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6. 対象事業の目的及び内容 

6.1 事業の目的 

本事業の計画地は、「都市づくりのグランドデザイン」(平成 29 年 9 月 東京都)等において中枢

広域拠点に位置づけられ、副都心である渋谷や、原宿、六本木、赤坂といった個性的な街に近く、

周辺には神宮外苑や代々木公園、青山霊園などの大規模な緑地が存在している地区である。 

更に主要幹線道路である青山通り、外苑西通り、表参道などの通りに近接し、東京メトロ銀座線

の外苑前駅や銀座線・千代田線・半蔵門線の表参道駅に近いなど、交通の利便性に恵まれているこ

ともあり、国内有数のにぎわいを有するまちである。昨今では、地下鉄駅周辺を中心として市街地

の更新が進んでおり、今後は、ファッションや IT コンテンツなどの企業集積を生かしたまちづく

りが見込まれる。 

 

計画地が位置する北青山三丁目では、北青山三丁目地区地区計画が定められている。その中で A-

1 地区、A-2 地区及び計画地の一部は再開発等促進区及び地区整備計画が定められており、計画地

を含めて地区計画を変更する予定である（図 6.1-1参照）。地区計画の目標として、渋谷区側市街地

における都営青山北町アパートの建替えを契機とし、最先端の文化・流行の発信拠点として業務、

商業、文化、交流、居住等の都市機能が融合し、青山通り沿道の洗練されたにぎわいと渋谷区側市

街地の落ち着きのある環境とが共存した魅力のある複合市街地の形成等を掲げている。 

 

 
注）調査計画書時点に対して、A-1 地区、A-2 地区の建物が竣工した。また、計画地内の供用後

の敷地が B-1 地区、B-2 地区に分かれた。 

図 6.1-1 「北青山三丁目地区」地区計画の区域等 

 

また、港区は、「青山通り周辺地区まちづくりガイドライン」(平成 27 年 10 月 港区)において、

計画地が位置する表参道駅周辺エリアのまちづくりの方向性を「にぎわい・文化施設等の機能集積

等によるエリアの拠点となる複合市街地の形成」等として位置づけている。都営青山北町アパート

の建替えにあわせた、青山通り沿道との一体的なまちづくりにおいて、土地の有効高度利用、にぎ

わい・文化施設等の機能集積、防災性を向上する魅力あるオープンスペースやまとまりある緑の確

保により、エリアの拠点となる複合市街地を形成するとしている。 
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更に、東京都は「北青山三丁目地区まちづくりプロジェクト」(平成 26年 12月 東京都)、「まち

づくりプロジェクトの事業実施方針」(平成 28年 1月 東京都)及び「北青山 3丁目地区（沿道一体

型開発区域）基本計画」（令和 2年 4月 東京都）において、都有地の活用方針を示しており、青山

通り周辺地区まちづくりガイドラインをふまえた区域を「都営住宅建替事業区域」、「民活事業区域」

等として位置づけている。計画地(再開発区域)は旧都営青山北町アパートを含む区域であり、文化・

流行の発信に寄与する地域の拠点整備や、建物を集約・共同化し高度利用を図ること等が方針とし

て謳われている(図 6.2-1参照)。 

 

本事業は、こうした背景を踏まえ、再開発区域において、土地の高度利用を図りながら、にぎわ

い・文化施設等の機能集積や防災性にも寄与する魅力ある空間を創出し、最先端の文化・流行の発

進拠点となる複合市街地の形成に向けて、地元主体の質の高い再開発事業を行うものである。 

 

6.2 事業の内容 

6.2.1 位置及び概況 

計画地は、図 6.2-1 及び写真 6.2-1 に示すとおり、東京都港区北青山三丁目に位置している。

計画地東側は一般国道 246号(以下「青山通り」という。)、北西側は渋谷区界に面しており、計

画地北東側に明治神宮外苑がある。 

最寄りの駅は、計画地北東側に外苑前駅(東京メトロ銀座線)、南西側に表参道駅(東京メトロ

銀座線、千代田線、半蔵門線)がある。 

現在計画地内には旧都営青山北町アパートや青山通り沿道の事務所ビル等の建物が残ってい

る。また、北青山三丁目まちづくりプロジェクトの一環である都営住宅建替事業（A-1 地区）に

ついては令和元年 12 月に、民活事業（A-2地区）については令和 2年 5月に竣工している。 
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図6.2-1 計画地位置図  
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写真6.2-1 計画地航空写真  
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6.2.2 事業の基本計画 

(1) 整備方針 

本事業を含む北青山三丁目地区全体(図 6.1-1参照)における再開発事業等の目標は、以下のと

おりである。 

 

1) 再開発等の目標 

ア 大規模都有地を活用した段階的な土地利用転換 

・地区は、骨格的な幹線道路である青山通りに面し、商業集積地の表参道や、スポーツ施設が

集積する外苑地区に至近であるなど非常に恵まれた立地条件である一方、老朽化した都営住

宅団地が広がり、土地のポテンシャルを活かしきれない低未利用な土地利用となっている。

4ha の広大な都有地を区分して段階的に土地利用転換を図ると共に、周辺の個別敷地の状況

に応じて青山通り沿道に面した一体的な街区形成を図ることで、都営住宅団地の再編整備を

進める。 

 

