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(3) 都市計画法に基づく指定の状況 

計画地及びその周辺の「都市計画法」（昭和 43 年６月、法律第 100 号）に基づく用途地

域図は図 6.1.4-2 に示すとおりである。 

計画地は準工業地域及び商業地域（一部）に指定されている。計画地の周囲は近隣商業

地域、商業地域に指定されており、住居系の用途地域としては、計画地の東側約 150ｍに

第一種住居地域、計画地の南西側約 200ｍに第一種中高層住宅専用地域の指定がみられる。 
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図 6.1.4-2 計画地周辺の用途地域図  
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(4) 公共施設等 

計画地周辺の主な公共施設等は表 6.1.4-2(1)～(2)及び図 6.1.4-3 に示すとおりであ

る。 

計画地に近い公共施設等としては、計画地北西側約 70ｍに「あい保育園王子（№29）」

及び「ポピンズナーサーリースクール王子（№31）」が、南側約 130ｍに、「グローバルキ

ッズ王子園（N0.33）」が、南東側約 110ｍに「グランダ王子（№51）」がある。 

 

表 6.1.4-2(1) 計画地周辺の主な公共施設等 

種別 № 施設名称 所在地 

幼稚園 

1 たきさん幼稚園 北区滝野川 1-12-27 

2 いなり幼稚園 北区岸町 1-12-25 

3 桜輪幼稚園 北区堀船 1-34-12 

4 島田第一幼稚園 北区西ケ原 2-44-9 

小学校 

5 王子第二小学校 北区王子本町 2-2-5 

6 豊川小学校 北区豊島 3-10-23 

7 堀船小学校 北区堀船 2-11-9 

8 柳田小学校 北区豊島 2-11-20 

9 滝野川第三小学校 北区滝野川 1-12-27 

中学校 

10 王子桜中学校 北区王子 2-7-1 

11 明桜中学校 北区王子 6-3-23 

12 堀船中学校 北区堀船 2-23-20 

13 私立桜丘中学校 北区滝野川 1-51-12 

14 私立順天中学校 北区王子本町 1-17-13 

15 私立駿台学園中学校 北区王子 6-1-10 

高等学校 

16 私立安部学院高等学校 北区栄町 35-4 

17 私立桜丘高等学校 北区滝野川 1-51-12 

18 私立順天高等学校 北区王子本町 1-17-13 

19 私立駿台学園高等学校 北区王子 6-1-10 

20 都立飛鳥高等学校 北区王子 6-8-8 

保育所 

21 王子北保育園 北区王子 3-23-7-113 

22 王子保育園 北区王子 6-1-15 

23 豊川保育園 北区王子 6-4-10 

24 豊島つぼみ保育園 北区豊島 3-10-23 

25 堀船南保育園 北区堀船 2-22-1-101 

26 堀船南保育園（分園） 北区堀船 3-16-11-105 

27 音無つぼみ保育園 北区滝野川 2-52-9 

28 栄町保育園 北区栄町 33-3 

29 あい保育園王子 北区王子 1-27-8 

30 王子隣保館保育園 北区王子 2-19-21 

31 ポピンズナーサリースクール王子 北区王子 1-23-5 ドラゴンビル 4 階 

32 クラブ保育園 北区豊島 3-4-15 

33 グローバルキッズ王子園 北区堀船 1-1-2 

34 木の実保育園 北区堀船 3-23-6 

35 おうじ絆保育園（分園） 北区滝野川 2-43-5 

36 ゆうひがおか保育園豊島 北区豊島 1-34-1 

37 ぬくもりのおうち保育飛鳥山園 北区滝野川1-63−6藤和シティコープ飛鳥山公園 

38 ぽけっとランド王子 北区王子本町 1-1-18 
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表 6.1.4-2(2) 計画地周辺の主な公共施設等 

