
 

 

 

 

 

 

8.3 水質汚濁 
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8.3 水質汚濁 

8.3.1 現況調査 

(1) 調査事項及び選択理由 

調査事項及び選択理由は、表 8.3-1 に示すとおりである。 

 

表 8.3-1 調査事項及び選択理由 

調査事項 選択理由 

① 水質等の状況 

② 地下水の状況 

③ 発生源の状況 

④ 法令による基準等 

計画地における概況調査（土壌汚染状況調査）の結果、土壌汚染

が確認されており、工事の施行中においては、汚染土壌の掘削及び

移動に伴う地下水への影響が考えられる。 

以上のことから、計画地及びその周辺について、左記の事項に係

る調査が必要である。 

 

【工事の施行中】 

・汚染土壌の掘削及び移動に伴う地下水への影響の内容及び程度 

 

(2) 調査結果 

① 水質等の状況 

ア 公共用水域の水質 

計画地周辺の公共用水域の水質調査地点（豊石橋（石神井川口））における平成 27年度

～令和元年度の調査の結果、生活環境項目の BOD75％値と健康項目は、いずれの年度も環

境基準を満足している。 

 

イ 北区における地下水の水質 

平成 27年度～令和元年度の北区の地下水水質の調査結果は、全ての項目において環境

基準あるいは指針値を満足している。 

 

ウ 計画地内の地下水の水質 

本事業で形質変更する敷地（１期工事範囲、２期工事範囲）のうち１期工事範囲の一部

について、土壌汚染状況調査の概況調査（表土の調査）を実施しており、概況調査（表土

の調査）において基準不適合が確認された区画については、詳細調査（深度方向調査・地

下水調査）を実施している。 

詳細調査の地下水調査の結果は、図 8.3-1 及び表 8.3-2に示すとおりである。地下水

調査の結果、第二種特定有害物質である砒素について、「環境基本法」に基づく環境基準

値、「土壌汚染対策法」及び「環境確保条例」に基づく地下水基準値を上回る区画が確認

された。確認された区画の下流に当たる東側の区画では、環境基準値及び地下水基準値を

下回っていることから、汚染地下水は計画地内に留まっていると考えられる。 
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図 8.3-1 計画地内の土壌汚染状況調査の 

詳細調査（地下水調査）の調査結果 
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表 8.3-2 土壌汚染状況調査の詳細調査（地下水調査）の調査結果 

項目 

基準不適合 

地点数 

(調査地点数) 

調査結果 

（mg/L） 

環境基準、 

地下水基準 

（mg/L） 

第二地下水

基準 

（mg/L） 

カドミウム及び

その化合物 

0 

(1) 
適合地点 ：<0.0003 ≦0.003 ≦0.3 

六価クロム 

化合物 

0 

(8) 
適合地点 ：<0.01 ≦0.05 ≦0.5 

砒素 

及びその化合物 

6 

(44) 

不適合地点：0.011～0.018 

適合地点 ：<0.001～0.009 
≦0.01 ≦0.1 

ふっ素 

及びその化合物 

0 

(7) 
適合地点 ：0.29～0.77 ≦0.8 ≦8 

鉛及び 

その化合物 

0 

(3) 
適合地点 ：<0.001 ≦0.01 ≦0.3 

注1)詳細調査（地下水調査）の調査地点は、土壌汚染状況調査の概況調査(表土の調査)で土壌溶出量基準値の

基準不適合が確認された地点とし、調査対象物質は、土壌溶出量基準値の基準不適合が確認された対象物

質とした。ただし、六価クロムの概況調査での基準不適合区画数は9であったが、1区画は地下構造物のた

め調査できなかった。砒素、鉛の概況調査での基準不適合区画数はそれぞれ43、2であったが、詳細調査で

はそれぞれ１区画（砒素J5-9 、鉛J3-5：調査範囲外の同じ10m区画内の地点が基準不適合であった。）を追

加した。 

注2)試料は、地下水位と掘削底面の中間深度で採取した。地下水位は、屋外の地点ではG.L.約-8ｍ～-3ｍ、屋

内の地点ではG.L.約-10ｍ～-8ｍ（地下ピット下から１～３ｍ）で確認された。 

注3)地下水基準を超過した場合、汚染があると判断される。第二地下水基準は「環境確保条例」独自の基準で

あり、地下水が第二地下水基準を超過している場合、あるいは土壌が第二溶出量基準を超過している場合

は、一定濃度を超える汚染があると判断され、地下水汚染の拡大を防止する観点から、周辺の飲用井戸の

有無にかかわらず、土壌地下水汚染対策計画書を提出し、土壌汚染の除去等の措置を実施することが定め

られている。 

 

② 地下水の状況 

計画地周辺の不圧地下水の状況は、計画地周辺で行われた地盤調査による孔内水位の

状況により、T.P.約-１ｍ～+４ｍ（G.L.約-４ｍ～-１ｍ）付近と考えられる。計画地内の

地下水位は、詳細調査（地下水調査）において、屋外の地点では G.L.約-８ｍ～-３ｍ、屋

内の地点では G.L.約-10ｍ～-８ｍ（地下ピット下から１～３ｍ）で確認されている。 

都内における令和元年末の被圧地下水の計画地付近の地下水位は T.P.±０ｍ前後と予想

される。 

計画地周辺の湧水地点、計画地西側のＪＲ京浜東北線等の西側の台地部において４地

点存在している。 

地下水流向については、おおむね地形に沿って、計画地の北東側を流れる隅田川方向に

向かうと推定される。 
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③ 発生源の状況 

計画地内における「土壌汚染対策法」に係る特定有害物質の現在の使用状況は、表 8.3-3

に示すとおりである。いずれも残置する建築物内で使用しており、将来も従来どおり、適

切に除害、保管・廃棄を行う計画である。なお、新築する計画建築物での使用計画はない。 

また、計画地内には「水質汚濁防止法」（昭和 45年 12月、法律第 138号）及び「下水

道法」（昭和 33年４月、法律第 79号）の特定施設があるが、残置する建築物（準備棟）

内に設置されている。 

 

表 8.3-3 土壌汚染対策法に係る特定有害物質の現在の使用状況 

特定有害物質 使用方法 除害、保管・廃棄方法 

六価クロム化合物 版面めっき作業 排水は、ミニクロパック（イオン交換樹脂）で除

害処理し、下水排除基準値以下の濃度で排水。イ

オン交換樹脂の再生は専門業者に委託。 

ミスト排気は、洗浄塔で洗浄し、除害して放出。 

ふっ素及びその化合物 版面めっき作業 薬品倉庫にて保管、使用後は産業廃棄物として廃

棄。 

ほう素及びその化合物 pH 計校正用等 室内で保管。使用後は下水排除基準値以下の濃度

で排水。 
注)令和３年３月時点 

 

④ 法令による基準等 

「環境基本法」（平成５年11月、法律第91号）に基づく地下水の水質汚濁に係る環境基

準、「土壌汚染対策法」（平成14年５月、法律第53号）に基づく地下水基準、「環境確保条

例」に基づく地下水基準、「下水道法」（昭和33年４月、法律第79号）に基づく下水排除基

準（ダイオキシン類以外）がある。 

 

8.3.2 予測 

(1) 予測事項 

① 工事の施行中 

・汚染土壌の掘削等に伴う地下水の水質への影響の内容及び程度 

 

(2) 予測の対象時点 

① 工事の施行中 

工事の施行中とした。 

 

(3) 予測地域・地点 

① 工事の施行中 

計画地内とした。 
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(4) 予測結果 

① 工事の施行中 

ア 汚染土壌の掘削等に伴う地下水の水質への影響の内容及び程度 

１期工事範囲の一部については、土壌汚染状況調査（概況調査、詳細調査）を実施して

おり、「土壌汚染対策法」及び「環境確保条例」に基づく特定有害物質のうち、第二種特

定有害物質であるカドミウム、六価クロム、鉛、砒素、ふっ素で土壌溶出量基準値を、鉛

で土壌含有量基準値を上回る土壌汚染が確認されている。また、砒素で地下水基準値を上

回る地下水汚染が確認されているが、確認状況から汚染地下水は計画地内に留まってい

ると考えられる。この結果については、「土壌汚染対策法」第４条及び「環境確保条例」

第 116条、第 117条に基づき届出を行い、先行届出分については、形質変更時要届出区域

に指定されている。 

今後、１期工事範囲内で必要な全ての調査を実施し届出を行うとともに、土地の改変に

伴う汚染の拡散を防止するため、調査結果に基づき、汚染拡散防止計画書等を作成し提出

する。この計画書に基づいて、敷地内の土壌汚染対策工事を行うことにより、掘削等によ

る土壌汚染の拡散と地下水への溶出、地下水汚染の拡散を防止する計画である。計画建築

物の建築工事は、土壌汚染対策工事の完了後に着手する。 

２期工事範囲についても、工事前に土壌汚染状況調査を実施し、届出を行うとともに、

調査結果に基づき必要に応じた対応を図る計画である。 

今後も、調査結果並びに汚染拡散防止等の計画と実施状況については、手続の進捗状況

に応じ、環境影響評価手続の中で、順次報告する計画である。 

 

8.3.3 環境保全のための措置 

(1) 工事の施行中 

① 予測に反映した措置 

・「土壌汚染対策法」第４条及び「環境確保条例」第 116条、第 117条に基づく調査を

実施する。 

・土壌調査の結果を踏まえ、今後、汚染拡散防止計画書等を提出し、計画書に基づき、

汚染拡散防止措置 ※を講じる。 

 

② 予測に反映しなかった措置 

・地下水汚染が確認された範囲の土地の形質変更時には、地下水の水質（地下水汚染が

確認された物質の濃度）をモニタリングし、事後調査において報告する。 

・工事の施工に際しては、掘削時の汚染拡散防止等、十分な環境保全措置を講じ、事後

調査において汚染状況、周辺環境への影響及び対策実施状況について詳細な報告を

行う。 

 
※ 汚染地下水の具体的な処理方法については、まだ確定していないが、掘削作業に当たっては、汚染範囲の周囲

に山留壁や遮水壁等を設け、周辺の地下水に汚染を拡散させない対策を講じる。 
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8.3.4 評価 

(1) 評価の指標 

① 工事の施行中 

評価の指標は、「地下水汚染を拡散させないこと」とした。 

 

(2) 評価の結果 

① 工事の施行中 

ア 汚染土壌の掘削等に伴う地下水の水質への影響の内容及び程度 

本事業で形質変更する敷地（１期工事範囲、２期工事範囲）のうち、１期工事範囲の一

部については、土壌汚染状況調査（概況調査、詳細調査）を実施しており、カドミウム、

六価クロム、鉛、砒素、ふっ素で土壌溶出量基準値を、鉛で土壌含有量基準値を上回る土

壌汚染が確認されている。また、砒素で地下水基準値を上回る地下水汚染が確認されてい

るが、確認状況から汚染地下水は計画地内に留まっていると考えられる。この結果につい

ては、「土壌汚染対策法」第４条及び「環境確保条例」第 116条、第 117条に基づき届出

を行い、先行届出分については、形質変更時要届出区域に指定されている。 

今後、１期工事範囲内で必要な全ての調査を実施し届出を行うとともに、土地の改変に

伴う汚染の拡散を防止するため、調査の結果に基づき、汚染拡散防止計画書等を提出する。

この計画書に基づいて、敷地内の土壌汚染対策工事を行うことにより、掘削等による土壌

汚染の拡散と地下水への溶出、地下水汚染の拡散を防止する計画である。計画建築物の建

築工事は、土壌汚染対策工事の完了後に着手する。 

２期工事範囲についても、工事前に土壌汚染状況調査を実施し、届出を行うとともに、

調査結果に基づき必要に応じた対応を図る計画である。 

したがって、評価の指標とした「地下水汚染を拡散させないこと」を満足すると考える。 
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8.4 土壌汚染 

8.4.1 現況調査 

(1) 調査事項及び選択理由 

調査事項及び選択理由は、表 8.4-1 に示すとおりである。 

 

表 8.4-1 調査事項及び選択理由 

調査事項 選択理由 

① 土地利用の履歴等の状況 

② 土壌汚染の状況 

③ 地形、地質、地下水及び

土壌の状況 

④ 気象の状況 

⑤ 土地利用の状況 

⑥ 発生源の状況 

⑦ 利水の状況 

⑧ 法令による基準等 

計画地における概況調査（土壌汚染状況調査）の結果、土壌汚染

が確認されており、工事の施行中においては、汚染土壌の掘削及び

移動に伴う土壌への影響が考えられる。 

以上のことから、計画地及びその周辺について、左記の事項に係

る調査が必要である。 

 

【工事の施行中】 

・汚染土壌の掘削及び移動に伴う土壌への影響の内容及び程度 

 

(2) 調査結果 

① 土地利用の履歴等の状況 

計画地は明治９年（1876年）に抄紙局として操業を開始して以来、昭和 59年（1984年）

頃までは製紙業を、以降は印刷業を行っている。明治 42年（1909年）から平成４年(1992

年)には研究所が設置されていた。 

 

② 土壌汚染の状況 

ア 計画地内の調査 

本事業で形質変更する敷地（１期工事範囲、２期工事範囲）については、順次、土壌汚

染状況調査を進めており、調査が完了した１期工事範囲の一部については、令和３年３月、

令和４年１月に東京都へ届出を行った。先行届出分については、令和３年８月 24日に形

質変更時要届出区域（指-1244 号）に指定されている。 

概況調査（表土の調査）の結果は、表 8.4-2(1)～(2)及び図 8.4-1に示すとおりであ

る。第一種特定有害物質及び第三種特定有害物質については、土壌溶出量基準値、土壌含

有量基準値に適合したが、第二種特定有害物質であるカドミウム、六価クロム、鉛、砒素、

ふっ素で土壌溶出量基準値を、鉛で土壌含有量基準値を上回る区画が確認されている。 

詳細調査の深度方向調査の結果は、表 8.4-3(1)～(2)及び図 8.4-2に示すとおりであ

る。第二種特定有害物質である六価クロム、砒素、ふっ素で土壌溶出量基準値を、鉛で土

壌含有量基準値を上回る区画が確認されている。 

また、地下水調査の結果は、「8.3 水質汚濁 8.3.1 現況調査 (2) 調査結果 ① 水

質等の状況 ウ 計画地内の地下水の水質」（p.99～101）に示したとおりである。砒素で

地下水基準値を上回る区画が確認されているが、確認状況から汚染地下水は計画地内に

留まっていると考えられる。 
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表 8.4-2(1) 概況調査（表土の調査）の調査結果(溶出量試験) 

項目 

基準不適合

区画数 

(調査区画数) 

基準不適合試料採取深度※ 

基準不適合試料

溶出量調査結果 

（mg/L） 

土壌溶出量 

基準値 

（mg/L） 

カドミウム及

びその化合物 

1 

(100) 
地表部 0.006 ≦0.003 

六価クロム 

化合物 

9 

(100) 
地表部 0.056～0.1 ≦0.05 

砒素及び 

その化合物 

43 

(100) 
配管下、ピット下 0.011～0.094 ≦0.01 

ふっ素及び 

その化合物 

7 

(100) 
配管下、ピット下 0.86～1.2 ≦0.8 

鉛及び 

その化合物 

2 

(100) 
地表部、配管下 0.014～0.044 ≦0.01 

※試料採取深度：地表部  表層～表層下 0.05ｍ、表層下 0.05ｍ～0.50ｍ 

配管下  配管下部～配管下部-0.50ｍ 

ピット下 ピット下部～ピット下部-0.50ｍ 

 

表 8.4-2(2) 概況調査（表土の調査）の調査結果(含有量試験) 

項目 

基準不適合

区画数 

(調査区画数) 

基準不適合試料採取深度※ 

基準不適合試料

含有量調査結果 

（mg/kg） 

土壌含有量 

基準値 

（mg/kg） 

鉛及び 

その化合物 

14 

(100) 
地表部、配管下 160～1,100 ≦150 

※試料採取深度：地表部  表層～表層下 0.05ｍ、表層下 0.05ｍ～0.50ｍ 

 

表 8.4-3(1) 詳細調査（深度方向調査）の調査結果(溶出量試験) 

項目 

基準不適合 

区画数 

(調査区画数) 

基準不適合深度※ 

（ｍ） 

基準不適合試料

溶出量調査結果 

（mg/L） 

土壌溶出量 

基準値 

（mg/L） 

カドミウム及び 

その化合物 

0 

(1) 
－ － ≦0.003 

六価クロム化合物 
1 

(8) 
1.0～4.0 0.062～1.2 ≦0.05 

砒素及びその化合物 
43 

(44) 
1.0～10.0 0.011～0.058 ≦0.01 

ふっ素及びその化合物 
6 

(7) 
1.0～5.0 0.85～1.1 ≦0.8 

鉛及び 

その化合物 

0 

(3) 
－ － ≦0.01 

注）六価クロムの概況調査での基準不適合区画数は 9 であったが、1 区画は地下構造物のため調査できなかっ

た。砒素、鉛の概況調査での基準不適合区画数はそれぞれ 43、2 であったが、詳細調査ではそれぞれ１

区画（砒素 J5-9 、鉛 J3-5：調査範囲外の同じ 10m 区画内の地点が基準不適合であった。）を追加した。 

※採取深度は、地表部又はピット下より1.0～10.0ｍ 

 
表 8.4-3(2) 詳細調査（深度方向調査）の調査結果(含有量試験) 

項目 

基準不適合 

区画数 

(調査区画数) 

基準不適合深度※ 

（ｍ） 

基準不適合試料

含有量調査結果 

（mg/kg） 

土壌含有量 

基準値 

（mg/kg） 

鉛及びその化合物 
4 

(15) 
1.0～3.0 370～3,100 ≦150 

注）概況調査で基準不適合区画数は 14 であったが、詳細調査では隣接する 1 区画（F6-3：概況調査では基準

適合）を追加した。 

※採取深度は、地表部より1.0～10.0ｍ 
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図 8.4-1 計画地内の土壌汚染状況の調査結果(概況調査)  
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図 8.4-2 計画地内の土壌汚染状況の調査結果(詳細調査)  
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イ 計画地及びその周辺の要措置区域等の状況 

計画地及びその周辺に要措置区域はなく、形質変更時要届出区域が６件存在する。 

計画地内には、形質変更時要届出区域（指-1244号）が存在する。 

 

③ 地形、地質、地下水及び土壌の状況 

ア 地形、地質の状況 

計画地周辺の地形は、南北に走るＪＲ京浜東北線等を境に大きく台地と低地に分かれ

ており、ＪＲ京浜東北線等の西側が主に台地・段丘（更新地・完新世段丘）に、東側が主

に低地となり人工地形（盛土地・埋立地）や河川沿いの氾濫の微高地に分類されている。

計画地は低地の人工地形（盛土地・埋立地）に位置している。 

計画地付近の地質は、上総層群(泥岩・砂岩・礫岩)を基盤とし、その上に、武蔵野礫層

［埋没段丘礫層］（砂礫）、立川・武蔵野・下末吉・多摩ローム層［埋没ローム］（ローム・

凝灰質粘土）、有楽町層下部（粘土）、有楽町層上部（砂）、更に埋め立て地・盛土が存在

している。 

 