イ 地域の魅力向上に資するバランスのとれた複合市街地の形成 

・青山通り周辺地区まちづくりガイドラインの位置づけ「エリアの拠点となる複合市街地の形

成」を実現するため、業務・商業機能や居住・生活支援機能を地区全体で配置する。 

・青山エリアの質の高いまちの魅力の維持・強化に向けて、地域の安全性を確保する防災力の

向上、都市の潤いの創出や環境負荷への配慮など、バランスのとれた複合市街地の形成を図

る。 

 

ウ 文化・流行の発信拠点の形成による都市の活力創出 

・青山通り沿道と一体となったエリアの拠点形成に向けて、健全な土地の高度利用を図るとと

もに、職・住・遊のバランスのとれた市街地形成により、就業者・居住者・来街者の交流を

促進する。 

・東京都事業実施方針や青山通り周辺地区まちづくりガイドラインにも示されているように、

周辺地域におけるデザイン関連施設等の集積を活かした文化・流行の発信拠点の形成を図る。 

 

エ 青山通りの都市景観形成と周辺市街地環境への配慮 

・青山通り沿道の洗練された賑わいと渋谷区側市街地の落ち着きある環境が共存した都市空間

を継承する。 

・青山通り沿道との一体的な開発においては、沿道の歩行者空間への配慮を行い、また青山通

りから渋谷区側市街地に連続した通り空間の形成や回遊性の創出に取り組む。 

・計画地が面する神宮前地区の市街地には、にぎわいと居住環境が混在したまちの魅力が広が

っており、地区の開発においても、地域に人々が変わらず訪れ、住民が快適に生活できるよ

う、市街地環境の健全な維持に十分な配慮を行う。 
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2) 本事業における開発整備の基本方針 

本事業における整備方針は、「1)再開発等の目標」を踏まえ、以下のとおりとする。 

 

ア 土地利用転換や災害時のネットワークを支える都市基盤の整備 

・A 地区と B 地区の中央部に区画道路 1 号を整備することにより、A 地区と B 地区の車両を集

約するとともに青山通りへの交通負荷を安全かつ円滑に処理し、大規模土地利用転換を支え

る基盤を形成する。 

・区画道路 1号と青山通りとの接続部の信号交差点化により、青山通り及び南青山からの歩行

者通行の安全かつ円滑な処理、及びバリアフリー動線の強化を図る。 

・狭隘道路が多い渋谷区側市街地に対して、円滑な緊急車両アクセス動線を確保するとともに、

災害時においても、大規模広場（緑地）で確保する避難者の受入スペース・災害時支援機能

の強化を図るため、物資輸送車両等の動線を確保する。 

 

イ 周辺市街地の回遊性を支える、歩行者空間の形成 

・青山通り沿道に面する立地を生かした道路空間の整備により、南青山側市街地から渋谷区側

市街地までのバリアフリーネットワークの形成を図り、周辺エリアの新たなにぎわい軸とな

る、安全で快適な歩行者ネットワークの形成に寄与する。 

・歩行者通路や建物内の貫通通路等の整備により、多方面に対して歩行者ネットワークを形成

することで、周辺の既存道路に連続する面的な回遊性を創出し、まちの活性化に取り組む。 

 
ウ 地域のにぎわい・交流拠点となる大規模広場（緑地）の整備 

・まとまりのある「まちのにぎわい・交流の場づくり」として、都心部に希少な大規模広場（緑

地）を整備し、地域住民や来街者に対する交流拠点を創出する。 

・みどりと一体となり多様なアクティビティを創出する場づくりを行うとともに、A-1 地区、

A-2 地区と連続したみどり豊かな環境を形成する。 

 
エ 豊かな地域資源を活かした多様な都市機能の導入と機能連携 

・青山通り沿道と一体での希少な大規模土地利用転換の機会を生かし、質の高い業務機能、に

ぎわいの核となる商業機能のほか、宿泊機能や公共公益機能など多様な都市機能を導入する

とともに、青山エリアの文化・創造的な魅力が集う交流の場を創出し、居住者・来街者・就

業者などの多様な人々の連携・交流を促すことで、周辺の豊かな『賑わい・文化・緑』を繋

ぐ最先端の文化・流行の発信拠点の形成を図る。 

 
オ 地域防災力の向上と環境負荷低減 

・地域防災力の向上を図るため、帰宅困難者受入施設の整備や、広場を中心とした災害時支援

機能の確保を行う。 

・敷地内において、A-1 地区、A-2地区と連続する充実した緑化を図るとともに、水資源の有効

活用として雨水の再利用や省エネルギー、脱炭素に配慮するなど環境負荷の低減を意識した

取組を図る。 
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(2) 施設配置計画 

計画建物の配置計画図は、図6.2-2に示すとおりである。 

B-1 地区には東側の青山通り側に B-1棟を配置するとともに、西側は、「北青山三丁目地区まち

づくりプロジェクト」における開発(都営住宅建替事業、民活事業)により整備された広場(緑地)