種別 № 施設名称 所在地 

病院 

39 社会福祉法人 新栄会滝野川病院 北区滝野川 2-32-12 

40 
医療法人社団 中央白報会 
白報会王子病院 

北区王子 2-14-13 

41 王子生協病院 北区豊島 3-4-15 

42 花と森の東京病院 北区西ケ原 2-3-6 

福祉施設 

43 王子東児童館 北区王子 6-2-60 

44 栄町子どもセンター 北区栄町 33-3 

45 滝野川東児童館 北区滝野川 1-46-7 

46 名主の滝老人いこいの家 北区岸町 1-15-25 

47 滝野川老人いこいの家 北区滝野川 1-46-7 

48 王子光照苑 北区王子 3-3-1 

49 滝野川病院附属 介護老人保健施設 北区滝野川 2-32-12 

50 家族の家 ひまわり王子 北区豊島 4-16-28 

51 グランダ王子 北区堀船 1-6-6 

52 有料老人ホーム サニーライフ王子 北区堀船三丁目 8-17 

53 グループホームあすか王子 北区豊島 3-1-13 

54 せらび 王子 北区船堀 1-23-8 

55 ほくと ひまわりの家 北区西ケ原 2-24-8 

図書館 
56 中央図書館分室 北区豊島 1-14-12 王子区民センター2階 

57 豊島図書館 北区豊島 3-27-22 豊島区民センター1階 
注1）「保育所」は認可保育園及び認証保育所とした。 

注2）「病院」とは患者20人以上の収容施設を有するものをいう。 

注3）「福祉施設」は老人福祉施設、高齢者施設及び児童福祉施設等とした。 

資料:「区立幼稚園・こども園一覧（2017年４月現在）」（北区）（http://www.city.kita.tokyo.jp/gakkoshien/k

osodate/hoikuen/yochien/kuritsu/ichiran/index.html）（令和元年６月閲覧） 

「私立幼稚園（北区内）一覧（2019年３月現在）」（北区）（http://www.city.kita.tokyo.jp/k-ouen/kosoda

te/hoikuen/yochien/shiritsu/ichiran/index.html）（令和元年６月閲覧） 

「小学校一覧（区立）（2018年９月現在）」（北区）（http://www.city.kita.tokyo.jp/gakkoshien/kosodate

/shogakko/gakkojoho/kuritsu/index.html）（令和元年６月閲覧） 

「中学校一覧（区立）（2019年４月現在）」（北区）（http://www.city.kita.tokyo.jp/gakkoshien/kosodate

/shogakko/gakkojoho/kuritsu-02/index.html）（令和元年６月閲覧） 

「東京都知事が認可している私立中学校の一覧（平成31年４月現在）」（東京都生活文化局）（http://www.s

eikatubunka.metro.tokyo.jp/shigaku/ninka/0000000140.html）（令和元年６月閲覧） 

「平成31年度都立高等学校等一覧（平成31年４月１日現在）」（東京都教育委員会）（http://www.kyoiku.me

tro.tokyo.jp/school/high_school/list.html）（令和元年８月閲覧） 

「東京都知事が認可している私立高等学校の一覧（平成31年４月現在）」（東京都生活文化局）（http://www.

seikatubunka.metro.tokyo.jp/shigaku/ninka/0000000140.html）（令和元年６月閲覧） 

「認可保育園一覧（2019年６月現在）」（北区）（http://www.city.kita.tokyo.jp/k-hoiku/kosodate/hoiku

en/hoikuen/ninka/ichiran.html）（令和元年６月閲覧） 

「北区内の認証保育所一覧（令和元年８月1日現在）」（北区）（http://www.city.kita.tokyo.jp/k-hoiku/k

osodate/hoikuen/hoikuen/ninkagai/hoiku-04.html）（令和元年８月閲覧） 

「医療機関届出情報（地方厚生局）施設一覧リスト（2019年４月現在）」（医療介護情報局）（https://carem

ap.jp/facilities/map/prefIds:13/cityIds:13117/key1:1/mtbNotificationId:/list_type:list/）（令和

元年６月閲覧） 

「最新の施設等一覧（平成30年10月１日時点）」（東京都福祉保健局）（http://www.fukushihoken.metro.to

kyo.jp/kiban/fukushi_shisetsu/shs_list/shisetsuitiran.html）（令和元年６月閲覧） 

「北区立図書館一覧（平成30年１月更新）」（北区立図書館）（https://www.library.city.kita.tokyo.jp/v

iewer/info.html?id=46）（令和元年６月閲覧）を基に作成  

http://www.city.kita.tokyo.jp/gakkoshien/k
http://www.city.kita.tokyo.jp/k-ouen/kosoda
http://www.city.kita.tokyo.jp/gakkoshien/kosodate
http://www.city.kita.tokyo.jp/gakkoshien/kosodate
http://www.s
http://www.kyoiku.me
http://www.
http://www.city.kita.tokyo.jp/k-hoiku/kosodate/hoiku
http://www.city.kita.tokyo.jp/k-hoiku/k
https://carem
http://www.fukushihoken.metro.to
https://www.library.city.kita.tokyo.jp/v
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図 6.1.4-3 計画地周辺の主な公共施設等 
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(5) 公園等 

計画地周辺の公園等は表 6.1.4-3 及び図 6.1.4-4 に示すとおりである。 

計画地に近い公園等としては、計画地北側約 120ｍに「あすか緑地（No.1）」、西側約 50

ｍに「王子駅前公園（No.3）」、東側約 140ｍに「東王子公園（No.15）」及び「堀船一丁目

公園（No.17）」、南側約 70ｍに「堀船一丁目児童遊園（No.36）」がある。 

 

