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8.3 景観 

8.3.1 現況調査 

(1)調査事項及びその選択理由 

景観の現況調査の調査事項及びその選択理由は、表 8.3-1 に示すとおりである。 

 

表 8.3-1 調査事項及びその選択理由：景観 

調査事項 選択理由 

①地域景観の特性 

②代表的な眺望地点及び眺望の状況 

③土地利用の状況 

④都市の景観の保全に関する方針等 

⑤法令による基準等 

工事の完了後においては、破砕処理施設等の建設、既存破砕

処理施設等の解体により、計画地及びその周辺地域の景観に

変化が生じると考えられる。 

以上のことから、計画地及びその周辺地域について、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、計画地周辺とした。 

なお、代表的な眺望地点及び眺望の状況は、近景域～中景域に含まれるおおむね半径約 1.5km

の範囲を対象とした。 

 

(3)調査方法 

 1) 地域景観の特性 

地域景観の特性については、地形図及び土地利用現況図等の既存資料の整理・解析及び現地

踏査、写真撮影等の現地調査により、計画地及びその周辺における主要な景観構成要素を分類

整理した。 

 

 2) 代表的な眺望地点及び眺望の状況 

代表的な眺望地点は、景観の状況を適切に把握できる地点として、表 8.3-2 及び図 8.3-1

に示すとおり、中景域２地点、近景域４地点を選定した。 

眺望の状況は、代表的な眺望地点からの写真撮影とし、調査(写真撮影)時の諸データは、表 

8.3-3 に示すとおりである。 
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表 8.3-2 代表的な眺望地点及び選定理由 

図 No. 地点名 計画地からの距離 選定理由 

① 新川東水門北 
北西側 約 680m 

(中景域) 

「えどがわ百景」に選定されている新川東水門及び妙見島

を眺望できる地点であり、不特定多数の人の利用頻度が高

い地点として選定した。 

② 健康の道 
西側 約 150m 

(近景域) 

「えどがわ百景」に選定されている妙見島を眺望できる地

点であり、計画建築物等が容易に見渡せる場所かつ不特定

多数の人の利用頻度が高い地点として選定した。 

③ 浦安橋(西側) 
南西側 約 150m 

(近景域) 

「えどがわ百景」に選定されている妙見島を眺望できる地

点であり、計画建築物等が容易に見渡せる場所かつ不特定

多数の人の利用頻度が高い地点として選定した。 

なお、浦安橋は「うらやす景観資源リスト」において、水

辺の景観として、選定されている。 

④ 旧江戸川の堤防 
北東側 約 300m 

(近景域) 

「えどがわ百景」に選定されている妙見島を眺望できる地

点であり、計画建築物等が容易に見渡せる場所かつ不特定

多数の人の利用頻度が高い地点として選定した。 

なお、旧江戸川の堤防は「うらやす景観資源リスト」にお

いて、道路の景観として、選定されている。 

⑤ 浦安橋(東側)  
南東側 約 250km 

(近景域) 

「えどがわ百景」に選定されている妙見島を眺望できる地

点であり、計画建築物等が容易に見渡せる場所かつ不特定

多数の人の利用頻度が高い地点として選定した。 

なお、浦安橋は「うらやす景観資源リスト」において、水

辺の景観として、選定されている。 

⑥ 
境川西水門南 

(旧江戸川の堤防) 

南東側 約 720km 

(中景域) 

「えどがわ百景」に選定されている妙見島及び「うらやす

景観資源」に選定されている浦安橋、境川西水門を眺望で

きる地点であり、不特定多数の人の利用頻度が高い地点と

して選定した。 

注)図 No.は図 8.3-1 に対応する。 

資料）「えどがわ百景」(令和２年 10 月閲覧、江戸川区ホームページ) 

 

表 8.3-3 調査(写真撮影)時の諸データ 

項目 内 容 

撮影日・天候 現地調査：令和 2年 3月 12 日(木) 晴 

使用カメラ 一眼レフカメラ キヤノン EOS Kiss デジタル X 

使用レンズ キヤノン 18mm 広角レンズ 

焦点距離 18mm(35mm フィルム版 29mm 相当) 