と連続し、渋谷区側の隣接住宅地との緩衝帯ともなる大規模広場(緑地)を配置する計画である。 

また、B-2地区には B-2棟を配置する。 

 

(3) 建築計画 

建築計画の概要は表 6.2-1 に、断面図は図 6.2-3(1)～(3)に示すとおりである。 

業務、商業、宿泊、公共公益施設、駐車場等の用途で構成される、高層建築物の複合施設を整

備する。 

敷地面積は約 21,400m2、延床面積は約 182,000m2、計画建物の最高建物高さは約 180m であり、

駐車台数は約 370 台の計画である。 

 
表 6.2-1 建築計画の概要 

項 目 B-1 地区 B-2 地区 合計 

敷 地 面 積 約 20,300 m2 約 1,100 m2 約 21,400 m2 

建 築 面 積 約 11,200 m2 約 370 m2 約 11,570 m2 

延 床 面 積 約 180,000 m2 約 2,000 m2 約 182,000 m2 

最 高 高 さ 約 180 m 約 21 m － 

階 数 
地下 2 階、地上 38 階 
塔屋 2 階 

地下 2 階、地上 3 階 － 

主 要 用 途 業務、商業、宿泊、公共公益施設、駐車場等 

構 造 鉄骨造、一部鉄骨鉄筋コンクリート造 

駐 車 台 数 約 370 台（うち荷捌き 16 台） 

※1:敷地面積は、計画建物の建築敷地面積を示す(図6.2-2)。 

※2:最高建物高さは、建造物の最高高さで、現在の想定平均地盤面A.P.+約35.88m（T.P.+約35m）からの高

さである。 

注)本事業計画の概要は、現時点におけるものであり、今後関係機関等との協議等により、変更する可能性

がある。 

 
 
  

366,（仮称）北青山三丁目地区市街地再開発事業,環境影響評価書案（本編）



 

- 16 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図6.2-2 計画建物配置図  
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図6.2-3(1) 計画建物断面図(南西-北東断面)  
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図6.2-3(2) 計画建物断面図(北西-南東断面)  
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図6.2-3(3) 計画建物断面図(C-C’断面、D-D’断面)  

デッキ接続部 
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図 6.2-4 将来の完成予想図（イメージ図：計画地北側からの鳥瞰） 
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(4) 交通計画 

関連車両(計画建物竣工後に計画建物に出入りする車両)により増加する自動車発生集中交通

量については、「大規模開発地区関連交通計画検討マニュアル改訂版」(平成 26年 6月 国土交通

省都市計画課)等に基づき、平日約 3,580台 T.E./日と想定している（資料編 p.14参照）。 

関連車両の主な走行経路は、図 6.2-5に示すとおりである。 

A 地区及び B 地区の中央部に区画道路 1 号を整備することにより、A 地区と B 地区の車両を集

約するとともに青山通りの交通負荷を安全かつ円滑に処理する計画である。地区内に流入した関

連車両は、主に A 地区より地下に入り、地下駐車場を経由して B 地区より流出する計画である。 

また、工事の完了後における主な歩行者動線は、図 6.2-6に示すとおりである。外苑西通り及

び青山通りから大規模広場（緑地）を経由して渋谷区側市街地に通り抜けが可能な歩行者動線を

確保する計画である。 

なお、交通処理計画等については、今後、現地調査結果や将来予測交通量等を踏まえて、道路

管理者及び交通管理者等の関係機関との協議を行い決定するものとする。 

 
(5) 駐車場計画 

駐車場は、B-1 棟の地下 1 階に自走式駐車場を、地下 2 階に機械式駐車場を配置する計画であ

る。駐車場の台数は、「東京都駐車場条例」(昭和 33年 条例第 77号)等に基づく附置義務台数を

満足する約 370台を確保する計画である。 

駐車場の出入口は、地区内の歩行者動線の安全性を高めるため隣接する民活事業区域と車両動

線の集約化を図り、地下で街区間を連絡する車路を整備し、民活事業区域に車両入口、計画地に

車両出口を設ける計画であり、今後道路管理者と協議を行い決定するものとする。 

地下駐車場の換気は機械による強制換気方式を採用する計画とし、排気口の設置位置は、図

6.2-7に示すとおりである。防災対策として、自動火災報知設備・非常警報設備・非常照明設備・

消火設備等を「消防法」(昭和 23 年 法律第 186 号)に準拠して整備し、安全には十分な配慮を

行う。 
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図6.2-5 主な関連車両走行ルート図  
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図6.2-6 歩行者動線計画図  
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 図 6.2-7 地下駐車場の排気口位置図 
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(6) 熱源計画 