表 6.1.4-3 計画地周辺の公園等 

種別 № 施設名称 所在地 

公園・緑地 

1 あすか緑地 北区豊島 2-10 先 

2 飛鳥山公園 北区王子 1-1-3 

3 王子駅前公園 北区王子 1-7-1 

4 王子三丁目公園 北区王子 3-23-33 

5 王子四丁目公園 北区王子 4-1-16 

6 王子六丁目公園 北区王子 6-2-20 

7 音無さくら緑地 北区王子本町 1-6 先 

8 音無親水公園 北区王子本町 1-1-1 先 

9 栄町ふれあい公園 北区栄町 33-2 

10 醸造試験所跡地公園 北区滝野川 2-6-30 

11 滝野川公園 北区西ケ原 2-1-8 

12 豊島公園 北区王子 6-3-45 

13 名主の滝公園 北区岸町 1-15-25 

14 白山堀公園 北区堀船 3-11-17 

15 東王子公園 北区堀船 2-19-18 

16 堀船公園 北区堀船 2-10-5 

17 堀船一丁目公園 北区堀船 1-15-9 

18 堀船第三公園 北区堀船 2-22-3 

19 堀船第二公園 北区堀船 2-27-17 

20 柳田公園 北区王子 1-20-1 

児童遊園 

21 王子六丁目 北区王子 6-2-60 

22 大原 北区滝野川 1-78-8 

23 上中里三丁目 北区上中里 3-12-4 

24 栄町北 北区栄町 24-12 

25 栄町南 北区栄町 7-12 

26 滝野川馬場 北区滝野川 2-30-29 

27 ちんちん山 北区岸町 2-1-11 先 

28 豊島七丁目南 北区豊島 7-4-1 

29 豊島八幡 北区豊島 2-19-15 

30 豊島四丁目南 北区豊島 4-14-1 

31 豊島四丁目 北区豊島 4-17-9 

32 豊川 北区豊島 3-11-11 

33 豊川 北区豊島 7-7-4 

34 西ケ原二丁目 北区西ケ原 2-19-11 

35 東十条南 北区東十条 1-2-1 

36 堀船一丁目 北区堀船 1-5-6 

37 堀船一丁目いこい 北区堀船 1-23-1 

38 堀船三丁目 北区堀船 3-1-16 

39 堀船三丁目西 北区堀船 3-16-3 

40 堀船二丁目 北区堀船 2-25-13 

資料：「区立公園・緑地の一覧（平成29年５月現在）」（北区） 

「区立児童遊園の一覧（平成29年６月現在）」（北区） 

（http://www.city.kita.tokyo.jp/d-douro/jutaku/koen/annai.html）（令和元年６月閲覧）を基に作成 

http://www.city.kita.tokyo.jp/d-douro/jutaku/koen/annai.html
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図 6.1.4-4 計画地周辺の公園等  
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6.1.5 水域利用 

(1) 河川の状況 

計画地周辺の一級河川の概要は表 6.1.5-1 に、位置は図 6.1.5-1 に示すとおりである。 

計画地周辺には一級河川である隅田川、石神井川がある。 

隅田川は北区内の岩淵水門で荒川から分派し、東京の東部低地帯の沿川７区（北区、足

立区、荒川区、墨田区、台東区、中央区、江東区）を南北に流れ、東京湾に注ぐ、延長約

23.5km の荒川水系の一級河川である。 

石神井川は、小平市内を水源とし、西東京市、練馬区、板橋区を経て北区内で隅田川に

合流する、延長約 25.2km の荒川水系の一級河川である。 

 

表 6.1.5-1 計画地周辺の一級河川の概要 

河川名 種別 水源 
流路延長 

（km） 

流域面積 

（km2） 

隅田川 一級河川 
北区志茂五丁目地先 

（岩淵水門で荒川から分派）
23.5 

690.3 
（上流部の新河岸
川を合わせて） 

石神井川 一級河川 
小平市花小金井南町三丁
目地内 

25.2 73.1 

資料：「荒川水系隅田川流域河川整備計画」（平成28年６月、東京都） 

「荒川水系石神井川河川整備計画」（平成28年３月、東京都） 

（http://www.kensetsu.metro.tokyo.jp/jigyo/river/jigyo/kasenseibikeikaku/index.html）（令和元年

６月閲覧）を基に作成 

 

 

  

http://www.kensetsu.metro.tokyo.jp/jigyo/river/jigyo/kasenseibikeikaku/index.html
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図 6.1.5-1 計画地周辺の一級河川  
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(2) 下水道普及状況 

計画地が位置する北区における平成 29 年度末の下水道普及状況は表 6.1.5-2 に示すと

おりである。 

東京都の区部においては、東京都が下水道事業を行っている。「東京都下水道局事業概

要（平成 30 年版）」（東京都下水道局）によると、計画地及びその周辺は、小台処理区域

に含まれており、みやぎ水再生センター（東京都足立区宮城 2-1-14）で下水処理が行わ

れている。 

北区の下水道は全域が合流式となっており、下水道普及率は100％となっている。 

 

表 6.1.5-2 下水道普及状況（平成 29 年度末） 

行政区 全体人口（人） 普及人口（人） 普及率（％） 

北 区 349,056 349,056 100 

注1）全体人口は、東京都総務局統計部の資料（平成30年４月１日現在）による。 

注2）普及率は平成29年度末現在の数値である。 

資料：「東京都下水道局事業概要（平成30年版）」（東京都下水道局） 

（http://www.gesui.metro.tokyo.jp/about/business/jg30/）（令和元年６

月閲覧）を基に作成 

 

(3) 地下水の利用状況 

計画地が位置する北区における平成 29 年の地下水揚水の状況は、表 6.1.5-3 に示すと

おりである。地下水揚水を行っている事業所は 75 事業所、井戸は 78 本、揚水量は 986 ㎥

/日であり、揚水量全体の約 80％が指定作業場で利用されている。 

 

表 6.1.5-3 地下水揚水状況 

                                                             揚水量の単位：㎥/日 

 
工場 指定作業場 上水道等 合計 

事業
所数 

井戸
本数 

揚水
量 

事業
所数 

井戸
本数

揚水
量 

事業
所数

井戸
本数

揚水
量 

事業
所数 

井戸
本数 

揚水
量 

北区 12 12 122 35 35 787 28 31 78 75 78 986 
資料：「平成29年 都内の地下水揚水の実態（地下水揚水調査報告書）」（平成31年３月、東京都環境局）

