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6. 対象事業の目的及び内容 

6.1 事業の目的 

計画地が位置する明治神宮外苑は、創建当時から国民の為のスポーツの場を提供してきた歴史が

ある。この歴史に加え、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会によってもたらされる

レガシーを次世代に引き継ぐため、スポーツ拠点としての役割を維持しながらラグビー場・野球場

等での競技の継続を図りつつ老朽化した施設を更新し、新たな時代にふさわしいスポーツ施設を途

切れることなく整備する必要がある。 

上記を踏まえ、東京都は、神宮外苑地区を世界に誇れるスポーツクラスターとして整備するため、

長期計画に位置付け、地区一帯のまちづくりに取り組むこととした。東京都は、平成 25 年 3 月に

「東京都スポーツ推進計画」を、平成 30 年 3 月に「東京都スポーツ推進総合計画」を策定すると

ともに、平成 25 年 6 月に「東京都都市計画神宮外苑地区地区計画」を決定し、あわせて都市計画

公園の変更（公園区域の再編、立体都市公園の導入）を行った。また、平成 30年 4月に、「東京 2020

大会後の神宮外苑地区のまちづくり検討会」を設置し、まちづくりの方向性や公園まちづくり制度

の活用要件等について検討を行った結果、平成 30 年 11 月に「東京 2020 大会後の神宮外苑地区の

まちづくり指針」を策定した。 

以上のことから、本事業は、明治神宮外苑の「スポーツ拠点」としてのブランドを次世代につな

げるべく、既存のスポーツ施設の役割を尊重しつつ、時代の変化に合わせたスポーツ施設の更新と

新たなアクティビティの場を形成し、一体的にスポーツとの親和性が高い地区の形成を図る。また、

土地の高度利用化を促進し業務・商業等の都市機能の導入、緑の充実とオープンスペースの形成を

図り、魅力ある複合市街地を実現することを目的とする。 

 

6.2 事業の内容 

6.2.1 位置及び概況 

事業区域は、図 6.2-1及び写真 6.2-1に示すとおり、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している。北側には区道第 43-670 号線、東側には特例都道四谷角筈線、

南側には一般国道 246 号（青山通り）、西側には特別区道第 1044号線（スタジアム通り）が通る区

域である。 

北側には JR 中央本線の「千駄ヶ谷駅」、「信濃町駅」及び都営大江戸線の「国立競技場駅」が位

置しており、西側には東京メトロ副都心線が存在する。また、南側には東京メトロ銀座線の「外苑

前駅」が位置しており、東側には都営大江戸線、東京メトロ半蔵門線、東京メトロ銀座線の「青山

一丁目駅」が存在する。 

事業区域内には、現在、明治神宮野球場、神宮第二球場、秩父宮ラグビー場、テニスコート、伊

藤忠商事東京本社ビル等があり（図 6.2-2（p.18）参照）、用途としては、スポーツ･興行施設、公

園･運動場等、事務所建築物、専用商業施設等があり、周辺には、事務所建築物、官公庁施設、教

育文化施設、専用商業施設、宿泊・遊興施設、スポーツ・興行施設、独立住宅、集合住宅、倉庫・

運輸関係施設、野外利用地・仮設建物、公園・運動場等、森林等がある。 

周辺には、一般国道 246号（青山通り）や一般国道 246号（青山通り）から国立競技場まで人々

を繋ぐ特別区道第 1044号線（スタジアム通り）など、にぎわいのある通りが隣接する。 

事業区域は、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第二種住居地域及び商業

地域に指定されており、周辺は、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種

住居地域、第二種住居地域、商業地域及び近隣商業地域に指定されている。 

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）
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図 6.2-1 計画地位置図（広域）  縮尺 1:10,000 
 
 

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）



 

- 17 - 

 
写真 6.2-1 航空写真 縮尺 1:10,000 
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図 6.2-2 計画地現況図 
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6.2.2 事業の基本方針 

平成30年11月に東京都が策定した「東京2020大会後の神宮外苑地区のまちづくり指針」におい

て、まちづくりの目標として、次の3つの拠点性を備えたまちの実現を目指すこととしている。 

・将来像 1：高揚感のあるスポーツとアクティビティの拠点 

・将来像 2：歴史ある個性を生かした多様なみどりと交流の拠点 

・将来像 3：地域特性を生かした魅力的な文化とにぎわいの拠点 

これを踏まえ、本事業の整備の基本方針は、以下に示すとおりとした。 

 

(1) 周辺特性を踏まえた適切なゾーニング 

当地区の特性であるスポーツ施設の集積及び神宮外苑いちょう並木の象徴性を活かしつつ、

地区を活性化し賑わいをもたらす都市機能の導入を図る。 

1) 大規模なスポーツ施設エリア 

東京体育館・国立競技場から南北に連なる形で、段階建て替えにより一体的なスポーツ施

設エリアを形成する。 

2) 魅力ある複合市街地エリア 

物販施設や業務施設、ホテル等が立地する一般国道 246号（青山通り）及び特別区道第 1044

号線（スタジアム通り）沿道は、土地の高度利用と多様な都市機能（業務、商業、住宅、文化・

交流施設等）の導入により魅力ある新しい複合市街地を形成する。 

3) 緑豊かな憩いエリア 

神宮外苑いちょう並木沿道は、聖徳記念絵画館を臨む神宮外苑いちょう並木のビスタ景を

保全するとともに、既存の緑を活かした豊かな緑やアフタースポーツ等を楽しむことのできる

憩いの空間を形成する。 

 
(2) 歩行者ネットワークによる回遊性の実現 

各施設は多様な特色や機能を持つ歩行者ネットワークによって連携され、公園全体としての

一体感と回遊性の向上へ繋げる。 

大規模スポーツ施設と地下鉄駅を往来する大量の歩行者を安全かつ円滑に処理するために、青

山通りやスタジアム通りへの歩行者動線の分散化をはじめ、複数のルートを効率的に整備するこ

ととし、計画地内に新たに新ラグビー場と野球場棟を結ぶ南北の歩行者ネットワークを形成する

ことにより、施設間連携の強化を図り、安全安心で人にやさしい動線を形成する。 

また、現在、神宮外苑いちょう並木側とスタジアム通り側の繋がりが希薄なため、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。 

 

(3) 更なる緑・広場の整備によるパブリックスペースの拡充 

既存の緑を生かし、あらゆる人が気軽に使えるパブリックスペースの充実性をさらに高め、思

わず立ち寄りたくなるような活気ある交流拠点を形成する。 

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）
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6.2.3 事業の基本計画 

(1) 事業の基本的方針 

計画地は豊かな自然環境やいちょう並木のビスタ景を有し、様々なスポーツの拠点として親し

まれ、創建 100年に及ぶ明治神宮外苑は歴史的にも重要な場所である。事業の基本的方針として

は青山二丁目交差点から聖徳記念絵画館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)を保全するとともに、緑豊かな風格ある景観を創出し、次の

100 年を見据えた多様な緑化を計画していく方針である。また、事業計画、及び 4 列のいちょう

並木をはじめとする既存樹木の保全状況や樹林地の復元再生状況等についての情報や事業への

都民参加の状況等はホームページ等において情報公開をしていく方針である。 

 

(2) 配置計画 

計画建築物の配置計画は、図 6.2-3に示すとおりである。計画建築物の断面図は、図 6.2-4(1)

～(4)に示すとおりである。 

計画建築物は、計画地の北側にラグビー場棟、中央に複合棟 A、複合棟 B、文化交流施設棟、

野球場棟及び球場併設ホテル棟、南側に事務所棟を配置する計画である。主要な用途は、ラグビ

ー場棟はラグビー場、複合棟 Aはオフィス及び商業、複合棟 Bは宿泊施設及びスポーツ関連施設、

文化交流施設棟は公園支援施設及び商業、野球場棟及び球場併設ホテル棟は野球場及び宿泊施設、

事務所棟はオフィス及び商業として計画している。また、計画地の中央に広場を配置するととも

に、計画地内にある新宿区道の一部を付け替える計画である。計画地東側の緑地（図 6.2-3参照）

については緑豊かな空間を維持し保全に努める計画である。 

また、災害時のための防災備蓄倉庫、災害用トイレを設ける計画である。 

 

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）
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(3) 建築計画 

建築計画の概要は、表 6.2-1に示すとおりである。 

計画地面積は約 174,700m2、延床面積は約 565,000m2、最高高さは約 190mである。 

主要な用途は、スポーツ施設、オフィス、商業、宿泊施設、駐車場等である。駐車場は約 1,070

台を整備する計画である。 

完成イメージを図 6.2-5に示す。 

 
表 6.2-1 建築計画の概要 

項  目 
ラグビー場

棟 
複合棟A 複合棟B 

文化交流 
施設棟 

野球場棟及
び球場併設
ホテル棟 

事務所棟 

計画地面積 約174,700m2 

延床面積 

約76,700m2 約127,300m2 約30,300m2 約2,000m2 約115,700m2 約213,000m2 

合計 約565,000m2 

最高高さ 約55m 約185m 約80m 約6m 約60m 約190m 

主要用途 

ラグビー
場、 
文化交流施
設、商業、 
駐車場等 

オフィス、
商業、 
駐車場等 

宿泊施設、
スポーツ関
連施設、 
駐車場等 

公園支援施
設、 
商業等 

野球場、 
宿泊施設、 
商業、 
駐車場等 

オフィス、
商業、 
駐車場等 

階  数 
地上7階、 
地下1階 

地上40階、
地下2階、 
塔屋1階 

地上18階、 
地下1階、 
塔屋1階 

地上1階 
地上14階、 
塔屋1階、 
地下1階 

地上38階、 
地下5階 

構  造 
RC造、SRC
造、S造 

S造、SRC造 S造、SRC造 S造、SRC造 RC造、SRC造 S造、SRC造 

駐車台数 合計 約1,070台 

注）今後、関係者協議等により変更になることがある。 

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）
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図 6.2-3 配置計画図 
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図 6.2-4(2) 断面図(D-D’)  S=1/1,600 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 6.2-4(3) 断面図(E-E’)  S=1/1,600 
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図 6.2-4(4) 断面図(F-F’)  S=1/1,600 
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【事務所棟】 
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注）計画については今後変更となる可能性がある。 