イ 地下水の状況 

地下水の状況は、「8.3 水質汚濁 8.3.1 現況調査 (2) 調査結果 ② 地下水の状況」

(p.101)に示したとおりである。 

 

ウ 土壌の状況 

既存資料によると、計画地周辺の土壌は人工改変地（住宅・工場など、沖積地・台地）

となっている（「５万分の１土地分類基本調査 土壌図（東京西北部、東京東北部・東京

東南部）」（国土交通省）（https://nlftp.mlit.go.jp/kokjo/inspect/landclassification/ 

land/dojyou.html）（令和２年 12月閲覧））。 

また、計画地内でのボーリング調査結果によると、計画地の主な土質は、深さ３ｍ付近

までは、黒ボク土、アスファルト・砕石・礫ガラ交じり粘性土などの埋土、松杭木片が混

入した埋土である。 

 

④ 気象の状況 

東京管区気象台における令和元年度の平均気温は 16.7℃、日最高気温が 32.8℃、日最

低気温は 3.7℃、年間降水量は 1,979.5mmである。月別にみると、平均気温は８月が 28.4℃

と最も高く、１月が 7.1℃と最も低い。また、降水量は、10月が 529.5㎜と最も多く、２

月が 15.0㎜と最も少ない。 

北区役所局における令和元年度の風配図は、図 8.1-7(p.76)に示したとおりである。北

区役所局における年間の最多風向は北北東（18.9％）、年平均風速は 1.9m/s である。 

 

 

https://nlftp.mlit.go.jp/kokjo/inspect/landclassification/
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⑤ 土地利用の状況 

計画地の用途地域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。 

計画地は大部分が専用工場に区分されている。また、計画地周辺は集合住宅や独立住宅

の区分が多く見られる。 

 

⑥ 発生源の状況 

発生源の状況は、「8.3 水質汚濁 8.3.1 現況調査 (2) 調査結果 ③ 発生源の状況」

(p.102)に示したとおりである。 

 

⑦ 利水の状況 

計画地が位置する北区における平成 30年の地下水揚水の状況は、地下水揚水を行って

いる事業所は 78 事業所、井戸は 79 本、揚水量は 919m3/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。 

 
⑧ 法令による基準等 

「環境基本法」(平成５年 11 月、法律第 91 号)に基づく土壌の汚染に係る環境基準、

「ダイオキシン類対策特別措置法」(平成 11年７月、法律第 105号)に基づく土壌の汚染

に係る環境基準、水質の汚濁に係る環境基準、「土壌汚染対策法」に基づく特定有害物質

の指定基準、第二溶出量基準、「環境確保条例」に基づく特定有害物質の汚染土壌処理基

準及び第二溶出量基準がある。 

 

8.4.2 予測 

(1) 予測事項 

① 工事の施行中 

・汚染土壌の掘削及び移動に伴う土壌への影響の内容及び程度、地下水への溶出の可

能性 

 

(2) 予測の対象時点 

① 工事の施行中 

工事の施行中とした。 

 

(3) 予測地域・地点 

① 工事の施行中 

計画地内とした。 
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(4) 予測結果 

① 工事の施行中 

ア 汚染土壌の掘削及び移動に伴う土壌への影響の内容及び程度、地下水への溶出の可能性 

１期工事範囲の一部については、土壌汚染状況調査（概況調査、詳細調査）を実施して

おり、概況調査（表土の調査）において、カドミウム、六価クロム、鉛、砒素、ふっ素で

土壌溶出量基準値を、鉛で土壌含有量基準値を上回る区画が確認され、詳細調査（深度方

向調査、地下水調査）において、六価クロム、砒素、ふっ素で土壌溶出量基準値を、鉛で

土壌含有量基準値を上回る土壌汚染が確認されている。また、砒素で地下水基準値を上回

る地下水汚染が確認されているが、確認状況から汚染地下水は計画地内に留まっている

と考えられる。この結果については、「土壌汚染対策法」第４条及び「環境確保条例」第

116 条、第 117条に基づき届出を行い、先行届出分については、形質変更時要届出区域に

指定されている。 

今後、１期工事範囲内で必要な全ての調査を実施し届出を行うとともに、土地の改変に

伴う汚染の拡散を防止するため、調査結果に基づき、汚染拡散防止計画書等を作成し、提

出する。この計画書に基づいて、敷地内の土壌汚染対策工事を行うことにより、掘削等に

よる土壌汚染の拡散と地下水への溶出を防止する計画である。計画建築物の建築工事は、

土壌汚染対策工事の完了後に着手する。 

２期工事範囲についても、工事前に土壌汚染状況調査を実施し、届出を行うとともに、

調査結果に基づき必要に応じた対応を図る計画である。 

今後も、調査結果並びに汚染拡散防止等の計画と実施状況については、手続の進捗状況

に応じ、環境影響評価手続の中で、順次報告する計画である。 

 
8.4.3 環境保全のための措置 

(1) 工事の施行中 

① 予測に反映した措置 

・「土壌汚染対策法」第４条及び「環境確保条例」第 16条、第 117条に基づく調査を

実施する。 

・土壌調査の結果を踏まえ、今後、汚染拡散防止計画書等を提出し、計画書に基づき、

汚染拡散防止措置 ※を講じる。 

  

 
※ 汚染土壌の具体的な処理方法については、まだ確定していないが、掘削作業に当たっては、汚染範囲の周囲に

山留壁や遮水壁等を設け、周辺の健全土に汚染を拡散させない対策を講じる。 
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② 予測に反映しなかった措置 

・搬出が必要となる汚染土については、事前に「土壌汚染対策法」等に基づく搬出の届

出を行い、飛散防止シート等で覆って車両に積載するなど、適切な方法により搬出し、

処理場で処理を行う。 

・土壌汚染が確認された範囲の土地の形質変更時には、地下水の水質（土壌溶出量基準

の不適合が確認された物質の濃度）をモニタリングし、事後調査において報告する。 

・工事の施工に際しては、掘削時の汚染拡散防止等、十分な環境保全措置を講じ、事後

調査において汚染状況、周辺環境への影響及び対策実施状況について詳細な報告を

行う。 

 

8.4.4 評価 

(1) 評価の指標 

① 工事の施行中 

評価の指標は、「新たな地域に土壌汚染を拡散させないこと」とした。 

 

(2) 評価の結果 

① 工事の施行中 

ア 汚染土壌の掘削及び移動に伴う土壌への影響の内容及び程度、地下水への溶出の可能性 

本事業で形質変更する敷地（１期工事範囲、２期工事範囲）のうち、１期工事範囲の一

部については、土壌汚染状況調査（概況調査、詳細調査）を実施しており、カドミウム、

六価クロム、鉛、砒素、ふっ素で土壌溶出量基準値を、鉛で土壌含有量基準値を上回る土

壌汚染が確認されている。また、砒素で地下水基準値を上回る地下水汚染が確認されてい

るが、確認状況から汚染地下水は計画地内に留まっていると考えられる。この結果につい

ては、「土壌汚染対策法」第４条及び「環境確保条例」第 116条、第 117条に基づき届出

を行い、先行届出分については、形質変更時要届出区域に指定されている。今後、１期工

事範囲内で必要な全ての調査を実施し届出を行うとともに、土地の改変に伴う汚染の拡

散を防止するため、調査の結果に基づき、汚染拡散防止計画書等を作成し、提出する。こ

の計画書に基づいて、敷地内の土壌汚染対策工事を行うことにより、掘削等による土壌汚

染の拡散と地下水への溶出を防止する計画である。計画建築物の建築工事は、土壌汚染対

策工事の完了後に着手する。 

２期工事範囲についても、工事前に土壌汚染状況調査を実施し、届出を行うとともに、

調査結果に基づき必要に応じた対応を図る計画である。 

したがって、評価の指標とした「新たな地域に土壌汚染を拡散させないこと」を満足す

ると考える。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

8.5 日影 
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8.5 日影 

8.5.1 現況調査 

(1) 調査事項及び選択理由 

調査事項及び選択理由は、表 8.5-1 に示すとおりである。 

 

表 8.5-1 調査事項及び選択理由 

調査事項 選択理由 

① 日影の状況 

② 日影が生じることによる

影響に特に配慮すべき施

設等の状況 

③ 既存建築物等の状況 

④ 地形の状況 

⑤ 土地利用の状況 

⑥ 法令による基準等 

工事の完了後においては、計画建築物等の設置に伴う日影への影

響が考えられる。 

以上のことから、計画地及びその周辺について、左記の事項に係

る調査が必要である。 

 

【工事の完了後】 

・冬至日における日影の範囲、日影となる時刻、時間数等の日影

の状況の変化の程度 

・日影が生じることによる影響に特に配慮すべき施設等における

日影となる時刻、時間数等の日影の状況の変化の程度 

 

(2) 調査結果 

① 日影の状況 

計画地周辺の主要な地点における現況の夏至、春分・秋分及び冬至の日影の状況は、写

真 8.5-1（上段）に示すとおりである。計画地周辺の主要な地点において天空写真を撮影

し、夏至日、春秋分日、冬至日の太陽軌道及び時刻点を記入した。 

主要な地点の日照に影響を与えると考えられる建築物としては、計画地内の既存建築

物や計画地周辺の事務所ビル等がある。 

 

② 日影が生じることによる影響に特に配慮すべき施設等の状況 

計画地周辺の日影が生じることによる影響に特に配慮すべき主な公共施設等として、

計画地北側約 50ｍに「ポピンズナーサリースクール王子」、約 70ｍに「あい保育園王子」

がある。 

計画地及びその周辺の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

地域の指定がみられる。また、住居系の土地利用としては、計画地の北側に集合住宅や住

商併用建物の区分が多くみられ、計画地に隣接して集合住宅、住商併用建物がある。 

 

③ 既存建築物の状況 

計画地の北側の沿道には 10 階以上の建築物が多く立地し、沿道の背後は 10 階以下の

建築物と 10階以上の建築物が混在する地域である。16階建て以上の建物としては、計画

地の北西側約 200ｍに北とぴあ（高さ約 88ｍ、18階建て）、南西側約 120ｍに王子飛鳥山

ザ・ファーストタワー（高さ約 96ｍ、29階建て）がある。 
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④ 地形の状況 

計画地周辺の地形は、南北に走るＪＲ京浜東北線等を境に大きく台地と低地に分かれ

ており、ＪＲ京浜東北線等の西側が主に台地・段丘（更新地・完新世段丘）に、東側が主

に低地となり人工地形（盛土地・埋立地）や河川沿いの氾濫の微高地に分類されている。

計画地は低地の人工地形（盛土地・埋立地）に位置しており、標高は T.P約+５ｍである。 

 

⑤ 土地利用の状況 

計画地の用途地域は、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。 

計画地の土地利用現況は、大部分が専用工場に区分されている。また、計画地周辺は集

合住宅や独立住宅の区分が多く見られる。 

 

⑥ 法令による基準等 

「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）に定める日影規制がある。 

 
8.5.2 予測 

(1) 予測事項 

① 工事の完了後 

・冬至日における日影の範囲、日影となる時刻、時間数等の日影の状況の変化の程度 

・日影が生じることによる影響に特に配慮すべき施設等における日影となる時刻、時間

数等の日影の状況の変化の程度 

 

(2) 予測の対象時点 

① 工事の完了後 

計画建築物の工事の完了後とした。 

 

(3) 予測地域・地点 

① 工事の完了後 

ア 冬至日における日影の範囲、日影となる時刻、時間数等の日影の状況の変化の程度 

計画建築物による日影が生じると予測される範囲とした。 

 

イ 日影が生じることによる影響に特に配慮すべき施設等における日影となる時刻、時間数

等の日影の状況の変化の程度 

現地調査地点（図 8.5-3）とした。 
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(4) 予測結果 

① 工事の完了後 

ア 冬至日における日影の範囲、日影となる時刻、時間数等の日影の状況の変化の程度 

計画地の計画建築物のみによる時刻別日影図は図 8.5-1に、供用時の計画建築物と既

存建築物による時刻別日影図は図 8.5-2に示すとおりである。 

 

イ 日影が生じることによる影響に特に配慮すべき施設等における日影となる時刻、時間数

等の日影の状況の変化の程度 

計画地北側の敷地境界上の地点における日影時間の変化は、表 8.5-2及び写真 8.5-1に

示すとおりである。 

 

表 8.5-2 主要な地点における日影時間の変化 

 

  

注1)  日影時間  計画地内建築物による日影時間

約０分
完了後 約４時間

冬至日
現況 約４時間(約20分)

約３時間
完了後 約７時間(約３時間20分)

 №1 計画地北側

夏至日
現況 約２時間20分

約０分
完了後 約２時間20分

春秋分
現況 約４時間

地点名 時期
時刻（真太陽時） 日影時間(計画地内建築

物による日影時間)
日影増減時間

8 9 10 11 12 13 14 15 16
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図 8.5-1 時刻別日影図(計画建築物のみ)  
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図 8.5-2 等時間日影図(計画建築物のみ)  
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この地図は、東京都縮尺 1/2,500地形図（平成 27年度 DVD版）を加工して作成したものである。 

王子飛鳥山 

ザ・ファーストタワー 

北とぴあ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 8.5-3 日影調査地点  



- 119 - 

 

＜現況＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜工事の完了後＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 8.5-1 主要な地点における日影時間の変化(№1：計画地北側) 

計画建築物 
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8.5.3 環境保全のための措置 

(1) 工事の完了後 

① 予測に反映した措置 

・計画建築物は高さを抑えた計画とし、日影の影響が小さくなるよう配慮する。 

 

8.5.4 評価 

(1) 評価の指標 

① 工事の完了後 

評価の指標は、「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」に定める

規制値とした。 

 

(2) 評価の結果 

① 工事の完了後 

主要な地点である計画地北側の敷地境界上（計画地北側に隣接する集合住宅付近）の地

点における工事の完了後の日影時間は、年間を通して最も日影が長くなる冬至日におい

て約３時間増加するが、夏至日、春秋分での増加はなく、年間を通しての日照は確保され

ると考えられる。 

計画建築物は高さを抑えた計画とし、日影の影響が小さくなるよう配慮しており、計画

地北側の道路を挟んだ沿道付近にある２ヶ所の保育所に、計画地内の計画建築物及び既

存建築物による１時間以上の日影は生じない。 

また、冬至日において１時間以上の日影が及ぶ範囲は計画地北西側の道路沿道の限ら

れた範囲であり、日影規制の対象区域には及ばない。 

したがって、評価の指標とした「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」に定める規制値を満足すると考える。 

 

 



 

 

 

 

 

 

8.6 電波障害 
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8.6 電波障害 

8.6.1 現況調査 

(1) 調査事項及び選択理由 

調査事項及び選択理由は、表 8.6-1 に示すとおりである。 

 

表 8.6-1 調査事項及び選択理由 

調査事項 選択理由 

① テレビ電波の受信状況 

② テレビ電波の送信状況 

③ 高層建築物及び住宅等の

分布状況 

④ 地形の状況 

工事の完了後においては、計画建築物等の設置に伴う電波障害の

影響が考えられる。 

以上のことから、計画地及びその周辺について、左記の事項に係

る調査が必要である。 

 

【工事の完了後】 

・計画建築物等の設置に伴うテレビ電波の遮へい障害及び反射障害

（地上デジタル放送、衛星放送(BS･CS 放送)を対象） 

 

(2) 調査結果 

① テレビ電波の受信状況 

地上デジタル放送のテレビ受信状況調査結果は、表 8.6-2 に示すとおりである。 

品質評価については、東京局は、ほとんどの地点が「A(きわめて良好)」であったが、

放送局によって「B(良好)」及び「C(おおむね良好)」の地点も存在していた。浦和局は地

点によって「A(きわめて良好)」、「B(良好)」も存在するが、半分以上が「D(不良)」及び

「E(受信不能)」であった。本地域は浦和局の放送エリア外であることから、地点による

受信状況のばらつきが大きく、安定した受信が難しい地域であると考えられる。 

 

表 8.6-2 テレビ受信状況の調査結果 

調査項目 

東京局 浦和局 
NHK 
総合 

NHK 
教育 

日本 
テレビ 

TBS 
テレビ 

フジ 
テレビ 

テレビ 
朝日 

テレビ 
東京 

MX 
テレビ 

テレビ
埼玉 

27ch 26ch 25ch 22ch 21ch 24ch 23ch 16ch 32ch 

画像

評価 

○  8  8  8  8  8  8  8  8  6 

△  0  0  0  0  0  0  0  0  1 

×  0  0  0  0  0  0  0  0  7 

品質 

評価 

A  6  8  7  7  8  7  7  5  4 

B  2  0  1  1  0  1  1  1  2 

C  0  0  0  0  0  0  0  2  0 

D  0  0  0  0  0  0  0  0  1 

E  0  0  0  0  0  0  0  0  7 

注）画像評価 ○ 正常に受信 
 △ ブロックノイズや画面フリーズあり 
 × 受信不能 

品質評価 A きわめて良好：画像評価が○で、BER≦1E-8 
 B 良好    ：画像評価が○で、1E-8＜BER＜1E-5 
 C おおむね良好：画像評価が○で、1E-5≦BER≦2E-4 
 D 不良    ：画像評価が○ではあるが BER＞2E-4、または画像評価△ 
 E 受信不能  ：画像評価が× 

BER（Bit Error Rate）：ビット誤り率。一定期間内に伝送したビット数のうち、何ビットの誤りが発生
したかを BER として表示する。 
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② テレビ電波の送信状況 

地上デジタル放送として東京局（広域局、県域局）、浦和局（県域局）がある。衛星放

送として BS放送、CS 放送がある。 

 

③ 高層建築物及び住宅等の分布状況 

計画地周辺の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。住居系の土地利用

としては、集合住宅や独立住宅の区分が多く見られる。 

計画地周辺の高層建築物としては、計画地の北西側約 200ｍに北とぴあ（高さ約 88ｍ、

18 階建て）、南西側約 120ｍに王子飛鳥山ザ・ファーストタワー（高さ約 96ｍ、29 階建

て）があるが、電波到来方向には高層建築物は存在しない。 

 

④ 地形の状況 

計画地は低地の人工地形（盛土地・埋立地）に位置しており、標高は T.P約+５ｍ前後

である。 

 

8.6.2 予測 

(1) 予測事項 

① 工事の完了後 

・計画建築物等の設置に伴うテレビ電波の遮へい障害及び反射障害 

 

(2) 予測の対象時点 

① 工事の完了後 

計画建築物の工事の完了後とした。 

 