（http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/water/groundwater/pumping_regulations/outline.files/ 

h29_yousui.pdf）（令和元年６月閲覧）を基に作成 

 

  

http://www.gesui.metro.tokyo.jp/about/business/jg30/
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/water/groundwater/pumping_regulations/outline.files/
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6.1.6 気 象 

計画地及びその周辺で風向、風速、気温、降水量等の観測を行っている観測所は、東京

管区気象台（東京都千代田区大手町 1-3-4 :計画地の南側約 7.5km）がある。また、風向

及び風速の観測を行っている一般環境大気測定局は、北区役所局（計画地の西側約 500m）

（図 6.2.1-1 p.54 参照）がある。 

東京管区気象台における平成 30 年度の気温及び降水量の月別推移は表 6.1.6-1 に、平

均気温及び降水量の月別推移は図 6.1.6-1 に示すとおりである。 

東京管区気象台における平成 30 年度の平均気温は 16.9℃、日最高気温が 32.7℃、日最

低気温は 1.4℃、年間降水量は 1,332.5mm である。月別にみると、平均気温は７月が 28.3℃

と最も高く、１月が 5.6℃と最も低い。また、降水量は、9月が 365.0 ㎜と最も多く、１

月が 16.0 ㎜と最も少ない。 

東京管区気象台における平成 30 年度の風向及び風速の状況は図 6.1.6-2 に、北区役所

局における平成 30 年度の風向の状況は図 6.1.6-3 に示すとおりである。 

東京管区気象台における平成 30 年度の風は、最多風向は北北西（17.2％）、年平均風速

は 3.0m/s である。北区役所局における平成 30 年度の風は、最多風向は北北東（19.3％）、

年平均風速は 2.1m/s である。 

 

表 6.1.6-1 東京管区気象台における気温及び降水量の月別推移（平成 30 年度） 

項目 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 年間 

気
温 

平 均

（℃） 
17.0 19.8 22.4 28.3 28.1 22.9 19.1 14.0 8.3 5.6 7.2 10.6 16.9

日最高

（℃） 
22.1 24.6 26.6 32.7 32.5 26.6 23.0 17.7 12.1 10.3 11.6 15.4 32.7

日最低

（℃） 
12.4 15.4 19.1 25.0 24.6 19.9 15.8 10.6 4.7 1.4 3.3 6.2 1.4

降水量（mm） 109.0 165.5 155.5 107.0 86.5 365.0 61.5 63.0 44.0 16.0 42.0 117.5 1332.5

資料：「過去の気象データ」（気象庁） 

（https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php）（令和元年６月閲覧）を基に作成 

 

 

図 6.1.6-1 東京管区気象台における平均気温及び降水量の月別推移（平成 30 年度）

https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php
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資料：「過去の気象データ」（気象庁） 

（（https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php）（令和元年６月閲覧）を基に作成 

図 6.1.6-2 東京管区気象台における風配図（平成 30 年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）下記資料には風向別の平均風速が示されていないため上図と表記が異なっている。 

資料：「北区の環境（平成30年度実績）」（北区） 

（http://www.city.kita.tokyo.jp/kankyo/jutaku/kankyo/chosa/kankyo.html）（令和元年９月閲覧）を基に作成 

図 6.1.6-3 北区役所局における風配図（平成 30 年度） 

  

平均風速

風 向
出現率
(％)

平均風速
(m/s)

風 向
出現率
(％)

平均風速
(m/s)

N 7.0 2.0 S 12.6 4.2

NNE 7.2 2.3 SSW 6.8 4.3

NE 5.7 2.4 SW 1.7 2.3

ENE 3.8 2.4 WSW 1.1 1.6

E 2.4 2.4 W 1.3 1.5

ESE 2.0 2.3 WNW 3.6 2.1

SE 5.6 3.4 NW 13.3 3.1

SSE 8.5 3.4 NNW 17.2 2.8

：3.0m/s

：風向出現率（％）

：平均風速（m/s）

Calm ：静穏出現率（％）（風速0.4m/s以下の場合）

調査地点：東京管区気象台（千代田区北の丸公園）

測定高さ：約35.1ｍ

調査期間：平成30年４月～平成31年３月

平均風速 ：2.1m/s

風 向
出現率
(％)

風 向
出現率
(％)

N 13.7 S 6.9

NNE 19.3 SSW 10.6

NE 8.3 SW 3.8

ENE 3.3 WSW 1.4

E 3.6 W 1.8

ESE 4.6 WNW 1.6

SE 2.9 NW 2.0

SSE 5.1 NNW 4.2

：風向出現率（％）

Calm ：静穏出現率（％）

（風速0.4m/s以下の場合）

調査地点：北区役所局（北区王子本町1-15-22）

測定高さ：約24ｍ

調査期間：平成30年４月～平成31年３月

https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php
http://www.city.kita.tokyo.jp/kankyo/jutaku/kankyo/chosa/kankyo.html
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6.1.7 関係法令の指定・規制等 

本事業に関わる主な関係法令の指定・規制等は、表 6.1.7-1 に示すとおりである。 

 

表 6.1.7-1 主な関係法令の指定・規制等 

項 目 関係法令 

環境全般 

環境基本法（平成５年 11 月、法律第 91 号） 

東京都環境基本条例（平成６年７月、都条例第 92 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、都条例第215号）