図 6.2-5 完成イメージ 
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(4) 発生集中交通量及び自動車動線計画 

工事の完了後に出入りする自動車の発生集中交通量は、「大規模開発地区関連交通計画マニュ

アル（改訂版）」（平成 26年 6月 国土交通省都市局）等に基づき、約 4,600台/日と想定してい

る。スポーツ施設については公共交通機関による利用を想定し、自動車の発生集中交通量は見

込まないこととした。想定される関連車両の主な走行ルートは、図 6.2-6に示すとおり、特例都

道四谷角筈線、一般国道 246号（青山通り）、特別区道第 1044 号線（スタジアム通り）等を利用

して、計画建築物に出入りする計画である。なお、計画地北側の区道第 43-670 号線については

廃道となる予定である。 

交通処理計画については、今後、現況交通量や将来予測交通量等を踏まえて、道路管理者及

び交通管理者等の関係機関との協議を行い決定するものとする。 

 
(5) 駐車場計画 

駐車場の台数は、「東京都駐車場条例」（昭和 33 年 10 月東京都条例第 77 号）に基づく附置義

務台数以上を基準とし、約 1,070 台を確保する計画である。 

 

(6) 歩行者動線計画 

歩行者の動線計画は、図 6.2-7に示すとおりである。 

計画地の西側を南北に走る一般国道 246号（青山通り）から国立競技場まで人々を繋ぐ特別区

道第 1044 号線（スタジアム通り）には、都会的で活気のある歩行者ネットワークを形成し、周

辺市街地と当地区を結ぶ玄関口の役割を果たす計画である。 

計画地を南北に繋ぐ動線としては、新ラグビー場と野球場棟を結ぶ歩行者ネットワークの形

成により、施設間連携の強化を図り、歩行者空間を立体的に整備することで、歩車分離による

バリアフリーかつ安全安心で人にやさしい動線を形成する。 

青山二丁目交差点から聖徳記念絵画館を繋ぐ動線として、神宮外苑いちょう並木の本来の象

徴性を保全するとともに、明治神宮外苑の玄関口としてふさわしい活気に溢れた歩行者動線を

形成する。 

また、現在、神宮外苑いちょう並木側とスタジアム通り側の繋がりが希薄なため、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計画である。 

 

(7) 給排水計画 

上水は公共上水道を利用し、汚水は公共下水道へ放流する。雨水に関しては、「新宿区雨水流

出抑制施設の設置に関する要綱」（平成元年 10 月）、「港区雨水流出抑制施設設置指導要綱」（平

成 5 年 11 月港土計第 333 号）に基づき、今後関係機関と協議し、雨水貯留槽等の雨水流出抑制

施設の設置を行い、放流量の調整を行う。また、雨水貯留槽等の設置にあたっては、東京都の「建

築物における排水槽等の構造、維持管理等に関する指導要綱」（平成 16 年 12 月 16 環改計第 298

号）及び「ビルピット臭気対策マニュアル」（平成 24年 3月 東京都環境局）に基づき設置・維

持管理を行う。 

 

(8) 熱源計画 

熱源設備として、地域冷暖房施設、中央熱源及び個別熱源を整備する計画である。本事業の施

設で使用するエネルギーは、電気及び都市ガスを計画しており、業務、商業施設等で利用する熱

源については極力集中化を図り、効率的なエネルギーシステムを採用する計画である。 

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）



 

- 28 - 

 
図 6.2-6 関連車両の走行ルート 
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図 6.2-7 歩行者動線計画 
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(9) 廃棄物処理計画 

建設工事に伴い発生する建設廃棄物及び建設発生土は、｢廃棄物の処理及び清掃に関する法

律｣（昭和 45 年 12 月法律第 137 号）、｢資源の有効な利用の促進に関する法律｣（平成 3 年 4 月

法律第 48号）、｢建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律｣（平成 12年 5月法律第 104号）

等に基づき、再生利用可能な廃棄物及び掘削土砂については積極的にリサイクルに努め、リサ

イクルが困難なものについては適切な処理を行うこととする。 

石綿含有材料を使用する建築物等が確認された場合には、「大気汚染防止法」（昭和 43年 6月

法律第 97号）、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」（平成 12年 12月東京都条例

第 215 号）（以下「環境確保条例」という。）または、「港区建築物の解体工事等の事前周知等

に関する要綱」（平成 20年 4月 20港環建第 22号）、「建築物の解体等に係る石綿（アスベスト）

飛散防止対策マニュアル」に基づき遵守事項等に従い、飛散防止に努めるとともに、適切に処理

する。 

また、伐採した樹木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活用

する。 

工事の完了後に発生する一般廃棄物及び飲食店等から発生する産業廃棄物については、｢東京

都廃棄物条例｣（平成 4 年 6 月東京都条例第 140 号）、「新宿区リサイクル及び一般廃棄物の処理

に関する条例」（平成 11年 12月新宿区条例第 51号）、「港区廃棄物の処理及び再利用に関する条

例」（平成 11年 12月港区条例第 33号）等を踏まえて、関係者への啓発活動によりその排出量の

抑制に努めるとともに、分別回収を行い、資源の有効利用と廃棄物の減量化を図ることとする。 
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(10) 緑化計画 

緑化計画図は、図 6.2-8に、緑化のイメージは、図 6.2-9に示すとおりである。 

緑化に際しては、新宿御苑から赤坂御用地へと連続する骨格的なまとまりのあるみどりを維

持・保全するとともに、スポーツ施設の周辺には、多種多様な活動を促す開放的な広場空間を

整備し、人溜まり空間の確保にも配慮したものとする。また、歩行者動線とも連携して芝生や

高木等を配置し、地区特性に応じたメリハリのある緑化を推進する。 

整備方針としては、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することにより、み

どりと一体の景観を形成する。神宮外苑広場（建国記念文庫）等の緑地については一部改変され

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)からの移

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

し、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。また、デッキレベ

ルの南北通路と地上の広場が一体となることによる高低差を活用し、施設と広場がシームレス

につながり、多様なアクティビティが可能となる広場を整備する。 

緑化計画は、表 6.2-2に示す「港区みどりを守る条例」（昭和 49年 6月港区条例第 29号）、「新

宿区みどりの条例」（平成 2年 11月新宿区条例第 43号）、「東京 2020大会後の神宮外苑地区のま

ちづくり指針」（平成 30年 11月 東京都）、「東京都都市開発諸制度に基づく再開発等促進区の緑

化基準（都市開発諸制度の緑化チェックシート）」、「東京都風致地区条例による緑化基準」の緑

化基準を遵守する緑化計画とする。 

植栽予定樹種については、「植栽時における在来種選定ガイドライン～生物多様性に配慮した

植栽を目指して」（平成 26年 5月東京都）及び「生物多様性緑化ガイド」（平成 28年 1月港区）

等を参考に選定する計画とする。なお、「東京における自然の保護と回復に関する条例」（平成

12年 12月東京都条例第 216号）の緑化計画書の届出等（第 14条）については、港区及び新宿区

は同条例第 57条 1により適用を受けない。 

事業の実施にあたっては、緑化整備について下記の事項を留意することで緑の保全に努め

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。 

・4 列のいちょう並木のうち西側 1 列については、令和 5 年 1 月に根系調査を行うこととし、

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。 

・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。 

・ラグビー場の施設計画については、詳細な形状については今後、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。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、自然環境の保全に

努める。 

・ラグビー場棟の東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。 

・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。 

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）



 

- 32 - 

・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。 

・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、必要に応じて事

前に適切な時期に根回しを行う。 

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

・樹木の新植にあたっては、既存樹木の樹種を参考にして植栽種を選定する。 
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注1) 既存のみどりを活用した緑地（並木東側）エリア。 

注2) 神宮外苑広場（建国記念文庫）は現在、建国記念文庫が存在している広場。 

注3) 計画については今後変更の可能性がある。 
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表 6.2-2  計画緑化面積及び必要緑化面積 

根拠法令 計画緑化面積 必要緑化面積 

「港区みどりを守る条例」 

【緑化面積】 

約 29,032m2 注 3） 

 

【地上部緑化面積】 

約 18,554m2 注 3） 

 

【接道部緑化延長】 

約 720m 

・基準緑化面積 

約 25,892m2 

 

 

 

 

・基準接道部緑化延長 

約 665m 

「新宿区みどりの条例」 

【緑化面積】 

約 9,217m2 

 

【地上部緑化面積】 

約 6,546m2 

 

【接道部緑化延長】 

約 503m 

・基準緑化面積 

約 9,036m2 

 

 

 

 

・基準接道部緑化延長 

約 446m 

「東京都都市開発諸制度に

基づく再開発等促進区の緑

化基準」 

「東京 2020 大会後の神宮外

苑地区のまちづくり指針」 

【合計緑化面積】 

約 31,701m2 

 

【建築物上緑化面積】 

約 9,311m2 注 2） 

 

【地上部緑化面積】 

約 22,390m2 

・合計緑化基準面積 

約 29,423m2 

 

・建築物上緑化基準面積 

約 12,169m2 

 

・地上部緑化基準面積 

約 17,254m2 

「東京都風致地区条例によ

る緑化基準」 

 

【合計緑化面積】 

約 30,705m2 

 

【建築物上緑化面積】 

約 1,128m2 

 

【地上部緑化面積】 

約 29,577m2 

・合計緑化基準面積 

約 23,568m2 

 