撮影高さ 1.5m 

 

 3) 土地利用の状況 

既存資料の整理・解析を行った。 

 

 4) 都市の景観の保全に関する方針等 

既存資料の方針等を整理した。 

 

 5) 法令による基準等 

関係法令の基準等を整理した。 
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図 8.3-1 現地調査地点位置図(景観) 
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(4)調査結果 

 1) 地域景観の特性 

計画地及びその周辺地域における景観資源の分布状況は、表 8.3-4 及び図 8.3-2 に示すと

おりである。 

主な景観構成要素は、橋りょう、河川、公園等があげられる。 

また、計画地が位置する妙見島は、江戸川らしさを象徴する景観ポイントとして、「えどが

わ百景」に選定されている。 

 

表 8.3-4 計画地及びその周辺地域における景観資源 

No. 区市 名称 所在地 

1 
江戸川区、 

市川市、浦安市 
旧江戸川 

江戸川区、 

市川市、浦安市 

2 江戸川区 新川東水門 東葛西 1丁目、江戸川五丁目 

3  妙見島 東葛西 3丁目 

4 市川市 広尾防災公園 広尾 2-3-2 

5 浦安市 浦安橋 当代島 1丁目 

6  旧江戸川の歩道 当代島 2丁目～堀江 5丁目 

7  東西線鉄橋 猫実 5丁目 

8  リンド技師記念碑、境川西水門 堀江 4丁目 

9  堀江ドッグ 堀江 5丁目 

注)No.は図 8.3-1 と対応している。 

資料）「えどがわマップ(地図情報)」(令和２年 10 月閲覧、江戸川区ホームページ) 

   「いちかわ景観 100 選」(平成 19 年 10 月、市川市) 

   「うらやす景観資源リスト」(令和２年 10 月閲覧、浦安市ホームページ) 

 

 2) 代表的な眺望地点及び眺望の状況 

代表的な眺望地点からの眺望の状況は、表 8.3-5 に示すとおりある。 

 

 3) 土地利用の状況 

計画地周辺の土地利用は、「8.1 大気汚染 8.1.1 現況調査 (4)調査結果 4)土地利用」(p.76

～77 参照)に示すとおりであり、低層建物が密集しており、遠方から妙見島を視認することは

難しく、眺望点は旧江戸川の堤防や橋梁に限られる。 
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図 8.3-2 計画地及びその周辺地域の代表的な景観資源位置図 
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表 8.3-5(1) 代表的な眺望地点及び眺望の状況 

地 点 名：①新川東水門北 

眺望の状況：妙見島北側の工場等に遮られ、既存破砕処理施設は視認できない。 

 

 

表 8.3-5(2) 代表的な眺望地点及び眺望の状況 

地 点 名：②健康の道 

眺望の状況：計画地西側の遮音壁により、既存破砕処理施設は視認できない。なお、遮音壁の

上部から併設するアスファルトプラント、リサイクルプラント及び煙突が視認で

きる。 
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表 8.3-5(3) 代表的な眺望地点及び眺望の状況 

地 点 名：③浦安橋(西側) 

眺望の状況：計画地南側の防音建屋により、既存破砕処理施設は視認できない。なお、併設す

るアスファルトプラント、リサイクルプラント及び煙突が視認できる。 

 

 

表 8.3-5(4) 代表的な眺望地点及び眺望の状況 

地 点 名：④旧江戸川の堤防 

眺望の状況：計画地東側の資材置場により、既存破砕処理施設は視認できない。なお、併設す

るアスファルトプラント、リサイクルプラント及び煙突が視認できる。 
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表 8.3-5(5) 代表的な眺望地点及び眺望の状況 

地 点 名：⑤浦安橋(東側) 

眺望の状況：計画地東側及び南側の遮音壁により、既存破砕処理施設は視認できない。なお、

併設するアスファルトプラント、リサイクルプラント及び煙突が視認できる。 

 

 

表 8.3-5(6) 代表的な眺望地点及び眺望の状況 

地 点 名：⑥境川西水門南(旧江戸川の堤防) 