東京都北区環境基本条例（平成 18 年３月、区条例第３号） 

公

害

防

止 

大気汚染 
大気汚染防止法（昭和 43 年６月、法律第 97 号） 

特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律（平成 17 年５月、法律第 51 号）

悪臭 悪臭防止法(昭和 46 年６月、法律第 91 号) 

騒 音 騒音規制法（昭和 43 年６月、法律第 98 号） 

振 動 振動規制法（昭和 51 年６月、法律第 64 号） 

土壌汚染 土壌汚染対策法（平成 14 年５月、法律第 53 号） 

地下水保全 

工業用水法（昭和 31 年６月、法律第 146 号） 

建築物用地下水の採取の規制に関する法律(昭和 37 年５月、法律第 100 号) 

東京都雨水浸透指針(平成 13 年 7 月、都告示第 981 号) 

北区雨水流出抑制施設設置に関する指導要綱(平成 28 年８月 1日) 

自然保護 
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、都条例第 216 号)

東京都北区みどりの条例（昭和 60 年９月、条例第 15 号） 

日影 
建築基準法（昭和 25 年５月、法律第 201 号） 

東京都日影による中高層建築物の高さの制限に関する条例（昭和53年７月、都条例第63号）

景観 

景観法（平成 16 年６月、法律第 110 号） 

東京都景観条例（平成 18 年 10 月、都条例第 136 号） 

東京都北区景観づくり条例（平成 27 年３月、区条例第 4号） 

文化財 

文化財保護法(昭和 25 年５月、法律第 214 号) 

東京都文化財保護条例(昭和 51 年３月、都条例第 25 号) 

東京都北区文化財保護条例(昭和 60 年 12 月、区条例第 21 号) 

廃棄物 

循環型社会形成推進基本法(平成 12 年６月、法律第 110 号) 

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）

東京都廃棄物条例（平成４年６月、都条例第 140 号） 

東京都北区廃棄物の処理及び再利用に関する条例（平成11年 12月、区条例第28号）

温室効果ガス 

地球温暖化対策の推進に関する法律（平成 10 年 10 月、法律第 117 号） 

エネルギーの使用の合理化等に関する法律（昭和 54 年６月、法律第 49 号） 

特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律（昭和63年５月、法律第53号）

その他 
都市計画法（昭和 43 年６月、法律第 100 号） 

工場立地法 (昭和 34 年３月、法律第 24 号) 
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6.1.8 環境保全に関する計画等 

東京都の環境保全に関する計画等は表 6.1.8-1(1)～(4)に、北区の環境保全に関する計

画等は表 6.1.8-2(1)～(2)に示すとおりである。 

 

表 6.1.8-1(1) 東京都の環境保全に関する計画等 

計画等の名称 計画等の概要 

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) 

新しい東京をつくるための今後の都政の具体的な政策展開を示す計画であり、

2020 年東京オリンピック・パラリンピックの成功とその先の東京の未来への道筋

を明瞭化するものである。 

「FIRST 戦略」として、東京が日本の成長のエンジンとして、サステイナブル、

持続可能な成長に向けて、「東京の成長戦略」の大きな方向性を提示している。 

また、「東京の FUTURE」として、2060 年までの人口・世帯数の推計、将来の人口

展望、科学技術の進歩や個人の意識の大きな変化などを通した明るい東京の未来

像の一端を提示している。 

本計画が実現を目指す３つのシティは、以下のとおりである。 

セーフ シティ ：もっと安全、もっと安心、もっと元気な首都・東京 

ダイバーシティ ：誰もがいきいきと生活できる、活躍できる都市・東京 

スマート シティ：世界に開かれた、環境先進都市、国際金融、経済都市・東京

 

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) 

長期的視点に立った都市の将来像を明確にするとともに、その実現に向けての

大きな道筋を明らかにするものである。 

「都市計画区域マスタープラン」では、「①都市計画区域における土地利用、②

都市施設の整備、③市街地開発事業などの都市計画及び都市計画法第 18 条の 2に

基づく区市町村の都市計画に関する基本的な方針」が定められている。 

計画地が位置する「都市環境再生ゾーン」における将来像としては、「生活機能

が集積した誰もが暮らしやすいまちづくり」、「木造住宅密集地域の安全性の確

保」、「水と緑のネットワークの形成」、「豊かな住環境の形成」、「緑豊かで潤いのあ

る良好な景観の形成」を掲げている。 

 

東京都 

「持続可能な資

源利用」に向けた

取組方針 

(平成27年３月) 

「東京都長期ビジョン」で明らかにした「持続可能な循環型都市の構築」を実現

していくため、都のこれからの資源循環施策に関する基本的考え方や方向性を明

確化するとともに推進に向けた取組を示したものである。 

東京が目指す姿として、「東京は、2020 年オリンピック・パラリンピックとその

後を見据え、『東京の持続的発展を確保するため、世界一の都市・東京にふさわし

い資源循環を実現』」を掲げ、“持続可能な資源利用”を進めるため、３つの施策を

柱として取り組んでいる。 

“持続可能な資源利用”を進めるための３つの柱 

・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 
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表 6.1.8-1(2) 東京都の環境保全に関する計画等 