 

注 1）緑化基準面積等の詳細は資料編 p.57 参照。 

注 2）東京都市開発諸制度に基づく再開発等促進区の緑化基準については、合計緑化面積が基準に適合しているかで判断

される。 

注 3）港区みどりを守る条例の対象とならない並木東側敷地の緑地面積も含む。 
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図6.2-9  緑化のイメージ（広場） 
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6.3 施工計画及び供用の計画 

6.3.1 施工計画 

(1) 工事計画 

本事業に係る全体工事期間は、表 6.3-1 に示すとおりであり、2022 年度から 2035 年度を予定

しており、段階的に供用・使用を開始していく予定である。 

ラグビー場及び野球場の段階建て替えのイメージについては図 6.3-1に示すとおりである。 

「環境確保条例」で定める指定建設作業及び「騒音規制法」（昭和43年6月 法律第98号）、「振

動規制法」（昭和51年6月 法律第64号）で定める特定建設作業については1日10時間とし、仕上

げ工事等の騒音の少ない作業やコンクリート打設のように工事の性質上作業の中止が困難であ

るもの等を除き、原則として午前8時から午後6時までの作業時間とする。 

なお、騒音及び振動を伴う建設作業は原則として、月曜から土曜で行い、日曜日、祝日及び

年末年始は休みとする。 

表6.3-1  工事工程表 

年 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

ラグビー場棟              

野球場棟及び 
球場併設ホテル棟              

複合棟 A              

複合棟 B              

文化交流施設棟              

事務所棟              

   ：解体工事 

   ：新築工事 

 
 

          

図 6.3-1 段階建て替えイメージ図 

  

 

○秩父宮ラグビー場解体 

⇒新球場 

○神宮球場解体 

⇒新ラグビー場Ⅱ期 

 

○第二球場解体 

⇒新ラグビー場Ⅰ期 

 

○現況 

(第二球場) 

 

(神宮球場) 

 

(既存解体) 

 

(秩父宮ラグビー場) 
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(2) 施工方法の概要 

1) 仮設工事 

敷地境界に鋼製仮囲い（高さ 3.0m）を設置し、出入口は各棟に面した道路に設ける。 

 

2) 解体工事 

計画建築物の新築工事に先立ち、撤去建造物の解体・撤去を行う。 

解体工事は、周囲を防音パネル等で囲み、油圧式破砕機等の建設機械を使用して実施する。

防塵対策として散水を行うとともに、必要に応じて防塵ネットの設置を行う。 

 

3) 土工事 

土工事としては、土留工事、掘削工事を行う。 

土留には、遮水性・剛性の高い山留壁（ＳＭＷ:ソイルセメント柱列壁）を用いる計画であ

る。山留壁は、計画地周辺の地下水位低下と地盤沈下を防止するため、掘削深度より深く難透

水層まで構築するとともに、掘削に際しては周辺の地下水位や地盤高のモニタリングを行いな

がら掘削を行う。掘削においては支保工を適切に配し、周囲土圧を抑えながら掘削する。地下

階高が大きい場合は、斜め切梁等を設けて土圧を受けることとする。 

掘削は、最大で G.L.-33m 程度まで行う。掘削工事には、バックホウを使用し、発生土はク

ラムシェルを用いてダンプトラックに積み込んで場外に搬出する。 

ダンプトラックのタイヤ等に付着した泥土等が場外に飛散しないよう、出入口付近への洗車

設備の設置等を行う。 

また、掘削工事等に伴い発生する濁水は、沈砂槽等により「東京都下水道条例」（昭和 34年

12 月東京都条例第 89 号）に定める下水排除基準以下に処理を行った後、公共下水道に放流す

る。 

 

4) 躯体工事 

地下躯体の構築は、支保工等により、山留壁の変形を最小限に抑えながら行う計画である。 

地上躯体の構築は、地上の鉄骨建方、鉄筋コンクリート工事を行う。鉄骨はクローラクレー

ン、タワークレーン等を用いて建方を行い、床版・外壁を順次構成し、上階へ工事を進める。

また、落下物対策として、鉄骨の周りにネットを張るとともに、歩道等には必要に応じて防護

構台を設置する。 

 

5) 設備工事 

躯体工事の進捗に応じて、給排水工事、空調工事、電気工事を行う。 

 

6) 仕上工事 

躯体工事が完了した階から、順次内装建具等の仕上げ工事を実施する。仕上材料の荷上げに

は、建物内の仮設エレベーター等を使用する。また、仕上工事等で使用する塗料については、

低 VOC塗料の使用に努める。 

 

7) 外構工事 

構内道路工事、建物周辺の植栽工事等を行う。外構工事については、躯体工事または仕上工

事完了後に適宜実施する。 
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(3)建設機械及び工事用車両 

1) 建設機械 

工事に使用する建設機械は、周辺環境への影響に配慮して、排出ガス対策型建設機械及び

低騒音型建設機械の積極的な採用と、不要なアイドリングの防止、効率的な施工計画の立案

に努める等、環境負荷の削減に努める方針である。施工に際しては、計画地の外周に防音壁

を兼ね備えた鋼製仮囲いを設置し、防犯対策及び安全対策（一般人の侵入防止・資材の飛散

防止）を実施する。工事用車両の走行に際しては、制限速度の遵守、荷台からの土砂の落下

防止に努める。 

なお、工事内容と工事に使用する主な建設機械は、表6.3-2に示すとおりである。 

表6.3-2 工事内容と主な建設機械 

工事内容 主な建設機械 

仮設工事 バックホウ、ラフタークレーン、トラック等 

解体工事 ジャイアントブレーカー、バックホウ、油圧式破砕機等 

山留工事 
山留杭打機、クローラークレーン、ラフタークレーン、 

3軸掘削機、バックホウ等 

杭工事 杭打機、アースドリル掘削機、クローラークレーン、バックホウ等 

土工事 バックホウ、クラムシェル等 

地下・地上躯体工事 クローラークレーン、ラフタークレーン、タワークレーン等 

設備工事 クレーン車、トラック等 

仕上工事 工事用エレベータ、クレーン車、トラック等 

外構工事 バックホウ、ダンプトラック等 

 

2) 工事用車両 

工事用車両の主な走行ルートは、図6.3-2に示すとおりである。工事用車両の出入口は、特

別区道第1044号線（スタジアム通り）、一般国道246号（青山通り）、特例都道四谷角筈線から

の出入を想定している。 
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6.3.2 供用の計画 

(1) 供用の時期 

本事業に係る全体工事期間は 2022 年度（令和 4 年度）から 2035 年度（令和 17 年度）を予定

しており、段階的に供用・使用を開始していく予定である。 

 

(2) 施設の供用 

本事業の計画建築物の規模は、計画地面積約 174,700m2、延床面積約 565,000m2であり、計画地

の北側にラグビー場棟、中央に複合棟 A、複合棟 B、文化交流施設棟、野球場棟及び球場併設ホ

テル棟、南側に事務所棟を配置する計画である。 

主要な用途は、ラグビー場棟はラグビー場、複合棟 Aはオフィス及び商業、複合棟 Bは宿泊施

設及びスポーツ関連施設、文化交流施設棟は公園支援施設及び商業、野球場棟及び球場併設ホテ

ル棟は野球場及び宿泊施設、事務所棟はオフィス及び商業として計画している。あわせて、計画

地東側の緑地（図 6.2-3、図 6.2-8 参照）については緑豊かな空間を維持し保全に努める計画で

ある。 

なお、計画地の中央に広場を配置するとともに、計画地内にある新宿区道の一部を付け替える

計画である。 
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6.4 環境保全に関する計画等への配慮の内容 

本事業に係る主な環境保全に関する上位計画としては、「東京都環境基本計画」、「港区環境基本

計画」、「新宿区第三次環境基本計画」等がある。環境保全に関する計画等への配慮事項は、表

6.4-1(1)～(19)に示すとおりである。 

表 6.4-1(1) 環境保全に関する計画等への配慮の内容 

計画等の名称 計画等の概要 本事業で配慮した事項 

「未来の東京」戦略ビジョ

ン 

(令和元年 12 月 東京都) 

 

「未来の東京」戦略 

(令和 3年 3 月 東京都) 

「人が輝く」を中心に、「安全安心」「世

界をリードする」「美しい」「楽しい」「オ

ールジャパンで進む」東京をつくり上げて

いくことをベースに、2040年代に目指す東

京の姿として20の「ビジョン」を提示して

いる。 

・誰もが集い、支え合う居場所・コミュ

ニティが至る所に存在する東京 

・水と緑を一層豊かにし、ゆとりと潤い

のある東京 

・災害の脅威から都民を守る強靭で美し

い東京 

・高度な都市機能を維持・更新し、人が

集い、憩う東京 

・スポーツが日常に溶け込んでいる、ス

ポーツフィールド・東京 

・ 既存の緑を生かし、あらゆる人が気軽に使

えるパブリックスペースの充実性をさら

に高め、思わず立ち寄りたくなるような活

気ある交流拠点を形成する。 

・ 計画建築物は耐火性・耐震性の高い建築物

とすることでまちづくりに寄与する計画

とする。また、帰宅困難者の一時避難場所

として施設の一部等を開放するとともに、

防災備蓄倉庫、災害用トイレを設ける。 

・ 土地の高度利用と多様な都市機能（業務、

商業、宿泊、文化・交流施設等）の導入に

より魅力ある新しい複合市街地を形成す

る。 

・ 東京体育館・国立競技場から南北に連なる

形で、段階建て替えにより一体的なスポー

ツ施設エリアを形成する。 

ゼロエミッション東京戦略 

(令和元年 12 月 東京都) 

2050年までに「世界のCO2排出実質ゼロ

に貢献する「ゼロエミッション東京」の実

現を目指す」という東京都のビジョンを明

確にするとともに、その実現に向けたアク

ションを起こしていくための戦略 

今後、東京都が実行すべき具体的取組と

ロードマップを示している 

 

