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3.3 施工計画及び供用の計画 

3.3.1 施工計画 

(1) 施工工程 

工事種別ごとの施工工程については、現時点において概ね表3.3.1-1に示すとおり計画している。 

表 3.3.1-1 施工工程 

 

  

区間
　　　　　　  　     　工程（年）
　工事種別

準備工事

トンネル工事

地平･擁壁工事

高架橋工事

軌道工事

電気工事

軌道工事注1

電気工事

準備工事

地平工事

軌道工事

電気工事

準備工事

トンネル工事注2

地平･擁壁工事

軌道工事

電気工事

注1）休止中の大汐線を再開するためのレール交換等の工事
注2）駅施設等の工事についてはトンネル工事に含める

7

東
海
道
線
接
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大
汐
線
改
修
東
京
貨
物
タ
ー

ミ
ナ
ル
内
改
良

ア
ク
セ
ス
新
線

1 2 3 4 5 6
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(2) 施工方法 

工事種別ごとの施工方法については、現時点において概ね以下に示すとおり計画している。 

 

ア 準備工事 

準備工事は、施工ヤードの整地、仮囲い等の仮設備の設置を行う。工事の完了後には、現状復

旧を行う。 

 

イ トンネル工事 

施工箇所は、東海道線接続区間及びアクセス新線区間の 2 箇所である。 

トンネル工事は、開削工法、シールド工法を用いて施工する。 

開削工法は、図3.3.1-1に示すとおり地表面から必要な深さまで掘下げ、構造物を構築した後、

埋戻し、復旧する工法である。 

羽田空港新駅（仮称）付近における開削工法は、道路の仮受けをした後、掘削を行う。工事の

概要は図 3.3.1-2 に示すとおりである。 

シールド工法は、発進側の立坑よりトンネルの掘削を行うシールドマシンを設置し、周辺の地

盤を支持しながら掘削する工法である。掘削による発生土は、発進側の立坑より搬出する。工事

の概要は、図 3.3.1-3に示すとおりである。 

  



 

19 

【開削工法】 

①土留杭設置 
 

 

②掘削 
③土留支保設置 

 

④躯体構築 
 

 

⑤埋戻 
⑥路盤、軌道設置 

 

図 3.3.1-1 工事の概要（開削工法） 
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【羽田空港新駅（仮称）付近における開削工法】 

①土留杭設置 
②桟橋杭設置 
 

 

③路面覆工設置 
④掘削 
⑤土留支保設置 

 

⑥躯体構築 
⑦道路復旧 

 

⑧路盤、軌道設置 
 

 

図 3.3.1-2 工事の概要（羽田空港新駅（仮称）付近：開削工法） 
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【シールド工法】 

①土留杭打設（発進側立坑） 
 

 

②掘削 
③土留支保設置 

 

④床版構築 
⑤シールド設備設置 

 

⑥シールド掘進 
 

 

⑦躯体構築（セグメント組立） 

 

⑧躯体構築、埋戻 

 

図 3.3.1-3 工事の概要（シールド工法） 
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ウ 地平・擁壁工事 

地平工事は、既設線路等の移設や軌道を敷設するため地盤の整備を行う。 

擁壁工事は、土留等を設置して、バックホウ等により掘削し、鉄筋コンクリートにより、擁壁

を構築する。田町駅付近の擁壁工事の概要は、図 3.3.1-4 に示すとおり、既設路線を移設して実

施する。 

 

【田町駅付近擁壁工事】 

①山手線引上げ線を撤去 
②山手線外回り、京浜東北線南行き、東海道線上
りを移設 

 

③工事桁仮橋脚杭打設 
④土留杭打設 
 

 
⑤工事桁仮設 
 

 

⑥掘削 
⑦土留支保設置 

 
⑧躯体構築 

 

⑨路盤、軌道設置 

 

図 3.3.1-4 工事の概要（擁壁工事）  
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エ 高架橋工事 

高架橋工事は、東海道接続区間の高浜西運河付近において、大汐線高架橋に接続するための高

架橋の新築及び改良工事を行う。 

工事の概要は、図 3.3.1-5 に示すとおり、高架橋の柱の位置に基礎杭を構築し、柱、梁、床板

等を施工し、高架橋を構築する。 

 

【高架橋工事】 

① 基礎杭打設 

 

② 橋脚構築 

 

③ 躯体構築 

 

④ 路盤、軌道設置 

 

図 3.3.1-5 工事の概要（高架橋工事） 

 

オ 軌道工事 

軌道工事は、線路のバラスト、マクラギ、レールを敷設する。 

 

カ 電気工事 

電気工事は、鉄道の架線、信号通信設備等を設置する。 
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(3) 工種別の施工内容 