(3) 予測地域・地点 

① 工事の完了後 

現地調査の調査地域と同様とした。 
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(4) 予測結果 

① 工事の完了後 

ア 計画建築物等の設置に伴うテレビ電波の遮へい障害及び反射障害 

計画建築物による地上デジタル放送及び衛星放送の遮へい障害範囲の予測結果は、図 

8.6-2 に示すとおりである。 

地上デジタル放送の東京局広域局の遮へい障害範囲は、計画地内に収まると予測する。

地上デジタル放送の東京局県域局の遮へい障害は北西方向に計画地敷地境界から最大距

離約 50ｍ、最大幅約 100ｍの範囲に生じると予測する。浦和局県域局の遮へい障害は南東

方向に計画地敷地境界から最大距離約 930ｍ、最大幅約 100ｍの範囲に生じると予測する。 

地上デジタル放送の反射障害については、計画建築物の建物高さを抑えていること、電

波到来方向に対する計画建築物壁面の角度が反射障害を生じにくい角度となっているこ

と等の理由により発生しないと予測する。なお、地上デジタル放送は、壁面からの反射波

により生じるマルチパス妨害に対し、誤り訂正能力の高い伝送方式を採用していること

からも反射障害は生じにくい。 

また、衛星放送の遮へい障害範囲は、いずれも計画地内に収まると予測する。 

 

8.6.3 環境保全のための措置 

(1) 工事の施行中 

① 予測に反映しなかった措置 

・クレーンの未使用時にはクレーンのブームを電波到来方向に平行に向け、テレビ電波

の受信障害の発生を極力防止するように配慮する。 

・工事の進捗により、本工事に起因する障害が発生した場合は、受信状況に応じて適切

な対策を実施する。 

・テレビ電波の受信障害に関する住民からの問い合わせに対して、相談受付の窓口を設

置し、迅速かつ適切な対応を行う。 

 

(2) 工事の完了後 

① 予測に反映した措置 

・計画建築物は、高さを抑えた計画とし、電波障害の影響が極力小さくなるよう配慮す

る。 

 

② 予測に反映しなかった措置 

・テレビ電波の受信障害が発生した場合には現地調査を行い、本事業に起因する障害

であると判明した場合には適切な対策を実施する。 

・テレビ電波の受信障害に関する住民からの問い合わせに対して、相談受付の窓口を

設置し、迅速かつ適切な対応を行う。 
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8.6.4 評価 

(1) 評価の指標 

① 工事の完了後 

評価の指標は、「テレビ電波の受信障害を起こさないこと」とした。 

 

(2) 評価の結果 

① 工事の完了後 

ア 計画建築物等の設置に伴うテレビ電波の遮へい障害及び反射障害 

地上デジタル放送の東京局広域局の遮へい障害は、計画地内に収まると予測し、反射障

害は生じないと予測するため、計画地周辺でテレビ電波の受信障害を起こさないと考え

る。 

地上デジタル放送の東京局県域局の遮へい障害は、北西方向に計画地敷地境界から最

大距離約 50ｍ、最大幅約 100ｍの範囲に生じると予測し、反射障害は生じないと予測す

る。浦和局県域局の遮へい障害は、南東方向に計画地敷地境界から最大距離約 930ｍ、最

大幅約 100ｍの範囲に生じると予測し、反射障害は生じないと予測する。浦和局県域局の

受信状況の調査では、調査地点の半分以上が受信不良又は受信不能であったが、これは本

地域が浦和局の放送エリア外であることから、安定した受信が難しい地域であるためと

考えられる。こうした現状も踏まえながら、計画建築物に起因して地上デジタル放送の受

信障害が発生した場合には、受信状況に応じて適切な対策を実施し、影響を解消する。 

また、衛星放送の遮へい障害は、いずれも計画地内に収まると予測するため、計画地周

辺でテレビ電波の受信障害を起こさないと考える。 

したがって、評価の指標とした「テレビ電波の受信障害を起こさないこと」を満足する

と考える。 

 

 



 

 

 

 

 

 

8.7 景観 
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8.7 景観 

8.7.1 現況調査 

(1) 調査事項及び選択理由 

調査事項及び選択理由は、表 8.7-1 に示すとおりである。 

 

表 8.7-1 調査事項及び選択理由 

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 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、計画建築物等の設置に伴う景観への影

響が考えられる。 

以上のことから、計画地及びその周辺について、左記の事項に係

る調査が必要である。 

 

【工事の完了後】 

・主要な景観の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 

・代表的な眺望地点からの眺望の変化の程度 

 

(2) 調査結果 

① 地域景観の特性 

「北区景観づくり計画」によれば計画地及びその周辺を含む「王子東地域」は、地域の

ほぼ全域が住工が混在する土地利用となっており、主要幹線道路沿いには集合住宅が立

地し、沿道景観を形成している。計画地の位置する「王子東地域」の「北とぴあかいわい」

は業務・商業施設が立ち並ぶ中に王子駅前公園などの緑地空間が存在する。また、「石神

井川沿川地区」は、台地部については桜並木や緑道が整備されているが、計画地の位置す

る王子駅東側の低地部では親水性が低いことが課題としてあげられている（地域、地区等

の範囲は図 8.7-1 参照）。 

計画地周辺は、計画地北側から西側にかけて、主要幹線道路(都道 307号)に隣接し、沿

道には街路樹が植栽されている。沿道とその北側にかけて中層建築物が建ち並ぶ中に柳

田公園、王子駅前公園等の公園緑地が存在する。計画地南東側は石神井川と首都高速中央

環状線に隣接し、戸建の住宅が集まる住宅地の中に、堀船一丁目公園、堀船一丁目児童遊

園、堀船一丁目いこい児童遊園等の公園や児童遊園が点在する。計画地南西側にはＪＲ王

子駅が立地し、にぎわいの拠点となっている。ＪＲ王子駅を挟んだ計画地と反対側には台

地があり、その崖線にそって飛鳥山公園、名主の滝公園などの公園や、斜面のみどりが確

認できる。 

主な景観構成要素としては、建築物、道路等、公園・緑地等があげられる。 

 

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図 8.7-1に示すとおりである。 

このうち、計画地内の建築物等を視認できない地点（№3、№8）を除く６地点からの眺

望の状況は、写真 8.7-1～写真 8.7-6の上段に示すとおりである。 
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図 8.7-1 代表的な眺望地点  
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③ 土地利用の状況 

計画地の用途地域は、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。 

計画地の土地利用現況は、大部分が専用工場に区分されている。また、計画地周辺は集

合住宅や独立住宅の区分が多く見られる。 

 
④ 景観の保全に関する方針等 

「東京都景観計画」(平成 30年８月改定、東京都)、「北区景観づくり計画」(平成 27年

９月策定・令和２年３月追録、北区）、「王子駅周辺まちづくりグランドデザイン」（平成

29年７月、北区）に景観の保全に関する方針等が示されている。 
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8.7.2 予測 

(1) 予測事項 

① 工事の完了後 

・主要な景観の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 

・代表的な眺望地点からの眺望の変化の程度 

 

(2) 予測の対象時点 

① 工事の完了後 

計画建築物の工事の完了後とした。 

 

(3) 予測地域・地点 

① 工事の完了後 

現地調査の調査地域と同様とした。 

 

(4) 予測結果 

① 工事の完了後 

ア 主要な景観の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 

計画地近傍の景観構成要素は、計画地西側には主要幹線道路が隣接して主に中層建築

物が建ち並ぶ。計画地の東側では戸建の住宅が集まる住宅地が存在している。本事業によ

る改変は、計画地内における建て替え工事で建設する計画建築物の最高高さが約 30ｍで

あり、計画地内及び計画地周辺の建築物の高さと同程度であるため、地域景観の特性の変

化はほとんどないと予測する。あわせて、計画地南側の石神井川との敷地境界付近に緑地

を配置し、石神井川と調和した良好な景観づくりを図る（「６ 対象事業の目的及び内容 

6.2 対象事業の内容 (3) 対象事業の基本構想 ⑩ 緑化計画」（p.25、26）参照）。 

 

イ 代表的な眺望地点からの眺望の変化の程度 

代表的な眺望地点のうち、計画地内の建築物等を視認できない地点（№3、№8）を除く

６地点からのからの現況と工事の完了後の眺望の変化の程度は、写真 8.7-1～写真 8.7-6

に示すとおりである。 

  



- 131 - 

写真 8.7-1 眺望の状況（№1 王子駅前歩道橋） 

  

現
況 

 

工
事
の
完
了
後 

 
現況： 

計画地西側(計画地中心から約 260ｍ)から

の眺望であり、道路沿道の建築物等の後方に

計画地内の既存建築物の一部を視認できる。 

 

工事の完了後： 

道路沿道の建築物等の後方に計画建築物の

一部を視認できる。計画建築物は、計画地内に

残置する既存建築物と同程度の規模であり、

現状のまちなみを変化させるものではないと

考えられる。 

計画建築物 
既存建築物 

（仕上棟) 
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写真 8.7-2 眺望の状況（№2 王子駅南口ロータリー） 

  

現
況 

 

工
事
の
完
了
後 

 
現況： 

計画地南側(計画地中心から約 240ｍ)から

の眺望であり、計画地周辺の建築物等の後方

に計画地内の既存建築物を視認できる。 

 

工事の完了後： 

計画地周辺の建築物等と計画地内に残置す

る既存建築物の後方に計画建築物を視認でき

る。計画建築物は、計画地内に残置する既存建

築物と同程度の規模であり、現状のまちなみ

を変化させるものではないと考えられる。 

計画建築物 既存建築物 

(仕上棟) 
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写真 8.7-3 眺望の状況（№4 溝田橋歩道橋） 

  

現
況 

 

工
事
の
完
了
後 

 
現況： 

計画地北側(計画地中心から約 180ｍ)から

の眺望であり、道路沿道の街路樹や建築物等

の後方に計画地内の既存建築物を視認でき

る。 

 

工事の完了後： 

道路沿道の建築物等と計画地内に残置する

既存建築物の後方に計画建築物を視認でき

る。計画建築物は、計画地内に残置する既存建

築物と同程度の規模であり、現状のまちなみ

と調和すると考えられる。 

計画建築物 

（事業棟Ⅱ） 
既存建築物 

(倉庫棟) 

計画建築物 

（事業棟Ⅰ） 
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写真 8.7-4 眺望の状況（№5 王子駅前公園） 

  

現
況 

 

工
事
の
完
了
後 

 
現況： 

計画地西側(計画地中心から約 190ｍ)からの眺望

であり、道路沿道の街路樹や建築物等の後方に計画

地内の既存建築物の一部を視認できる。 

 

工事の完了後： 

譲渡予定敷地内の既存建築物は解体される。道路

沿道の建築物等の後方に計画建築物を視認できる。

計画建築物は、計画地内の残置する既存建築物と同

程度の規模であり、現状のまちなみを変化させるも

のではないと考えられる。 

 

計画建築物 
譲渡予定敷地 

既存建築物(仕上棟) 
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写真 8.7-5 眺望の状況（№6 北とぴあ展望ロビー） 

  

現
況 

 

工
事
の
完
了
後 

 
現況： 

計画地西側(計画地中心から約 390ｍ)から

の眺望であり、計画地内の既存建築物の全景

を俯瞰できる。 

 

工事の完了後： 

譲渡予定敷地内の既存建築物は解体され

る。計画地周辺の建築物の背後に計画建築物

を俯瞰できる。計画建築物は、計画地内に残置

する既存建築物と同程度の規模であり、現状

のまちなみを変化させるものではないと考え

られる。 

計画建築物 譲渡予定敷地 

既存建築物 

(仕上棟) 
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写真 8.7-6 眺望の状況（№7 飛鳥山公園） 

  

現
況 

 

工
事
の
完
了
後 

 
現況： 

計画地南側(計画地中心から約 380ｍ)から

の眺望であり、調査地点周辺の樹木や、計画地

周辺の高層建築物や建築物の後方に計画地内

の既存建築物を視認できる。 

 

工事の完了後： 

計画建築物は計画地内に残置する既存建築

物や、計画地周辺の高層建築物の背後にあり、

視認できない。 

計画建築物 

既存建築物(仕上棟) 
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8.7.3 環境保全のための措置 

(1) 工事の完了後 

① 予測に反映した措置 

・計画地南側の石神井川との敷地境界付近に緑地を配置し、石神井川と調和した良好な

景観づくりを図る（「６ 対象事業の目的及び内容 6.2 対象事業の内容 (3) 対象事

業の基本構想 ⑩ 緑化計画」（p.25、26）参照）。 

 

② 予測に反映しなかった措置 

・計画建築物の外壁は周辺の建築物と調和する色彩を採用する。計画建築物の壁面には

バルコニー等をリズミカルに配置し、長大な立面を適度に分散するよう努める(図

6.2-7（p.19）参照)。 

・本計画は、「東京都北区景観づくり条例」に定める届出対象であり、計画地の位置す

る一般地区に定められた景観形成基準に適合する計画とする。 

・北区への届出及び北区との事前協議をふまえ、計画地の位置する「王子東地域」の「北

とぴあかいわい」の景観づくりの方針、「石神井川沿川地区」の景観づくりの方針に

沿った景観形成に努める。 

 
8.7.4 評価 

(1) 評価の指標 

① 工事の完了後 

ア 主要な景観の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 

計画地は「北区景観づくり計画」に示されている「王子東地域」の「北とぴあかいわい」、

景観形成方針地区の「石神井川沿川地区」に位置することから、これらの良好な景観づく

りに関する方針を参考として、「まちなみの調和を図るとともに、石神井川の景観と調和

した良好な景観づくり」を評価の指標とした。 

 

イ 代表的な眺望地点からの眺望の変化の程度 

計画地は「北区景観づくり計画」に示されている「王子東地域」の「北とぴあかいわい」

に位置することから、これらの良好な景観づくりに関する方針を参考として、「まちなみ

の調和に配慮した景観づくり」を評価の指標とした。 
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(2) 評価の結果 

① 工事の完了後 

ア 主要な景観の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 

主要な景観の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

については、本事業による改変は建て替え工事であり、新築する計画建築物は最高高さ約

30ｍで、計画地内の既存建築物及びその周辺の建築物の高さと同程度であるため、地域景

観の特性の変化はほとんどないと予測する。あわせて、計画地南側の石神井川との敷地境

界付近に緑地を配置し、石神井川と調和した良好な景観づくりを図る。 

したがって、評価の指標とした「まちなみの調和を図るとともに、石神井川の景観と調

和した良好な景観づくり」を満足すると考える。 

 

イ 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については、建て替え後の計画建築物によ

る大きな眺望の変化はなく、現状のまちなみを変化させるものではないと予測する。した

がって、評価の指標とした「まちなみの調和に配慮した景観づくり」を満足すると考える。 



 

 

 

 

 

8.8 廃棄物 
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8.8 廃棄物 

8.8.1 現況調査 

(1) 調査事項及び選択理由 

調査事項及び選択理由は、表 8.8-1 に示すとおりである。 

 

表 8.8-1 調査事項及び選択理由 

調査事項 選択理由 

① 撤去構造物及び伐採樹木

等の状況 

② 建設発生土の状況 

③ 特別管理廃棄物の状況 

④ 廃棄物の処理の状況 

⑤ 法令による基準等 

工事の施行中においては、既存建築物等の解体・撤去、計画建築

物等の建設に伴う撤去構造物、建設廃棄物及び建設発生土が発生す

る。 

以上のことから、計画地及びその周辺について、左記の事項に係

る調査が必要である。 

 

【工事の施行中】 

・撤去構造物、建設廃棄物及び建設発生土の排出量、再利用量及び

処理・処分方法 

 

(2) 調査結果 

① 撤去構造物及び伐採樹木等の状況 

１期工事での解体予定建築物は、加工棟（RC・S造）及びその渡り廊下、自転車置き場

等の附属建屋（S 造・CB造・A造）である。 

2期工事での解体予定建築物は、印刷棟（RC・PC造）及びその渡り廊下等の附属建屋（S

造）と、譲渡予定敷地内の全ての建築物（RC 造・S造・W造・A造）及び地下埋設物であ

る。 

解体予定建築物で使用されているフロン類を使用する設備機器の状況は、「8.9 温室効

果ガス 8.9.1 現況調査 (2) 調査結果 ④ 温室効果ガスを使用する設備機器の状況」

（p.146～167）に示すとおりである。 

 

② 建設発生土の状況 

計画地内でのボーリング調査結果によると、計画地の主な土質は、深さ３ｍ付近までは、

黒ボク土、アスファルト・砕石・礫ガラ交じり粘性土などの埋土、松杭木片が混入した埋

土である。 

計画建築物（事業棟Ⅰ・Ⅱ）の建設部分の掘削深さは 1.3～2.5ｍであり、掘削に伴う

建設発生土は埋土である。 
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③ 特別管理廃棄物の状況 

アスベストについては、解体予定建築物のアスベスト含有調査を実施し、複数の建築物

において、一部の壁や耐火間仕切等にアスベスト含有のフレキシブル板、成形板等の使用

を、外壁塗装材や天井等にアスベスト含有の仕上塗材、下地調整材等の使用を確認した。

なお、２期工事で解体予定の建築物については、一部の外壁塗装材を対象とした調査結果

であり、今後、工事着手までの期間に詳細調査を実施する計画である。 

また、含ＰＣＢ廃棄物に関しては、全て処分を完了している。 

 

④ 廃棄物の処理の状況 

ア 一般廃棄物 

北区における平成 30年度の総ごみ排出量は 102,988t であり、平成 26年度以降減少傾

向にある。 

また、平成 30年度のリサイクル率（総資源化量÷ごみ総排出量）は約 18％であり、平

成 26年度以降減少傾向にある。 

 

イ 産業廃棄物 

東京都における平成 30 年度の建設業の産業廃棄物排出量は 10,078 千 t であり、平成

26 年度以降増加傾向であったが、平成 30 年度になって減少した。平成 30 年度の排出量

の割合をみると、最も多い種類はがれき類（約 53％）、次いで汚泥（約 32％）である。 

また、平成 30 年度の製造業の産業廃棄物排出量は 1,233 千 t であり、平成 26 年度以

降、多少の増減はあるが微増傾向である。平成 30年度の産業廃棄物排出量の割合をみる

と、最も多い種類はガラス・陶磁器くず(約 46％)、次いで汚泥（約 40％）である。 

 

⑤ 法令による基準等 

「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）（以下「廃棄物処理法」という。）、

「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、東京都条例第 140号）、「環境確保条例」、「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、北区条例第 28 号）に示される事業者の責

務、「建設リサイクル推進計画」（令和２年９月、国土交通省）、「東京都資源循環・廃棄物

処理計画」（平成 28 年３月、東京都）、「東京都建設リサイクル推進計画」（平成 28 年４

月、東京都）、「北区一般廃棄物処理基本計画」（令和２年３月、北区）に示される目標・

施策等がある。 
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8.8.2 予測 

(1) 予測事項 

① 工事の施行中 

・撤去構造物、建設廃棄物及び建設発生土の排出量、再利用量及び処理・処分方法 

 