・ 業務、商業施設等で利用する熱源について

は極力集中化を図り、効率的なエネルギー

システムを採用する計画である。 

都市づくりのグランドデザ

イン－東京の未来を創ろう

－ 

（平成 29年 9 月） 

2040年代の目指すべき東京の都市の姿

と、その実現に向けた、都市づくりの基本

的な方針と具体的な方策を示す行政計画

である。 

本計画では、都市づくりの目標として

「活力とゆとりのある高度成熟都市」～東

京の未来を創ろう～を掲げている。 

新たな地域区分として4つの地域区分と

2つのゾーンを設定しており、計画地及び

その周辺は、国際的なビジネス・交流機能

や業務・商業などの複合機能を有する「中

枢広域拠点域」のうち、国際的なビジネ

ス・交流機能の強化とその持続的な更新が

図られている「国際ビジネス交流ゾーン」

に該当する。 

2040年代の将来像の実現に向けて、以下

の取組を進めている。 

01 様々な主体の参画・連携による都市づ

くり 

02 計画や方針の策定等による政策誘導

型の都市づくり 

03 分野横断の考えに基づくプロジェク

ト型の都市づくり 

04 未来を担う次世代に引き継ぐ 

・ 土地の高度利用と多様な都市機能（業務、

商業、住宅、文化・交流施設等）の導入に

より魅力ある新しい複合市街地を形成す

る。 

・ 神宮外苑いちょう並木沿道は、聖徳記念絵

画館を臨む神宮外苑いちょう並木のビス

タ景を保全する。 

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）
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表 6.4-1(2) 環境保全に関する計画等への配慮の内容 

計画等の名称 計画等の概要 本事業で配慮した事項 

東京の都市づくりビジョン

（改定）－魅力とにぎわい

を備えた環境先進都市の創

造－ 

（平成 21年 7 月） 

都がめざすべき都市像の実現に向かっ

て、都民、企業、NPOなど多様な主体の参

加と連携によって、戦略的に政策誘導型の

都市づくりを展開する上での基本的な方

針を明らかにするものである。 

基本理念として「世界の範となる魅力と

にぎわいを備えた環境先進都市東京の創

造」を定め、目標時期を2025(平成37)年と

している。 

計画地及びその周辺は、「センター・コ

ア再生ゾーン」に区分されており、以下の

ゾーン戦略を掲げている。 

1.国際的なビジネスセンター機能の強化

と魅力や活力のある拠点の形成 

2.世界で最も環境負荷の少ない都市づく

りの推進 

3.緑に囲まれ、水辺と共存した都市空間

の創出 

4.歴史と文化を生かした都市空間の形成 

5.都市を楽しむ都心居住の推進 

・ 土地の高度利用と多様な都市機能（業務、

商業、宿泊、文化・交流施設等）の導入に

より魅力ある新しい複合市街地を形成す

る。 

・ 業務、商業施設等で利用する熱源について

は極力集中化を図り、効率的なエネルギー

システムを採用する計画である。 

・ 既存の緑を生かし、あらゆる人が気軽に使

えるパブリックスペースの充実性をさら

に高め、思わず立ち寄りたくなるような活

気ある交流拠点を形成する。 

・ 神宮外苑いちょう並木沿道は、聖徳記念絵

画館を臨む神宮外苑いちょう並木のビス

タ景を保全する。 

都市計画区域の整備、開発

及び保全の方針（都市計画

区域マスタープラン） 

（平成 26年 12 月） 

都市計画法に基づき、都が広域的見地か

ら都市計画の基本的な方針を定めるもの

であり、長期的な視点に立って都市の将来

像を明確にし、その実現に向けての大きな

道筋を示すもので「東京の都市づくりビジ

ョン（改定）」を踏まえて策定している。 

目標年次はおおむね10年（平成37年）と

している。 

計画地及びその周辺は、「センター・コ

ア再生ゾーン」に区分されており、その将

来像は以下のとおりである。 

<神宮外苑> 

・多様な機能が集積するスポーツ・文化

の拠点を形成 

・新たな魅力・にぎわい・風格を兼ね備

えた神宮地区スポーツクラスターを形

成 

<神宮前・青山> 

・職・住・遊が融合された新しいライフ

スタイルを創造する複合都市を形成 

・世界に向けた生活文化やファッション

産業などの発信拠点を形成 

・南青山では、地域の防災性の向上や緑

豊かで快適な都市空間を創出 

・ 東京体育館・国立競技場から南北に連なる

形で、段階建て替えにより一体的なスポー

ツ施設エリアを形成する。 

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）
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表 6.4-1(3) 環境保全に関する計画等への配慮の内容 

計画等の名称 計画等の概要 本事業で配慮した事項 

東京都環境基本計画 

（平成 28年 3 月） 

「東京都長期ビジョン」において示した環境政策

をさらに進化・発展させ、東京2020オリンピック・

パラリンピック競技大会とその後を見据え、環境政

策と経済成長を両立させた「世界一の環境先進都

市・東京」の将来像やこれを目指した政策展開を明

らかにするため、新たな環境基本計画を策定してい

る。 

新たな計画の位置付けとして、 

◆東京2020大会を契機に、持続可能な都市実現への

取組をレガシーとして継承 

◆都の総力を挙げて取り組むとともに、都民、事業

者等と連携して政策展開 

を掲げている。政策展開の視点は、最高水準の都

市環境の実現、サステナビリティ、連携とリーダー

シップとし、政策の柱として以下の5つを挙げてい

る。目標年次は2020年と2030年である。 

政策1 スマートエネルギー都市の実現 

政策2 3R・適正処理の促進と「持続可能な資源利

用」の推進 

政策3 自然豊かで多様な生きものと共生できる都

市環境の継承 

政策4 快適な大気環境、良質な土壌と水循環の確

保 

政策5 環境施策の横断的・総合的な取組 

・ 業務、商業施設等で利用する熱源

については極力集中化を図り、効

率的なエネルギーシステムを採用

する計画である。 

・ 工事の完了後に発生する一般廃棄

物及び飲食店等から発生する産業

廃棄物については、関係者への啓

発活動によりその排出量の抑制に

努めるとともに、分別回収を行い、

資源の有効利用と廃棄物の減量化

を図る。 

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 

・ 既存の緑を生かし、あらゆる人が

気軽に使えるパブリックスペース

の充実性をさらに高め、思わず立

ち寄りたくなるような活気ある交

流拠点を形成する。 

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） 

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～ 

・ 既存の緑を生かし、あらゆる人が

気軽に使えるパブリックスペース

の充実性をさらに高め、思わず立

ち寄りたくなるような活気ある交

流拠点を形成する。 

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）
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表 6.4-1(4) 環境保全に関する計画等への配慮の内容 

計画等の名称 計画等の概要 本事業で配慮した事項 

東京都自動車排出窒素酸化

物及び自動車排出粒子状物

質総量削減計画 

（平成 25年 8 月） 

「自動車から排出される窒素酸化物及

び粒子状物質の特定地域における総量の

削減等に関する特別措置法」に基づき、こ

れまでの都の取組を踏まえつつ、自動車排

出窒素酸化物及び粒子状物質の総量の削

減にかかる各種対策を国、都、特別区、市、

町、事業者、都民が連携し、総合的かつ強

力に推進することを目的として策定して

いる。 

計画の目標として、二酸化窒素及び浮遊

粒子状物質にかかる環境基準を平成32年
度までに全ての測定局で達成することと

しており、目標を達成するために、単体対

策、交通量対策、交通流対策、局地汚染対

策の推進、普及啓発活動の推進等を掲げて

いる。 

・ スポーツ施設のイベント来場者には可能

な限り公共交通機関を利用するよう来場

者に対して働きかける。 

東京都資源循環・廃棄物処

理計画 

（平成 28年 3 月） 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」

に基づく法定計画であり、「東京都環境基

本計画」に基づき、都の廃棄物行政の基本

的な方向を示すものである。計画期間を平

成28～32年度の5年間として策定してい

る。計画の基本的考え方として、2030年に

向けて東京の資源循環・廃棄物処理が目指

すべき姿、多様な主体との連携を掲げ、5

つの計画目標と6つの主要な施策を示して

いる。 

計画目標1 資源ロスの削減 

計画目標2 「持続可能な調達」の普及 

計画目標3 循環的利用の推進と最終処

分量の削減 

計画目標4 適正かつ効率的な処理の推

進 

計画目標5 災害廃棄物の処理体制 

施策1 資源ロスの削減 

施策2 エコマテリアルの利用と持続可

能な調達の普及の促進 

施策3 廃棄物の循環的利用の更なる促

進（高度化・効率化） 

施策4 廃棄物の適正処理と排出者のマ

ナー向上 

施策5 健全で信頼される静脈ビジネス

の発展 

施策 6 災害廃棄物対策 

・ 工事の完了後に発生する一般廃棄物及び

飲食店等から発生する産業廃棄物につい

ては、関係者への啓発活動によりその排出

量の抑制に努めるとともに、分別回収を行

い、資源の有効利用と廃棄物の減量化を図

る。 

東京都建設リサイクル推進

計画 

（平成 28年 4 月） 

本計画は、都内における建設資源循環の

仕組みを構築するとともに、本計画に基づ

き、都内の建設資源循環に係る全ての関係

者が一丸となって、計画的かつ統一的な取

組を推進することにより、環境に与える負

荷の軽減とともに、東京の持続ある発展を

目指すため策定するものである。 

公共・民間の区別なく、都内で行われる

様々な行為の一連の過程において、建設資

源の循環利用等を促進することを対象と

している。 

本計画では、国の計画及び関東地域の計

画における目標年度である平成30年度末

及び東京2020オリンピック・パラリンピッ

ク競技大会開催年までの平成32年度末ま

でに達成すべき目標値を定めている。 

・ 再生利用可能な廃棄物及び掘削土砂につ

いては積極的にリサイクルに努め、リサイ

クルが困難なものについては適切な処理

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）
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表 6.4-1(5) 環境保全に関する計画等への配慮の内容 