計画等の名称 計画等の概要 

東京都 

環境基本計画

2016 

(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より進化・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

両立させた将来像やこれを目指した政策展開を明らかにしている。 

東京が目指す将来像として「『世界一の環境先進都市・東京』の実現」を掲げ、「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」の視点

を踏まえた政策展開を明らかにしており、以下の５つを政策の柱として位置付けて

いる。 

政策の柱 

・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 

 

都市づくりのグ

ランドデザイン

(平成29年９月） 

東京都都市計画審議会から出された答申「2040 年代の東京の都市像その実現に向

けた道筋について」を踏まえ、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したものである。 

「活力とゆとりのある高度成熟都市」を都市づくりの目標とし、目指すべき都市

像の実現に向けて、分野横断的な視点から７つの戦略、30 の政策方針、80 の取組を

示している。 

計画地は、「中枢広域拠点域」における「北部 Gエリア」に位置し、その将来像は、

「国有地の土地利用転換を契機に、新区庁舎の建設や駅周辺の土地の高度利用と機

能集積、交通結節機能の強化などが進み、飛鳥山公園や石神井川の水や緑と調和し

た、にぎわいのある拠点が形成されている。」としている。 

 

東京が新たに 

進めるみどりの

取組 

(令和元年５月) 

本取組は、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。 

東京が新たに進めるみどりの取組として、以下の４つの方針を挙げている。 

・方針Ⅰ 拠点・骨格となるみどりを形成する 

・方針Ⅱ 将来にわたり農地を引き継ぐ 

・方針Ⅲ みどりの量的底上げ･質の向上を図る 

・方針Ⅳ 特色あるみどりが身近にある 

今後、実効性を確保するため、順次、都市計画区域マスタープランなどに位置付

け、区市町村や関係機関と連携して取組を推進していく。 

 

緑の施策の新展

開～生物多様の

保全に向けた基

本戦略～ 

(平成24年５月) 

この緑施策の新展開は、生物多様性の保全に関する都の現在の施策と将来の方向

性を示したものであり、生物多様性基本法が規定する生物多様性地域戦略の性格を

併せ持ったものである。 

目指すべき東京の将来像は、以下の３つを挙げている。 

＜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。 
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表 6.1.8-1(3) 東京都の環境保全に関する計画等 

  

計画等の名称 計画等の概要 

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) 

「緑施策の新展開」で明らかにした「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。」という将来像実現に向け、具体的な取組として、以下の２つの取組の促進

を示している。 

・生物多様性に配慮した植栽の推進 

・在来動物の生息空間のネットワーク化 

 

東京都景観計画 

(平成30年８月

改定) 

「景観法」の施行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、区市町村などと連携・

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、景観法に定める基本理念をもとに、以下の３つの

事項を加えたものをこの計画で示している。 

・都民、事業者などとの連携による首都にふさわしい景観の形成 

・交流の活発化・新たな産業の創出による東京のさらなる発展 

・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 

 

東京都資源循

環・廃棄物処理

計画 
～Sustainable  

 Design Tokyo～ 

(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」に掲げる個別分野の計画として、主要な施策を示している。 

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、企業、関係

団体、自治体等との連携を強化し、東京の活力を力強く維持・発展させていくため、

「東京都「持続可能な資源活用」に向けた取組方針」を具体化するもので、計画期

間を 2016～2020 年度の５年間とし、2050 年を見据えた 2030 年のビジョンを示すも

のである。 

計画目標 

・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：循環利用の推進と最終処分量の削減 

１ 一般廃棄物の再生利用率 

2020 年度：27%、2030 年度：37% 

２ 最終処分量（一般廃棄物・産業廃棄物計） 

2020 年度：2012 年度比 14%削減、2030 年度：2012 年度比 25%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 

主要な施策 

・１：資源ロスの削減 

・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 

・３：廃棄物の循環的利用の更なる促進（高度化・効率化） 

・４：廃棄物の適正処理と排出者のマナー向上 

・５：健全で信頼される静脈ビジネスの発展 

・６：災害廃棄物対策 

東京都 

建設リサイクル 

推進計画 

（平成28年4月） 

公共・民間の区別なく、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、

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

目指すことを目的として策定している。 

本計画では、建設資源循環の実効性を確保するため、重点的に取り組むべき事項

や特定の建設資材などについて、それぞれ戦略を策定するとともに、平成 30 年度末

及び平成 32 年度末までに達成すべき建設副産物の再資源化などの目標値を定めて

いる。 
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表 6.1.8-1(4) 東京都の環境保全に関する計画等 

   

計画等の名称 計画等の概要 

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」(自動車 NOx・PM 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係る各種対策を国、

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、「平成 32 年度までに対策地域において二酸化窒素に係る大気

環境基準及び浮遊粒子状物質に係る大気環境基準を確保することを目標とする。」

「平成27年度までに監視測定局において二酸化窒素に係る大気環境基準及び浮遊粒

子状物質に係る大気環境基準を達成することを中間目標とする。」を掲げており、目

標を達成するために、自動車単体対策の強化等、車種規制の実施及び流入車の排出

基準の適合車への転換の促進、低公害・低燃費車の普及促進、エコドライブの普及

促進、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などの

施策を実施することとされている。 
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表 6.1.8-2(1) 北区の環境保全に関する計画等 