(2) 予測の対象時点 

① 工事の施行中 

撤去構造物、建設廃棄物及び建設発生土が排出される時点及び期間とした。 

 

(3) 予測地域・地点 

① 工事の施行中 

計画地内とする。 

 

(4) 予測結果 

① 工事の施行中 

ア 撤去構造物、建設廃棄物及び建設発生土の排出量、再利用量及び処理・処分方法 

解体工事及び建設工事に伴う廃棄物排出量及び再利用量は、表 8.8-2及び表 8.8-3に

示すとおりである。 

廃棄物等は分別を徹底し、「東京都建設リサイクル推進計画」に示される平成 32年度の

目標値を踏まえて可能な限り再資源化を図る計画であり、解体工事及び建設工事に伴う

廃棄物排出量（総計）の再資源化率は約 98％と予測する。 

建設汚泥及び建設発生土については、基準不適合の物質が含まれる可能性を否定でき

ないことから、再利用は考えないものとした。なお、汚染範囲が明確化された場合は、そ

の他の建設汚泥及び建設発生土と混同しないように管理を行い、それぞれ適正に処理を

行う計画とする。 

解体予定建築物に使用されている石綿含有建材については、解体に先立ち、「大気汚染

防止法」（昭和 43年６月、法律第 97号）、「環境確保条例」等の関係法令に基づく届出を

行い、「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」（平成 29年

12月、東京都環境局）等に従い、特別管理産業廃棄物（廃石綿等）又は石綿含有産業廃棄

物として、飛散防止措置の下、適正に除去し、処理を行う計画である。運搬までの間は袋

詰め等の対策を講じた上で、他の廃棄物と分別して保管し、運搬、処理・処分にあたって

は許可を得た業者に委託して行う計画である。 

また、解体予定建築物において、フロン類を使用する設備機器が使用されているが、こ

れらの廃棄にあたっては、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」（平

成 13年６月、法律第 64号）に定める方法にしたがい、許可を得た業者にフロン類を引渡

したことを、引取証明書により確認し、処理・処分する。 
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表 8.8-2 廃棄物排出量及び再利用量(種類別計) 

種類 

排出量(t) 
再資源化率

(％) 

② 

再利用量 

(t) 

③=①×② 

解体工事 

撤去構造物、 

伐採樹木 

建設工事

建設 

廃棄物 

合計 

① 

分
別
廃
棄
物 

コンクリート塊 約42,196 約110 約42,306 99 約41,883 

アスファルト塊 約   411 - 約   411 99 約   407 

砕石廃棄物 約   840 - 約   840 98 約   823 

ガラス・陶磁器くず - 約 21 約    21 98 約    21 

廃プラスチック類 - 約 23 約    23 98 約    23 

金属くず 約 2,382 約  2 約 2,384 98 約 2,336 

木くず注) 約   441 約 37 約   478 99 約   473 

紙くず - 約 27 約    27 98 約    26 

石膏ボード - 約 58 約    58 98 約    57 

その他 - 約 14 約    14 98 約    14 

混合廃棄物 約 1,324 約105 約 1,429 83 約 1,186 

合計 約47,594 約397 約47,991 ― 約47,249 
注) 伐採樹木の排出量を含む。 

 

表 8.8-3 廃棄物排出量及び再利用量(総計) 

種類 

排出量(t) 
再利用量 

(t) 

② 

再資源化率

(％) 

③=②/① 

解体工事 

撤去構造物、 

伐採樹木 

建設工事

建設 

廃棄物 

合計 

① 

建設廃棄物総計 約47,594 約397 約47,991 約47,249 約 98 
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8.8.3 環境保全のための措置 

(1) 工事の施行中 

① 予測に反映した措置 

・撤去構造物、伐採樹木及び建設廃棄物は、分別の上、再利用に努め、再資源化率は、

「東京都建設リサイクル推進計画」の平成 32年の目標値を踏まえて可能な限り再資

源化を図る（コンクリート塊 99％以上、アスファルト塊 99％以上、木くず 99％以上、

金属くず 98％、砕石廃棄物 98％、ガラス・陶磁器くず 98％、廃プラスチック類 98％、

紙くず 98％、石膏ボード 98％、その他の分別廃棄物 98％、混合廃棄物 83％）。 

・解体予定建築物に使用されている石綿含有建材については、解体工事に先立ち「大気

汚染防止法」、「環境確保条例」等の関係法令に基づく届出を行い、「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」等に従い、特定管理産業廃棄物

（廃石綿等）又は石綿含有産業廃棄物として、飛散防止措置の下、適正に除去し、処

理を行う。また、運搬までの間は袋詰め等の対策を講じた上で、他の廃棄物と分別し

て保管し、運搬、処理・処分にあたっては許可を得た業者に委託して行う。 

・フロン類を使用する設備機器の廃棄にあたっては、「フロン類の使用の合理化及び管

理の適正化に関する法律」に定める方法にしたがい、許可を得た業者にフロン類を引

渡したことを、引取証明書により確認し、処理・処分する。 

 

② 予測に反映しなかった措置 

・建設工事において、再生砕石、再生骨材コンクリート及び建設泥土改良土等の利用促

進に努める。 

・汚染範囲外の発生土等の再資源化状況を、事後調査において報告する。 

 

8.8.4 評価 

(1) 評価の指標 

① 工事の施行中 

評価の指標は、「循環型社会形成推進基本法」、「建設工事に係る資材の再資源化等に関

する法律」、「東京都廃棄物条例」、「東京都北区廃棄物の処理及び再利用に関する条例」等

に定める事業者の責務や「東京都建設リサイクル推進計画」に示される平成 32年度の目

標値とした。 
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(2) 評価の結果 

① 工事の施行中 

ア 撤去構造物、建設廃棄物及び建設発生土の排出量、再利用量及び処理・処分方法 

解体工事及び建設工事に伴う廃棄物排出量は、コンクリート塊約 42,306t、アスファル

ト塊約 411ｔ、砕石廃棄物約 840ｔ、ガラス・陶磁器くず約 21t、廃プラスチック類約 23t、

金属くず約 2,384ｔ、木くず約 478t、紙くず約 27t、石膏ボード約 58t、その他の分別廃

棄物約 14t、混合廃棄物約 1,429t、合計約 47,991ｔと予測する。廃棄物等は分別を徹底

し、「東京都建設リサイクル推進計画」に示される平成 32年度の目標値を踏まえて可能な

限り再資源化を図る計画であり、再資源化率は約 98％と予測する。 

また、建設汚泥の排出量は約 4,093t、建設発生土の排出量は約 5,511m3と予測する。建

設汚泥及び建設発生土については、基準不適合の物質が含まれる可能性を否定できない

ことから、再利用は考えないものとするが、汚染範囲が明確化された場合は、その他の建

設汚泥及び建設発生土と混同しないように管理を行い、それぞれ適正に処理を行う計画

とする。 

解体予定建築物に使用されている石綿含有建材については、解体工事に先立ち「大気汚

染防止法」、「環境確保条例」等の関係法令に基づく届出を行い、「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」等に従い、特別管理産業廃棄物（廃石綿等）

又は石綿含有産業廃棄物として、飛散防止措置の下、適正に除去し、処理を行う計画であ

る。また、運搬までの間は袋詰め等の対策を講じた上で、他の廃棄物と分別して保管し、

運搬、処理・処分にあたっては許可を得た業者に委託して行う計画である。 

また、フロン類を使用する設備機器の廃棄にあたっては、「フロン類の使用の合理化及

び管理の適正化に関する法律」に定める方法にしたがい、許可を得た業者にフロン類を引

渡したことを、引取証明書により確認し、処理・処分する。 

したがって、評価の指標とした「関係法令に示される事業者の責務」を果たし、「『東京

都建設リサイクル推進計画』に示される平成 32年度の目標値」を満足すると考える。 

 

 



 

 

 

 

 

 

8.9 温室効果ガス 
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8.9 温室効果ガス 

8.9.1 現況調査 

(1) 調査事項及び選択理由 

調査事項及び選択理由は、表 8.9-1 に示すとおりである。 

 

表 8.9-1 調査事項及び選択理由 

調査事項 選択理由 

① 原単位の把握 

② 対策の実施状況 

③ 地域内エネルギー資源の

状況 

④ 温室効果ガスを使用する

設備機器の状況 

⑤ 法令による基準等 

工事の完了後においては、施設の稼働に伴う温室効果ガスが発生

する。 

以上のことから、計画地及びその周辺について、左記の事項に係

る調査が必要である。 

 

【工事の完了後】 

・施設の稼働に伴う温室効果ガスの排出量及びその削減の程度 

 

(2) 調査結果 

① 原単位の把握 

温室効果ガス(CO2)の原単位は、表 8.9-2 に示すとおりである。 

本事業の実施に伴い、温室効果ガス(CO2)を排出する要因として、電気の使用、都市ガ

スの使用があげられる。 

なお、現王子工場の残置建築物には太陽光発電設備が設置されており、発電した電力は

自家消費している。自家消費による温室効果ガス（CO2）の排出はない。 

 

表 8.9-2 温室効果ガス(CO2)の原単位 

区分 温室効果ガス 原単位 

エネルギーの

使用 

電気の使用 二酸化炭素（CO2） 0.489 tCO2/千 kWh 

都市ガスの使用 二酸化炭素（CO2） 2.244 tCO2/千 m3 
注 1)「総量削減義務と排出量取引制度における特定温室効果ガス排出量算定ガイドライン」における第２計画

期間・第３計画期間の排出係数を用いた。 

注 2)「都市ガスの使用」の原単位は、都市ガス（13A）の単位発熱量 45GJ/千 Nm3、排出係数 0.0136tC/GJ から

算出した。 

   45GJ/千 m3×0.0136tC/GJ×44÷12＝2.244tCO2/千 m3 

資料：「総量削減義務と排出量取引制度における特定温室効果ガス排出量算定ガイドライン」（令和２年４月、

東京都環境局） 

（ https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/climate/large_scale/rules/cat9740.files/2020tokusan

gl.pdf）（令和２年12月閲覧）を基に作成 

 

  

https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/climate/large_scale/rules/cat9740.files/2020tokusan
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② 対策の実施状況 

現在、温室効果ガス(CO2)排出量削減のために王子工場で実施している対策の内容は、

表 8.9-3 に示すとおりである。 

 

表 8.9-3 現王子工場で実施している温室効果ガス(CO2)排出量削減対策 

項目 対策の内容 

PDCA サイクルを活用した環境負荷及び環境

リスクの低減 

環境マネジメントシステムを構築し、PDCA サイクル

を活用しながら環境負荷及び環境リスクの低減に向

けて取り組んでいる。 

ISO14001 認証を取得し、維持・更新を行っている。 

エネルギー消費の改善・電気需要の平準化 

エネルギー管理方針を定め、エネルギー消費の改善

を図っている。 

省エネや電気需要の平準化に向けた取り組みとし

て、時間帯別の使用量の把握を進めている。 

未使用室、共用部の消灯の執行に努めている。 

空調機の更新や LED 照明器具の採用及びエネルギー

効率の高い設備の導入を図っている。 

生産機械の空転ロス低減 
生産機械の計画的な稼働により、エネルギーの節減

を図っている。 

 

③ 地域内エネルギー資源の状況 

「地域冷暖房区域区市別一覧（令和２年４月現在）」(東京都)によると、北区内に地域

冷暖房区域はない。 

 

④ 温室効果ガスを使用する設備機器の状況 

解体予定建築物で使用されている温室効果ガス(フロン類)を使用する設備機器の状況

は、表 8.9-4 に示すとおりである。 

これらの設備機器の撤去に当たっては、フロン類が大気中に放出することの無いよう

「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」(平成 13 年６月、法律第 64

号)に定める方法にしたがい、適切に処理・処分する。 
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表 8.9-4 解体予定建築物で使用されている温室効果ガス（フロン類）を使用する設備機器 

機器分類（冷媒名） 定格出力（kW） 台数 

スポットクーラー（R22、R407) - 6台 

パッケージ型エアコン 

(R22、R32、R407C、R410A) 
0.60～45.00 135台 

ルームエアコン（R22、R32、R410A) 0.60～1.50 34台 

除湿器（R410A) 0.60～3.70  6台 

チラー冷凍機（R22) 2.20  1台 

エアドライヤ（R410A) -  3台 

インキュベータ(R134a) -  1台 

空気源用エアドライヤ（R12) 0.16  1台 

 

⑤ 法令による基準等 

「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）、「環境確保条例」に

示される事業者の責務等、「ゼロエミッション東京戦略 2020 Update ＆ Report」（令和３

年３月、東京都）に示される目標・施策等がある。 

 

8.9.2 予測 

(1) 予測事項 

① 工事の完了後 

・施設の稼働に伴う温室効果ガス（CO2）の排出量及びその削減の程度 

 

(2) 予測の対象時点 

① 工事の完了後 

施設の事業活動が通常の状態に達した時点とした。 

 

(3) 予測地域・地点 

① 工事の完了後 

計画地内とした。 
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(4) 予測結果 

① 工事の完了後 

ア 施設の稼働に伴う温室効果ガス（CO2）の排出量及びその削減の程度 

工事完了後の工場における二酸化炭素排出量は表 8.9-5に、比較の対象とする現王子工

場における二酸化炭素排出量は表 8.9-6に示すとおりである。 

本事業における二酸化炭素排出量の削減の程度は表 8.9-7に示すとおりである。 

 

表 8.9-5 工事完了後の工場における二酸化炭素排出量 

区分 

エネルギー 

使用量 

二酸化炭素 

排出原単位 

二酸化炭素 

排出量 

① ② ③＝①×② 

計画建築物 電力使用量 3,355 千 kWh/年 0.489tCO2/千 kWh 約 1,641 tCO2/年 

残置建築物 電力使用量※ 2,946 千 kWh/年 0.489tCO2/千 kWh 約 1,441 tCO2/年 

都市ガス使用量 28 千 m3/年 2.244 tCO2/千 m3 約 63 tCO2/年 

太陽光発電量 ▲31 千 kWh/年 0.489tCO2/千 kWh ▲約 15 tCO2/年 

合計 - - 約 1,489 tCO2/年 

合計                         約 3,130 tCO2/年 

※ 残置建築物での電力使用量には、太陽光発電の自家消費量(31千ｋWh/年）を含む。 

 

表 8.9-6 現王子工場における二酸化炭素排出量 

区分 

エネルギー 

使用量 

二酸化炭素 

排出原単位 

二酸化炭素 

排出量 

① ② ③＝①×② 

撤去建築物 電力使用量 2,208 千 kWh/年 0.489tCO2/千 kWh 約 1,079 tCO2/年 

都市ガス使用量 293 千 m3 2.244 tCO2/千 m3 約 657 tCO2/年 

合計 - - 約 1,736 tCO2/年 

残置建築物 電力使用量※ 2,946 千 kWh/年 0.489tCO2/千 kWh 約 1,441 tCO2/年 

都市ガス使用量 28 千 m3 2.244 tCO2/千 m3 約 63 tCO2/年 

太陽光発電量 ▲31 千 kWh/年 0.489tCO2/千 kWh ▲約 15 tCO2/年 

合計 - - 約 1,489 tCO2/年 

合 計                     約 3,225 tCO2/年 
※ 残置建築物での電力使用量には、太陽光発電の自家消費量(31千ｋWh/年）を含む。 

 

表 8.9-7 二酸化炭素排出量の削減の程度 

工事完了後の工場からの 

二酸化炭素排出量 

① 

現王子工場からの 

二酸化炭素排出量 

② 

削減量 

③=②-① 

削減率 

④=③/② 

約 3,130 tCO2/年 約 3,225 tCO2/年 約 95 tCO2/年 約 2.95％ 

 

  



- 149 - 

8.9.3 環境保全のための措置 

(1) 工事の完了後 

① 予測に反映した措置 

・給湯は、ヒートポンプ給湯器により、温室効果ガスの排出低減を図る。 

・空調機を分散配置し、細かな制御と搬送ロスの低減により、省エネルギーを図る。 

・高効率マルチエアコン、デシカント空調システム（水配管レス調湿外気処理機）、全

熱交換器ユニットを採用する。 

・照明器具は LED器具を採用し、省エネルギーを図る。 

・トイレ、廊下及び階段などの照明は、人感センサーによる自動点灯、消灯とし節電を

図る。 

・撤去建築物で使用されている温室効果ガスを使用する設備機器の撤去に当たっては

法律に定める方法に従い、適切に処理・処分する。 

 

② 予測に反映しなかった措置 

・ISO14001 認証に基づく環境マネジメントシステムを構築し、PDCA サイクルを活用し

ながら環境負荷及び環境リスクの低減に向けて取り組む。 

・エネルギー管理方針を定め、エネルギー消費の改善を図る。 

・省エネや電気需要の平準化に向けた取り組みとして、時間帯別等の使用量の把握を進

める。 

・生産機械の計画的な稼働により、エネルギーの節減を図る。 

・エリア毎の照明の点滅が可能な計画とし、効率的な消灯により、エネルギーの削減に

努める。 

・環境負荷の低減及び温室効果ガスの排出抑制のため、最新の技術開発の動向を注視す

るとともに、環境負荷の低減を常に意識し、導入可能な技術等について検討を行い、

国立印刷局として、温室効果ガス排出削減の目標 ※の達成に向け取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 国立印刷局では、国の掲げる削減目標と「環境確保条例」に基づく「大規模事業所への温室効果ガス排出総

量削減義務と排出量取引制度」を踏まえ、国立印刷局全体として達成すべき削減目標、都内の事業所として

達成すべき削減目標を定めている。 
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8.9.4 評価 

(1) 評価の指標 

① 工事の完了後 

評価の指標は、「地球温暖化対策の推進に関する法律」、「環境確保条例」等に定める事

業者の責務から、「温室効果ガスの排出の抑制等の措置を講ずるよう努めること」とした。 

 

(2) 評価の結果 

① 工事の完了後 

ア 施設の稼働に伴う温室効果ガス（CO2）の排出量及びその削減の程度 

工事完了後の工場からの二酸化炭素排出量は約 3,130tCO2/年、比較の対象とする現王子

工場からの二酸化炭素排出量は約 3,225tCO2/年であり、本事業における二酸化炭素排出量

削減量は約 95tCO2/年、削減率は約 2.95％と予測する。 

したがって、評価の指標とした「温室効果ガスの排出の抑制等の措置を講ずるよう努め

ること」を満足すると考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

9 当該対象事業の実施が環境に影響を及ぼすおそれ

がある地域を管轄する特別区の名称及びその地域

の町名 
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9 当該対象事業の実施が環境に影響を及ぼすおそれがある地域を管轄する特別区の名称及びそ