眺望の状況：東西線鉄橋に遮られ、既存破砕処理施設は視認できない。なお、鉄橋の間から、

併設するアスファルトプラント、リサイクルプラントがわずかに視認できる。 
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 4) 都市の景観の保全に関する方針等 

ア  東京都環境基本計画(平成 28 年３月) 

「東京都環境基本計画」は、景観の保全に関する指針として東京の各ゾーンに示す「地域

別配慮の指針」、事業の種類別に示す「事業別配慮の指針」をそれぞれ定めており、計画地及

びその周辺地域のゾーン区分は、「東京湾ウォーターフロント活性化ゾーン」に属している。 

 

イ  東京都景観計画(平成 30 年８月改訂) 

東京都では、景観法を活用した届出制度や景観重要公共施設の指定などに加え、都独自の

取組として、大規模建築物等の事前協議制度など、良好な景観形成を図るための具体的な施

策を「東京都景観計画」として定めている。 

 

ウ  江戸川区景観計画(平成 23 年 4 月) 

この計画は、景観法に基づく景観計画であり、江戸川区街づくり基本プランを上位計画と

し、江戸川区の良好な景観形成に関する取組の方向性や施策を示した総合的な計画として、

「水と緑に育まれた多様な『江戸川らしさ』を活かした景観まちづくり」を目標に掲げてい

る。 

計画地は、本計画に示される「大河川景観軸」に指定されており、豊かな水と緑と開放的

な空間の中で、楽しみと癒しを感じる景観形成を図ることを目標とし、以下の方針を掲げて

いる。 

・豊かな水と緑を保全し、生き物や植物の命を感じる景観を守る 

・ダイナミックなスケールの中で癒しを感じる景観を守る 

・多様なレクリエーションによる活気ある景観を育てる 

・周辺に広がる景観資源を意識した水辺の景観をつくる 

・周辺のまちづくりや関係自治体と連携した景観づくりを進める 

また、表 8.3-6、表 8.3-7 及び表 8.3-8 に示す景観形成基準が示されている。 
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表 8.3-6 建築物の景観形成基準 