熱源は電気とガスの併用方式を予定しており、B-1 棟については熱源の集中化を極力図るとと

もに、エネルギー効率のよい熱源システムとすることにより、効率のよい運転を計画し、省エネ

ルギーに努める方針である。 

また、建物設計、空調システム設計においては、建築物の熱負荷低減のための建物外壁仕様等

の検討(高断熱、日射負荷低減等)、自然エネルギーの活用(外気冷房等)、省エネルギーを考慮し

た設備システム、及び長寿命化等の検討を行い、事業全体として省エネルギーに努めていく方針

である。 

 

(7) 給排水計画 

上水（水道水）については、東京都水道局より供給を受ける計画である。 

排水は、汚水・雨水ともに、公共下水道(合流式)に放流する計画である。 

汚水貯留槽の設置にあたっては、「ビルピット臭気対策マニュアル」(平成 24 年 3 月 東京都)

等の関係法令に基づき、適切な設置・維持管理を行う計画とする。 

また、雨水排水は、「東京都雨水貯留・浸透施設技術指針」(平成 21年 東京都総合治水対策協

議会)、「港区雨水流出抑制施設設置指導要綱」(平成 5年 港区)、「水の有効利用促進要綱」(平成

15年 東京都)等の関係法令に基づき、雨水流出抑制施設を設置し、集中豪雨時の急激な雨水流出

を抑制する計画である。 

なお、屋上雨水の一部をトイレ洗浄水や地上部緑化の灌水等に再利用する計画である。 

 

(8) 廃棄物処理計画 

工事の完了後に計画建物内で発生する廃棄物は、「東京都廃棄物条例」(平成 4年 都条例第 140

号)、「港区廃棄物の処理及び再利用に関する条例」(平成 11 年 区条例第 33 号)等を踏まえ、計

画建物内に設置する廃棄物保管場所に分別収集・保管の後、業者に委託して適正に処理を行う計

画である。 

工事の施行中に発生する建設廃棄物及び建設発生土は、「建設工事に係る資源の再資源化等に

関する法律」(平成 12 年 法律第 104号)、「東京都建設リサイクル推進計画」(平成 28年 東京都)

等を踏まえ、積極的に建設資源の循環利用に取り組む方針である。 

建設廃棄物については分別を徹底し、種類に応じて排出・再資源化促進及び不要材の減量化を

図る。また、再資源化できないものは関係法令に係る許可を受けた専門業者に委託して適切に処

理を行う計画である。 

既存建築物の解体工事にあたり、石綿含有材料を使用する建築物等が確認された場合には、「廃

棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和 45 年 法律第 137 号)、「大気汚染防止法」(昭和 43 年 

法律第 97号)、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」(平成 12年 都条例第 215号)(以

下「環境確保条例」という。)及び「港区建築物の解体工事等の事前周知等に関する要綱」(平成

20年 20港環建第 22 号)等の関係法令に基づき、飛散防止に努めるとともに、適切に除去及び処

理する。 
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(9) 緑化計画 

緑化基準、緑化面積は、表 6.2-2に、緑化計画図は、図 6.2-8に示すとおりである。 

本事業では、「新しい都市づくりのための都市開発諸制度活用方針(令和 2 年 12 月改定)」(東

京都都市整備局)における再開発等促進区を定める地区計画の緑化基準や「港区みどりを守る条

例」（昭和 49年 6月港区条例第 29号）の緑化基準を満足する緑化計画とする。 

みどりの配置の方針は、下記のとおりである。 
 

ア 周辺のまちと繋がる、みどり豊かな歩行者空間の形成 

・青山通りの緑のネットワーク強化に資する、緑豊かで快適な歩行者空間の創出。 

・青山通りから大規模広場（緑地）への緑の連続性が感じられる、うるおいのある歩行者空間

を創出。 
 

イ 青山通り沿道から大規模広場（緑地）に誘引する、みどりの顔出し 

・青山通りから大規模広場（緑地）へと誘引する、大規模広場（緑地）へのエントランス空間

を創出。 
 
ウ 多様なアクティビティに憩いと潤いを与える大規模広場（緑地）の創出 

・A-1地区、A-2地区と一体となり、地域のにぎわい・交流の核となる緑豊かな大規模広場（緑

地）空間を創出。 

・「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 東京都環境局）を踏まえた植栽計画による大規模広場（緑地）の創出や、大規

模広場（緑地）に配置するビオトープの創出により、緑のネットワーク形成に寄与。 

表 6.2-2 緑化基準・緑化面積 

緑化基準 緑化面積 

再開発等促進区を定める地区計画運用基準に定める緑化基準 

■計画地における緑化面積 

（敷地面積-建築面積+屋上利用可能面積）×40％ 

【必要緑化面積】 

B-1 地区注 1）：(20,211m2 - 11,113m2 + 5,074m2) ×40％ = 約 5,669m2 

B-2 地区注 1）：(1,072m2 - 362m2 + 243m2) ×40％ = 約 382m2 

必要緑化面積合計： 約 6,051m2 

■接道部の緑化長さ：（接道長）×70％注 2） 

B-1 地区注 1）：345.66 m ×70％ = 約 242 m 

B-2 地区注 1）：79.85 m ×50％ = 約 40 m 

必要接道部緑化延長合計： 約 282 m 

■計画緑化面積 

B-1 地区：約 5,669 m2 

B-2 地区：約 382 m2 

緑化面積合計：約 6,051 m2 

■計画接道部緑化延長 

B-1 地区：約 242 m 

B-2 地区：約 40 m 

接道部緑化延長合計： 

約 282 m 

港区 緑化計画書制度における緑化基準 

■計画地における緑化面積 

【必要緑化面積】 

B-1 地区注 1）：(敷地面積 20,211m2 ×緑化率 10％)  