計画等の名称 計画等の概要 本事業で配慮した事項 

東京都景観計画 

～美しく風格のある東京の

再生～ 

（平成 19年 4月[平成 30年

8 月改定]） 

「景観法」及び東京都景観審議会の答申

「東京における今後の景観施策のあり方

について」（平成18 年１月）を踏まえ、都

民や事業者、区市町村等と連携・協力しな

がら、美しく風格のある首都東京を実現す

るための具体的な施策を示している。 

東京では、街並みが区市町村の区域を越

えて連担しており、また、首都としての景

観形成が重要であることから、景観法に定

める考え方に以下の事項を加えたものを

計画の基本理念としている。 

1.都民、事業者等との連携による首都に

ふさわしい景観の形成 

2.交流の活発化・新たな産業の創出によ

る東京の更なる発展 

3.歴史・文化の継承と新たな魅力の創出

による東京の価値の向上 

・ 神宮外苑いちょう並木沿道は、聖徳記念絵

画館を臨む神宮外苑いちょう並木のビス

タ景を保全する。 

・ 土地の高度利用と多様な都市機能（業務、

商業、宿泊、文化・交流施設等）の導入に

より魅力ある新しい複合市街地を形成す

る。 

・ 東京体育館・国立競技場から南北に連なる

形で、段階建て替えにより一体的なスポー

ツ施設エリアを形成する。 

港区基本構想 

（平成 14年 12 月） 

今後10年ないし15年後を展望し、目標と

すべき港区の将来像を描き、その実現のた

めの施策の大綱を示すものである。また、

激動する都心区としての変化を的確に捉

え、計画的に区政運営を進めるに当たって

の指針となるべきものである。 

基本構想では、理念、将来像、施策の方

向を以下のとおりとしている。 

【理念】 

（1）人間性を尊重します  

（2）自立した地方自治をめざします  

（3）都心区としての責任を果たします   

【将来像】 

やすらぎある世界都心・MINATO 

【施策の方向】 

I かがやくまち（街づくり・環境） 

1 都心の活力と安全・安心・快適な暮

らしを支えるまちをつくる 

2 環境にやさしい都心をみなで考えつ

くる 

Ⅱ にぎわうまち（コミュニティ・産業） 

1 地域の課題を自ら解決できるコミュ

ニティをつくる 

2 港区からブランド性ある産業・文化

を発信する 

Ⅲ はぐくむまち（福祉・保健・教育） 

1 明日の港区を支える子どもたちを育

む 

2 生涯を通じた心ゆたかで健康な都心

居住を支援する 

・ 神宮外苑いちょう並木沿道は、聖徳記念絵

画館を臨む神宮外苑いちょう並木のビス

タ景を保全する。 

・ 土地の高度利用と多様な都市機能（業務、

商業、宿泊、文化・交流施設等）の導入に

より魅力ある新しい複合市街地を形成す

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）
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表 6.4-1(6) 環境保全に関する計画等への配慮の内容 

計画等の名称 計画等の概要 本事業で配慮した事項 

港区基本計画 

赤坂地区版計画書 

平成 30 年度～平成 32 年度 

（平成 30年 3 月） 

「港区基本計画」の「地区版計画書」は、

地域の課題を地域で解決し、地域の魅力を

より高めるため、各総合支所が、区民参画

組織からの提言を踏まえて複数年間の計

画を立案した、独自に取り組む事業を中心

とする計画書となる。 

計画地の位置する「赤坂地区」がめざす

将来像は「未来に向け共存できるまち 赤

坂・青山～魅力あふれる国際都市へ～」で、

分野ごとの「政策」及び「施策」は以下の

とおりである。 

I かがやくまち（街づくり・環境） 

1.地域のあらゆる組織との協働により、

安全・安心・快適なまちをつくる 

(1)公共空間の安全性・快適性を確保す

る 

(2)地域の安全・環境美化を推進する 

(3)災害に強いまちをつくる 

(4)地域の一体的発展をめざしたまちづ

くり活動の推進 

Ⅱ にぎわうまち（コミュニティ・産業） 

1.地域コミュニティを再生・創出し、次

世代へ継承する 

(1)コミュニティ活動を推進する多

様な主体を支援する 

2.魅力ある地域資源を活用してまち

への愛着とにぎわいを創出する 

(1)多様なチャンネルを活用して地

域の魅力を発掘・発信する 

(2)地域の特性・歴史性を生かしてま

ちのにぎわいを創出する 

Ⅲ はぐくむまち（福祉・保健・教育） 

1.地域で子どもたちを育て、見守る環境

をつくる 

(1)安心して子育てができる環境をつく

る 

(2)子どもたちが多様な世代の人々とふ

れあい、様々な経験ができる機会を

つくる 

2.誰もが安心していきいきと暮らすこと

のできる支え合いの仕組みをつくる 

(1)いきがいづくりの推進と社会参加の

促進を図る 

・ 神宮外苑いちょう並木沿道は、聖徳記念絵

画館を臨む神宮外苑いちょう並木のビス

タ景を保全する。 

・ 土地の高度利用と多様な都市機能（業務、

商業、宿泊、文化・交流施設等）の導入に

より魅力ある新しい複合市街地を形成す

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）
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表 6.4-1(7) 環境保全に関する計画等への配慮の内容 

計画等の名称 計画等の概要 本事業で配慮した事項 

港区環境基本計画 

平成 30 年度～平成 32 年度 

（平成 30年 2 月） 

区の総合計画「港区基本計画」の基本方

針の実現を図るための環境分野の計画で

ある。環境関連計画の最も上位に位置付け

られ、区の環境に関する取組の基本的な方

向性を示すものである。計画の期間は、平

成30（2018）年度～平成32（2020）年度と

し、「歴史ある自然をみなではぐくみ、暮

らし、働くことを誇りに思える 国際環境

都市 みなと」をめざす環境像として、6

つの基本方針を掲げている。 

6つの基本方針と各方針に係る施策は以下

のとおりである。 

1 安心して暮らせる低炭素・省エネルギー

社会の実現 

1-1 家庭や職場における省エネルギーの

推進 

1-2 エネルギーを効率的・安定的に利用

する建築物の整備とまちづくり 

1-3 広域的なネットワークの活用等によ

る地球温暖化対策の推進 

1-4 気温上昇による影響への対策 

2 協働による循環型社会の形成 

2-1 ごみを出さないライフスタイル・ビ

ジネススタイルの意識の醸成 

2-2 限りある資源の循環利用 

2-3 ごみの適切で効率的な収集・運搬・

処理 

3 健康で安全に暮らすことのできる生活

環境の保全 

3-1 良好な大気環境の保全 

3-2 水質の改善と水環境の向上 

3-3 安全で快適な生活環境の確保 

4 快適で魅力ある都市環境の形成 

4-1 まちづくりにおける環境配慮の促進 

4-2 環境美化の推進 

5 自然や生きものと共存できる、質の高い

緑と水の保全・創出 

5-1 歴史ある緑の保全と豊かで質の高い

緑の創出 

5-2 水辺空間の親水化と水循環系の保

全・構築 

5-3 生物多様性の保全とその恵みの持続

的な利用 

6 環境保全に向けた多様な主体の行動と

協働の推進 

6-1 環境教育・環境学習の推進 

6-2 協働による環境保全活動の推進 

6-3 区の率先行動 

・ 業務、商業施設等で利用する熱源について

は極力集中化を図り、効率的なエネルギー

システムを採用する計画である。 

・ 神宮外苑いちょう並木沿道は、聖徳記念絵

画館を臨む神宮外苑いちょう並木のビス

タ景を保全する。 

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）
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表 6.4-1(8) 環境保全に関する計画等への配慮の内容 

計画等の名称 計画等の概要 本事業で配慮した事項 

港区緑と水に関する基本方

針 

（平成 18年 3 月） 

緑と水に代表される自然環境の保護・保

全の強化や創出を多様な主体との協働に

より進めていくとともに、ヒートアイラン

ド現象、都市型水害等、都市部での新たな

環境間題に、緑と水の面から緊急かつ具体

的に対応するために定めるものである。目

標年次は2026年としているが、「港区みど

りの実態調査」結果を踏まえて達成状況を

検証し、必要に応じて改訂していくものと

している。 

以下の3つの視点から9つの基本方針を

定めている。 

視点① 緑と水の量の拡大 

①-1 屋上緑化・壁面緑化・校庭や広場の

芝生化等の推進 

①-2 都市計画制度の活用による地域単

位での緑量の増強 

①-3 大規模な開発における緑化基準の

強化 

視点② 緑と水の質の向上 

②-1 既存樹木の保護・保全体制の強化 

②-2 自然生態系や水循環系の回復に配

慮した緑地保全対策の推進 

②-3 大規模な開発における緑・水・土に

関する総合的な指導体制の確立 

視点③ 協働による緑と水のまちづくり 

③-1 多様な主体による緑化行政ヘの参

画推進 

③-2 区民・企業等による自発的な緑化と

行政の支援強化 

③-3 土地所有者や企業等と行政との協

働による民有緑地の公開運営 

また、9つの基本方針の実現の度合いを

計る指標として、緑と水の視点から3つの

目標値を設定している。 

① 緑被率：2026年に25％ 

② みどり率：2026年に30％ 

③ 雨水の実質浸透域率：2026 年に 30％ 

・ 既存の緑を生かし、あらゆる人が気軽に使

えるパブリックスペースの充実性をさら

に高め、思わず立ち寄りたくなるような活

気ある交流拠点を形成する。 

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）
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表 6.4-1(9) 環境保全に関する計画等への配慮の内容 