計画等の名称 計画等の概要 

 

北区基本構想 

（平成11年６月） 

この基本構想では、区民と区がともに達成すべき北区の将来の目標を明ら

かにするとともに、目標を達成する方法について基本的な考え方を示してい

る。基本構想の理念として、以下の３つを掲げている。 

〔理念〕 

１ 平和と人権の尊重 

２ 区民自治の実現 

３ 環境共生都市の実現 

北区基本計画2015 

（平成27年３月） 

「北区基本計画２０１０」を策定した平成 22 年３月から、経済情勢やライ

フスタイルが大きく変化する中、将来を見据えた施策の方向を示し、区民一

人ひとりが地域への愛着を持つことができる「人が輝く、まちが輝く、未来

が輝く ふるさと北区」の実現に向け平成 27 年度（2015 年度）から 36 年度

（2024 年度）の 10 カ年を計画期間とした新たな基本計画として策定した。北

区の 10 年後のあるべき将来を見据え、北区が取り組むべき以下の２つの最重

要課題を設定している。 

〔重要課題〕 

Ⅰ地域のきずなづくり 

Ⅱ子育てファミリー層・若年層の定住化 

北区環境基本計画2015 

（平成27年１月） 

この計画は、環境基本法第７条及び東京都北区環境基本条例に基づき、現

在及び将来のすべての区民が、健康で快適な生活を送ることができる環境共

生都市の実現に寄与するため、環境の保全に関する施策の総合的かつ計画的

な推進を図ることを目的としている。「自然環境共生都市～みんなが環境を考

え・行動するまち～」を北区の望ましい環境像として掲げ、４つの基本目標

を設定している。 

〔基本目標〕 

基本目標１ 北区の環境をはぐくむきずなづくり 

基本目標２ 安全・安心な区民生活環境の確保 

基本目標３ みんなで目指す低炭素・循環型の北区 

基本目標４ 区民と自然が共生できる仕組みづくり 

北区緑の基本計画 

（平成22年３月） 

緑の保全と創造に関する施策を区民、事業者、区が総合的に推進すること

を目的とし、また、都市緑地法及び東京都北区みどりの条例に基づき策定し

たもので、みどりの視点によるまちづくりの指針となるものである。 

本計画では中間年次を平成 26 年、目標年次を平成 31 年と設定している。

〔北区が大切にする、緑に対する視点〕 

地球保全      ：人と地球にやさしい緑づくり 

生物多様性保全   ：生き物とともに暮らせる緑づくり 

レクリエーション   ：触れ合いと楽しみをはぐくむ緑づくり 

景観形成      ：北区の個性を引き立てる緑づくり 

防災         ：日常生活の安全・安心を高める緑づくり 

コミュニケーション ：参加・協力・学びによる緑づくり 

第２次北区地球温暖化

対策地域推進計画 

（平成30年３月） 

本計画は、地球温暖化をめぐる国内外の動向を踏まえるとともに、北区の

自然的社会的条件を考慮の上策定された。区民、事業者、行政（区）など、そ

れぞれの主体が、これまで以上に地球温暖化対策について取り組むことによ

り、区域での地球温暖化防止を推進することを目的とするものである。計画

期間は平成 30（2018）年度～平成 39（2027）年度の 10 年間とし、温室効果

ガス排出量の削減目標を 2030 年度までに 2013 年度比で 26％削減としている。

温室効果ガス排出量及びエネルギー消費量の削減目標の達成に向け、４つ

の基本方針を設定している。 

基本方針１：低炭素型のライフスタイル・ワークスタイルの普及 

基本方針２：省エネ・再エネ・蓄エネシステムの普及 

基本方針３：気候変動への適応策の推進 

基本方針４：エコ活動を支える人・コミュニティづくり 
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表 6.1.8-2(2) 北区の環境保全に関する計画等 