 景観形成基準 

区内共通基準 大河川景観軸基準 

配置 

道路などの公共空間と連続したオープンスペ

ースを確保するなど、歩行者空間の快適性に配

慮した配置とする。 

河川や河川沿いの道路に面する場合は、河川敷

等を歩く歩行者が水辺を楽しめるよう、水辺側

にオープンスペースを設置するなど、公共空間

と一体となった配置に配慮する。 

隣接する壁面の位置の考慮や、適切な隣棟間隔

の確保など、ゆとりあるまちなみに配慮した配

置とする。 

河川側に建築物の顔を向けるなど河川に配慮

した配置とする。 

― 

橋詰の広場などに接する場合は、橋や河川など

からのアイストップを設けるなど、ゆとりある

まちなみに配慮した配置とする。 

敷地内や周辺に歴史的な資源や樹木をはじめ

とする残すべき自然などがある場合、それらを

生かした配置とする。 

― 

高さ 

規模 

周辺の主要な眺望点(道路、河川、公園など)か

らの見え方を検討し、高さは、周辺の建築物群

のスカイラインとの調和を図る。 

建築物は、河川堤防、橋や水上などからの見 

え方に配慮する。 

形態 

意匠 

色彩 

形態・意匠は、建築物自体のデザイン・バラン

スだけでなく周辺景観(周辺建築物など)との

調和を図り、長大な壁面及び単調な壁面を避け

るなど圧迫感の軽減を図る。 

― 

色彩は、別表の色彩基準に適合するとともに、

色彩・素材は、周辺景観(周辺建築物など)との

調和を図る。 

色彩・素材は、河川や街路樹の緑との調和を図

る。 

建築物に附帯する構造物や設備等は、建築物本

体との調和を図り、これらの構造物や設備等が

周囲に露出して見えないように配慮する。 

― 

公開空地 

外構 

緑等 

外構空間は、敷地内のデザインだけでなく、隣

接する敷地など周辺のまちなみと調和を図っ

た色調や素材とし、隣接するオープンスペース

との連続性を確保する。 

― 

敷地内はできる限り緑化を図り、周辺の河川、

公園、街路樹の緑と連続させ、周辺環境に適し

た樹木を配置するとともに、良好な生育が可能

となるような植栽地盤を工夫する。また、屋上

緑化や壁面緑化などに配慮する 

― 

過度な明るさの照明は避け、周辺環境と調和す

るよう配慮する。 

河川に過度な明るさの照明は向けないよう配

慮する。 

駐車場や駐輪場は、できる限り外部から視認で

きないように配慮するとともに、その出入口

は、周辺のまちなみとの調和を図る。 

― 

資料)「江戸川区景観計画」(平成 23 年 4月、江戸川区) 
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表 8.3-7 工作物の景観形成基準 

 景観形成基準 

区内共通基準 大河川景観軸基準 

配置 

道路などの公共空間と連続したオープンスペ

ースを確保するなど、歩行者空間の快適性に配

慮した配置とする。 

河川や河川沿いの道路に面する場合は、河川 

敷等を歩く歩行者が水辺を楽しめるよう、水辺

側にオープンスペースを設置するなど、公共空

間と一体となった配置に配慮する。 

規模 

周囲の公園、道路、河川などから見たときに、

圧迫感を感じさせないような隣棟間隔を確保

し、長大な壁面の工作物は避ける。 

工作物は、河川堤防、橋や水上などからの見え

方に配慮する。 

形態 

意匠 

色彩 

色彩は、(別表)の色彩基準に適合するととも

に、色彩・素材は、周辺景観(周辺建築物など)

との調和を図る(ただし、コースターなどの遊

戯施設で、壁面と認識できる部分をもたない工

作物を除く。)。 

― 

― 

外構空間は敷地内のデザインだけでなく、道 

路、公園、隣接する敷地やオープンスペースと

の連続性に配慮し、周辺のまちなみと調和を図

った色調や素材とする。 

外構 

緑等 
― 

敷地内はできる限り緑化を図り、周辺の緑との

連続性を確保する。 

資料)「江戸川区景観計画」(平成 23 年 4月、江戸川区) 

 

表 8.3-8 景観形成基準に定める色彩基準(別表) 

大河川景観軸 

(基準 A) 
色相 明度 彩度 備考 

外壁基本色 

(外壁面の 4/5 以上) 

0.1R～5.0YR 
6 以上 8.5 未満 4 以下 木材、土壁、石材などの

自然材料、無着色のガ

ラスやレンガなどの材

料を使用する場合は、

窓口に相談。 

また、地区計画など、独

自に色彩基準を定める

場合は、景観審議会に

意見を聴取したうえ

で、基準によらないこ

とができる。 

8.5 以上 1.5 以下 

5.1R～5.0Y 
6 以上 8.5 未満 4 以下 

8.5 以上 2 以下 

その他 
6 以上 8.5 未満 2 以下 

8.5 以上 1 以下 

外壁強調※ 

(外壁面の 1/5 以下) 

― ― ― 

― ― ― 

― ― ― 

屋根色 

(勾配屋根) 

0.1R～5.0YR ― 2 以下 

5.1R～5.0Y ― 4 以下 

その他 ― 2 以下 

注１)大河川景観軸(基準 A)の対象となる行為は、高さ 15m 以上又は延べ床面積 1,000m2以上の建築物、高さ 15m

以上又は築造面積 1,000m2以上の工作物。 

※外壁強調色が指定されていない場合には、壁面の全ての箇所で外壁基本色の基準を満たさなければならない。 

資料)「江戸川区景観計画」(平成 23 年 4月、江戸川区) 
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エ  浦安市景観計画(平成 21 年６月) 

この計画は、景観まちづくりへの取り組みを総合的に定める計画であり、景観の形成の基

本的な方針、建築物などの景観形成の基準、景観形成上重要な公共施設の位置付けや整備の

方針、市民との協働による景観まちづくりの考え方などを定めている。また、景観計画区域

である市全域を「拠点」「ゾーン」「景観重点区域」に区分し、景観まちづくりの基本的な考

え方として「目標」と「方針」を定めている。 

 