＋(延床面積 178,869m2 ×緑化率 2.5％) = 約 6,493m2 

B-2 地区注 1）：(敷地面積 1,072m2 ×緑化率 4％)  

＋(延床面積 1,979m2 ×緑化率 2.5％) = 約 93m2 

必要緑化面積合計： 約 6,586m2 

■接道部の緑化長さ：（接道長）×70％注 2） 

B-1 地区注 1）：345.66 m ×70％ = 約 242 m 

B-2 地区注 1）：79.85 m ×50％ = 約 40 m 

必要接道部緑化延長合計： 約 282 m 

■計画緑化面積 

B-1 地区：約 6,493 m2 

B-2 地区：約 93 m2 

緑化面積合計：約 6,586 m2 

注 1）B-1 地区、B-2 地区の位置は図 6.2-8 参照。敷地面積及び延床面積は端数処理の関係で p.1 及び p.15 の面積と異なる。 

注 2）用途によって変化し、B-1 地区（用途：店舗・事務所）では接道部緑化基準は 70％となる。 

注 3）緑化基準により緑化面積の算定方法が異なる。 
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図 6.2-8 緑化計画図 
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(10) ヒートアイランド対策及び地球温暖化防止 

本事業を進めるに当たっては、東京都及び港区のヒートアイランド対策や地球温暖化防止に係

る施策に基づく対応を図るため、表 6.2-3に示す導入に向けた検討を行う計画である。 

 

表 6.2-3 ヒートアイランド対策等に係る主な検討事項 

項 目 対策 検討事項 

ヒートアイランド対策 蒸発散の促進 大規模緑地の創出 

地球温暖化防止 

(省エネルギー) 

エネルギーの有効

活用 

省エネ型設備の導入 

太陽光発電パネルの導入 

建築物の熱負荷の低減 

設備システムの省エネルギー 

パッシブ建築 

通風・採光等に配慮した計画 

（高層部における外気冷房、低層共用部にお

ける屋外化） 

建築工事の省エネ

化・省資源化 

省資源に配慮した建材・工法の導入、運搬・

工事の省エネ化 
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6.3 施工計画及び供用の計画 

6.3.1 施工計画 

(1) 工事計画 

本事業に係る全体工事工程は、表 6.3-1 に示すとおりであり、令和 5 年度(2023 年度)に着工、

令和 10年度(2028年度)に供用開始予定とし、全体工事期間は約 67ヶ月を予定している。 

 

工事計画については、以下の工事を予定している。 

① 仮設工事：準備工事等 

② 解体工事：既存建物の解体工事 

③ 基礎・土工事：杭工事、山留工事、掘削工事等 

④ 躯体工事：鉄筋・鉄骨工事、コンクリート工事等 

⑤ 設備工事：給排水工事、空調工事、電気工事等 

⑥ 仕上工事：外装工事、内装工事等 

⑦ 外構工事：道路工事、植栽工事等 

表6.3-1 全体工事工程 

工事内容 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 

仮設・解体工事       

基礎・土工事       

地下・地上躯体工事       

設備・仕上工事       

外構工事、検査       

 
(2) 施工方法の概要 

1) 仮設工事 

敷地境界に鋼製仮囲い（高さ 3.0m）を設置し、出入口は計画地東側の国道 246号線（青山通

り）の 2箇所程度に設置する。 

 

2) 解体工事 

計画建築物の新築工事に先立ち、既存建築物の解体・撤去を行う。 

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

る。防塵対策として防塵ネットの設置や散水等を行う。基礎解体工事は油圧式破砕機やジャイ

アントブレーカーを使用して解体する。 
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3) 基礎・土工事 

基礎工事としては、杭工事を行う。杭工事においては、杭(T.P.+約 5m(G.L.-約 30m))を施工

する。 

土工事としては、土留工事、掘削工事を行う。 

土留には、遮水性・剛性の高い山留壁（ＳＭＷ）を用いる計画である。山留壁は、計画地周

辺の地下水位低下と地盤沈下を防止するため、難透水層である T.P.+約 10m(G.L.-約 25m)で確

認されている礫交じり固結シルト層（上総層）まで挿入する。 

掘削は、最大で T.P.+約 15m(G.L.-約 20m)程度まで行う。掘削工事には、油圧ショベルを使

用し、土砂はダンプトラックに積み込んで場外に搬出する。 

ダンプトラックのタイヤ等に付着した泥土等が場外に飛散しないよう、出入口においてエア

ーコンプレッサー等で落とす。 

 