計画等の名称 計画等の概要 本事業で配慮した事項 

港区緑と水の総合計画 

（平成 23年 3 月） 

「港区緑と水に関する基本方針」の主旨

を継承して緑地の保全及び緑化の目標、緑

地の保全及び緑化の推進のための施策を

定める、区の緑とオープンスペースに関す

る総合的な計画であり、「港区まちづくり

マスタープラン」、「港区環境基本計画」、

「港区景観計画」、その他関連する計画と

も整合する計画である。 

この計画は、21世紀半ばを見据えた上

で、平成23（2011）年度から平成32（2020）

年度までの10年間を計画期間としている。 

この計画が目指す将来像は「いのちはぐ

くむ 緑と水 かがやくまち みなと」で

あり、将来像を実現するために、次の4つ

の方針に沿って、区民、事業者、区が協働

して、受け継がれてきた緑と水を大切に守

っていくとともに、新しい緑と水を創り出

していくとしている。 

方針l：みんなで緑と水を育てよう 

方針2：ゆかりの緑と水を大切にしよう 

方針3：ふれあいともてなしの緑と水を創

り出そう 

方針4：緑と水をつなごう 

計画地が位置する「赤坂地区」の方針等

は、以下のとおりである。 

【緑と水のまちづくりの目標】 

まちの歴史とにぎわいを彩る 

豊かな緑を未来に向けて受け継ぐまち

をつくる 

【緑と水のまちづくりの方針】 

・みんなで緑と水を育てよう 

・ゆかりの緑と水を大切にしよう 

・ふれあいともてなしの緑と水を創り

出そう 

・緑と水をつなごう 

・ 既存の緑を生かし、あらゆる人が気軽に使

えるパブリックスペースの充実性をさら

に高め、思わず立ち寄りたくなるような活

気ある交流拠点を形成する。 

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）
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表 6.4-1(10) 環境保全に関する計画等への配慮の内容 

計画等の名称 計画等の概要 本事業で配慮した事項 

港区まちづくりマスタープ

ラン〔港区都市計画に関す

る基本的な方針〕 

（平成 29年 3 月） 

港区の街づくり分野の最上位の計画で

あり、まちの将来像や目指すべき方向性、

まちづくりの方針や取組の考え方を示す

もので、ここに示す方針のもと、まちづく

り関連の個別計画や個別の都市計画・事業

などを定めるものである。 

概ね20年後を目標とする将来都市像を

示し、まちづくりの課題への取組方針を

「港区全体」と「地区別」で構成して示し

ている。 

◆全体構想～まちづくりの基本理念と将

来都市像～ 

【まちづくりの基本理念】 

人にやさしい良質な都市空間・居住環境

を皆で維持し、創造し、運営していく 

・将来都市像：うるおいある国際生活都市 

‐歴史と未来が融合する

魅力と活力あふれる清々

しいまち‐ 

【5つの目指すべきまちの姿】 

(1) 「住み続けられるまち」 

(2) 「個性的で多様な魅力があるまち」 

(3) 「世界に開かれた国際的なまち」 

(4) 「安全・安心なまち」 

(5) 「持続可能なまち」 

【8つのまちづくりの方針】 

(1) 良好な居住環境と国際ビジネス拠

点の形成の両立 

(2) 暮らしやすく健康に資する生活環

境の形成 

(3) 快適な道路・交通ネットワークの形

成 

(4) 緑と水の豊かなうるおいの創出 

(5) 災害に強く回復力のあるまちの形

成 

(6) 豊富な景観資源と地域の個性が光

る、誇りと愛着に満ちた街並みの形

成 

(7) 環境負荷の少ない都市の形成 

(8) まちの魅力の維持・向上と活用・発

信 

◆地区別まちづくりの方針 

計画地が位置する「赤坂地区」の地区別

のまちづくりの目標は以下のとおりであ

り、その実現に向けて分野別の方針を示し

ている。 

【赤坂地区の目標】 

・歴史・文化をいかした景観形成とにぎ

わいの創出 

・気品とにぎわいある街並みづくり 

・国内外からの旅行者を魅了する、移動

しやすく美しいまちづくり 

・観光・文化資源を活用したにぎわいの

創出 

・緑の保全と創出 

・地域の防災性の向上 

・地域コミュニティの活性化による生活

環境の向上 

・ 神宮外苑いちょう並木沿道は、聖徳記念絵

画館を臨む神宮外苑いちょう並木のビス

タ景を保全する。 

・ 既存の緑を生かし、あらゆる人が気軽に使

えるパブリックスペースの充実性をさら

に高め、思わず立ち寄りたくなるような活

気ある交流拠点を形成する。 

・ 計画建築物は耐火性・耐震性の高い建築物

とすることでまちづくりに寄与する計画

とする。また、帰宅困難者の一時避難場所

として施設の一部等を開放するとともに、

防災備蓄倉庫等を設ける。 

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）
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表 6.4-1(11) 環境保全に関する計画等への配慮の内容 

計画等の名称 計画等の概要 本事業で配慮した事項 

港区低炭素まちづくり計画

～ 人にやさしく かがやく

まち 環境都心 みなと ～ 

平成 27 年度（2015 年度）

～平成 32 年度（2020 年度） 

（平成 27年 10 月） 

平成24年12月に策定された「都市の低炭

素化の促進に関する法律」に基づき、都市

の低炭素化の促進を図ることにより、都市

の健全な発展に寄与することを目的とし

策定しており、計画期間は平成27～32年度

としている。 

本計画においてめざすべきまちの将来

像を「人にやさしく かがやくまち 環境都

心 みなと」とし、以下の基本方針を掲げ

ている。 

基本方針１． 

先進技術の導入による、活発な経済活動

と環境配慮の両立 

基本方針２． 

臨海部から丘陵まで豊かな緑が繋がる、

快適で潤いある都心部の形成 

基本方針３． 

利便性の高い公共交通網を活かした、環

境負荷の少ない交通環境の実現 

・ 土地の高度利用と多様な都市機能（業務、

商業、宿泊、文化・交流施設等）の導入に

より魅力ある新しい複合市街地を形成す

る。 

・ 既存の緑を生かし、あらゆる人が気軽に使

えるパブリックスペースの充実性をさら

に高め、思わず立ち寄りたくなるような活

気ある交流拠点を形成する。 

・ スポーツ施設のイベント来場者には可能

な限り公共交通機関を利用するよう来場

者に対して働きかける。 

港区景観計画 

（平成 27年 12 月改定） 

港区景観計画は、「景観法」に基づき策

定された景観計画で、港区における景観形

成の取組の基本的な方向性を示すととも

に、「景観法」に基づく諸制度を活用した

具体的な施策を示した、景観形成に関する

総合的な計画として位置づけられている。 

景観形成の基本方針は以下に示すとお

りである。 

基本方針1：水と緑のネットワークを強化

し、潤いある景観形成を進め

る 

基本方針2：歴史や文化を伝える景観を守

り、生かす 

基本方針3：誰もが楽しく歩ける、にぎわ

いや風格のある通りを創る 

基本方針4：地域の個性を生かした魅力あ

る街並みを育む 

基本方針5：区民・企業等・行政の協働で

景観形成を推進する 

また、港区の景観特性がよく表れる、坂

道沿い、寺社が数多く立地する地域、交差

点・駅周辺、商業地、閑静な住宅地、斜面

緑地及び古川沿いにおいては、一般の景観

形成基準に加え、それぞれの場所に応じた

景観形成基準を設定している。 

・ 神宮外苑いちょう並木沿道は、聖徳記念絵

画館を臨む神宮外苑いちょう並木のビス

タ景を保全する。 

・ 既存の緑を生かし、あらゆる人が気軽に使

えるパブリックスペースの充実性をさら

に高め、思わず立ち寄りたくなるような活

気ある交流拠点を形成する。 

・ 東京体育館・国立競技場から南北に連なる

形で、段階建て替えにより一体的なスポー

ツ施設エリアを形成する。 

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）



 

- 52 - 

表 6.4-1(12) 環境保全に関する計画等への配慮の内容 

計画等の名称 計画等の概要 本事業で配慮した事項 

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- 

中間年度改訂版 

（平成 29年 3 月） 

前期計画である「みなとクリーンプラン

21（第2次）」（平成24年3月 港区）が一般

廃棄物処理基本計画として平成24年に策

定された。中間年度である平成28年度にお

いて、その後の法制度や各種計画の見直し

等、廃棄物処理を取り巻く状況の変化をも

とに課題を整理し、最終目標年度である平

成33年度の計画を策定している。 

「環境に配慮した持続可能な社会を目

指して、循環型社会・低炭素社会形成への

統合的な取組を、区民・事業者とともに推

進します」を基本理念としており、基本方

針は以下に示すとおりである。 

基本方針Ⅰ ごみを出さないライフスタ

イル・ビジネススタイルの意

識の醸成 

（区民・事業者によるリデュ

ース・リユースの推進） 

基本方針Ⅱ 限りある資源の循環利用 

（区民・事業者・区によるリ

サイクルの推進） 

基本方針Ⅲ ごみの適切で効率的な収

集・運搬・処理 

（区による適正処理の推進） 

また、以下の数値目標が示されている。 

１ 循環型社会の形成に係る数値目標 

① 総排出量 

   平成22年度の総排出量177,326t、平

成28年度の総排出量178,485tを、平成

33年度までに160,000t以下を目指す。 

② 資源化率 

   平成22年度の資源化率29.1％、平成

28年度の資源化率29.8％を、平成33

年度までに42％以上を目指す。 

③ 可燃ごみ量 

   平成22年度の可燃ごみ量150,598t、

平成28年度の可燃ごみ量152,261tを、

平成33年度までに129,000t以下を目

指す。 

２ 低炭素社会の形成に係る数値目標 

① 温室効果ガス排出量 

   平成22年度の温室効果ガス排出量

20,563tを、平成27年度の温室効果ガ

ス排出量22,270t以下、平成33年度ま

でに10,000t以下を目指す。 

・ 工事の完了後に発生する一般廃棄物及び

飲食店等から発生する産業廃棄物につい

ては、関係者への啓発活動によりその排出

量の抑制に努めるとともに、分別回収を行

い、資源の有効利用と廃棄物の減量化を図

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）
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表 6.4-1(13) 環境保全に関する計画等への配慮の内容 