施工に用いる主な建設機械は、表3.3.1-2に示すとおり、開削トンネルや擁壁（掘割）構築時の

掘削・埋戻工ではバックホウ等、基礎工ではクレーンや杭打機等、コンクリート工ではコンクリー

トポンプ車等を計画している。また、シールドトンネル構築時は、「シールド」と呼ばれるトンネ

ル掘削機等を計画している。 

工事用車両には、発生する土砂を運搬するダンプトラック、建設機械及び資材を運搬するトレー

ラー又はトラック、コンクリートを運搬するトラックミキサー車等を計画している。 

表 3.3.1-2(1) 工種別の主な建設機械 

区分 工種 主な作業内容 主な建設機械 

ト

ン

ネ

ル

工

事 

開削工法 準備工 整地、工事用仮囲い

設置 

バックホウ 

クレーン付トラック 

クローラクレーン 

土留工 土留杭打設 ラフテレーンクレーン 

杭打機 

掘削工 

土留支保工 

掘削、土留支保設置 ラフテレーンクレーン 

バックホウ 

躯体構築工 鉄筋組立、型枠組立、

コンクリート打設 

ラフテレーンクレーン 

コンクリートポンプ車 

トラックミキサー車 

埋戻工 埋戻 ラフテレーンクレーン 

バックホウ 

開削工法 

（羽田空港新

駅（仮称）） 

準備工 整地、工事用仮囲い

設置 

バックホウ 

クレーン付トラック 

クローラクレーン 

土留工 土留杭打設 ラフテレーンクレーン 

杭打機 

桟橋杭工 桟橋杭打設 ラフテレーンクレーン 

杭打機 

路面覆工 路面覆工設置 ラフテレーンクレーン 

バックホウ 

コンクリート圧砕機 

掘削工 

土留支保工 

掘削、土砂支保工設

置 

バックホウ 

ラフテレーンクレーン 

躯体構築工 鉄筋組立、型枠組立、

コンクリート打設 

ラフテレーンクレーン 

コンクリートポンプ車 

トラックミキサー車 

埋戻工 埋戻 ラフテレーンクレーン 

バックホウ 

道路復旧工 路面覆工撤去、道路

復旧 

ラフテレーンクレーン 

バックホウ 

モーターグレーダ 

タイヤローラー 

アスファルトフィニッシャ 

建築工 駅、換気施設等設置 クレーン付トラック 

ラフテレーンクレーン 

機械工  クレーン付トラック 

ラフテレーンクレーン 

電気工  クレーン付トラック 

ラフテレーンクレーン 
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表 3.3.1-2(2) 工種別の主な建設機械 
区分 工種 主な作業内容 主な建設機械 

ト

ン

ネ

ル

工

事 

シールド

工法 

準備工 整地、工事用仮囲い設置 バックホウ 

クレーン付トラック 

クローラクレーン 

土留工 土留杭打設 ラフテレーンクレーン 

杭打機 

掘削工 

土留支保工 

掘削、土砂支保工設置 ラフテレーンクレーン 

バックホウ 

シールド設備工 シールド設備設置 ラフテレーンクレーン 

シールド掘進工 

躯体構築工 

シールド掘進 

躯体構築（セグメント組立） 

トラックミキサー車 

バックホウ 

躯体構築工 鉄筋組立、型枠組立、コンク

リート打設 

ラフテレーンクレーン 

コンクリートポンプ車 

トラックミキサー車 

埋戻工 埋戻 ラフテレーンクレーン 

バックホウ 

建築工 換気施設等設置 クレーン付トラック 

ラフテレーンクレーン 

機械工  クレーン付トラック 

ラフテレーンクレーン 

電気工  クレーン付トラック 

ラフテレーンクレーン 

地平・擁壁工事 準備工 整地 

工事用仮囲い設置 

バックホウ 

クレーン付トラック 

クローラクレーン 

支障物撤去工 支障物解体・撤去 ラフテレーンクレーン 

バックホウ 

コンクリート圧砕機 

土留工 土留杭打設 ラフテレーンクレーン 

杭打機 

掘削工 

土留支保工 

掘削、土留支保設置 ラフテレーンクレーン 

バックホウ 

躯体構築工 鉄筋組立、型枠組立、コンク

リート打設 

ラフテレーンクレーン 

コンクリートポンプ車 

トラックミキサー車 

埋戻工 埋戻 ラフテレーンクレーン 

バックホウ 

高架橋工事 準備工 整地 

工事用仮囲い設置 

バックホウ 

クレーン付トラック 

クローラクレーン 

基礎杭工 基礎杭構築 杭打機 

ラフテレーンクレーン 

バックホウ 

トラックミキサー車 

橋脚工 鉄筋組立、型枠組立、コンク

リート打設 

ラフテレーンクレーン 

コンクリートポンプ車 

トラックミキサー車 

躯体工 鉄筋組立、型枠組立、コンク

リート打設 

ラフテレーンクレーン 

コンクリートポンプ車 

トラックミキサー車 

改良工 高架橋改良 ラフテレーンクレーン 

バックホウ 

コンクリート圧砕機 

軌道工事  路盤、軌道設置 クレーン付トラック 

バックホウ 

電気工事  電路柱・架線等設置、ケーブ

ル敷設 

クレーン付トラック 

ラフテレーンクレーン 

高所作業車 
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(4) 工事規模 

本事業の工事規模の概要は、表3.3.1-3に示すとおりである。事業計画等を基に、本事業におけ

る躯体構築等に用いるコンクリート量、鉄筋量、埋戻土量、主な建設廃棄物量、建設発生土量等を

算出した。 

表 3.3.1-3 工事規模の概要 

項目 種類 
東海道線
接続区間 

大汐線 
改修区間 

東京貨物 
ターミナル内 
改良区間 

アクセス
新線区間 

合計 

構築 

コンクリート(t) 27,300 ― 22,600 182,000 231,900 

鉄筋(t)  1,800 ― 4,300  11,400  17,500 

セグメント等(t) 7,700  ― ― 120,600 127,000 

埋戻土（m3）  8,200 ― 4,900  42,500  55,600 

建設 
廃棄物 

コンクリート塊(t) 14,600 3,000 4,300  13,500  35,400 

アスファルト・ 
アスファルト塊(t) 