の地域の町名 

本事業の実施による大気汚染、騒音・振動、水質汚濁、土壌汚染、日影、電波障害、景

観、廃棄物及び温室効果ガスが環境に影響を及ぼすおそれがある地域は、図 9-1に示すと

おりであり、景観における近景域（800ｍ）の地域である。 

当該地域を管轄する特別区の名称及びその地域の町丁名は、表 9-1に示すとおりである。 

 
表 9-1 影響を及ぼすおそれがある地域を管轄する特別区の名称及びその地域の町名 

特別区の名称 町丁名 

北区 

王子一丁目、王子二丁目の一部、王子三丁目の一部、王子六丁目の一部、

豊島一丁目、豊島二丁目の一部、豊島三丁目の一部、 

堀船一丁目、堀船二丁目、堀船三丁目の一部、 

王子本町一丁目の一部、王子本町二丁目の一部、岸町一丁目の一部、 

滝野川一丁目の一部、滝野川二丁目の一部、西ケ原二丁目の一部、 

栄町の一部、上中里二丁目の一部、上中里三丁目の一部 
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図 9-1 環境に影響を及ぼすおそれがある地域 



 

 

 

 

 

 

 

10 評価書案の修正の経過及びその内容 
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10 評価書案の修正の経過及びその内容 

環境影響評価書の作成に当たっては、環境影響評価書案審査意見書に記載された知事

の意見、都民の意見書及び周知地域区長（北区長）の意見を勘案し、環境影響評価書案

の修正を行った。環境影響評価書案の修正内容の概要は、表 10-1(1)～(3)、表 10-2 に

示すとおりである。 

 

表 10-1(1) 評価書案の修正内容の概要（本編） 

 
 

 
※ 令和３年 10 月 26 日に東京都知事に提出した変更届。以下同様。 

修正箇所 修正事項 修正内容及び修正理由 
評価書

案頁 

評価書 

頁 

3 対象事業の内容の概略 

 

対象事業の内容の概略 変更届 ※を反映し、計画建築物（事

業棟Ⅰ・Ⅱ）の建物最高高さを変更

した。 

p.1 p.1 

4 環境に及ぼす影響の評価の結論 

 

7．景観 変更届を反映し、計画建築物（事業

棟Ⅰ・Ⅱ）の建物最高高さを変更し

た。 

p.5 p.5 

6 対象事業の目的及び内容 

 

6.2 対象事業

の内容 

(3)対象事業の基本

構想 

①土地利用計画 

新正門と新通用門の整備について追

記した。 

p.13 

～14 

p.13 

～14 

 

 ③建築計画 変更届を反映し、計画建築物（事業

棟Ⅰ・Ⅱ）の建物最高高さを変更し

た。 

p.16 

～18 

p.16 

～18  

 

 ⑫温室効果ガス排

出量低減対策 

事業段階関係区長（北区長）の意見

を踏まえ、温室効果ガス排出量低減

対策に追記した。 

ｐ.28 ｐ.28 

 

6.3 施工計画

及び供用の計

画 

6.3.1 施工計画 

(1)工事工程 

1 期工事における構内整備等の工事

について追記した。 

p.31 

～32 

p.31 

～32  

 
  1 期工事の施工範囲について追記し

た。 

p.34 p.34 

 

 (4)建設廃棄物 都民の意見、事業段階関係区長（北

区長）の意見を踏まえ、石綿含有建

材の除去、処分について関係法令に

基づく届出を行うことを追加した。 

p.37 p.37 

 

 (5)土壌汚染 

 

土壌汚染状況調査と手続の進捗を反

映し、調査結果を更新し、区域指定

状況の記載を追加した。 

p.37 

 

p.37 

 

 

  知事の意見、事業段階関係区長（北

区長）の意見を踏まえ、汚染土搬出

時の保全措置、土地の形質変更時の

地下水の水質のモニタリング、事後

調査での報告等を追記した。 

p.37 p.37 
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表 10-1(2)  評価書案の修正内容の概要（本編） 

 

修正箇所 修正事項 修正内容及び修正理由 
評価書

案頁 

評価書

頁 

6 対象事業の目的及び内容 

 

6.3 施工計画

及び供用の計

画 

(6)施工中の環境対

策等 

①防音・防振対策 

都民の意見、事業段階関係区長（北

区長）の意見を踏まえ、施工中の防

音・防振対策を追加した。 

p.38 p.38 

 

 ⑤温室効果ガス排出

抑制対策 

事業段階関係区長（北区長）の意見

を踏まえ、施工中の温室効果ガス排

出量低減対策を追加した。 

― p.39 

 

6.4 環境保全に関する計画等に配慮し

た事項 

事業段階関係区長（北区長）の意見

を踏まえ、評価書案提出時点の最新

の計画を反映した。 

p.39 p.40 

 

７ 環境影響評価の項目 

 

7.2 選定した

項目及びその

理由 

7.2.7 景観 変更届を反映し、計画建築物（事業

棟Ⅰ・Ⅱ）の建物最高高さを変更し

た。 

p.54 p.54 

8 環境に及ぼす影響の内容及び程度並びにその評価 

 

8.2 騒音・振動 8.2.3 環境保全のた

めの措置 

(1)工事の施行中 

②予測に反映しな

かった措置 

知事の意見、都民の意見、事業段階

関係区長（北区長）の意見を踏ま

え、環境保全のための措置を追加し

た。 

p.169 

～170 

p.169 

～170 

 

8.3 水質汚濁 8.3.1 現況調査 

(4)調査結果 

①水質等の状況 

ウ計画地内の地下

水の水質 

土壌汚染状況調査の進捗を反映し、

調査結果を更新した。 

p.181 

～182 

p.181 

～182 

 
 ④法令による基準

等 

水質汚濁に係る環境基準の見直し

（六価クロム）を追記した。 

p.186 p.186 

 

 8.3.2 予測 

 

土壌汚染状況調査と手続の進捗を反

映し、調査結果を更新し、区域指定

状況の記載を追加した。 

p.190 

 

p.191 

 

 8.3.3 環境保全のた

めの措置 

(1)工事の施行中 

②予測に反映しなか

った措置 

事業段階関係区長（北区長）の意見

を踏まえ、土地の形質変更時の地下

水の水質のモニタリング、事後調査

での報告等を追記した。 

p.191 p.191 

 

 
8.3.4 評価 土壌汚染状況調査と手続の進捗を反

映し、調査結果を更新し、区域指定

状況の記載を追加した。 

p.191 p.192 

 

8.4 土壌汚染 

 

8.4.1 現況調査 

(4)調査結果 

②土壌汚染の状況 

ア計画地内の調査 

土壌汚染状況調査と手続の進捗を反

映し、調査結果を更新し、区域指定

状況の記載を追加した。 

p.195 p.195 

 

 事業段階関係区長（北区長）の意見

を踏まえ、調査範囲の説明を追記し

た。 

p.197 p.197 

 

 イ計画地及びその

周辺の要措置区域

等の状況 

手続の進捗を反映し、要措置区域等

の状況を更新した。 

p.199 

～200 

p.199 

～200 

 

 8.4.2 予測 土壌汚染状況調査と手続の進捗を反

映し、調査結果を更新し、区域指定

状況の記載を追加した。 

p.210 p.210 
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表 10-1(3)  評価書案の修正内容の概要（本編） 

 

  

修正箇所 修正事項 修正内容及び修正理由 
評価書

案頁 

評価書

頁 

8 環境に及ぼす影響の内容及び程度並びにその評価 

 

8.4 土壌汚染 

 

8.4.3 環境保全のた

めの措置 

(1)工事の施行中 

①予測に反映した

措置 

知事の意見、都民の意見を踏まえ、

環境保全のための措置に注釈を追加

した。 

p.211 p.211 

 

 ②予測に反映しなか

った措置 

知事の意見、事業段階関係区長（北

区長）の意見を踏まえ、汚染土搬出

時の保全措置、土地の形質変更時の

地下水の水質のモニタリング、事後

調査での報告等を追記した。 

p.211 p.211 

 
 8.4.4 評価 手続の進捗を反映し、区域指定状況

の記載を追加した。 

p.211 p.212 

 

8.5 日影 8.5.1 現況調査 

(4)調査結果 

②日影が生じるこ

とによる影響に特

に配慮すべき施設

等の状況 

都民の意見を踏まえ、日影が生じる

ことによる影響に特に配慮すべき施

設等として、計画地の北側に隣接し

て住宅が存在することを、追記し

た。 

p.216 p.216 

 

 8.5.2 予測 

 

変更届を反映し、日影図及び予測写

真（主要な地点における日影時間の

変化）を変更した。 

p.223 

～226、 

228 

p.223 

～226、 

228 

 

8.6 電波障害 8.7.1 現況調査 

(4)調査結果 

③高層建築物及び

住宅等の分布状況 

住居系の土地利用として、集合住宅

や独立住宅の区分が多くみられるこ

とを追記した。 

p.235 p.235 

 

8.7 景観 8.7.2 予測 

8.7.4 評価 

変更届を反映し、計画建築物（事業

棟Ⅰ・Ⅱ）の建物最高高さを変更し

た。 

p.250、 

260 

p.250、 

260 

 

8.8 廃棄物 8.8.3 環境保全のた

めの措置 

(1)工事の施行中 

②予測に反映しな

かった措置 

知事の意見、都民の意見を踏まえ、

環境保全のための措置を追加した。 

p.283 

 

p.283 

 

8.9 温室効果

ガス 

8.9.1 現況調査 

(4)調査結果 

⑤法令による基準

等 

事業段階関係区長（北区長）の意見

を踏まえ、評価書案提出時点の最新

の計画を反映した。 

p.290 

 

p.290 

 

 8.9.2 予測 

(5)予測結果 

①工事の完了後 

太陽光発電の自家消費電力量を追加

した。 

p.292  

 

p.292  

 

 

 8.9.3 環境保全のた

めの措置 

(1)工事の施行中 

②予測に反映しな

かった措置 

事業段階関係区長（北区長）の意見

を踏まえ、環境保全のための措置を

追加した。 

p.293 

 

p.294 
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表 10-2 評価書案の修正内容の概要（資料編） 

 

 

修正箇所 修正事項 修正内容及び修正理由 
評価書

案頁 

評価書

頁 

3 環境に及ぼす影響の内容及び程度並びにその評価 

 

3.3 土壌汚染 3.3.1 現況調査 

(1)調査結果 

①土壌汚染の状況 

 

土壌汚染状況調査と手続の進捗を反

映し、調査結果を追加した。 

p.117 

～124 

p.117 

～128 

 

3.6 温室効果

ガス 

3.6.1 予測 

(1)予測方法 

①工事の完了後 

 

太陽光発電の発電量と、自家消費電

力量を追加した。 

p.137 

～138 

 

p.143 

～144 

 



 

 

 

 

 

 

 

11 事業段階関係地域 
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11 事業段階関係地域 

東京都環境影響評価条例第 49条第１項の規定により知事が定めた事業段階関係地域は、

表 11-1及び図 11-1に示すとおりである。 

 
表 11-1 事業段階関係地域 

特別区の名称 町丁名 

北区 

王子一丁目、王子二丁目、王子三丁目、王子六丁目、 

豊島一丁目、豊島二丁目、豊島三丁目、 

堀船一丁目、堀船二丁目、堀船三丁目、 

王子本町一丁目、王子本町二丁目、岸町一丁目、 

滝野川一丁目、滝野川二丁目、西ケ原二丁目、 

栄町、上中里二丁目、上中里三丁目 
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図 11-1 事業段階関係地域 



 

 

 

 

 

 

 

12 評価書案審査意見書に記載された知事の意見 
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12 評価書案審査意見書に記載された知事の意見 

評価書案審査意見書に記載された知事の意見は、以下に示すとおりである。 

 
本事業の評価書案における調査、予測及び評価は、おおむね「東京都環境影響評価技術

指針」に従って行われたものであると認められる。 

なお、環境影響評価書を作成するに当たっては、関係住民が一層理解しやすいものとな

るよう努めるとともに、次に指摘する事項について留意すべきである。 

 

【騒音・振動】  

騒音・振動の予測では、最大値出現地点が中高層住宅等に近接する北側境界付近となる

ことから、防音シート等の採用や建設機械の配置、台数を詳細に検討するなど環境保全の

ための措置を徹底し、工事施行中の騒音・振動の一層の低減に努めること。 

 

【土壌汚染、廃棄物 共通】  

本事業では、形質変更する敷地の一部で土壌汚染が確認されており、拡散防止措置を講

じるとしている。 

工事の施工に際しては、掘削時の拡散防止等十分な環境保全措置を講じること。また、

事後調査において汚染状況、周辺環境への影響及び対策実施状況について詳細な報告を行

うとともに、汚染範囲外の発生土等の再資源化状況について報告すること。 
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13 評価書案についての都民の意見書及び事業段階

関係区長の意見の概要並びにこれらについての

事業者の見解 
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13 評価書案についての都民の意見書及び事業段階関係区長の意見の概要並びにこれらについて

の事業者の見解 

意見等の件数の内訳は、表 13-1に示すとおりである。 

評価書案に対して、都民から２件の意見書の提出があった。また、事業段階関係区長で

ある北区長の意見が提出された。 

 

表 13-1 意見等の件数の内訳 

意見等 件数 

都民の意見書 ２ 

事業段階関係区長の意見 １ 

合計 ３ 

 

 

13.1 都民の意見書の概要並びにこれらについての事業者の見解 

都民の意見書に記された意見の内容並びに事業者の見解は、表 13.1-1(1)～(9)に示す

とおりである。 
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表 13.1-1(1) 都民の意見の内容並びに事業者の見解 

意見の内容 事業者の見解 

大気汚染  

 

本事業は既存建築物の解体工事が主であり、

一般粉じんの予測評価が必要である。調査計画

書に対する北区長意見でも出されているが、こ

れに対する事業者の見解が示されていない。 

 

一般粉じんの発生量については、防じんパネル

等の設置、散水等の環境保全措置を講じることに

より飛散抑制を図る計画です。また、住民からの

問い合わせに対して、相談受付窓口を設置し、

迅速かつ適切に対応するとともに、工事の状況

等をお伝えするため、週間工程看板等を設置い

たします。（評価書案本編p.113参照） 

これらの対策については、施工業者に確実に履

行させるため、日々の管理を徹底いたします。 

なお、一般粉じんの影響に関する「調査計画書

に対する北区長意見」への見解としては、環境保

全措置として飛散抑制を図ることを明記するこ

とで、評価書案へ反映させております。 

騒音・振動  

 

長期にわたる建物の解体、金属物の持ち出

し、工事用車両の出入りで大きな騒音が予想さ

れます。近接のグリーンパーク王子からほぼ真

下に見えますが、騒音に対して何らかの配慮を

していただけるのでしょうか。  

 

工事期間中においては、施工区域周囲に仮囲い

（高さ３ｍの鋼板）を設置するとともに、建築物

の解体に当たっては、建築物の周囲に防音パネル

を設置する等、騒音の拡散を極力低減する計画と

しています。（評価書案本編p.169参照） 

騒音の発生源の対策としては、工事で使用する

建設機械は、極力、低騒音型機械を採用する計画

とし、金属類等を搬出する際には、車両への積載

時に大きな音を発生させないよう丁寧な作業に

努め、全ての工事車両の出入り及び構内の通行時

には徐行を徹底します。さらに、工事車両の主な

出入口となる柵門には、鋼板を敷く等の防振対策

も予定しています。 

これらの騒音等への対策については、施工業者

に確実に履行させるため、日々の管理を徹底いた

します。 

また、工事の施行中における騒音等の状況につ

いては、事後調査を実施し、事後調査報告書とし

て東京都に提出いたします。 

本整備事業は長期間に亘り、近隣の皆様にはご

迷惑をお掛けしますが、騒音や振動が特に発生し

やすい工事の時期には事前に週間工程看板等で

工事の状況等を周知させていただくとともに、

相談受付窓口を明確にし、その都度誠意をもって

対応いたします。 
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表 13.1-1(2) 都民の意見の内容並びに事業者の見解 

意見の内容 事業者の見解 

騒音・振動（つづき）  

 

周辺には中高層住宅が多数あり、騒音は地上

1.2m の高さのみでの予測では不十分である。

（工事施工中）建設機械の稼働や（工事完了後）

施設の稼働については、高さ方向の騒音の分布

を示し、2 階以上に住んでいる住民に対する騒

音値を示すべきである。 

 

建設機械の稼働に伴う建設作業騒音、施設の稼

働に伴う工場騒音については、いずれも地上1.2

ｍの高さにおける騒音レベルを予測しました。 

工事中の騒音に関しては、仮囲いの設置、解体

する建築物の周囲に防音パネルの設置、低騒音型

建設機械の採用、大きな音を発生させないよう丁

寧な作業に努めるなど、騒音の発生抑制、拡散防

止の対策を講じる計画です。これらの騒音等への

対策については、施工業者に確実に履行させるた

め、日々の管理を徹底いたします。また、特に騒

音が発生しやすい工事の時期には、事前に週間

工程看板等で工事の状況等を周知させていただ

くとともに、相談受付窓口を明確にし、その都度

誠意をもって対応いたします。 

施設の稼働に伴う騒音に関しては、屋内に配置

する製造設備等については、現在工場で使用して

いる設備と同様のものであり、設置する室の主要

な壁を遮音性の高いコンクリート製にするとと

もに、壁及び天井の仕上材は吸音性の高い仕様と

し、開口部については、遮音・防音仕様の建具を

使用する計画です。また、屋上に配置する空調・

換気設備等は、騒音の発生の少ない機器を選定し

ます。また、機器の周囲には高さ3.8ｍの防音ル

ーバーを設置し、騒音の低減を図ります。 

 

低周波音について、「屋外に冷却塔等の低周

波音の発生源となる機器を設置する計画はな

い」とされ予測対象外とされているが、屋内設

備の稼働も低周波音の要因になるのではない

か。調査計画書に対する北区長意見でも出され

ているが、これに対する事業者の見解が示され

ていない。 

 

屋内に配置する製造設備等については、現在工

場で使用している設備と同様のものであり、設置

する室の主要な壁を遮音性の高いコンクリート

製にするとともに、壁及び天井の仕上材は吸音性

の高い仕様とし、開口部については、遮音・防音

仕様の建具を使用する計画です。また、各機器に

おいて、振動による影響が懸念されるものについ

ては、防振架台の採用等を検討し、振動低減を図

る計画としています。このため、屋内設備は予測・

評価の対象とする低周波音の発生源とは考えて

おりません。 

なお、「評価書案に対する北区長意見」におい

て、施設稼働後の低周波音について調査のご要望

をいただいたことから、施設稼働後の低周波音に

ついて調査いたします。 
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表 13.1-1(3) 都民の意見の内容並びに事業者の見解 

意見の内容 事業者の見解 

土壌汚染  

 

３種類の有害な金属・非金属（六価クロム、

ヒ素およびふっ素）の汚染土壌の処理は現場で

処理されるのでしょうか。又は搬出して処理さ

れるのでしょうか。 

 