計画等の名称 計画等の概要 本事業で配慮した事項 

港区地球温暖化対策地域推

進計画 

2018 年度～2020 年度 

（平成 30 年度～平成 32 年

度） 

（平成 30年 2 月） 

港区地球温暖化対策地域推進計画は、区
民、事業者、区が協働して省エネルギーの
推進、再生可能エネルギーの導入、緑化の
推進、廃棄物等の発生抑制等に取り組み、
温室効果ガスの排出抑制等を進めていく
ための計画であり、地球温暖化対策の推進
に関する法律に基づき策定したもので、本
計画は、平成 25年 3 月に策定した改定前
計画の見直しを行ったものである。計画期
間は 2018 年度～2020（平成 30～32）年度
までの 3 年間とする。 
港区のめざすべき将来像「人 まち かが

やく 環境都心 みなと」の実現に向け、削
減目標として、2020（平成 32）年度の港
区内の二酸化炭素排出量（総量）を 2007
～2009（平成 19～21）年度の平均に対し
-6.8%に設定している。 
また、温室効果ガス削減に向けた基本方

針を次のように設定している。 
1. 家庭、職場の日々の取組を支援する

（『エコ de(で)みなとく』の推進） 
(1) 家庭の取組支援 
① 省エネライフスタイルの推進 
② 家庭ごみの排出抑制と資源化の推

進 
③ 温暖化への適応策 
④ 環境教育・環境学習の推進 

(2) 職場の取組支援 
① 省エネワークスタイルの推進 
② 事業系ごみの削減と資源化の推進 

2. 少ないエネルギーで安全、安心、快適
に暮らせるまちづくりを進める 

(1) エネルギーを効率よく安定して利用
できるまちづくり 

① 建築物等の環境性能の向上 
② エネルギーの面的利用 

(2) 環境に配慮した交通手段の提供 
① 公共交通の利用促進 
② クリーンエネルギー自動車の普及

促進 
③ 自転車の利用促進 

(3) 適応策及びヒートアイランド対策の
展開 

① 緑の保全・創出 
② 熱をためにくいまちづくり 
③ 集中豪雨に強いまちづくり 

3. 都心区として、広域的なネットワーク
の活用や先進的な取組の実施により地
球温暖化対策を先導する 

(1) 広域的なネットワークによる地球温
暖化対策の推進 

① 国産木材の利用促進とみなと区民
の森づくり 

② 全国地方自治体との連携による再
生可能エネルギーの導入促進 

(2) 先進技術の実証による対策の先導 
① 水素エネルギー等の普及に向けた

取組促進 
4. 区は率先して地球温暖化対策に取り組

むとともに、自らの取組を施策につな
げる 

(1) 区有施設等の率先的な取組 
① 区有施設等の省エネ化・再生可能エ

ネルギー導入推進 
② 職員の行動推進 

・ 業務、商業施設等で利用する熱源について

は極力集中化を図り、効率的なエネルギー

システムを採用する計画である。 

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）
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表 6.4-1(14) 環境保全に関する計画等への配慮の内容 

計画等の名称 計画等の概要 本事業で配慮した事項 

新宿区基本構想 

（平成 19年 12 月） 

新宿区のまちづくりを進めるにあたり、

基本理念、新宿区がめざすまちの姿、まち

づくりの基本目標及び基本姿勢を明らか

にするのもので、地方自治法第 2 条に基づ

き定めるまちづくりの基本方針であり、想

定時期を平成 37（2025）年としている。 

【基本理念】 

• 区民が主役の自治を創ります 

• 一人ひとりを人として大切にする社

会を築きます 

• 次の世代が夢と希望を持てる社会を

めざします 

【めざすまちの姿】 

『新宿力』で創造する、やすらぎとにぎ

わいのまち 

【まちづくりの基本目標】 

（1）区民が自治の主役として、考え、

行動していけるまち 

（2）だれもが人として尊重され、自分

らしく成長していけるまち 

（3）安全で安心な、質の高いくらしを

実感できるまち 

（4）持続可能な都市と環境を創造する

まち 

（5）まちの記憶を活かした美しい新宿

を創造するまち 

（6）多様なライフスタイルが交流し、

「新宿らしさ」を創造していくま

ち 

【区政運営の基本姿勢】 

（1）区民起点の区政運営を行います 

（2）参画と協働を基本に、区民の知恵

と力を活かす区政運営を行います 

（3）地域力を高める区政運営を行いま

す 

（4）区民に成果が見える区政運営を行

います 

（5）効率的・効果的な区政運営を行い

ます 

（6）職員の力を活かす区政運営を行い

ます 

・ 計画建築物は耐火性・耐震性の高い建築物

とすることでまちづくりに寄与する計画

とする。また、帰宅困難者の一時避難場所

として施設の一部等を開放するとともに、

防災備蓄倉庫等を設ける。 

・ 既存の緑を生かし、あらゆる人が気軽に使

えるパブリックスペースの充実性をさら

に高め、思わず立ち寄りたくなるような活

気ある交流拠点を形成する。 

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）
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表 6.4-1(15) 環境保全に関する計画等への配慮の内容 

計画等の名称 計画等の概要 本事業で配慮した事項 

新宿区総合計画 

（平成 29年 12 月） 

基本構想の実現に向けた、施策の方向性

を示した計画であり、めざすまちの姿や基

本的な理念を区民にわかりやすく示すた

め、「基本計画」と「都市マスタープラン」

を総合化している。計画期間は平成 30

（2018）年から平成 39 年（2027）年とし

ている。 

1.基本計画 

基本構想に掲げる“めざすまちの姿”

「『新宿力』で創造する、やすらぎとにぎ

わいのまち」の実現に向けて、以下に示

す 5つの基本政策のもとに 33の個別施策

を掲げ、区の施策の方向性を示している。 

基本政策 1) 暮らしやすさ 1番の新宿 

基本政策 2) 新宿の高度防災都市化

と安全安心の強化 

基本政策 3) 賑わい都市・新宿の創造 

基本政策 4) 健全な区財政の確立 

基本政策 5) 好感度 1 番の区役所 

2. 都市マスタープラン 

社会経済情勢やまちの変化に対応する

ため、平成 19 年に策定した「都市マスタ

ープラン」を見直すとともに、新たに「ま

ちづくり戦略プラン」を加えた「まちづ

くり長期計画」を策定している。以下に

内容を示す。 

【めざす都市の骨格】 

1)めざす将来の都市像 

暮らしと賑わいの交流創造都市 

2)めざす都市の骨格の考え方 

(1)新宿区に蓄積されてきた多様性を

活かしていく 

(2)まちの記憶を活かし、次世代に引

き継いでいく 

(3)地域の個性を活かし、区民が誇り

と愛着をもてる新宿を創っていく 

(4)災害に強い高度な防災機能を備え

た新宿を創っていく 

(5)世界とつながる国際都市

“Shinjuku”を創っていく 

3)将来の都市構造 

(1)「心（しん）」：賑わいと交流を先

導する地区 

(2)「軸（じく）」：高い都市活動を支

える幹線道路やその沿道 

(3)「環（わ）」：都市に潤いを与える

水辺やみどりのつながり 

【地域別まちづくり方針】 

地域の課題に応じて地域のより詳細

なまちづくりの方針を示すもので新宿

区全体を 10 の地域に区分している。計

画地周辺は「四谷地区」に区分されてお

り、その将来像は以下のとおり設定され

ている。 

・地域の将来像 

歴史と文化の香りあふれ、多くの人

が集う夢のまち 

・ 神宮外苑いちょう並木沿道は、聖徳記念絵

画館を臨む神宮外苑いちょう並木のビス

タ景を保全する。 

・ 計画建築物は耐火性・耐震性の高い建築物

とすることでまちづくりに寄与する計画

とする。また、帰宅困難者の一時避難場所

として施設の一部等を開放するとともに、

防災備蓄倉庫等を設ける。 

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）
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表 6.4-1(16) 環境保全に関する計画等への配慮の内容 

計画等の名称 計画等の概要 本事業で配慮した事項 

新宿区第三次環境基本計画 

（平成 30年 2 月） 
環境基本法及び新宿区環境基本条例第

7 条の規定に基づき、環境の保全に関する

施策を総合的かつ計画的に進めるための

計画で、さらに、地球温暖化施策の一本化

による効率的な推進を目的として「新宿区

地球温暖化対策指針」を「環境基本計画」

に統合し、「新宿区第三次環境基本計画（兼

地球温暖化対策地方公共団体実行計画区

域施策編）」として策定している。計画期

間は、平成 30（2018）年度～平成 39（2027）

年度の 10 年間としている。 

本計画では 5 つの基本目標と 11 の個別

目標を設定している。 

基本目標は以下に示すとおりである。 

・地球温暖化対策・ヒートアイランド

対策の推進 

・豊かなみどりの保全と創出 

・資源循環型社会の構築 

・良好な生活環境づくりの推進 

・多様な主体の連携による環境活動と

環境学習の推進 

・ 業務、商業施設等で利用する熱源について

は極力集中化を図り、効率的なエネルギー

システムを採用する計画である。 

・ 既存の緑を生かし、あらゆる人が気軽に使

えるパブリックスペースの充実性をさら

に高め、思わず立ち寄りたくなるような活

気ある交流拠点を形成する。 

・ 工事の完了後に発生する一般廃棄物及び

飲食店等から発生する産業廃棄物につい

ては、関係者への啓発活動によりその排出

量の抑制に努めるとともに、分別回収を行

い、資源の有効利用と廃棄物の減量化を図

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）
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表 6.4-1(17) 環境保全に関する計画等への配慮の内容 