  1,800 ― 21,000 25,000  47,800 

鉄鋼・鉄筋等(t) 4,000 1,200 1,200  5,100   11,500 

バラスト（m3）  5,400 9,700 8,600  1,100  24,800 

建設泥土（m3） 26,000 ― ― 410,000 436,000 

建設発生土（m3） 40,700  300 87,900 445,000 573,900 

 

(5) 排水計画 

工事の施行中の掘削に伴う湧水等は、工事区域内に設置した沈殿槽で沈殿処理し、「下水道法」

（昭和33年法律第79号）、東京都下水道条例（昭和34年条例第89号）で定められた水質基準以下とし

た後、公共下水道へ排水する。 

 

(6) 掘削土砂運搬計画 

掘削工事に伴い発生する建設発生土は、「東京都建設リサイクルガイドライン」（令和3年4月 東

京都）に基づき、埋戻し等に利用する等、現場内での再利用に努め、場外に搬出する総量の削減に

努める。搬出する場合も「東京都建設リサイクルガイドライン」に基づき、建設発生土の有効利用

を行う。なお、受入先については、工事実施段階において、関係機関と協議の上決定する。 

建設発生土については、自然由来なども含め汚染物質の状況を確認し、汚染土壌が確認された場

合には、適切に対応する。 

建設泥土については、「東京都建設泥土リサイクル指針」（平成30年4月 東京都）や「東京都建

設リサイクル推進計画」（平成28年4月 東京都）に基づき、発生抑制、縮減、再生利用に努める。 

排出の際には、運搬車両に粉塵飛散防止シートの着用を義務付ける。 

 

(7) 埋戻し計画 

埋戻しに用いる土砂は、良質土砂を用いる。 
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(8) 工事用車両運行計画 

工事用車両の出入口は、図3.3.1-6に示すとおり、7箇所を計画しており、主要な走行ルートは、

一般国道15号、一般国道357号、日本橋芝浦大森線等の幹線道路を想定している。 

主要な走行ルートにおける工事用車両の1日当たりの最大台数は、表3.3.1-4に示すとおりであ

り、45台/日～910台/日（片道）を想定しており、現況交通量に対する工事用車両の割合は、最大

で1.4％である。 

なお、工事用車両の走行ルートは、一般車両、緊急車両及び近隣住民の日常生活に著しい影響を

及ぼすことのないよう十分に検討の上、道路管理者等の関係機関と調整を図り決定する。 

 

表 3.3.1-4 本事業における工事用車両台数について 

出入口 工事用車両台数 
(台/日)片道 

主な走行ルート 
現況交通量注 

(台/日) 

現況交通量に対する
工事用車両の割合

（％） 地区 箇所 

田町駅付近 

No.1  45 一般国道 15 号 
57,459 

（14030） 
0.2 

No.2  5 
日比谷芝浦線 

31,002 
（60490） 

0.4 
No.3 60 

東京貨物 
ターミナル付近 

No.4  80 

日本橋芝浦大森線 
18,801 

（41910） 
1.4 No.5  40 

No.6  15 

羽田空港新駅
(仮称)付近 

No.7 910 
一般国道 357 号 

首都高速湾岸線 

 33,748 
（25130） 
101,551 
（5850） 

1.3 

注）現況交通量の下段の（ ）内の数値は、交通量調査地点番号を示す。 
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「測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R 3JHf 268」 「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」 

図 3.3.1-6 想定される主な工事用車両走行ルート 
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3.3.2 供用の計画 

供用後における鉄道の運転計画は、表 3.3.2-1 に示すとおりである。 

表 3.3.2-1 運転計画の概要 

項 目 概 要 

運
転
計
画 

編成車両数 15両編成（20m/両） 

運転方法 上り線1線、下り線1線 

運転本数 8本/時、144本/日 
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3.4 環境保全に関する計画等への配慮の内容 

環境保全に関する計画等に配慮した事項は、表 3.4-1～表 3.4-4 に示すとおりである。 

表 3.4-1(1) 環境保全に関する計画等に配慮した事項（東京都） 

計画等 内容 配慮した事項 

「未来の東京」戦略

ビジョン 

（令和元年12月） 

【2030年に向けた「戦略」】 

①ゼロエミッション東京戦略 

・ゼロエミッションエナジープロジェクト 

②オールジャパン連携戦略 

・持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の達成に

向けた取組を共に推進する。 

 

・鉄道施設による電力消費の効率化、省エネ

ルギー化に努める。 

・線路の撤去により発生するレール、マクラ

ギ等の再資源化に努める。 

・建設工事により発生する鉄骨、コンクリー

ト塊等の建設廃棄物の再資源化に努める。 

・再生資材等を積極的に使用する。 

都民ファーストで 

つくる「新しい東京」

～2020年に向けた 

実行プラン～ 

（平成28年12月） 

【スマートエネルギー都市】 

①照明のLED化 

・建築物における省エネルギー対策の推進 

②省エネルギー対策の推進 

・建築物における省エネルギー対策の推進 

 

