2 遺跡 

上水道 [近世]木樋 新宿区信濃町 

22-3 
新宿区
No.22-3 遺跡 

上水道 [近世]木樋 新宿区霞ヶ丘町 

31 竜泉寺跡 
社寺・その他の
墓 

[近世]甕棺墓 木棺墓 蔵骨器 
墓坑 石塔 

新宿区信濃町 

36 龍谷寺跡 
社寺・その他の
墓・その他(町
屋) 

－ 新宿区南元町 

46 發昌寺跡 
社寺・その他の
墓 

[近世]埋葬施設 井戸状遺構 
木道 柵状遺構 

新宿区南元町 

56 内藤町遺跡 
包蔵地・屋敷・
その他（町屋） 

[縄文時代]炉穴 ピット 集石
土坑 陥し穴 埋甕 小穴  
[近世]溝 地下室 半地下室 
井戸 ゴミ穴 掘立柱建物跡 
柱列 杭列 土坑 小穴 地割
溝 畝跡 杭穴列 柱穴 地下
水路 溝状遺構 土取穴 胞衣
埋納遺構 [近世～近代]土坑 
井戸 ピット ピット列 溝 
上水状遺構 掘立柱建物跡 池
跡 水田跡 畝跡 

新宿区内藤町、新宿一丁目、新宿
二丁目、新宿三丁目 

63 圓應寺跡 
社寺・その他の
墓 

[近世]埋葬施設 柵状遺構 生
垣状遺構 柱列 木塔遺構 

新宿区若葉三丁目 

注 1）表中の「－」は、データが無いことを表す。 

注 2）遺跡番号は、用いた資料に掲載されている番号を表記した。 

注 3）遺跡番号は、図 8.11-1(p.482)の図中の番号に対応する。 

資料：「東京都遺跡地図情報インターネット提供サービス」（平成 30年 12 月閲覧 東京都ホームページ） 
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表8.11-3(2) 計画地周辺の埋蔵文化財包蔵地 

区 
遺跡
番号 

遺跡名 種別 遺跡の概要 所在地 

新
宿
区 

67 霞ヶ丘町遺跡 
包蔵地・その
他の墓・社寺 

[中世]土坑 溝 井戸 道路跡  
[近世]池跡 井戸 溝 土坑 
建物跡 土蔵 段切 採土坑 
柱穴列 石組 墓坑 道路 

新宿区霞ヶ丘町 

104 信濃町遺跡 包蔵地・屋敷 

[近世]地下室 半地下室 井戸 
井戸状遺構 溝状遺構 地鎮跡 
土坑 柱穴 柱穴列 杭穴 小
穴 

新宿区信濃町 

105 
若葉三丁目遺
跡 

屋敷跡・その
他（町屋） 

[近世]杭基礎建物 礎石建物 
下水路地 排水樋 井戸 上水
井戸・上水施設 埋甕 埋桶 か
わらけ埋納遺構 芥溜 盛土地
業址 土坑 

新宿区若葉二丁目、若葉三丁目 

113 
四谷一丁目南
遺跡 

包蔵地・屋敷 

[縄文時代]土坑 
[近世]盛土遺構 地下室 土坑 
井戸溝状遺構 柱穴列 硬化面 
版築層 柱穴 胞衣埋納遺構 
ごみ穴 礎石（建物跡） 小穴  

新宿区四谷一丁目、若葉一丁目 

124 信濃町南遺跡 包蔵地・屋敷 

[近世]地下室 半地下室 井戸 
溝状遺構 建物跡 土坑 ごみ
穴 土採穴 焼土跡 ピット 
礎石 道路遺構 硬化面 池跡 
採土坑 上水遺構 退避壕 [縄
文時代]炉穴 土杭 小穴 

新宿区信濃町、南元町 

129 大京町遺跡 屋敷 － 新宿区大京町 

139 左門町遺跡 屋敷 
[近世]地下室 大型土坑 土坑 
井戸 ピット 階段状遺構 溝 

新宿区左門町 

140 南元町遺跡 
社寺・屋敷・
その他の墓・
その他（町屋） 

[弥生時代]～[古墳時代]住居跡  
[近世]埋葬遺構 溝状遺構 土
留状遺構 

新宿区南元町 

142 一行院遺跡 
社寺・その他
の墓 

埋葬施設 新宿区南元町 

155 戒行寺遺跡 
その他の墓 
社寺 

－ 新宿区須賀町 

渋
谷
区 

63 
渋谷区№63 遺
跡 

包蔵地 － 渋谷区神宮前五丁目 

98 北青山遺跡 包蔵地・屋敷 
[縄文時代]土坑  
[近世]掘立柱建物 土坑 地下
室 井戸 溝 

渋谷区神宮前五丁目 

102 
神宮前一丁目
遺跡 

集落 [縄文時代]住居 渋谷区神宮前一丁目 

104 
千駄ヶ谷北ノ
脇遺跡 

包蔵地 
[縄文時代]～[弥生時代]自然流
路  
[近世]杭跡 土坑 

渋谷区千駄ヶ谷一丁目、千駄ヶ谷
二丁目 

注 1）表中の「－」は、データが無いことを表す。 

注 2）遺跡番号は、用いた資料に掲載されている番号を表記した。 

注 3）遺跡番号は、図 8.11-1(p.482)の図中の番号に対応する。 

資料：「東京都遺跡地図情報インターネット提供サービス」（平成 30年 12 月閲覧 東京都ホームページ） 
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図8.10-1  計画地及びその周辺の埋蔵文化財包蔵地の状況 
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8.11.2 予 測 

(1) 予測事項 

予測事項は、以下に示す事項とした。 

1) 埋蔵文化財包蔵地の改変の程度 

 

(2) 予測の対象時点 

予測の対象時点は、計画建築物の工事の施行中とした。 

 

(3) 予測地域 

予測地域は、計画地及びその周辺の文化財とした。 

 

(4) 予測手法 

予測手法は、事業計画、施工計画をもとに、埋蔵文化財包蔵地の改変の程度を把握し、予測

した。 

 

(5) 予測結果 

1) 埋蔵文化財包蔵地の改変の程度 

周知の埋蔵文化財包蔵地である「新宿区 No.22-3遺跡」（No.22-3）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。 

 

8.11.3 環境保全のための措置 

(1) 工事の施行中 

1) 予測に反映した措置 

・計画地内の指定文化財及び埋蔵文化財包蔵地については、「文化財保護法」、「東京都文化

財保護条例」、「港区文化財保護条例」、「新宿区文化財保護条例」に基づき、保存及び確認

等適正に対処する。 

・工事の施行中に新たな埋蔵文化財を発見した場合には、「文化財保護法」に基づき、適正

に対処する。 

 

 

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）



- 484 - 

8.11.4 評 価 

(1) 評価の指標 

評価の指標は、「文化財保護法」等に定める現状変更の制限、発掘等に関する規定を遵守する

こととした。 

 

(2) 評価の結果 

1) 埋蔵文化財包蔵地の改変の程度 

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。 
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