4) 躯体工事 

地下躯体の構築は、切梁等の仮設支保工等により、山留壁の変形を最小限に抑えながら行う

計画である。 

地上躯体の構築は、地下躯体工事後に地上の鉄骨建方、鉄筋コンクリート工事を開始する。

鉄骨はクローラクレーン、タワークレーン等を用いて建方を行い、床版・外壁を順次構成し、

上階へ工事を進める。また、落下物対策として、鉄骨の周りにネットを張る。 

 

5) 設備工事 

躯体工事の進捗に応じて、給排水工事、空調工事、電気工事を行う。 

 

6) 仕上工事 

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

は、建物内の仮設エレベーター等を使用する。 

 

7) 外構工事 

構内道路工事、建物周辺の植栽工事等を行う。 
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(3) 建設機械及び工事用車両 

1) 建設機械 

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

騒音型の建設機械を積極的に採用する方針である。 

建設機械台数のピークは、工事着工後 51ヶ月目であり、ピーク日において 24台（電動機械

を除く）を予定している。 

各工種において使用する主な建設機械は、表 6.3-2に示すとおりである。 

表 6.3-2 主な建設機械 

工 種 主な建設機械 

仮設工事 バックホウ、クレーン車 

解体工事 ジャイアントブレーカー、バックホウ、油圧式破砕機、クレーン車 

基礎・土工事 
バックホウ、アースドリル掘削機、3 軸掘削機、クラムシェル、クロ

ーラクレーン、発電機 

躯体工事 
バックホウ、クローラクレーン、タワークレーン、コンクリートポン

プ車、発電機 

設備工事 コンクリートポンプ車、発電機、仮設エレベーター 

仕上工事 コンクリートポンプ車、発電機、仮設エレベーター 

外構工事 バックホウ、ブルドーザー、クレーン車 

 
2) 工事用車両 

計画地周辺の状況及び道路網の現状を踏まえ、工事の施行中に発生する工事用車両等は極力

分散させて搬出入させることとし、図 6.3-1に示すとおり計画する。工事用車両の出入口は計

画地東側の国道 246号（青山通り）沿いに 2箇所程度設置する計画である。 

工事用車両台数のピークは工事着手後 53ヶ月目であり、ピーク日において大型車 491台/日、

小型車 47台/日、計 538台/日を予定している。 

 

6.3.2 供用の計画 

本事業の計画建築物の供用開始は、令和 10年度（2028年度）を想定している。 
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図6.3-1 主な工事用車両走行ルート図  
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6.4 環境保全に関する計画等への配慮の内容 

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

計画」等がある。環境保全に関する計画等への配慮事項は、表 6.4-1(1)～(14)に示すとおりである。 

表 6.4-1(1) 環境保全に関する計画等への配慮の内容 

計画等の名称 計画等の概要 本事業で配慮した事項 

「未来の東京」戦略ビジョン 

(令和元年 12 月 東京都) 

 

「未来の東京」戦略 

(令和 3年 3 月 東京都) 

「人が輝く」を中心に、「安全安心」「世

界をリードする」「美しい」「楽しい」「オー

ルジャパンで進む」東京をつくり上げてい

くことをベースに、2040年代に目指す東京

の姿として20の「ビジョン」を提示してい

る。 

・誰もが集い、支え合う居場所・コミュ

ニティが至る所に存在する東京 

・水と緑を一層豊かにし、ゆとりと潤い

のある東京 

・災害の脅威から都民を守る強靭で美

しい東京 

・高度な都市機能を維持・更新し、人が

集い、憩う東京 

・ 地域のにぎわい・交流拠点となる大規

模広場（緑地）を整備する。 

・ 帰宅困難者受入施設を整備するとと

もに、広場を中心とした災害時支援機

能を確保する。 

・ 青山通り沿道に面した一体的な街区

形成を図り、老朽化した都営住宅団地

の再編整備を進める。 

 

ゼロエミッション東京戦略

2020 Update & Report 

(令和 3年 3 月 東京都) 