土壌汚染状況調査の結果、汚染が確認された土

地については、東京都から区域等の指定を受け、

その分類に基づく対応が必要となります。 

汚染土壌の処理につきましては、「土壌汚染対

策法」（平成14年５月、法律第53号）及び「環境

確保条例」に基づき、東京都環境局に「汚染拡散

防止計画書」を届け出た上で実施いたします。 

このため、汚染土壌の処理方法については、ま

だ確定しておりませんが、搬出が必要となる汚染

土については、事前に土壌汚染対策法等に基づく

搬出の届出を行い、飛散防止シート等で覆って車

両に積載するなど、適切な方法により搬出し、処

理場で処理を行う計画です。 

具体的な処理方法については、土壌汚染状況調

査の結果に基づいて、措置方法を検討いたしま

す。措置の方法は、「東京都土壌汚染対策指針」

（平成31年３月改正、東京都告示第394号）に基

づき選定し、措置の選定理由は「汚染拡散防止計

画書」に記載いたします。 

 

有害物質の処理、搬出に伴う近接マンション

周辺への汚染拡散の心配はないのでしょうか。 

 

汚染土壌の処理や汚染拡散防止対策につきま

しては、「土壌汚染対策法」及び「環境確保条例」

に基づき、東京都環境局に「汚染拡散防止計画書」

を届け出た上で実施いたします。 

解体・建設工事において必要な掘削作業に当た

っては、汚染範囲の周囲に山留壁や遮水壁等を設

け、周辺の健全土に汚染を拡散させない対策を講

じる計画です。 

また、搬出する汚染土は飛散防止シート等で覆

って車両に積載し、拡散防止に万全を期すことと

いたします。 

何れにしましても、汚染土の拡散防止には万全

を期すことといたします。 
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表 13.1-1(4) 都民の意見の内容並びに事業者の見解 

意見の内容 事業者の見解 

地盤、水循環  

・環境影響評価の項目の選定について 

地盤、水循環については、「山留壁で背面地盤

の変形や地下水の湧出を抑制する」の一言で片

付くものではなく、山留壁による地盤変形や地

下水湧出のシミュレーションを行い、予測・評

価を行うべきである。特に計画地は石神井川沿

いの低平地であり、水害常襲地帯でもあること

から、項目選定は必須である。 

 

 新築する事業棟Ⅰ・Ⅱは、地下階を設けない計

画であり、地下躯体の最大深さは約2.5ｍです。 

大規模な地下工事は実施せず、強度と止水性に

優れた山留壁（鋼矢板工法）を構築することと、

解体する加工棟の地下躯体の一部（最大深さ7.1

ｍ）を強度と止水性に優れた山留壁として利用す

ることで、背面地盤の変形や、掘削範囲内への地

下水の湧出を抑制し、地下水位の低下を防止する

計画であるため、地盤沈下や地盤変形を引き起こ

すおそれはないと考えます。また、現状と同様、

工事の完了後の施設の稼働時に地下水揚水は行

わない計画であることから、地盤沈下や地盤変形

の影響を及ぼす要因はないと考えます。このた

め、地盤は項目選定しておりません。（評価書案

本編p.55参照） 

また、地盤と同様の理由に加え、計画建築物の

地下躯体の範囲は局所的であり、深さは約2.5ｍ

で、残置する建築物の地下躯体の最大深さ（7.6

ｍ）や、山留壁として利用する加工棟の地下躯体

の一部（最大深さ7.1ｍ）よりも浅い計画となっ

ています。計画建築物の基礎杭（既成コンクリー

ト杭）は、残置する建築物の基礎杭と同様、深さ

約26ｍ付近に存在する砂質土層、砂礫層を支持層

とする計画です。このため、計画建築物の地下躯

体及び基礎杭によって新たな影響が生じること

はなく、地下水流動に影響を及ぼすおそれはない

と考えます。このため、水循環は項目選定してお

りません。（評価書案本編p.56参照） 

なお、事業棟Ⅰ・Ⅱの地下には、雨水流出抑制

施設として、雨水調整槽を設け、建物上に降った

雨を蓄える計画です。さらに、計画地内には緑地

等の非被覆地を積極的に設け、構内道路は極力透

水性のある材質により舗装するほか、雨水浸透ま

すを採用する等、雨水の地下浸透に努めます。（評

価書案本編p.23参照） 
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表 13.1-1(5) 都民の意見の内容並びに事業者の見解 

意見の内容 事業者の見解 

日影  

 

「環境影響評価書案」の概要 113 ページ「日

影が生じることによる影響に特に配慮すべき

施設」に北側隣接のグリーンパーク王子は入ら

ないのでしょうか。我々のマンションには全く

触れられていません。 

 

評価書案本編では、計画地北側に隣接する集合

住宅も、「日影が生じることによる影響に特に配

慮すべき施設等」と位置付けており、計画地北側

に隣接する集合住宅付近の都道307号（明治通り）

に面した敷地境界上の地点を「主要な地点」とし

て、日影の状況を調査・予測しています。（評価

書案本編p.213～214、227～228参照） 

なお、評価書案本編216ページ、概要版113ペ

ージの「日影が生じることによる影響に特に配

慮すべき施設等」については、計画地北側の日影

が予想される範囲が商業地域であることに鑑み、

公共性の高い施設を記載しました。 

 

概要 116 ページ「時刻別日影図」では、冬至

時グリーンパーク王子では、日影線 15：00 ま

で日が当たりません。このように日影になるこ

とそして眺望がなくなることは個人の資産価

値が大きく下がります。このようなことについ

て、国立印刷局として責任を感じておられない

のでしょうか。（民間事業ではない）  

また、冬至時だけでなく年間を通して日陰に

なる時期や範囲（マンションの各階）もご提示

ください。 

 

 

ご指摘の「環境影響評価書案の概要」116ペー

ジ「時刻別日影図」（事業棟Ⅰ最高高さ約31ｍ、

事業棟Ⅱ最高高さ約30ｍ）の該当箇所について

は、13:00までの日影線がかかる予測となってお

ります。 

計画建築物の最高高さについては、建築計画の

詳細検討を進める中で、事業棟Ⅰの最高高さを約

30ｍに、事業棟Ⅱの最高高さを約28ｍに変更する

ことにいたしました。 

冬至日及び春秋分における事業棟Ⅰ・Ⅱの時刻

別日影図、等時間日影図（いずれも地上４ｍ）は

図13.1-1～図13.1-4に示すとおりです。夏至日

は日影が計画地内に収まるため、図示しておりま

せん。春秋分において計画地北側に隣接する集合

住宅の一部に１時間以上２時間未満の日影が生

じますが、夏至日においては計画地周辺に日影は

及ばないと予測します。 

 

概要 118 ページ「主要な地点における日影時

間の変化」について変化がないような結果です

が、測定の場所がグリーンパーク王子でも問題

ないのでしょうか。   

 

 

「環境影響評価書案の概要」118ページ「主要

な地点における日影時間の変化」については、冬

至日に約３時間増加し、夏至日、春秋分は変わら

ないという予測結果でした。 

予測を行った「主要な地点」は、計画地北側に

隣接する集合住宅付近の都道307号（明治通り）

に面した敷地境界上の地点を選定しました。撮

影高さは「東京都環境影響評価技術指針」の記載

に基づき1.5ｍとしました。 

「主要な地点」において、夏至日・春秋分の日

影時間は変わらないと予測しましたが、高さや予

測位置が変われば日影の状況も異なります。 

計画地北側に隣接する集合住宅の一部では、高

さ４ｍ（計画地周辺の日影規制の対象区域におけ

る日影規制の測定面高さ）において、春秋分に１

時間以上２時間未満の日影が生じますが、夏至日

には計画地周辺に日影は及ばないと予測します。

（図13.1-1～図13.1-4参照） 
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日影測定面：地盤面から４ｍ 

計画建築物最高高さ：事業棟Ⅰ約 30ｍ、事業棟Ⅱ約 28ｍ 

 

図 13.1-1 時刻別日影図（計画建築物のみ）【冬至日】 
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日影測定面：地盤面から４ｍ 

計画建築物最高高さ：事業棟Ⅰ約 30ｍ、事業棟Ⅱ約 28ｍ 

 

図 13.1-2 等時間日影図（計画建築物のみ）【冬至日】 
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日影測定面：地盤面から４ｍ 

計画建築物最高高さ：事業棟Ⅰ約 30ｍ、事業棟Ⅱ約 28ｍ 

 

図 13.1-3 時刻別日影図（計画建築物のみ）【春秋分】 

※夏至日は日影が計画地内に収まるため、図示していない。 
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日影測定面：地盤面から４ｍ 

計画建築物最高高さ：事業棟Ⅰ約 30ｍ、事業棟Ⅱ約 28ｍ 

 

図 13.1-4 等時間日影図（計画建築物のみ）【春秋分】 

※夏至日は日影が計画地内に収まるため、図示していない。 
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表 13.1-1(6) 都民の意見の内容並びに事業者の見解 

意見の内容 事業者の見解 

風環境  

・環境影響評価の項目の選定について 

風環境については、現状よりも高い 31m６階

建ての建物となること、加工棟の解体や譲渡予

定敷地の更地化など現状の建物配置が大きく

変化することから、周辺への影響が予測され

る。特に計画地の南南東側には首都高速王子線

の排気塔や王子飛鳥山ザ・ファーストタワーが

あり、北北西の風向時には複合影響の恐れがあ

るため、項目として選定すべきである。 

 

計画建築物の最高高さについては、建築計画の

詳細検討を進める中で、事業棟Ⅰの最高高さを約

30ｍに、事業棟Ⅱの最高高さを約28ｍに変更する

ことにいたしました。 

計画地の周辺は、南東側は首都高速、北東側は

中高層建築物を主体とする既成市街地であり、計

画建築物はこれらの建築物と同程度の規模であ

ることから、風環境への影響が予想される高さで

はないと考え、項目選定はしておりません。（評

価書案本編p.56参照） 

廃棄物  

 

建設発生土（汚染土壌）について「再利用は

考えない」のは当然だが、発生量に対する具体

的な処理あるいは保管の計画を示すべきであ

る。 

 

汚染土壌の発生量については、土壌汚染状況調

査の結果に基づいて算定いたします。 

また、具体的な処理あるいは保管の計画につい

ては、発生量算定後に、「東京都土壌汚染対策指

針」に基づき選定し、措置の選定理由は「汚染拡

散防止計画書」に記載いたします。 

なお、搬出が必要となる汚染土については、事

前に土壌汚染対策法等に基づく搬出の届出を行

い、飛散防止シート等で覆って車両に積載するな

ど、適切な方法により搬出し、処理場で処理を行

う計画です。 

その他  

 

新設の事業棟Ⅰ（高さ 30ｍ）の完成で隣接す

るグリーンパーク王子との間が接近するよう

になりますが、距離と高さの違いが判る立体図

面（google earth 的なもの）で分かりやすくご

提示ください。 

 

 

解体予定の建築物と新設する計画建築物の平

面図を重ね合わせた図面は図13.1-5に示すとお

りです。 

新設する計画建築物（事業棟Ⅰ・Ⅱ）から計画

地北側敷地境界までの距離は、現状で事業棟Ⅰの

建設予定地に存在する加工棟から計画地北側敷

地境界までの距離と、同程度の距離を確保する計

画としています。 

一方、高さについては、事業棟Ⅰの最高高さは

評価書案で約31ｍですが、建築計画の詳細検討を

進める中で約30ｍに変更することにいたしまし

た。現状の加工棟は、最も高い部分の高さが25.5

ｍ、北側のマンションに近い部分の高さが11.7ｍ

であるのに対し、事業棟Ⅰの最高高さは約30ｍと

なります。 
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図 13.1-5 現在の施設配置と将来の施設配置の重ね合わせ 
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表 13.1-1(7) 都民の意見の内容並びに事業者の見解 

意見の内容 事業者の見解 

その他（つづき）  

 

マンションから見た、例えば中間点の 15ｍ程

度の高さからみた眺望はどうなるかお示しく

ださい。当マンション全員が事業棟の壁だけが

見えて眺望がなくなることや事業棟の窓の位

置によっては、マンション住人のプライバシー

についても心配しています。 

 

新設する計画建築物（事業棟Ⅰ・Ⅱ）から計画

地北側敷地境界までの距離は、現状の加工棟から

計画地北側敷地境界までの距離と、同程度の距離

を確保する計画です。建築物の向きもマンション

とは正対しない方向で計画しています。 

窓については、１階を除き、「建築基準法」（昭

和25年５月、法律第201号）等の規制の範囲内で

必要な箇所以外には設置しない計画としており、

職員が日常的に立ち入る箇所の窓にはブライン

ドを設置する予定です。また、非常用進入口とな

るバルコニー部には、平時に職員が立ち入ること

はなく、開口部には不透明ガラスを採用するな

ど、マンションにお住まいの方々がプライバシー

についてご心配されることがないよう、十分配慮

した計画といたします。 

  

現在の印刷棟が 2 期工事で解体され、最終的

には駐車場になる計画ですが、計画を変更して

事業棟Ⅰ、Ⅱを駐車場予定の場所に移動できま

せんか。マンションから遠くになり、妥協でき

る案と思いますので、ご検討ください。 

 

本整備事業におきましては、北区への譲渡予定

敷地にある建物の機能を、将来の工場敷地側に移

転するため、老朽化した加工棟及び印刷棟を解体

し、それらの跡地に新築建物を建設するととも

に、法令に基づく緑地や駐車場を確保する計画と

しています。（見解書p.19、25参照） 

解体する建物のうち加工棟については、切手等

の用紙の糊引きを行う設備等を設置していまし

たが、既に設備は仮移設又は撤去しており、建物

としての機能は停止しています。 

一方、印刷棟につきましては、切手等の印刷を

現在も行っており、印刷機等の大型設備を仮移設

できる規模の建物が他にはございません。したが

いまして、印刷棟を解体する前に新築建物を建設

し、そこに印刷棟の機能を移転させる必要がござ

います。 

以上の事情から、まず加工棟を解体し、その

跡地に計画建築物（事業棟Ⅰ・Ⅱ）を建設した

上で、譲渡予定敷地や印刷棟の機能を移転し、

その後、譲渡予定敷地や印刷棟の建物を解体、

跡地整備を行う計画としたものです。 
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表 13.1-1(8) 都民の意見の内容並びに事業者の見解 

意見の内容 事業者の見解 

その他（つづき）  

 

現在の加工棟は地下１階がありますが、事業

棟Ⅰ、Ⅱの高さを制限するために地下を作り、

高さを制限することをご検討ください。 

 

平成14年に北区洪水ハザードマップが公表さ

れ、さらに、直近の改定（平成29年）では、近年

の自然災害の発生状況に鑑み想定しうる最大規

模の降雨の前提が見直され、河川氾濫時における

浸水がより広い範囲に及ぶものとされました。 

これを踏まえ、切手等の製造を担う王子工場の

事業継続の確保、災害後における早期復旧の観点

から、臨時的な退避措置が困難な製造機能を配置

した建物の浸水リスクは看過できないことから、

新築する事業棟Ⅰ・Ⅱには地下階を設けない計画

としたものです。 

現在の加工棟は、北区洪水ハザードマップが公

表される以前の昭和62年に建築され、地下１階に

は用紙倉庫等の機能を配置していたところです。

残置させる仕上棟及び設備棟についても、地下階

が設けられていますが、同様に、北区洪水ハザー

ドマップが公表される以前に建設された建築物

です。 

 

アスベストについての健康被害防止策は万

全なのでしょうか。 

 

建築物の解体に当たっては、「大気汚染防止法」

（昭和43年６月、法律第97号）、「環境確保条例」

等に定める作業基準や遵守事項を遵守し、「建築

物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛

散漏えい防止対策徹底マニュアル」（令和３年３

月、厚生労働省・環境省）、「建築物の解体等に係

る石綿飛散防止対策マニュアル」（現在改訂中、

東京都）等に記載の飛散防止措置のもと、建築物

の解体前に適正に除去し、処理を行います。近隣

の皆様、工場の従業員、工事作業員のいずれにも、

健康被害が及ばないよう、万全を期すことといた

します。 

また、「大気汚染防止法」に基づく敷地境界で

の濃度の測定、「労働安全衛生法」（昭和27年６月、

法律第57号）に基づくアスベスト取り扱い作業場

での濃度測定など、定められた測定方法に則り、

作業中の石綿の飛散、漏えいがないことを監視し

ます。 
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表 13.1-1(9) 都民の意見の内容並びに事業者の見解 

意見の内容 事業者の見解 

その他（つづき）  

 

工事車両の出入りによるトラブル防止策に

ついてもご提示ください。 

 

工事車両の出入り時における対策としては、車

両が都道307号（明治通り）沿いの歩道を横切る

こととなりますので、交通整理員を適所に配置

し、歩行者の安全を確保します。（見解書p.27～

28参照） 

また、工事用車両の出入りにより、都道307号

（明治通り）の交通流に影響を与えないよう、敷

地内に車だまり（車両をスムーズに敷地内に誘導

するための引き込みスペース）を設ける計画で

す。 

工事時間は、原則として午前８時から午後６時

までであり、大型車両の出入りも、原則として午

前８時から午後６時までを計画しています。ま

た、日曜日は工事を実施しない計画です。 

なお、作業の中断が困難なコンクリート打設作

業時や緊急時には、上記以外の時間においても出

入が発生する可能性がありますが、出入口や場内

の走行時の徐行を徹底するなど、騒音・振動の発

生を極力抑えるよう配慮いたします。 

本整備事業は長期間に亘り、近隣の皆様にはご

迷惑をお掛けしますが、騒音や振動が特に発生し

やすい工事の時期には、事前に週間工程看板等

で工事の状況等を周知させていただくととも

に、相談受付窓口を明確にし、その都度誠意をも

って対応します。 

 

マンションの直近に仮囲い：鋼板製が予定さ

れている。高さや低層階への影響を考慮してい

ただきたい 

 

計画地の敷地境界付近に設置する仮囲いにつ

いては、高さ３ｍの鋼板とする計画です。 

主に住宅等として利用されている２階以上を

遮ることがないよう考慮しておりますが、騒音等

の影響を軽減する上で必要な仮囲いとなります。 

 

・対象事業の目的及び内容について 

本事業は、北区新庁舎用の敷地譲渡と、譲渡

後の敷地への向上集約が目的とされている。本

事業のみならば建物は現状より小さく、設備も

新しくなるため環境負荷低減の方向につなが

るが、北区新庁舎の工事が始まると、印刷工場

との複合的な環境影響が明らかに予測される。  

北区新庁舎の設計等はまだ行われておらず、

かつ工事時期は本事業の工期とずれるため、北

区新庁舎の建設時には周辺状況を踏まえた複

合的な環境影響評価が必要となる。そこで、工

事工程表には北区新庁舎の基本設計、環境影響

評価や都市計画手続き、実施設計、工事のスケ

ジュール（現時点での予定）を併記し、新庁舎

の建設開始後も環境保全が担保されるよう配

慮して頂きたい。 

 