【快適な都市環境の創出】 

①“もったいない”（持続可能な資源利用）意

識の推進 

・廃棄物の循環利用の更なる促進 

 

 

【多様な機能を集積したまちづくり】 

①首都にふさわしい都市景観の形成 

・首都景観の形成 

・歴史的景観の保全・形成 

 

・鉄道車両やホーム照明のLED化により省エ

ネルギ―化に努める。 

・鉄道施設による電力消費の効率化、省エネ

ルギー化に努める。 

 

 

・線路の撤去により発生するレール、マクラ

ギ等の再資源化に努める。 

・建設工事により発生する鉄骨、コンクリー

ト塊等の建設廃棄物の再資源化に努める。 

・再生資材等を積極的に使用する。 

 

・既存鉄道施設の活用及びトンネル構造の

採用により、改変区域を少なくするよう努

める。 

 

・換気施設の形状や意匠等は、周辺景観や地

域景観になじむよう色彩等に配慮する。 

東京の都市づくり 

ビジョン（改定） 

（平成21年7月） 

【環境と共生する都市の実現】 

①世界で最も環境負荷の少ない都市構造の構築 

・都市開発等におけるカーボンマイナスの推進 

②環境と調和した都市づくり 

・資源の循環利用・長寿命化 

・建設資源等の循環利用の促進 

・大気・土壌汚染対策の推進 

 

 

 

 

 

 

【都市文化の創造・発信・継承】 

①美しく風格ある景観の形成 

・自然・歴史・文化資源を生かした都市づくり

の推進 

・地域の特性に応じた景観誘導 

・公共施設の整備に合わせた特色ある景観形

成 

 

・鉄道施設による電力消費の効率化、省エネ

ルギー化に努める。 

・線路の撤去により発生するレール、マクラ

ギ等の再資源化に努める。 

・建設工事により発生する鉄骨、コンクリー

ト塊等の建設廃棄物の再資源化に努める。 

・再生資材等を積極的に使用する。 

・工事用仮囲い、粉じん飛散防止シート等に

より、粉じんの飛散防止を行う。 

・排出ガス対策に適応した建設機械の積極的

導入等を行う。 

・既存鉄道施設の活用及びトンネル構造の

採用により、改変区域を少なくするよう努

める。 

 

・換気施設等の形状や意匠等は、周辺景観や

地域景観になじむよう色彩等に配慮する。 
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表 3.4-1(2) 環境保全に関する計画等に配慮した事項（東京都） 

計画等 内容 配慮した事項 

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) 

【災害リスクと環境問題に立ち向かう都市

の構築】 

①都市全体でエネルギー負荷を減らす 

・開発の機会を捉えて、低炭素化、エネルギ

ー利用の高効率化を進める 

②持続可能な循環型社会を実現する 

 

 

・鉄道施設による電力消費の効率化、省エネ

ルギー化に努める。 

・線路の撤去により発生するレール、マクラ

ギ等の再資源化に努める。 

・建設工事により発生する鉄骨、コンクリー

ト塊等の建設廃棄物の再資源化に努める。 

・再生資材等を積極的に使用する。 

東京地域公害防止 

計画 

（平成24年3月） 

(1)東京湾の水質汚濁 

東京湾のCODに係る水質汚濁及び全窒素・全

りんによる富栄養化の防止を図る。 

 

・工事中及び工事の完了後に発生した排水

は公共用下水道に流す。 

東京都環境基本計画

2016 

(平成28年3月) 

【都市づくりにおける配慮の指針－共通配

慮事項】 

①エネルギー消費の抑制・温室効果ガスの排

出抑制 

・エネルギー利用の高効率化・最適化を推進

し、エネルギー消費の低減を図る。 

・温室効果ガス（CO2及びその他のガス）の削

減を図る。 

 

②持続可能な資源利用の推進／廃棄物の適

正処理 

・資源ロスの削減の促進 

・エコマテリアルの利用の促進 

・廃棄物の循環利用の更なる促進 

・廃棄物の適正処理 

 

 

 

 

 

③大気環境の向上 

・PM2.5・オキシダント対策の推進 

・自動車環境対策 

 

 

④騒音・振動・悪臭対策等 

・騒音・振動対策（自動車、建設機械、工事

車両） 

・周辺地域への日照障害、電波障害、光害、

風害への配慮 

 

 

 

 

 

 

 

⑤景観形成・歴史的・文化的遺産の保全・再

生 

・景観への配慮 

 

 

 

・鉄道施設による電力消費の効率化、省エネ

ルギー化に努める。 

 

 

 

 

 

・工事現場内で分別解体等を行うとともに、

建設工事における廃棄物の発生量を可能な

限り抑える。 

・鉄道施設の撤去により発生するレール、マ

クラギ等の再利用及び再資源化に努める。 

・既存構造物撤去及び建設工事により発生す

る鉄骨、コンクリート塊等の建設廃棄物の

再資源化に努める。 

・再生資材等を積極的に使用する。 

・建設泥土及び建設廃棄物等は、関係法令に

従い適正に処理する。 

 

・工事用仮囲い、粉じん飛散防止シート等に

より、粉じんの飛散防止を行う。 

・排出ガス対策に適応した建設機械の積極的

導入等を行う。 

 