2050年CO2排出実質ゼロに向けて、2030

年までの今後の10年間のマイルストーン

として、都内温室効果ガス排出量を50％削

減（2000年比）すること、再生可能エネル

ギーによる電力利用割合を50％程度まで

高めることとしている。 

2030年までのCO2排出量の半減、カーボン

ハーフの実現には、ビジネス、市民生活、

都市づくりなど、あらゆる分野の社会経済

構造を、脱炭素型に移行する再構築・再設

計が必要であり、このため都は、2030年カ

ーボンハーフに向けて必要な社会変革の

姿・ビジョンとして「2030・カーボンハー

フスタイル」を提起している。 

・ 建築物の熱負荷低減のための建物外

壁仕様等の検討(高断熱、日射負荷低

減等)、自然エネルギーの活用(外気冷

房等)、省エネルギーを考慮した設備

システム、及び長寿命化等の検討を行

い、事業全体として省エネルギーに努

めていく方針である。 

都市づくりのグランドデザイ

ン－東京の未来を創ろう－ 

（平成 29年 9 月 東京都） 

2040年代の目指すべき東京の都市の姿

と、その実現に向けた、都市づくりの基本

的な方針と具体的な方策を示す行政計画

である。 

本計画では、都市づくりの目標として

「活力とゆとりのある高度成熟都市」～東

京の未来を創ろう～を掲げている。 

新たな地域区分として4つの地域区分と

2つのゾーンを設定しており、計画地及び

その周辺は、国際的なビジネス・交流機能

や業務・商業などの複合機能を有する「中

枢広域拠点域」のうち、国際的なビジネス・

交流機能の強化とその持続的な更新が図

られている「国際ビジネス交流ゾーン」に

該当する。 

2040年代の将来像の実現に向けて、以下

の取組を進めている。 

01 様々な主体の参画・連携による都市づ

くり 

02 計画や方針の策定等による政策誘導

型の都市づくり 

03 分野横断の考えに基づくプロジェク

ト型の都市づくり 

04 未来を担う次世代に引き継ぐ 

・ 最先端の文化・流行の発信拠点として

業務、商業、文化、交流、居住等の都

市機能が融合し、青山通り沿道の洗練

されたにぎわいと西側市街地の落ち

着きのある環境とが共存した魅力の

ある複合市街地の形成を図る。 

366,（仮称）北青山三丁目地区市街地再開発事業,環境影響評価書案（本編）
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表 6.4-1(2) 環境保全に関する計画等への配慮の内容 

計画等の名称 計画等の概要 本事業で配慮した事項 

東京の都市づくりビジョン

（改定）－魅力とにぎわいを

備えた環境先進都市の創造－ 

（平成 21年 7 月 東京都） 

都がめざすべき都市像の実現に向かっ

て、都民、企業、NPOなど多様な主体の参

加と連携によって、戦略的に政策誘導型

の都市づくりを展開する上での基本的な

方針を明らかにするものである。 

基本理念として「世界の範となる魅力と

にぎわいを備えた環境先進都市東京の創

造」を定め、目標時期を2025(平成37)年と

している。 

計画地及びその周辺は、「センター・コ

ア再生ゾーン」に区分されており、以下の

ゾーン戦略を掲げている。 

1.国際的なビジネスセンター機能の強

化と魅力や活力のある拠点の形成 

2.世界で最も環境負荷の少ない都市づ

くりの推進 

3.緑に囲まれ、水辺と共存した都市空間

の創出 

4.歴史と文化を生かした都市空間の形

成 

5.都市を楽しむ都心居住の推進 

・ 最先端の文化・流行の発信拠点として

業務、商業、文化、交流、居住等の都

市機能が融合し、青山通り沿道の洗練

されたにぎわいと西側市街地の落ち

着きのある環境とが共存した魅力の

ある複合市街地の形成を図る。 

・ 建築物の熱負荷低減のための建物外

壁仕様等の検討(高断熱、日射負荷低

減等)、自然エネルギーの活用(外気冷

房等)、省エネルギーを考慮した設備

システム、及び長寿命化等の検討を行

い、事業全体として省エネルギーに努

めていく方針である。 

・ 計画地西側には、「北青山三丁目地区

まちづくりプロジェクト」における開

発(都営住宅建替事業、民活事業)によ

り整備された広場(緑地)と連続する

とともに渋谷区側の隣接住宅地との

緩衝帯ともなる、大規模広場(緑地)を

配置する。 

東京都市計画 

都市計画区域の整備、開発及

び保全の方針 

― サステナブル・リカバリ

ー 東京の新しい都市づくり 

― 

（令和 3 年 3 月 東京都） 

都市計画法に基づき、都が広域的見地か

ら都市計画の基本的な方針を定めるもの

であり、長期的な視点に立って都市の将

来像を明確にし、その実現に向けての大

きな道筋を示すもので「東京の都市づく

りビジョン（改定）」を踏まえて策定して

いる。 

・多様な住まい方・働き方を支える都市

づくり 

・ゆとりある回遊性を支える都市施設 

・人が集まり、交流する、魅力と活力溢

れる拠点形成 

・激甚災害にも負けない東京（災害に係

る主要な都市計画の決定の方針 49 

・緑と水の潤いある都市の構築 

・四季折々の美しい景観形成 

・ 最先端の文化・流行の発信拠点として

業務、商業、文化、交流、居住等の都

市機能が融合し、青山通り沿道の洗練

されたにぎわいと西側市街地の落ち

着きのある環境とが共存した魅力の

ある複合市街地の形成を図る。 

・ 土地の高度利用を支える新たな基盤

となるとともに、安全で快適な歩行者

空間を確保するため、区画道路を整備

する。 

・ 帰宅困難者受入施設を整備するとと

もに、広場を中心とした災害時支援機

能を確保する。 

・ 計画地西側には、「北青山三丁目地区

まちづくりプロジェクト」における開

発(都営住宅建替事業、民活事業)によ

り整備された広場(緑地)と連続する

とともに渋谷区側の隣接住宅地との

緩衝帯ともなる、大規模広場(緑地)を

配置する。 

・ 青山通り沿道の洗練された賑わいと

渋谷区側市街地の落ち着きある環境

が共存した都市空間を継承する。 

366,（仮称）北青山三丁目地区市街地再開発事業,環境影響評価書案（本編）
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表 6.4-1(3) 環境保全に関する計画等への配慮の内容 