計画等の名称 計画等の概要 

北区都市計画マスター

プラン2010 

（平成22年７月） 

「定住」「安全」「環境」「活気」に対応する「快適」「魅力」をまちづくりの

キーワードとして、「次世代に継承する快適で魅力あるまち北区」を、区民と

ともにつくることをまちづくりの基本理念として掲げている。計画の目標年

次は、おおむね 15～20 年後とする。土地利用の基本方針及び分野別のまちづ

くりの方針を設定している。 

計画地周辺は「王子東地域」に区分されており、計画地が位置する王子駅

周辺のまちづくりの方針は「にぎわいの拠点」として駅西側と連携し、業務

施設を中心とした土地利用の充実」等が掲げられている。 

北区一般廃棄物処理基

本計画2015 

（平成27年３月） 

様々なごみの減量施策や資源化施策など「持続的発展が可能なまちづくり」

に積極的に取り組んできたが、リサイクル率が伸び悩んでおり、一層のごみ

減量・資源化の促進と適正処理を推進し、持続的発展が可能な街をつくるた

め、平成 27 年度～平成 36 年度を計画の期間とし策定されている。 

本計画では「ごみをつくらない、ごみをださないから始まるごみゼロのま

ちづくり」を基本理念とし、以下の３つの基本方針を掲げている。 

方針１ 区民・事業者・区の協働による３Ｒの推進 

方針２ 更なるごみの減量化 

方針３ ごみの適正処理の推進 

北区景観づくり計画 

（平成27年９月） 

本計画では、北区全域を景観計画区域と定めている。 

「歴史的文化の継承と新しい地域文化の創造」を基本理念とし、北区の景

観まちづくりを進めていくこととしている。 

より望ましい景観をつくるために３つの視点により、景観まちづくりに取

り組むこととしている。 

・「景観まちづくりは、協働のまちづくりである」 

・「景観まちづくりは、関係づくりである」 

・「景観まちづくりは、都市文化づくりである」 

計画地周辺は一般地区の「王子東地域」の「北とぴあかいわい」に該当す

る。一般地区には景観形成基準が定められており、一定規模以上の建築行為

等は届出対象となっている。また、計画地の南側から東側に接するように流

れる石神井川は景観形成方針地区の「石神井川沿岸地区」に該当し、積極的

に景観づくりを行っていく地区とされている。 

王子駅周辺まちづくり

グランドデザイン 

（平成29年７月） 

グランドデザインは、東京都の上位計画、北区基本構想、北区都市計画マ

スタープラン、その他まちづくり関連の個別マスタープラン等の体系の一部

に位置付けられている。 

本計画は、王子駅周辺のまちづくりについて、まちの将来像の実現のため

の基本方針、展開施策などを示し、広く王子の存在感と発信力を高めていく

ものである。 

計画地周辺は「都市機能集積ゾーン」として駅前再整備や新庁舎建設によ

り、にぎわいと拠点性を高めていくゾーンに定められている。また、北区で

は、計画地の一部を取得後、新庁舎を整備する方針としている。 

「グランドデザイン」では、以下に示すまちの将来像と基本方針が示され

ている。 

＜まちの将来像＞東京の北の交流拠点 水と緑豊かな王子 

＜まちづくりの基本方針＞ 

○交通拠点機能の強化 

○にぎわいと活力の創出 

○自然・文化・歴史資源の活用 

○防災性の向上 

 

 


	fire_shtml0: 
	ff_shtml0: ただいま、ページを読み込み中です。5秒以上、このメッセージが表示されている場合、Adobe Reader（もしくはAcrobat）のAcrobat JavaScriptを有効にしてください。Adobe Readerのメニュー：「編集」→「環境設定」→「JavaScript」で設定できます。「Acrobat JavaScriptを使用」にチェックを入れてください。なお、Adobe Reader以外でのPDFビューアで閲覧されている場合もこのメッセージが表示されます。Adobe Readerで閲覧するようにしてください。Firefox（Windows・Mac）/ Mac Safariをご利用の場合、他のブラウザ（Microsoft Edge/ Google Chrome/ IE）でアクセスしなおしてください。また、モバイルブラウザでは閲覧できませんので、お手数ですが、Windows端末もしくはMac端末でアクセスするようにしてください。







































































�┳ㄸ㤥┵㍅㠥┱㐸䔥┳〸㠥┲䌵啕煟╸䌵啕煟╸㍅㠥┲㈸䔥┳ㄸ㤥┷㍅㠥┱䘸䔥┳ㄸ䄥╆㍅㠥┰ㄸ楗啕煟摸䭯䭅彅硱䅁煟╸㍅㠥┳㙁䔥┳㌸䈥╃㍅㠥┲㙂䔥┳㌸䈥╃㍅㠥┱䕁䔥┶㘹䈥┹㍅㠥┱䙁䔥┳〸㠥䴱卩协彏硱䅋䅋煟潸䅁煟潸䕅煟瑸㈥䔰杤╥㝅䄥╄㤸䔥┳ㄸ䄥┷㍅㠥┲㉁䔥┳㈸䄥╆㍅㠥┲䉂䔥┳㈸䈥┹㍅㠥┱㜹䔥┳ㄸ䄥┶㍅㠥┱䘸䔥┳ㄸ䄥┰㍅㠥┱㔹䔥┳ㄸ㠥┴㍅㠥┰㈸㔥啃录硱㈥⤲┻䐷䕅煟卸卅彅硱啕煟卸协彏硱楴啯录硱㈥䤰彉硱体体煟彸䅁煟佸彏硱⤨㜥卂十彁硱啋啋煟䭸䭁彁硱㈥䤰彉硱啓啓煟瑸住煟楸䅁煟卸卉彉硱䥉煟䭸䭕录硱佴彏硱匬协
	fire_shtml1: 
	ff_shtml1: 
	fire_shtml2: 
	ff_shtml2: 
	fire_shtml3: 
	ff_shtml3: 
	fire_shtml4: 
	ff_shtml4: 
	fire_shtml5: 
	ff_shtml5: 
	fire_shtml6: 
	ff_shtml6: 
	fire_shtml7: 
	ff_shtml7: 
	fire_shtml8: 
	ff_shtml8: 
	fire_shtml9: 
	ff_shtml9: 
	fire_shtml10: 
	ff_shtml10: 
	fire_shtml11: 
	ff_shtml11: 
	fire_shtml12: 
	ff_shtml12: 
	fire_shtml13: 
	ff_shtml13: 
	fire_shtml14: 
	ff_shtml14: 
	fire_shtml15: 
	ff_shtml15: 
	fire_shtml16: 
	ff_shtml16: 
	fire_shtml17: 
	ff_shtml17: 
	fire_shtml18: 
	ff_shtml18: 