計画等の名称 計画等の概要 本事業で配慮した事項 

新宿区みどりの基本計画 

（平成 30年 3 月） 
新宿区みどりの条例第6条に基づく「み

どりの保護と育成に関する計画」であると

ともに、都市緑地法に基づく法定計画であ

り、同時に生物多様性基本法に基づく「生

物多様性地域戦略」の性格もあわせ持って

いる。また、「新宿区まちづくり長期計画 

都市計画マスタープラン」の個別計画とし

て、みどりの施策を実施していくための基

本となる計画であり、以下の理念、目標等

を設定している。 

1.計画の理念 

潤いと風格のあるみどりで賑わう持続

可能な都市“新宿”を目指します。 

2.計画の期間 

当面の目標は2027年度までの10年間、将

来の目標は21世紀後半とする 

3.計画の目標 

①緑被率の目標（緑被率：上空から見た時

に緑で覆われている割合） 

現在の緑被率：17.48% 

当面の目標：10年間で1%アップ 

将来の目標：25% 

②みどり率の目標（みどり率：緑被率に水

面や公園全体を含めた割合） 

現在のみどり率：19.94% 

当面の目標：10年間で1%アップ 

将来の目標：27% 

③公園の目標 

現在の公園面積：117.28ha 

当面の目標：10年間で2haの公園面積確

保 

将来の目標：約145ha（公園等） 

④区民のみどりに対する実感についての

目標 

・新宿区全体の緑や花が≪あると感じる

≫区民の割合 

 平成28年：62.4％ 当面の目標：70% 

・ご自宅周辺の緑や花が≪あると感じる

≫区民の割合 

 平成28年：64.6％ 当面の目標70% 

・ご自宅周辺で生き物が≪いると感じる

≫区民の割合 

 平成28年：39.1% 当面の目標：50% 

⑤緑視率の目標（緑視率：人の目から見え

る緑の割合） 

現在の緑視率：18.2% 

当面の目標：20% 

将来の目標：25% 

・ 既存の緑を生かし、あらゆる人が気軽に使

えるパブリックスペースの充実性をさら

に高め、思わず立ち寄りたくなるような活

気ある交流拠点を形成する。 

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）
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表 6.4-1(18) 環境保全に関する計画等への配慮の内容 

計画等の名称 計画等の概要 本事業で配慮した事項 

新宿区景観まちづくり計画 

新宿区景観形成ガイドライ

ン 

（平成 28年 3 月改定） 

新宿区では景観法に基づく「景観まちづ

くり計画」を平成21年4月に施行し、地域

特性を生かした景観形成を進めており、平

成27年4月に計画を改正、さらに、平成28

年3月に一部改正した。また、「景観まちづ

くり計画」の策定と併せ、地域の景観特性

にふさわしい建築物等の誘導を行うため

の指針である「景観形成ガイドライン」を

作成している。 

景観まちづくり計画における景観計画

区域は新宿区全域であり、さらに区域内を

区分し「地域の景観特性に基づく区分地

区」と「一般地域」を定めている。計画地

は一般地域であり、計画地周辺は「新宿御

苑みどりと眺望保全地区」に区分されてい

る。 

景観まちづくり計画の目標、理念等を以

下に示す。 

1)目標 

まちの記憶をいかした『美しい新宿』

をつくる 

2)理念 

(1)良好な景観は区民共通の資産です 

(2)良好な景観を保全、創出します 

(3)区民等との協働による景観形成を図

ります 

(4)都および隣接区等と連携し良好な景

観の形成を推進します 

・ 神宮外苑いちょう並木沿道は、聖徳記念絵

画館を臨む神宮外苑いちょう並木のビス

タ景を保全する。 

新宿区一般廃棄物処理基本

計画 

（平成 30年 1 月） 

新宿区におけるリサイクル清掃施策に

ついての基本的事項を定めるもので、平成

30～39年度を計画期間として、一般廃棄物

処理に対する基本的な考え方として、以下

を掲げている。 

・ごみの発生自体を抑え 資源循環型社会

を目指す。 

・環境への負荷を抑え 効率的に事業を実

施する。 

施策実施にあたっては、以下の4つの柱

を軸とし、区民一人１日あたりの区収集ご

み量について、平成27（2015）年度を基準

(592g)として平成39（2027）年度までに

108g削減し、484gを目指すとしている。 

・ごみ発生抑制によるスリムな社会 

・資源回収の拡充による循環する社会 

・事業者による適正処理とごみの減量・資

源化を推進する社会 

・適正なごみ処理を行う社会 

・ 工事の完了後に発生する一般廃棄物及び

飲食店等から発生する産業廃棄物につい

ては、関係者への啓発活動によりその排出

量の抑制に努めるとともに、分別回収を行

い、資源の有効利用と廃棄物の減量化を図

る。 
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表 6.4-1(19) 環境保全に関する計画等への配慮の内容 

計画等の名称 計画等の概要 本事業で配慮した事項 

渋谷区景観計画 

（平成 25年 3 月） 

渋谷区の良好な景観形成を総合的かつ

計画的に推進するための基本的な考え方、

基本方針及び行為の制限、実現のための方

策を明らかにし、区と区民、企業等の協働

による取り組みを推進することを目的と

し策定している。 

本計画では、以下を基本理念としている。 

・区民を主体とした関係者の参加と協働に

よる景観形成 

・区民の活動を支援し、また活動内容につ

いて情報発信することで充実させてい

く景観形成 

・渋谷区の地形、自然、歴史、人々の暮ら

し、文化・事業活動等の特性に応じた景

観形成 

・ 神宮外苑いちょう並木沿道は、聖徳記念絵

画館を臨む神宮外苑いちょう並木のビス

タ景を保全する。 
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6.5 事業計画の策定に至った経過 

計画地が位置する明治神宮外苑は、創建当時から国民の為のスポーツの場を提供してきた歴史が

ある。この歴史に加え、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会によってもたらされる

レガシーを次世代に引き継ぐため、スポーツ拠点としての役割を維持しながらラグビー場・野球場

等での競技の継続を図りつつ老朽化した施設を更新し、新たな時代にふさわしいスポーツ施設を可

能な限り途切れることなく整備する必要がある。 

上記を踏まえ、東京都は、神宮外苑地区を世界に誇れるスポーツクラスターとして整備するため、

長期計画に位置付け、地区一帯のまちづくりに取り組むこととした。東京都は、平成 25 年 3 月に

「東京都スポーツ推進計画」を、平成 30 年 3 月に「東京都スポーツ推進総合計画」を策定すると

ともに、平成 25 年 6 月に「東京都都市計画神宮外苑地区地区計画」を決定し、あわせて都市計画

公園の変更（公園区域の再編、立体都市公園の導入）を行った。 

平成 27 年 4 月に東京都と関係権利者が、神宮外苑地区全体のまちづくりと整合を図りながら、

相互に連携・協力してまちづくりを推進するため「神宮外苑地区まちづくりに係る基本覚書」を締

結した。それを踏まえ、まちづくりの着実な推進に向けて、平成 28年 7月に「神宮外苑地区（b区

域）まちづくり基本計画の検討に関する合意書」を締結し、平成 30年 3月に「神宮外苑地区（b区

域）まちづくりの検討に係る今後の取組等に関する確認書」を取り交わした。また、平成 30 年 4

月に、「東京 2020大会後の神宮外苑地区のまちづくり検討会」を設置し、まちづくりの方向性や公

園まちづくり制度の活用要件等について検討を行った結果、平成 30 年 11 月に「東京 2020 大会後

の神宮外苑地区のまちづくり指針」を策定し、令和 4 年 3 月に、「神宮外苑地区地区計画」の都市

計画決定が告示された。 

(仮称)神宮外苑地区市街地再開発事業に関する協議等の経過は表 6.5-1に示すとおりである。 

本事業は、明治神宮外苑の「スポーツ拠点」としてのブランドを次世代につなげるべく、既存の

スポーツ施設の役割を尊重しつつ、時代の変化に合わせたスポーツ施設の更新と新たなアクティビ

ティの場を形成し、一体的にスポーツとの親和性が高い地区の形成を図る。また、土地の高度利用

化を促進し業務・商業等の都市機能の導入、緑の充実とオープンスペースの形成を図り、魅力ある

複合市街地を実現することを目的とする。 

表 6.5-1 (仮称)神宮外苑地区市街地再開発事業に関する協議等の経過 

年月 主な出来事 

平成25年6月 「東京都都市計画神宮外苑地区地区計画」を決定 

平成27年4月 神宮外苑地区まちづくりに係る基本覚書を締結 

平成28年7月 神宮外苑地区（b区域）まちづくり基本計画の検討に関する合意書を締結 

平成30年3月 神宮外苑地区（b区域）まちづくりの検討に係る今後の取組等に関する確認書取

り交わし 

平成30年4月 「東京2020大会後の神宮外苑地区のまちづくり検討会」を設置 

平成30年11月 「東京2020大会後の神宮外苑地区のまちづくり指針」を策定 

令和4年3月 「神宮外苑地区地区計画」の都市計画決定の告示 

注）b 区域とは、神宮外苑地区地区計画に定めた、神宮外苑地区内の緑豊かな風格ある都市景観を保全しつつ、スポー

ツクラスターと魅力ある複合市街地を実現することを目標に、既存スポーツ施設で現在行われている競技の継続

に配慮しながら、関係者が相互に連携・協力してまちづくりを進める区域。（図 6.2-1 参照） 
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