北区新庁舎の工事は、本事業とは別事業である

ことから、複合影響については予測しておりませ

ん。 

また、北区新庁舎の設計等に関するスケジュー

ルについても、本事業とは別事業であることから

記載しておりません。 

なお、新庁舎の建設開始後も、本事業は環境保

全のための措置を確実に実施するよう努めてま

いります。 

 

  



- 176 - 

13.2 事業段階関係区長の意見の概要並びにこれらについての事業者の見解 

事業段階関係区長の意見の内容並びに事業者の見解は、表 13.2-1(1)～(4)に示すとお

りである。 

 

表 13.2-1(1) 事業段階関係区長（北区）の意見の内容並びに事業者の見解 

意見の内容 事業者の見解 

総論  

事業の実施にあたり、環境影響評価手続で示さ

れた環境保全のための措置を確実に実施すると

ともに、引き続き、最新技術の導入などを検討し、

区民からの意見・要望を踏まえた上で、より一層

の環境保全に努めること。 

また、北区は「ゼロカーボンシティ宣言」を行

っていることから、施設稼働後も、温暖化防止を

念頭においたエネルギーの使用の合理化や環境

保全上の支障となる環境負荷への低減を常に意

識し、脱炭素社会の実現に向けて、技術革新の動

向を踏まえた上での設備更新や運用改善等を推

進していくこと。 

工事期間中や施設稼働後における住民からの

苦情等に対して真摯に対応し、安全配慮、公害防

止に努めること。 

環境影響評価書案で示した環境保全のための

措置は、区民からのご意見等を踏まえ、状況に応

じた対応を行いながら真摯に進めてまいりま

す。 

また、最新の技術開発の動向を注視するとと

もに、環境負荷の低減を常に意識し、導入可能な

技術について検討を行い、国立印刷局として、温

室効果ガス排出削減の目標の達成に向け努めて

まいります。 

工事期間中、施設稼働後とも、安全配慮、公害

防止に努め、住民からの苦情等に対しては、真摯

に対応いたします。 

各論  

１. 大気汚染について  

（１）アスベストについて、関係法令等に基づき

適切に届出、除去及び処分を実施し、飛散

防止に努めること。また、２期工事で解体

予定の建築物について、事前調査を適切に

実施すること。 

アスベストの除去は、アスベストが飛散する

ことがないよう、関係法令等を遵守し適切に除

去いたします。２期工事範囲につきましても、関

係法令等を遵守し、適切な時期に調査するとと

もに、アスベストが含有しているものについて

は、適切に除去いたします。 

（２）微小粒子状物質（ＰＭ２．５）について、

環境影響評価書作成時までに、予測・評価

手法が確立された場合は、新たに予測・評

価すること。 

微小粒子状物質（PM2.5）については、発生源

からの寄与を定量化する手法が確立されていな

いことから、予測・評価項目として選定しており

ませんが（評価書案本編 p.51 参照）、今後、予

測・評価手法が確立された場合には、適切に対応

いたします。 

（３）揮発性有機化合物（ＶＯＣ）について、現

状と同程度以下の施設規模とする計画であ

るが、製造量は同程度であり、印刷施設の

稼働に伴う環境影響を否定できないことか

ら、施設稼働後に濃度を測定し、結果を明

らかとすること。 

現工場の局所排気口における揮発性有機化合

物の調査結果は、「環境確保条例」に基づく基準、

「大気汚染防止法」に基づく排出基準（参考比

較）を下回っております。（評価書案資料編 p.21

～23 参照） 

主要な生産設備は現状と同定度以下の施設規

模とする計画ですが、本意見書にてご要望いた

だいたことから、確認のため、施設稼働後に、施

設の稼働に伴う揮発性有機化合物について調査

いたします。 
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表 13.2-1(2) 事業段階関係区長（北区）の意見の内容並びに事業者の見解 

意見の内容 事業者の見解 

１．大気汚染について  

（４）工事の施行中の一般粉じんについて、適切

な養生と十分な散水等により、飛散防止に

努めること。 

施工範囲内には、必要に応じて周囲に防じん

パネルを設置するとともに、散水を行い、粉じん

の飛散防止に努めます。また、住民からの問い合

わせに対して、相談受付窓口を設置し、迅速かつ

適切に対応するとともに、工事の状況等をお伝

えするため、週間工程看板等を設置いたします。

（評価書案本編 p.113 参照） 

２．悪臭について  

（１）現状と同程度以下の施設規模とする計画で

あるが、製造量は同程度であり、印刷施設

の稼働に伴う環境影響を否定できないこと

から、施設稼働後に臭気を測定し、結果を

明らかとすること。 

現工場における局所排気口及び敷地境界にお

ける臭気指数及び臭気濃度の調査結果は、いず

れも「悪臭防止法」（昭和 46 年６月、法律第 91

号）における規制基準及び「環境確保条例」にお

ける工場・指定作業場の許容限度を満足してお

ります。（評価書案資料編 p.25～27 参照） 

主要な生産設備は現状と同定度以下の施設規

模とし、将来の排気口は敷地境界との距離を十

分に確保する計画ですが、本意見書にてご要望

いただいたことから、確認のため、施設稼働後

に、施設の稼働に伴う悪臭について調査いたし

ます。 

３．騒音・振動について  

（１）工事の施行中の騒音・振動ともに、評価結

果は基準値を下回っているが、低騒音・低

振動型の重機等を積極的に採用し、より一

層の騒音・振動の低減に努めること。 

低騒音型の建設機械の採用に努めるととも

に、低騒音工法及び低振動工法の選択等の適切

な工事方法を検討いたします。さらに、計画的か

つ効率的な工事工程を検討し、建設機械が集中

稼動しないよう努めてまいります。（評価書案本

編 p.169 参照） 

（２）工事車両の走行に伴う騒音の評価結果にお

いて、予測した７地点のうち１地点で環境

基準を超過していることから、低公害型車

両の採用や適正運行により、より一層の騒

音低減に努めること。 

工事車両については、騒音の環境基準を超過

している地点があることを鑑み、規制速度の遵

守、過積載の防止等の適正運行、環境保全のため

の措置の周知・徹底により、工事用車両の走行に

伴う騒音の低減に努めます。（評価書案本編

p.169、174 参照） 

なお、騒音の環境基準を超過している地点は、

現況において既に環境基準を上回っており、本

工事車両の走行に伴う騒音レベルの増加分は１

dB 未満です。 

（３）低周波騒音について、屋上の空調・換気設

備や屋内設備の稼働により発生する可能性

があることから、施設稼働後に測定し、結

果を明らかとすること。 

計画建築物の屋外に冷却塔等の低周波音の発

生源となる機器を設置する計画はありませんが

（評価書案本編 p.52 参照）、本意見書にてご要望

いただいたことから、確認のため、施設稼働後

に、施設の稼働に伴う低周波音について調査い

たします。 
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表 13.2-1(3) 事業段階関係区長（北区）の意見の内容並びに事業者の見解 

意見の内容 事業者の見解 

４．水質汚濁について  

（１）地下水汚染について、地下水のモニタリン

グ調査などにより、汚染地下水が敷地内に

留まっていることを確認し、汚染を敷地外

に拡散させないこと。 

土壌汚染状況調査の結果、現在、調査済みの範

囲において、ひ素の地下水の基準超過が確認さ

れておりますが、残る調査範囲につきましても、

関係法令等に基づき、適切な時期に調査を実施

いたします。調査結果は届出を行うとともに、調

査結果に基づき、「汚染拡散防止計画書」等を作

成し、適切に対応してまいります。 

なお、汚染地下水が敷地内に留まっているこ

とを確認する方法は「汚染拡散防止計画書」等の

中で計画いたしますが、土壌汚染状況調査の結

果からモニタリングの必要がないと判断され、

「汚染拡散防止計画書」等の対応に含まれない

場合についても、本意見書にてご要望いただい

たことから、地下水汚染が確認された範囲の掘

削等の工事の期間中は、地下水のモニタリング

調査を実施いたします。 

５．土壌汚染について  

（１）土壌汚染について、土壌汚染対策法及び都

民の健康と安全を確保する環境に関する条

例に基づき、状況調査及び対策工事を適切

に実施すること。また、土壌汚染対策の進

行状況について、適宜、関係行政庁へ速や

かな情報提供を行うこと。 

関係法令等に基づき、適切な時期に調査を実

施し、結果を届出るとともに、「汚染拡散防止計

画書」等を作成し、適切に対応してまいります。

また、土壌汚染対策の進行状況について、適宜、

関係行政庁へ速やかな情報提供を行います。 

６．温室効果ガスについて  

（１）一部建替え後の新工場において、太陽光発

電システムや蓄電池の導入等再生可能エネ

ルギーの利活用を積極的に進めるほか、環

境に配慮した電力調達、エネルギー消費原

単位の改善を促すさらなる省エネの追求な

ど、環境負荷の低減及び温室効果ガスの排

出抑制に努めること。 

環境負荷の低減及び温室効果ガスの排出抑制

のため、最新の技術開発の動向を注視するとと

もに、環境負荷の低減を常に意識し、導入可能な

技術等について検討を行い、国立印刷局として、

温室効果ガス排出削減の目標の達成に向け努め

てまいります。 

（２）工事の施行中について、工事車両のアイド

リングストップ及び省燃費運転や、省エネ

ルギー性能に優れた重機・車両等の適正配

備を促進し、環境負荷の低減及び温室効果

ガスの排出抑制に努めること。 

工事車両については、アイドリングストップ

や省燃費運転を励行し、工事関係者等の通勤車

両は、可能な限り相乗り等を実施し、車両台数の

削減に努めます。 

建設機械については、省エネルギー性能に優

れた燃費性能のよい建設機械や車両等の使用に

努めるとともに、アイドリングストップの看板

等を設置するなどアイドリングストップの周

知・徹底を図ります。 

また、朝礼、新規入場者教育等における教育の

中で、環境保全のための措置の内容を工事関係

者に周知・徹底し、環境負荷の低減及び温室効果

ガスの排出抑制に努めます。 
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表 13.2-1(4) 事業段階関係区長（北区）の意見の内容並びに事業者の見解 

意見の内容 事業者の見解 

７．その他  

（１）工事計画日程・予定、工事時間等について

の周知・説明について丁寧な対応をされた

い。 

工事計画日程・予定、工事時間等については、

近隣にお住まいの方々には、別途、着工前の工事

説明会において、ご説明を予定しております。 

また、騒音や振動が特に発生しやすい工事の

時期には事前に週間工程看板等で工事の状況等

を周知させていただくとともに、相談受付窓口

を明確にし、その都度誠意をもって対応します。 

（２）計画地内の土壌汚染調査の範囲について 

・図8.4-1 における概況調査（表土の調査）

範囲が、図6.2-2 における解体範囲外にあ

ることについて、説明を追記されたい。 

 

土壌汚染状況調査は、解体範囲だけでなく、新

築工事や外構工事等において、形質変更する敷

地について実施いたします。ご指摘を踏まえ、環

境影響評価書で追記させていただきます。 

（３）関係法令に示される事業者の責務等の記述

について 

・表8.9-5(1)における「地球温暖化対策の推

進に関する法律」について、「第22条」を

「第36条」へ修正するとともに、最新の計

画に反映すること。 

 

 

ご指摘を踏まえ、環境影響評価書で修正させ

ていただきます。 

（４）関連計画に示される目標・施策等 

・表8.9-6 における計画について、最新の計

画に反映すること。 

 

ご指摘を踏まえ、環境影響評価書で修正させ

ていただきます。 
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14 都民の意見を聴く会の意見の概要 
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14 都民の意見を聴く会の意見の概要 

意見の意見を聴く会は、都民からの公述の申し出がなかったため、開催されなかった。 
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15 調査計画書の修正の経過及びその内容 
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15 調査計画書の修正の経過及びその内容 

15.1 修正の経過 

環境影響評価書案の作成に当たっては、調査計画書審査意見書に記載された知事の意

見、都民の意見書及び周知地域区長（北区長）の意見を勘案し、調査計画書の一部を修正

した。調査計画書の修正内容の概要は、表 15.1-1(1)～(2)に示すとおりである。 

 

表 15.1-1(1) 調査計画書の修正内容の概要 

 

修正箇所 修正事項 修正内容及び修正理由 
調査計

画書頁 

評価書

案頁 

1  事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

 代表者の氏名 代表者の氏名を変更した。 p.1 p.1 

3 対象事業の内容の概略 

 

対象事業の内容の概略 事業の進捗に伴い、計画建築物（事業棟

Ⅰ・Ⅱ）の建築面積及び延床面積を修正

した。 

p.1 p.1 

6 対象事業の目的及び内容 

 
6.2 対象事業

の内容 

(2)対象事業の基本方

針 

対象事業の基本方針を追加した。 - p.13 

 

 (3)対象事業の基本計

画 

① 土地利用計画 

事業の進捗に伴い、土地利用計画の概

要（建築面積、構内道路等の面積）、土

地利用計画図を修正した。 

p.6 

～7 

p.13 

～14 

 
 ② 工場計画 事業の進捗に伴い、主要な生産設備台

数を追加した。 

p.8 p.15 

 

 ③ 建築計画 事業の進捗に伴い、計画建築物の建築

面積、延床面積、地下躯体の最大深さを

修正した。断面図、立面図、完成予想図

を追加・修正した。 

p.9 

～10 

p.16 

～20 

 
 ⑥ 給排水衛生計画 

 

事業の進捗に伴い、給排水系統計画図

を修正した。 

p.11 

～12 

p.21 

～22 

 
 ⑧ 空調・換気計画 

 

事業の進捗に伴い、印刷関連施設の局

所排気排気口の位置図を追加した。 

p.13 p.23 

～24 

 

 ⑨ 設備配置計画 

 

事業の進捗に伴い、本事業で設置する

主要な生産機械及び設備機器の名称、

内容等を追加した。 

p.13 p.23 

 
 ⑩ 緑化計画 事業の進捗に伴い、緑化面積及び緑化

基準、緑化計画図を追加した。 

p.14 p.25 

～26 

 
 ⑪ 廃棄物処理計画 

 

事業の進捗に伴い、廃棄物の種類及び

処理計画等を追加した。 

p.14 p.27 

 
 ⑫ 温室効果ガス排

出量低減対策 

事業の進捗に伴い、温室効果ガス排出

量低減対策を追加した。 

- p.28 

 
6.3 施工計画

及び供用の計

画 

6.3.1 施工計画 

(1)工事工程 

計画の進捗に伴い、工種別工事工程表

を追加した。 

p.16 

～17 

p.31 

～33 

 

(2)施工方法及び建設

機械 

計画の進捗に伴い、主な工事内容及び

使用する主な建設機械とその稼働台数

を追加した。 

p.20 p.31、 

36 

 
 (3)工事用車両 計画の進捗に伴い、工事用車両の走行

台数を追加した。 

p.20 p.31 

 

 (5)土壌汚染 

 

土壌汚染状況調査と手続の進捗に伴

い、土壌汚染状況調査の結果を更新し

た。 

ｐ.21 p.37 
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表 15.1-1(2) 調査計画書の修正内容の概要 

 

 

15.2 調査計画書審査意見書に記載された知事の意見 

調査計画書審査意見書に記載された知事の意見は、表 15.2-1に示すとおりである。 

 

表 15.2-1 調査計画書審査意見書に記載された知事の意見 

意見 

【大気汚染】 

工場の稼働に伴う大気質については、揮発性有機化合物（ＶＯＣ）を予測及び評価項目と

していないが、グラビア印刷で使用するインキにはＶＯＣが含まれることから、乾燥施設の

規模や台数、含有されるＶＯＣの種類及び排出量などを明らかにし、ＶＯＣの排出による環

境への影響が懸念される場合には、調査、予測及び評価を行うこと。 

 

【廃棄物】 

廃棄物の予測及び評価の方法として、撤去建築物及び建設に係る廃棄物等の発生量につい

て調査を行うとしているが、計画地内では繰り返し増改築が行われていることから、既存資

料について調査を行い、適切な予測及び評価を行うこと。 

 

その他 

環境影響評価の項目及び調査等の手法を選定するに当たっては、条例第47 条第１項の規

定に基づき、調査計画書に係る都民及び周知地域区長等の意見及び今後の事業計画の具体化

を踏まえて検討すること。 

なお、選定した環境影響評価の項目のほか、事業計画の具体化に伴い、新たに調査等が必

要となる環境影響評価の項目が生じた場合には、環境影響評価書案において対応すること。 

 

  

修正箇所 修正事項 修正内容及び修正理由 
調査計

画書頁 

評価書

案頁 

6 対象事業の目的及び内容 

 

6.3 施工計画

及び供用の計

画 

(6)施工中の環境対策

等 

④濁水防止対策 

排水が下水道排除基準値以下であるこ

とを確認し公共下水道に排水すること

を追記した。 

ｐ.21 p.38 

７ 環境影響評価の項目 

 

7.1 環境影響評価項目の選定 土壌汚染状況調査と手続の進捗に伴

い、「水質汚濁」を環境影響評価の項目

として選定することに変更した。 

p.99、

100、

105 

p.49、

50、 

53 

 

7.2 選定した

項目及びその

理由 

7.2.1 大気汚染 知事の意見、周知地域区長（北区長）の

意見を踏まえ、計画建築物に導入する

施設から排出されると想定される揮発

性有機化合物等の種類と排出量を明ら

かにするため、類似施設（現工場）の調

査結果を資料編に記載した。 

p.101 p.51、 

資料編

p.21 

～23 

 

7.3 選定しな

かった項目及

びその理由 

7.3.1 悪臭 周知地域区長（北区長）の意見を踏ま

え、計画建築物に導入する施設から発

生すると想定される悪臭の状況を明ら

かにするため、類似施設（現工場）の調

査結果を資料編に記載した。 

p.105 p.55、 

資料編

p.25 

～27 
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15.3 調査計画書に対する都民の意見書及び周知地域区長の意見の概要 

調査計画書に対する都民の意見書及び周知地域区長の意見の件数の内訳は、表 15.3-1

に示すとおりである。都民からの意見書が２件、周知地域区長（北区長）からの意見が１

件であった。 

都民の意見書に記載された意見の概要は表 15.3-2に、周知地域区長（北区長）の意見

は表 15.3-3に示すとおりである。 

 

表 15.3-1 調査計画書に対する都民の意見書及び周知地域区長の意見の件数の内訳 

意見等 件数 

都民からの意見書 ２件 

周知地域区長からの意見 １件 

 

表 15.3-2 調査計画書に対する都民の意見書に記載された意見の概要 

項目 

騒音 

加工棟内の機械類の持ち出しで、令和元年８月ごろから大きな騒音が出ていました。今回

の計画は１期と２期に分かれて終了が 2030 年の計画のようです。現在でも騒音がうるさい

のに、これから 10年間に亘り騒音に悩まされるとは心外です。騒音対策について納得いくよ

うな返答を求めます。 

 