・ロングレールや防音壁の設置を行い、鉄道

騒音・鉄道振動の低減を図る。 

・低騒音・低振動の建設機械を使用する。 

・建設工事においては、周辺への騒音・振動

を考慮した施工管理を行う。 

・周辺環境に配慮した施工計画を検討する。 

・構造物の建設に当たっては、日照障害や風

害が生じないよう努める。 

・本事業により電波障害が生じる場合には対

策を講じる。 

 

 

・換気施設の形状や意匠等は、周辺景観や地

域景観になじむよう色彩等に配慮する。 
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表 3.4-1(3) 環境保全に関する計画等に配慮した事項（東京都） 

計画等 内容 配慮した事項 

東京都環境基本計画

2016 

(平成 28 年 3 月) 

【事業別配慮の指針】 

①交通系施設整備 

・エネルギー消費の抑制・温室効果ガスの排

出抑制 

・大気環境の向上 

 

 

 

 

・騒音・振動、悪臭対策等 

 

 

 

 

 

 

・景観形成、歴史的・文化的遺産の保全・再

生 

 

・工事期間中の配慮 

 

 

・鉄道施設による電力消費の効率化、省エネ

ルギー化に努める。 

・工事用仮囲い、粉じん飛散防止シート等に

より、粉じんの飛散防止を行う。 

・排出ガス対策に適応した建設機械の積極的

導入等を行う。 

 

・ロングレールや防音壁の設置を行い、鉄道

騒音・鉄道振動の低減を図る。 

・構造物の建設に当たっては、日照障害や風

害が生じないよう努める。 

・本事業により電波障害が生じる場合には対

策を講じる。 

 

・換気施設の形状や意匠等は、周辺景観や地

域景観になじむよう色彩等に配慮する。 

 

・工事用仮囲い、粉じん飛散防止シート等に

より、粉じんの飛散防止を行う。 

・排出ガス対策に適応した建設機械の積極的

導入等を行う。 

・低騒音・低振動の建設機械を使用する。 

・建設工事においては、周辺への騒音・振動

を考慮した施工管理を行う。 

・周辺環境に配慮した施工計画を検討する。 

東京都景観計画 

（改定） 

(平成 30 年 8 月) 

【景観形成基準－臨海景観基本軸）】 

・壁面の位置連続性や適切な隣棟間隔確保な

ど、周辺街並みに配慮した配置とする。 

・高さは、周辺建築物群のスカイラインとの

調和を図る。 

・周辺の主要な眺望点（道路・河川・公園な

ど）からの見え方に配慮する。 

・形態・意匠は建築物全体のバランスだけで

なく周辺建築物等との調和を図る。 

・色彩は、色彩基準に適合するとともに、周

辺景観との調和を図る。 

・建築物に附帯する構造物や設備等は、建築

物本体との調和を図る。 

 

・換気施設等の形状や意匠等は、周辺景観や

地域景観になじむよう、色彩等に配慮す

る。 

 

 

東京都資源循環・ 

廃棄物処理計画 

(平成 28 年 3 月) 

【主要な施策】 

①エコマテリアルの利用と持続可能な調達

の普及の促進 

・建設工事におけるエコマテリアルの利用促

進 

②廃棄物の循環的利用の更なる促進(高度

化・効率化) 

・循環的利用・廃棄物処理システムの最適化

に向けた取組 

 

・鉄道施設の撤去により発生するレール、マ

クラギ等の再利用及び再資源化に努める。 

・既存構造物撤去及び建設工事により発生す

る鉄骨、コンクリート塊等の建設廃棄物の

再資源化に努める。 

・建設泥土及び建設廃棄物等は、関係法令に

従い適正に処理する。 

ゼロエミッション 

東京戦略 

（令和元年 12 月） 

【戦略の柱と施策・取組】 

・3Rの推進 

・鉄道施設の撤去により発生するレール、マ

クラギ等の再利用及び再資源化に努める。 

・既存構造物撤去及び建設工事により発生す

る鉄骨、コンクリート塊等の建設廃棄物の

再資源化に努める。 

・建設発生土は、事業区域内で可能な限り再

利用を図る。また、搬出する場合は、他の

公共事業等への利用など有効利用を図る。 
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表 3.4-1(4) 環境保全に関する計画等に配慮した事項（東京都） 

計画等 内容 配慮した事項 

東京都建設 

リサイクル推進計画 

(平成 28 年 4 月) 

【建設資源循環を促進するための戦略】 

・コンクリート塊等を活用する。 

・建設泥土を活用する。 

・建設発生土を活用する。 

・工事現場内で分別解体等を行うとともに、

建設工事における廃棄物の発生量を可能

な限り抑える。 

・鉄道施設の撤去により発生するレール、マ

クラギ等の再利用及び再資源化に努める。 

・既存構造物撤去及び建設工事により発生す

る鉄骨、コンクリート塊等の建設廃棄物の

再資源化に努める。 

・建設泥土及び建設廃棄物等は、関係法令に

従い適正に処理する。 

・建設発生土は、事業区域内で可能な限り再

利用を図る。また、搬出する場合は、他の

公共事業等への利用など有効利用を図る。 
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表 3.4-2(1) 環境保全に関する計画等に配慮した事項（港区） 

計画等 内容 配慮した事項 

港区基本構想 

(平成 14 年 12 月) 

【街づくり・環境】 

・循環型社会づくりへの貢献 

・都心環境の整備 

・環境負荷の少ない都心づくり 

・環境意識の向上 

 