 5) 法令による基準等 

ア  都市計画法 

「都市計画法」に基づく計画地周辺における用途地域の指定状況は、計画地は準工業地域

に指定されており、周辺地域は主に第一種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住

居地域、近隣商業地域及び準工業地域に指定されている。 

 

イ  景観法(平成 16 年、法律第 110 号) 

景観計画の策定その他の施策を総合的に講ずることにより、美しく風格のある国土の形成、

潤いのある豊かな生活環境の創造及び個性的で活力ある地域社会の実現を図ることを目的

としている。事業者の責務としては、基本理念にのっとり、土地の利用等の事業活動に関し、

良好な景観の形成に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する良好な景観の形成

に関する施策に協力しなければならないとしている。 

また、景観計画に係る景観計画区域内においては、「建築物又は工作物の形態意匠の制限」、

「建築物又は工作物の高さの最高限度又は最低限度」、「壁面の位置の制限又は建築物の敷地

面積の最低限度」等が定められている。 
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ウ  東京都景観条例(平成 18 年、東京都条例第 136 号) 

この条例は、良好な景観の形成に関し、景観法(平成 16 年、法律第 110 号)の規定に基づく

景観計画の策定や行為の規制等について必要な事項を定めるとともに、東京都、都民及び事

業者の責務を明らかにするほか、大規模建築物等の建築等に係る事前協議の制度を整備する

ことなどにより、地形、自然、まち並み、歴史、文化等に配慮した都市づくりを総合的に推

進し、もって美しく風格のある東京を形成し、都民が潤いのある豊かな生活を営むことがで

きる社会の実現を図ることを目的としている。 

 

エ  江戸川区景観条例(平成 22 年、江戸川区条例第 28 号) 

この条例は、景観法(平成 16 年、法律第 110 号)の規定に基づく景観計画の策定、行為の規

制等について必要な事項を定めるとともに、水と緑豊かな景観、歴史ある景観等の良好な景

観の形成又は保全に必要な事項を定めることにより、江戸川区、区民及び事業者が協働して、

我がまちに誇りを持てる美しい景観を創造することを目的としている。 

 

オ  千葉県良好な景観の形成の推進に関する条例(平成 20 年、千葉県条例第３号) 

この条例は、良好な景観の形成について、基本理念を定め、県の責務並びに県民、事業者

及び県に来訪する者の役割を明らかにするとともに、良好な景観の形成に関する施策を総合

的に推進することにより、美しく魅力ある県土の形成、潤いのある豊かな生活環境の創造及

び個性的で活力ある地域社会の実現を図り、もって県民生活の向上並びに県民経済及び地域

社会の健全な発展に寄与することを目的としている。 

 

カ  浦安市景観条例(平成 20 年、浦安市条例第 35 号) 

この条例は、良好な景観の形成について、基本理念を定め、市、事業者及び市民の責務等

を明らかにし、景観法(平成 16 年、法律第 110 号)の施行に関し必要な事項を定めるととも

に、良好な景観の形成を推進するための施策を講ずることにより、各主体による景観まちづ

くりを推進し、潤いのある豊かな生活環境の創造及び個性的で活力ある地域社会の実現を図

り、もって本市の健全な発展に寄与するとともに、良好な景観を次世代に継承することを目

的としている。 
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8.3.2 予測 

(1)予測事項 

予測事項は、工事の完了後における主要な景観構成要素の改変の程度及び地域景観の特性の

変化の程度、代表的な眺望地点からの眺望の変化の程度とした。 

 

(2)予測の対象時点 

工事が完了した時点とした。 

 

(3)予測地域 

現地調査の範囲及び地点とした。 

 

(4)予測方法 

 1) 主要な景観構成要素の改変の程度及び地域景観の特性の変化の程度 

対象事業の種類及び規模、地域景観の特性を考慮した定性的な予測とした。 

 

 2) 代表的な眺望地点からの眺望の変化の程度 

代表的な眺望地点からの眺望の変化の程度を完成予想図(フォトモンタージュ)の作成等に

より予測した。 

 