その他 

住民説明会 

地域住民に対して意見聴取、また説明が全くありません。私の問合せに対し、国立印刷局

からの返答では、住民説明会は事業Ⅰ、Ⅱ等の設計終了後、適切な時期に開催するとのこと。

設備事業が発表されたので早急に、また設計の前にすべきではありませんか。 

 

配置計画 

加工棟を解体し、事業棟Ⅰ、Ⅱ建設の計画のようですが、事業棟Ⅰ地上６階地下なし（建

物高さ 31ｍ）の設置場所を入り口側から奥の南側へそして事業棟Ⅱ地上４階地下なし（建物

高さ 28ｍ）の設置場所を入り口から手前側へ変えられませんか（事業棟Ⅰ、Ⅱの設置場所を

交換する）。解体する加工棟 26ｍは地下１階がありましたので、５ｍほど高くなります。ま

た事業棟Ⅰ、Ⅱ建設はともに地下がありませんが、地下にすることで高さを制限することも

ご検討、ご研究下さい。 

 

譲渡予定敷地の事業 

「国立印刷局王子工場整備事業」に於ける、環境影響評価（環境アセス）を、実施するに

当たり、譲渡（東京都北区への譲渡）予定地、約１４０００m2の、実施（区庁舎の建設）予

定事業の、整備計画（建築計画）も含めて、調査するべきだと、考えます。単なるビル建築

ではなく、ビル街区となる為、環境への重大な影響が、懸念されます。 
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表 15.3-3 周知地域区長（北区）の意見 

総論 

周辺の環境保全に配慮した事業計画とするとともに、事業実施時においては、技術進歩等

を踏まえ、可能な限り環境影響の低減に努められたい。 

区民からの意見・要望については、十分に検討し、環境保全のための適切な措置を講じら

れたい。 

工事期間中や施設稼働後における周辺住民からの声に対しては、可能な限り真摯に対応さ

れたい。 

環境影響評価図書を作成する際には、調査及び評価の方法などについて、平易な文章で表

現するなど、区民が理解しやすいものとなるように努められたい。 

各論 

１．大気汚染 

（１）調査する物質として二酸化窒素を選択する場合は、窒素酸化物も併せて調査する旨が

「東京都環境影響評価技術指針」に記載されているが、本事業においては窒素酸化物を

対象としないことについて理由を示されたい。 

（２）微小粒子状物質について、今後、予測・評価方法が確立された場合は、予測・評価項目

とされたい。 

（３）現状と同程度以下の施設規模とする計画であるが、印刷施設の稼働に伴う揮発性有機化

合物等による環境影響を否定できないことから、大気汚染防止法に規定する揮発性有機

化合物及び都民の健康と安全を確保する環境に関する条例で定める有毒ガスのうち、工

事の完了後に使用する可能性のある物質を予測・評価項目に含めることを検討された

い。 

（４）近隣には住宅等が所在することから、工事の施行中の予測・評価項目に一般粉じんを含

めることを検討されたい。また、工事の施行中の一般粉じん飛散抑制に努められたい。 

２．悪臭 

（１）現状と同程度以下の施設規模とする計画であるが、印刷施設の稼働に伴う悪臭による環

境影響を否定できないことから、工事の完了後の施設の稼働に伴う悪臭を予測・評価項

目に含めることを検討されたい。 

３．騒音・振動 

（１）屋内設備の稼働も低周波音の発生原因となりうることから、工事の完了後の施設の稼働

に伴う低周波音を予測・評価項目に含めることを検討されたい。 

（２）工事用車両の走行、建設機械の稼働により、周辺住民の生活環境に支障を及ぼすことが

ないよう、機種選定や使用方法などについて十分に配慮されたい。 

（３）既存工場は用途から堅牢な構造であることが推測され、解体時に著しい騒音、振動が発

生することが予測される。低騒音、低振動の重機選定や防音パネル等の設置はもとより、

低騒音、低振動の工法を採用することとされたい。 

（４）騒音規制法及び振動規制法に基づく特定建設作業及び特定工場に適用される規制基準及

び地域の区分は、本区が告示により定めているため、評価の指標にはその旨が分かるよ

うよう記述することが適当と考える。 

４．温室効果ガス 

（１）一部建替え後の新工場において、太陽光をはじめとする再生可能エネルギーの利活用を

積極的に進めるなど、環境負荷の低減に取り組み、温室効果ガスの排出抑制に努められ

たい。 

５．その他 

（１）工事計画日程・予定、工事時間等についての周知・説明について丁寧な対応をされたい。 

 



 

 

 

 

 

 

16 その他 
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16 その他 

16.1 対象事業に必要な許認可等及び根拠法令 

対象事業に必要な許認可及び根拠法令は表 16.1-1に示すとおりである。 

 

表 16.1-1 対象事業に必要な許認可及び根拠法令 

許認可等 根拠法令 

建築確認申請 建築基準法第６条 

特定工場の変更の届出 工場立地法第８条 

工場変更認可 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例第 82条 

特定施設設置届出 騒音規制法第６条 

振動規制法第６条 

 

16.2 調査等を実施した者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに調査等の委託

を受けた者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

 

調査等を実施した者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

事 業 者 の 名 称 ：独立行政法人国立印刷局 

代 表 者 の 氏 名 ：理事長 岸本 浩 

主たる事務所の所在地：東京都港区虎ノ門二丁目２番５号 

 

調査等の委託を受けた者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

事 業 者 の 名 称 ：株式会社ポリテック・エイディディ 

代 表 者 の 氏 名 ：代表取締役社長 吉田 博 

主たる事務所の所在地：東京都中央区新富一丁目 18番８号 

 

16.3 評価書を作成するに当たって参考とした資料の目録 

・「東京都縮尺1/2,500 地形図（平成27年度DVD 版）」（株式会社ミッドマップ東京） 

・「地図・空中写真閲覧サービス」（国土交通省国土地理院）（https://mapps.gsi.go.jp/map

libSearch.do#1）(令和元年７月閲覧) 

・「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」（平成29年12月、東

京都環境局） 

・「「未来の東京」戦略」（令和３年３月、東京都） 

・「東京都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」(令和３年３月、東京都) 

・「都市づくりのグランドデザイン」(平成29年９月、東京都） 

・「ゼロエミッション東京戦略2020 Update ＆ Report」（令和３年３月、東京都） 

・「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) 

・「東京都環境基本計画2016」(平成28年３月、東京都) 

 

https://mapps.gsi.go.jp/map
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・「東京が新たに進めるみどりの取組」(令和元年５月) 

・「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、東京都) 

・「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) 

・「東京都景観計画」(平成30年８月改定) 

・「東京都資源循環・廃棄物処理計画～Sustainable Design Tokyo～」(平成28年３月、東京

都) 

・「東京都建設リサイクル推進計画」（平成28年４月、東京都） 

・「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、

東京都) 

・「北区基本構想」（平成11年６月、北区） 

・「北区基本計画2020」（令和２年３月、北区） 

・「北区環境基本計画2015」（平成27年１月、北区） 

・「北区緑の基本計画2020」（令和２年３月、北区） 

・「第２次北区地球温暖化対策地域推進計画」（平成30年３月、北区） 

・「北区都市計画マスタープラン2020」（令和２年８月、北区） 

・「王子駅周辺まちづくりグランドデザイン」（平成29年７月、北区） 

・「北区一般廃棄物処理基本計画2020」（令和２年３月、北区） 

・「北区景観づくり計画」（平成27年９月策定・令和２年３月追録、北区） 

・「大気の調査」（北区）（http://www.city.kita.tokyo.jp/kankyo/jutaku/kankyo/chosa/ta

iki.html）（令和２年12月閲覧） 

・「大気汚染測定結果ダウンロード」（東京都環境局）（http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/

air/air_pollution/torikumi/result_measurement.html）（令和２年12月閲覧） 

・「東京都土地利用現況図〔建物用途別〕(区部)(平成28 年現在)」（東京都都市整備局） 

・「北区都市計画図Ⅰ(令和２年４月１日現在)」(北区)(https://www.city.kita.tokyo.jp/t

oshikeikaku/toshikeikakuzu.html)（令和２年12月閲覧） 

・「北区役所局における令和元年度の風向・風速の測定結果」(北区提供資料) 

・「数値地図25000（土地条件）」（国土地理院）（https://www.gsi.go.jp/bousaichiri/lc_cd

25000.html)（令和２年12月閲覧） 

・「土地分類基本調査（垂直調査）地質断面図」（国土交通省国土政策局国土情報課）（http:

//nrb-www.mlit.go.jp/kokjo/inspect/landclassification/land/l_national_map_v.htm

l)（令和２年12月閲覧） 

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

p/gakkoshien/kosodate/hoikuen/yochien/kuritsu/ichiran/index.html）（令和２年12月

閲覧） 

・「私立幼稚園（北区内）一覧（2020年11月現在）」（北区）（http://www.city.kita.tokyo.j

p/k-ouen/kosodate/hoikuen/yochien/shiritsu/ichiran/index.html）（令和２年12月閲覧） 

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

http://www.city.kita.tokyo.jp/kankyo/jutaku/kankyo/chosa/ta
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/
https://www.city.kita.tokyo.jp/t
https://www.gsi.go.jp/bousaichiri/lc_cd
www.mlit.go.jp/kokjo/inspect/landclassification/land/l_national_map_v.htm
http://www.city.kita.tokyo.j
http://www.city.kita.tokyo.j
http://www.city.kita.tokyo.jp/gakko
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shien/kosodate/shogakko/gakkojoho/kuritsu/index.html）（令和２年12月閲覧） 

・「中学校一覧（区立）（2020年８月現在）」（北区）（http://www.city.kita.tokyo.jp/gakko

shien/kosodate/shogakko/gakkojoho/kuritsu-02/index.html）（令和２年12月閲覧） 

・「東京都知事が認可している私立中学校の一覧（令和２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２

年12月閲覧） 

・「令和２年度都立高等学校等一覧（令和２年４月現在）」（東京都教育委員会）（http://www.

kyoiku.metro.tokyo.jp/school/high_school/list.html）（令和２年12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

２年12月閲覧） 

・「認可保育園一覧（2020年10月現在）」（北区）（http://www.city.kita.tokyo.jp/k-hoiku/

kosodate/hoikuen/hoikuen/ninka/ichiran.html）（令和２年12月閲覧） 

・「北区内の認証保育所一覧（令和２年12月現在）」（北区）（http://www.city.kita.tokyo.j

p/k-hoiku/kosodate/hoikuen/hoikuen/ninkagai/hoiku-04.html）（令和２年12月閲覧） 

・「医療機関届出情報（地方厚生局）施設一覧リスト」（医療介護情報局）（https://caremap.

jp/facilities/map/prefIds:13/cityIds:13117/key1:1/mtbNotificationId:/list_type:

list/）（令和２年12月閲覧） 

・「高齢者施設 施設一覧(令和２年11月現在)」（https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.

jp/kourei/shisetu/sisetuitiran.html）（令和２年12月閲覧） 

・「北区立図書館一覧（令和２年４月更新）」（北区立図書館）（https://www.library.city.k

ita.tokyo.jp/viewer/info.html?id=46）（令和２年12月閲覧） 

・「区立公園・緑地の一覧（令和２年８月現在）」（北区） 

・「区立児童遊園の一覧（令和２年８月現在）」（北区）（http://www.city.kita.tokyo.jp/d-

douro/jutaku/koen/annai.html）（令和２年12月閲覧） 

・「平成27年度道路交通センサス一般交通量調査結果」（東京都建設局）（http://www.kenset

su.metro.tokyo.jp/jigyo/road/information/sensasu/sensasu.html）（令和２年12月閲覧） 

・「平成22年度道路交通センサス一般交通量調査結果」（東京都建設局）（http://www.kenset

su.metro.tokyo.jp/jigyo/road/information/sensasu/22sensasu.html）（令和２年12月閲

覧） 

・「平成17年度道路交通センサス一般交通量調査結果」（国土交通省関東地方整備局）（http:

//www.ktr.mlit.go.jp/road/shihon/index00000005.html）（令和２年12月閲覧） 

・「令和２年度版 建設機械等損料表」（令和２年４月、（一社）日本建設機械施工協会） 

・「窒素酸化物総量規制マニュアル（新版）」（平成12年12月、公害研究対策センター） 

・「道路環境影響評価の技術手法（平成24年度版）」（平成25年３月、国土交通省国土技術政

策研究所 独立行政法人土木研究所） 

・「平成27年度 都内自動車排出ガス量等算出調査委託報告書」（平成29年11月 東京都環境

局） 

http://www.city.kita.tokyo.jp/gakko
http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/shigaku/ninka/0000000140.html
http://www.
http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/shigaku/ninka/0000000140.html
http://www.city.kita.tokyo.jp/k-hoiku/
http://www.city.kita.tokyo.j
https://caremap.
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.
https://www.library.city.k
http://www.city.kita.tokyo.jp/d-
http://www.kenset
http://www.kenset
www.ktr.mlit.go.jp/road/shihon/index00000005.html
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・「平成30年度 自動車交通騒音・振動調査結果」（東京都環境局）（https://www.kankyo.me

tro.tokyo.lg.jp/vehicle/noise/result/cyousakekka/cyousa_2018.html)（令和３年１月

閲覧） 

・「建設工事に伴う騒音振動対策ハンドブック 第３版」（平成13年２月、(社)日本建設機械

化協会） 

・「地域の音環境計画」（平成９年４月、(社)日本騒音制御工学会） 

・「建設作業振動対策」（平成６年４月、(社)日本建設機械化協会） 

・「建設騒音及び振動の防止並びに排除に関する調査試験報告書」（昭和54年10月、建設省土

木研究所） 

・「高速道路速度規制図（2020年７月１日時点）」（首都高速道路株式会社）（https://www.sh

utoko.jp/use/restriction/speed/）（令和３年１月閲覧） 

・「騒音制御工学ハンドブック」（平成13年４月、技報堂出版） 

・「平成27年度～令和元年度 公共用水域水質測定結果」（東京都環境局）（https://www.kan

kyo.metro.tokyo.lg.jp/water/tokyo_bay/measurements/measurements/index.html）（令

和３年5月閲覧） 

・「東京都の地下水質調査結果 平成27年度～平成31（令和元）年度」（東京都環境局）（htt

ps://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/water/groundwater/investigation.html）（令和３

年３月閲覧） 

・「東京の地盤」（東京都建設局）（https://www.kensetsu.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/tech/s

tart/03-jyouhou/geo-web/00-index.html）（令和２年12月閲覧） 

・「東京都の代表的な湧水」(環境省)(https://www.env.go.jp/water/yusui/result/sub4-2/

PRE13-4-2.html）（令和元年６月閲覧） 

・「湧水マップ～東京の湧水～」（平成31年３月）（東京都環境局）(http://www.kankyo.metr

o.tokyo.jp/water/conservation/spring_water/spring_water.html)（令和元年６月閲覧） 

・「令和元年地盤沈下調査報告書」（令和２年７月、東京都土木技術支援･人材育成センター）

(https://www.kensetsu.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/tech/start/03-jyouhou/chinka/chin

ka.html)（令和２年12月閲覧） 

・「土壌汚染情報の公開」（東京都環境局）（https://wwwdojou.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/S

oilPollution/Search/Home/Top）(令和４年３月閲覧) 

・「５万分の１土地分類基本調査 土壌図（東京西北部、東京東北部・東京東南部）」（国土交

通省）（https://nlftp.mlit.go.jp/kokjo/inspect/landclassification/land/dojyou.htm

l）（令和２年12月閲覧） 

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

p）（令和２年12月閲覧） 

・「平成30年 都内の地下水揚水の実態（地下水揚水調査報告書）」（令和２年３月、東京都環

境局）（https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/water/groundwater/pumping_regulation

s/outline.files/H30_yousui.pdf）（令和２年12月閲覧） 

https://www.kankyo.me
https://www.sh
https://www.kan
www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/water/groundwater/investigation.html
https://www.kensetsu.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/tech/s
https://www.env.go.jp/water/yusui/result/sub4-2/
http://www.kankyo.metr
https://www.kensetsu.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/tech/start/03-jyouhou/chinka/chin
https://wwwdojou.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/S
https://nlftp.mlit.go.jp/kokjo/inspect/landclassification/land/dojyou.htm
https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.ph
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/water/groundwater/pumping_regulation
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・「土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン（改訂第３版）」（平成 31 

年３月、環境省）（http://www.env.go.jp/water/dojo/gl-man/dojogl2019_1-r.pdf）（令

和２年12月閲覧) 

・「土壌汚染対策法の概要」（東京都環境局）（https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/chem

ical/soil/law/outline.html）（令和２年12月閲覧） 

・「環境確保条例の概要」（東京都環境局）（https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/chemic

al/soil/ordinance/outline.html）（令和２年12月閲覧） 

・「建造物によるテレビ受信障害調査要領（地上デジタル放送）改訂版」（平成30年６月改訂、

(一社)日本CATV 技術協会） 

・「全国デジタルテレビジョン・FM・ラジオ放送局一覧」（日本放送協会・日本民間放送連盟

監修・NHK アイテック編） 

・「建造物障害予測の手引き（地上デジタル放送）」（平成17年3月、(社)日本CATV 技術協会） 

・「建造物障害予測の手引き（改訂版）」（平成７年９月（社）日本CATV 技術協会） 

・「衛星放送の現状〔令和２年度第２四半期版〕」（令和２年７月、総務省情報流通行政局衛

星・地域放送課）（令和２年12月閲覧） 

・「建設リサイクル推進計画」（令和２年９月、国土交通省） 

・「東京都産業廃棄物経年変化実態調査報告書（平成26年度実績～平成30年度実績）」（東京

都環境局）（https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/resource/industrial_waste/notifi

cation/investigation.html)(令和２年12月閲覧) 

・「日本国温室効果ガスインベントリ報告書」(令和２年４月、国立環境研究所) 

・「建築系混合廃棄物の原単位調査報告書」（平成24 年11 月、(社)日本建設業連合会） 

・「幹材積計算プログラム」(独立行政法人 森林総合研究所) 

・「建築物の解体又は改修工事において発生する石綿を含有する廃棄物の適正処理に関する

指導指針」（昭和62年８月、平成26年５月最終改正、東京都） 

・「総量削減義務と排出量取引制度における特定温室効果ガス排出量算定ガイドライン」（令

和２年４月、東京都環境局）（https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/climate/large_sc

ale/rules/cat9740.files/2020tokusangl.pdf）（令和２年12月閲覧） 

・「地域冷暖房区域区市別一覧（令和２年４月現在）」（東京都）（https://www7.kankyo.metr

o.tokyo.lg.jp/yukoriyou/doc/KEIKAKUKUIKIICHIRAN200519.pdf）（令和２年12月閲覧） 

http://www.env.go.jp/water/dojo/gl-man/dojogl2019_1-r.pdf
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/chem
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/chemic
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