 

・工事現場内で分別解体等を行うとともに、

建設工事における廃棄物の発生量を可能

な限り抑える。 

・鉄道施設の撤去により発生するレール、マ

クラギ等の再利用及び再資源化に努める。 

・既存構造物撤去及び建設工事により発生す

る鉄骨、コンクリート塊等の建設廃棄物の

再資源化に努める。 

・建設泥土及び建設廃棄物等は、関係法令に

従い適正に処理する。 

・鉄道施設による電力消費の効率化、省エネ

ルギー化に努める。 

・環境負荷が小さい鉄道の利用促進を担う。 

港区まちづくり 

マスタープラン 

（平成 29 年 3 月） 

【まちづくりの方針】 

①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 

・地形の特徴や地域資源などをいかした景観

の形成 

・まちの個性を感じる魅力ある街並みの形成 

・景観に対する意識の共有と地域主体のルー

ルづくり 

②環境負荷の少ない都市の形成 

・先進技術の導入とエネルギーの効率的・面

的な利用の促進 

・地球温暖化対策の推進 

 

・機器室等の形状や意匠等は、周辺景観や地

域景観になじむよう色彩等に配慮する。 

 

 

 

 

 

・鉄道施設による電力消費の効率化、省エネ

ルギー化に努める。 

・排出ガス対策に適応した建設機械の積極的

導入等を行う。 

港区環境基本計画 

(平成30年2月) 

【安心して暮らせる低炭素・省エネルギー社

会の実現】 

①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 

・建築物等の環境性能の向上 

 

【協働による循環型社会の形成】 

①限りある資源の循環利用 

・分別排出の徹底 

・資源回収の拡大 

②ごみの適切で効率的な収集・運搬・処理 

・適正な処理 

 

 

 

 

 

 

 

 

・鉄道施設による電力消費の効率化、省エネ

ルギー化に努める。 

 

 

 

・工事現場内で分別解体等を行うとともに、

建設工事における廃棄物の発生量を可能

な限り抑える。 

・鉄道施設の撤去により発生するレール、マ

クラギ等の再利用及び再資源化に努める。 

・既存構造物撤去及び建設工事により発生す

る鉄骨、コンクリート塊等の建設廃棄物の

再資源化に努める。 

・再生資材等を積極的に使用する。 

・建設泥土及び建設廃棄物等は、関係法令に

従い適正に処理する。 
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表 3.4-2(2) 環境保全に関する計画等に配慮した事項（港区） 

計画等 内容 配慮した事項 

港区環境基本計画 

(平成30年2月) 

 

【健康で安全に暮らすことのできる生活環

境の保全】 

①良好な大気環境の保全 

・大気汚染の防止 

②安全で快適な生活環境の確保 

・騒音、振動、悪臭などに対する対策の推進 

 

【快適で魅力ある都市環境の形成】 

①まちづくりにおける環境配慮の促進 

・環境アセスメントの推進 

・環境に配慮した適切なまちづくりの誘導 

 

・工事用仮囲い、粉じん飛散防止シート等に

より、粉じんの飛散防止を行う。 

・排出ガス対策に適応した建設機械の積極的

導入等を行う。 

・ロングレールや防音壁の設置を行い、鉄道

騒音・鉄道振動の低減を図る。 

・低騒音・低振動の建設機械を使用する。 

・建設工事においては、周辺への騒音・振動

を考慮した施工管理を行う。 

・周辺環境に配慮した施工計画を検討する。 

・鉄道施設の建設に当たっては、日照障害や

風害が生じないよう努める。 

・本事業により電波障害が生じる場合には対

策を講じる。 

港区景観計画 

平成27年度（2015年

度）改定 

（平成27年12月） 

【景観形成基準（一般）】 

・公共空間との関係に配慮した建築物の配置

とする。 

・周辺の主要な眺望点からの見え方を意識

し、周辺の建築物群のスカイラインとの調

和に配慮した建築物の高さとする。 

・建築物全体のバランスだけでなく、周辺の建

築物等との調和に配慮した形態・意匠とする。 

・色彩は、色彩基準に適合するとともに、周

辺の建築物と壁面等の色調や彩度・明度の

調和を図る。 

 

【景観形成基準（水辺景観形成特別地区）】 

・壁面の位置の連続性や適切な隣棟間隔の確

保など、周辺の街並みに配慮するととも

に、水辺の開放感が得られる配置とする。 

・高さは、周辺建築物群のスカイラインとの

調和を図る。 

・水域や主要な眺望点からの見え方に配慮し

た規模とする。 

・色彩は、色彩基準に適合するとともに、周

辺景観との調査を図る。 

 
 

【景観形成基準（品川鉄道・新鉄道周辺景観

形成特別地区）】 

・色彩は、色彩基準に適合するとともに、周

辺から突出する高い彩度の使用は控える。 

・主要な眺望点からの見え方に配慮した形

態・意匠、設備配置とする。 

・主要な眺望点から見える建築物の側面は、

正面の外壁と同様の材質又は意匠とする

など、素材や意匠に配慮する。 

 

・機器室等の形状や意匠等は、周辺景観や地

域景観になじむよう色彩等に配慮する。 
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表 3.4-3(1) 環境保全に関する計画等に配慮した事項（品川区） 