(5)予測結果 

 1) 主要な景観構成要素の改変の程度及び地域景観の特性の変化の程度 

計画地周辺は低層建物、低層建物密集地が多く存在し、計画地を挟む旧江戸川両岸の堤防に

はサイクリングロードやウォーキングコースが整備されており、河川環境に恵まれた景観特

性を有している。 

また、計画地が位置する妙見島は旧江戸川の中州にあり、江戸川らしさを象徴する景観ポイ

ントとして、「えどがわ百景」に選定されている。 

本事業は、既存破砕処理施設に隣接する敷地において、新たに破砕処理設施設を整備するも

のである。工事の完了後の主な建築物等は破砕処理施設、再生製品ヤードであり、基本的な景

観構成要素の変化はなく、地域景観の特性の変化の程度は小さいと予測する。 

 

 2) 代表的な眺望地点からの眺望の変化の程度 

代表的な眺望地点からの眺望景観の変化の程度は、表 8.3-9 に示すとおりである。 

工事の完了後の主な建築物等は破砕処理施設、再生製品ヤードであり、基本的な景観構成要

素の変化はない。 

また、建築物等の高さは周辺の建物群のスカイラインに調和した計画とすることから、眺望

に大きな変化を及ぼさないものと予測する。 
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表 8.3-9(1) 代表的な眺望地点からの眺望景観の変化(①新川東水門北) 

現況 

 

工事の 

完了後 

 

眺望景観 

の変化 

・現況 

計画地の北側に位置する「新川東水門

北」から計画地を望む地点である。この

地点は、サイクリングコース及びウォー

キングコースの利用者が計画地を目に

する地点である。 

 

・工事の完了後 

妙見島北側にある工場等に遮られ、破

砕処理施設及び再生製品ヤードは視認

できない。 

 

  

再生製品ヤード

↓ 

破砕処理施設

↓
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表 8.3-9(2) 代表的な眺望地点からの眺望景観の変化(②健康の道)  

現況 

 

工事の 

完了後 

 

眺望景観 

の変化 

・現況 

計画地の西側に位置する「健康の道」

から計画地を望む地点である。この地点

は、サイクリングコース及びウォーキン

グコースの利用者が計画地を目にする

地点である。 

・工事の完了後 

遮音壁の上部から再生製品ヤードの

一部が視認できるようになる。眺望の変

化はあるが、基本的な景観構成要素の変

化はない。また、建築物等の高さは周辺

の建物群のスカイラインに調和した計

画とすることから、周辺に著しい影響を

及ぼすことはない。 
 

アスファルトプラント

リサイクルプラント 

↓ 
再生製品ヤード

↓ 
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表 8.3-9(3) 代表的な眺望地点からの眺望景観の変化(③浦安橋(西側)) 

現況 

 

工事の 

完了後 

 

眺望景観 

の変化 

・現況 

計画地の南西側に位置する「浦安橋西

側」から計画地を望む地点である。この

地点は、浦安橋の利用者が計画地を目に

する地点である。 

・工事の完了後 

併設するアスファルトプラント、リサ

イクルプラントの前面に遮音壁が設置

され、背後に再生製品ヤードの一部が視

認できるようになる。眺望の変化はある

が、基本的な景観構成要素の変化はな

い。また、建築物等の高さは周辺の建物

群のスカイラインに調和した計画とす

ることから、周辺に著しい影響を及ぼす

ことはない。 

 

アスファルトプラント

リサイクルプラント 

↓ 

再生製品ヤード

↓ 

遮音壁 
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表 8.3-9(4) 代表的な眺望地点からの眺望景観の変化(④旧江戸川の堤防) 

現況 

 

工事の 

完了後 

 

眺望景観 

の変化 

・現況 

計画地の北東側に位置する「旧江戸の

堤防」から計画地を望む地点である。こ

の地点は、旧江戸川の堤防の利用者が計

画地を目にする地点である。 

・工事の完了後 

破砕処理施設と同時に設置される遮

音壁の上部から破砕処理施設の一部が

視認できるようになる。眺望の変化はあ

るが、基本的な景観構成要素の変化はな

い。また、建築物等の高さは周辺の建物

群のスカイラインに調和した計画とす

ることから、周辺に著しい影響を及ぼす

ことはない。 
 

アスファルトプラント 

リサイクルプラント 

↓ 
事務所、資材置場

↓ 

破砕処理施設 

↓ 

遮音壁
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表 8.3-9(5) 代表的な眺望地点からの眺望景観の変化(⑤浦安橋(東側)) 