計画等 内容 配慮した事項 

品川区基本構想 

(平成 20 年 4 月) 

【5つの都市像】 

①だれもが輝くにぎわい都市 

②未来を創る子育て・教育都市 

③みんなで築く健康・福祉都市 

④次代につなぐ環境都市 

⑤暮らしを守る安全・安心都市 

 

・鉄道施設による電力消費の効率化、省エネ

ルギー化に努める。 

・工事現場内で分別解体等を行うとともに、

建設工事における廃棄物の発生量を可能

な限り抑える。 

・鉄道施設の撤去により発生するレール、マ

クラギ等の再利用及び再資源化に努める。 

・既存構造物撤去及び建設工事により発生

する鉄骨、コンクリート塊等の建設廃棄物

の再資源化に努める。 

・建設泥土及び建設廃棄物等は、関係法令に

従い適正に処理する。 

品川区長期基本計画

【改訂版】 

（平成26年4月） 

【やすらぎとにぎわいの都市景観を形成する】 

①魅力的な個性ある都市景観を創出する 

・さらなる景観形成のための取り組みの推進 

・地域特性を活
い

かした景観形成 

 

 

 

 

【環境再生のまちをめざす】 

①低炭素社会への取り組みを推進する 

・省エネルギー・再生可能エネルギーへの取

り組みの推進 

②循環型社会への取り組みを推進する 

・ごみの発生抑制の推進 

・リサイクルの推進 

・ごみの適正処理の推進 

 

 

 

 

 

 

③生活環境対策を推進する 

・快適な生活環境の創出 

 

・換気施設等の形状や意匠等は、周辺景観や

地域景観になじむよう色彩等に配慮する。 

 

 

 

 

 

 

・鉄道施設による電力消費の効率化、省エネ

ルギー化に努める。 

 

・工事現場内で分別解体等を行うとともに、

建設工事における廃棄物の発生量を可能

な限り抑える。 

・鉄道施設の撤去により発生するレール、マ

クラギ等の再利用及び再資源化に努める。 

・既存構造物撤去及び建設工事により発生

する鉄骨、コンクリート塊等の建設廃棄物

の再資源化に努める。 

・建設泥土及び建設廃棄物等は、関係法令に

従い適正に処理する。 

 

・ロングレールや防音壁の設置を行い、鉄道

騒音・鉄道振動の低減を図る。 

・工事用仮囲い、粉じん飛散防止シート等に

より、粉じんの飛散防止を行う。 

・排出ガス対策に適応した建設機械の積極

的導入等を行う。 

・低騒音・低振動の建設機械を使用する。 

・建設工事においては、周辺への騒音・振動

を考慮した施工管理を行う。 

・周辺環境に配慮した施工計画を検討する。 
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表 3.4-3(2) 環境保全に関する計画等に配慮した事項（品川区） 

計画等 内容 配慮した事項 

品川区まちづくり 

マスタープラン 

(平成25年2月) 

【都市景観の整備方針】 

①活力に満ちた賑
にぎ

わいや調和の取れた景観の

創出 

・景観資源を活
い

かした魅力ある景観の形成 

 

 

 

 

【環境まちづくりの基本方針】 

①低炭素型都市の構築 

・開発等の機会を捉えた最先端の省エネルギ

ー技術の導入 

・公共施設や個別建築物における省エネルギ

ー対策の推進 

 

・換気施設等の形状や意匠等は、周辺景観や

地域景観になじむよう色彩等に配慮する。 

 

 

 

 

 

 

・鉄道施設による電力消費の効率化、省エネ

ルギー化に努める。 

品川区環境基本計画 

(平成30年3月) 

①「低炭素な暮らし・仕事・まち」の実現 

②「持続可能な循環型都市」の実現 

③「水とみどりがつなぐまち」の実現 

④「すこやかで快適な暮らし」の実現 

⑤「やすらぎとにぎわいの都市景観」の形成 

 

・鉄道施設による電力消費の効率化、省エネ

ルギー化に努める。 

・鉄道施設の撤去により発生するレール、マ

クラギ等の再利用及び再資源化に努める。 

・既存構造物撤去及び建設工事により発生

する鉄骨、コンクリート塊等の建設廃棄物

の再資源化に努める。 

・再生資材等を積極的に使用する。 

・ロングレールや防音壁の設置を行い、鉄道

騒音・鉄道振動の低減を図る。 

・工事用仮囲い、粉じん飛散防止シート等に

より、粉じんの飛散防止を行う。 

・排出ガス対策に適応した建設機械の積極

的導入等を行う。 

・低騒音・低振動の建設機械を使用する。 

・建設工事においては、周辺への騒音・振動

を考慮した施工管理を行う。 

・周辺環境に配慮した施工計画を検討する。 

品川区景観計画 

(平成23年1月) 

【臨海部市街地における景観形成基準】 

・壁面の位置の連続性や適切な隣棟間隔の確

保など、周辺の街並みに配慮した配置とす

る。 

・高さは、周辺建築物群のスカイラインとの

調和を図る。 

・周辺の主要な眺望点（道路、河川、公園な

ど）からの見え方に配慮する。 

・形態・意匠は建築物自体のバランスだけで

なく、周辺景観との調和を図る。 

・建築物に附帯する構造物や設備等は、建築

物本体との調和を図る。 

 

【水辺景観形成特別地区における景観形成基

準】 

・水域の自然特性を活かした配置とする。 

・臨海部の主要な眺望点（公園、ふ頭など）か

ら見たときに、圧迫感を感じさせないよう、

隣棟間隔を確保し、長大な壁面の工作物は

避ける。 

・形態・意匠は突出したものは避け、水辺沿

いや沿道の街並みとの調和、連続性を確保

する。 

・色彩は、色彩基準に適合するとともに、周

辺景観との調和に配慮したものとする。 

 

・換気施設等の形状や意匠等は、周辺景観や

地域景観になじむよう色彩等に配慮する。 
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表 3.4-4 環境保全に関する計画等に配慮した事項（大田区） 

計画等 内容 配慮した事項 

大田区基本構想 

(平成20年10月) 

【基本目標】 

①生涯を健やかに安心していきいきと暮ら

せるまち 

②まちの魅力と産業が世界に向けて輝く都

市 

③地域力と行政の連携がつくる人と地球に

優しいまち 

 

・建設泥土及び建設廃棄物等は、関係法令に

従い適正に処理する。 

・周辺環境に配慮した施工計画を検討する。 

 

・構造物の建設に当たっては、日照障害や風

害が生じないよう努める。 

・本事業により電波障害が生じる場合には対

策を講じる。 

・鉄道施設の撤去により発生するレール、マ

クラギ等の再利用及び再資源化に努める。 

・既存構造物撤去及び建設工事により発生す

る鉄骨、コンクリート塊等の建設廃棄物の

再資源化に努める。 

・再生資材等を積極的に使用する。 

大田区都市計画 

マスタープラン 

(平成23年3月) 

【環境にかかわる方針】 

①水と緑の整備方針 

②景観のまちづくり方針 

③環境のまちづくり方針 

 

【地域別構想】 

①国際空港と共生し未来に向かって躍動す

る臨海都市 

②水と緑の潤いのある環境づくり 

③景観づくり 

④地球環境にやさしいまちづくり 

 

・既存鉄道施設の活用及びトンネル構造の採

用により、改変区域を少なくするよう努め

る。 

・換気施設等の形状や意匠等は、周辺景観や

地域景観になじむよう色彩等に配慮する。 

・周辺環境に配慮した施工計画を検討する。 

・鉄道施設による電力消費の効率化、省エネ

ルギー化に努める。 

・鉄道施設の撤去により発生するレール、マ

クラギ等の再利用及び再資源化に努める。 

・既存構造物撤去及び建設工事により発生す

る鉄骨、コンクリート塊等の建設廃棄物の

再資源化に努める。 

大田区環境基本計画 

(後期) 

(平成29年3月) 

【環境と生活の好循環を礎とした持続可能

で快適な都市】 

①環境と産業の調和の実現と好循環の創出 

②快適で安全な暮らしの実現 

③低炭素社会の構築 

④自然共生社会の構築 

⑤循環型社会の構築 

⑥持続可能な地域づくりのための学習と参

加の場の創出 

 

・既存鉄道施設の活用及びトンネル構造の採

用により、改変区域を少なくするよう努め

る。 

・ロングレールや防音壁の設置を行い、鉄道

騒音・鉄道振動の低減を図る。 

・排出ガス対策に適応した建設機械の積極的

導入等を行う。 

・鉄道施設による電力消費の効率化、省エネ

ルギー化に努める。 

・鉄道施設の撤去により発生するレール、マ

クラギ等の再利用及び再資源化に努める。 

・既存構造物撤去及び建設工事により発生す

る鉄骨、コンクリート塊等の建設廃棄物の

再資源化に努める。 

・建設泥土及び建設廃棄物等は、関係法令に

従い適正に処理する。 

大田区景観計画 

(平成25年10月) 

【空港臨海部景観形成重点地区における景

観形成基準】 

・船舶、モノレール、高架道路や橋梁などか

らの見え方に配慮する。 

・空港臨海部の主要な眺望点（水上、対岸、

橋梁など）からの見え方に配慮する。 

・色彩は色彩基準に適合するとともに、空港

臨海部の開放感や産業活動の活気を感じ

させるものとする。 

 

・既存鉄道施設の活用及びトンネル構造の採

用により、改変区域を少なくするよう努め

る。 

・換気施設等の形状や意匠等は、周辺景観や

地域景観になじむよう色彩等に配慮する。 
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3.5 事業計画の策定に至った経過 

羽田空港アクセス線構想について、検討・審議された経過は以下のとおりである。 

 

・平成 27 年 7 月 10 日、東京都は、「広域交通ネットワーク計画について《交通政策審議会答申に向

けた検討のまとめ》」において、本構想を“整備について優先的に検討すべき路線”に位置づけた。 

・平成 28 年 4 月 20 日、交通政策審議会は、答申第 198 号「東京圏における今後の都市鉄道のあり方

について」において、本構想を“国際競争力の強化に資する鉄道ネットワークプロジェクト”に位

置づけた。 

・平成 30 年 7 月 3 日、当社は、グループ経営ビジョン「変革 2027」に掲げる“都市を快適に”を具

現化する上で中心的な役割を担うプロジェクトとして本構想を位置づけ、計画ルートのうち、「東

山手ルート」と「アクセス新線」を対象に、当社の鉄道ネットワークを活用した羽田空港へのダイ

レクトアクセスルートを実現する事業計画を策定した。 
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