現況 

 

工事の 

完了後 

 

眺望景観 

の変化 

・現況 

計画地の南東側に位置する「浦安橋東

側」から計画地を望む地点である。この

地点は、浦安橋の利用者が計画地を目に

する地点である。 

・工事の完了後 

事務所、資材置場の上部から破砕処理

施設の一部が視認できるようになる。ま

た、計画地南東側及び北東側には遮音壁

が設置される。眺望の変化はあるが、基

本的な景観構成要素の変化はない。ま

た、建築物等の高さは周辺の建物群のス

カイラインに調和した計画とすること

から、周辺に著しい影響を及ぼすことは

ない。 

 

アスファルトプラント

リサイクルプラント 

↓ 破砕処理施設

↓ 

↑ 

事務所、資材置場

遮音壁 

遮音壁
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表 8.3-9(6) 代表的な眺望地点からの眺望景観の変化(⑥境川西水門南) 

現況 

 

工事の 

完了後 

 

眺望景観 

の変化 

・現況 

計画地の南側に位置する「境川西水門

南」から計画地を望む地点である。この

地点は、旧江戸川の堤防の利用者が計画

地を目にする地点である。 

 

・工事の完了後 

東西線の鉄橋に遮られ、破砕処理施設

及び再生製品ヤードは視認できない。 

 

  

破砕処理施設

↓ 

再生製品ヤード

↓ 
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8.3.3 環境保全のための措置 

(1)予測に反映した措置 

・建築物等の外観意匠については、「江戸川区景観計画」に定める景観形成基準に基づいた周

辺環境と調和したデザインとする。 

・建築物等は、周辺の建物群のスカイラインに調和した高さとする。 

 

(2)予測に反映しなかった措置 

・再生製品ヤードの屋上緑化など、緑化を図る(p.30 参照)。 

・色彩は、「江戸川区景観計画」に定められた色彩基準に基づいたものとする。 

・「江戸川区景観条例」に基づく届出を行い、景観に配慮した計画とする。 

 

8.3.4 評価 

(1)評価の指標 

 1) 主要な景観構成要素の改変の程度及びその改変による地域景観の特性の変化の程度 

「江戸川区景観計画」に定められた景観形成の目標である「水と緑に育まれた多様な『江戸

川らしさ』を活かした景観まちづくり」を評価の指標とした。 

 

 2) 代表的な眺望地点からの眺望の変化の程度 

「江戸川区景観計画」に定められた「大河川景観軸」の景観形成基準を評価の指標とした。 

 

(2)評価の結果 

 1) 主要な景観構成要素の改変の程度及びその改変による地域景観の特性の変化の程度 

本事業は、既存破砕処理施設に隣接する敷地において、新たに破砕処理設施設を整備するも

のである。工事の完了後の主な建築物等は破砕処理施設、再生製品ヤードであり、基本的な景

観構成要素の変化はなく、地域景観の特性の変化の程度は小さい。 

また、周辺の環境に調和した色彩や屋上緑化などにより施設の視認性を和らげることで、評

価の指標とした「水と緑に育まれた多様な『江戸川らしさ』を活かした景観まちづくり」を満

足すると考える。 

 

 2) 代表的な眺望地点からの眺望の変化の程度 

工事の完了後の主な建築物等は破砕処理施設、再生製品ヤードであり、基本的な景観構成要

素の変化はない。 

また、建築物等は「江戸川区景観計画」に定められた景観形成基準に基づき、周辺の建物群

のスカイラインに調和した高さ、外観意匠、色彩とすることで、周辺の環境に調和した景観を

創出できることから、眺望に大きな変化を及ぼさないと考える。 

したがって、評価の指標を満足すると考える。 
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