計画等の名称 計画等の概要 本事業で配慮した事項 

東京都環境基本計画 

（平成 28年 3 月 東京都） 

「東京都長期ビジョン」において示した環境政策

をさらに進化・発展させ、東京2020オリンピック・

パラリンピック競技大会とその後を見据え、環境政

策と経済成長を両立させた「世界一の環境先進都

市・東京」の将来像やこれを目指した政策展開を明

らかにするため、新たな環境基本計画を策定してい

る。 

新たな計画の位置付けとして、 

◆東京2020大会を契機に、持続可能な都市実現へ

の取組をレガシーとして継承 

◆都の総力を挙げて取り組むとともに、都民、事業

者等と連携して政策展開 

を掲げている。政策展開の視点は、最高水準の都

市環境の実現、サステナビリティ、連携とリーダー

シップとし、政策の柱として以下の5つを挙げてい

る。目標年次は2020年と2030年である。 

政策1 スマートエネルギー都市の実現 

政策2 3R・適正処理の促進と「持続可能な資源利

用」の推進 

政策3 自然豊かで多様な生きものと共生できる

都市環境の継承 

政策4 快適な大気環境、良質な土壌と水循環の確

保 

政策5 環境施策の横断的・総合的な取組 

・ 建築物の熱負荷低減のための

建物外壁仕様等の検討(高断

熱、日射負荷低減等)、自然エ

ネルギーの活用 (外気冷房

等)、省エネルギーを考慮した

設備システム、及び長寿命化

等の検討を行い、事業全体と

して省エネルギーに努めてい

く方針である。 

・ 工事の完了後に発生する一般

廃棄物及び飲食店等から発生

する産業廃棄物については、

関係者への啓発活動によりそ

の排出量の抑制に努めるとと

もに、分別回収を行い、資源の

有効利用と廃棄物の減量化を

図る。 

東京が新たに進めるみどりの

取組 

（令和元年 5 月 東京都） 

都市づくりのグランドデザインで示す都市像の

実現に向け、今ある貴重な緑を守り、あらゆる場所

に新たな緑を創出するため、都の関係局による検討

を経て、東京が進めるみどりの取組をまとめたもの

である。本取組は、みどりが減少傾向にある区部・

多摩部を対象としており、都市計画区域マスタープ

ランや実行プランに位置付け、都の所管局や区市町

村との適切な役割分担に基づき、着実に推進してい

く。 

<東京が目指すみどりの目標－2040 年代－> 

緑の総量→減らさない 

（現状：みどり率 50.5％（2013 年）/東京都） 

<東京が新たに進めるみどりの取組> 

方針Ⅰ 拠点・骨格となるみどりを形成する 

方針Ⅲ みどりの量的な底上げ・質の向上を図る 

方針Ⅳ 特色あるみどりが身近にある 

・ 計画地西側には、「北青山三丁

目地区まちづくりプロジェク

ト」における開発(都営住宅建

替事業、民活事業)により整備

された広場(緑地)と連続する

とともに渋谷区側の隣接住宅

地との緩衝帯ともなる、大規

模広場(緑地)を配置する。 

緑施策の新展開～生物多様性

の保全に向けた基本戦略～ 

（平成 24年 5 月 東京都） 

生物多様性の危機を背景に、緑施策のこれまでの

取組と、生物多様性の視点から強化する将来的な施

策の方向性を取りまとめた戦略であり、緑施策によ

って目指すべき東京の将来像及び2020年の目標を

以下の通り設定している。 

<将来像> 

○四季折々の緑が都市に彩りを与え、地域ごとに

バランスの取れた生態系を再生し、人と生きも

のの共生する都市空間を形成している。 

○豊かな緑が、人々にうるおいややすらぎを与え

るとともに、延焼防止や都市水害の軽減、気温や

湿度の安定等に寄与し、都民の安心で快適な暮

らしに貢献している。 

○東京で活動する多様な主体が生物多様性の重要

性を理解し、行動している。 

<目標> 

1）【まもる】～緑の保全強化～ 

2）【つくる】～緑のネットワーク化～ 

3）【利用する】～緑の持続可能な利用の促進～ 

・ 計画地西側には、「北青山三丁

目地区まちづくりプロジェク

ト」における開発(都営住宅建

替事業、民活事業)により整備

された広場(緑地)と連続する

とともに渋谷区側の隣接住宅

地との緩衝帯ともなる、大規

模広場(緑地)を配置する。 

366,（仮称）北青山三丁目地区市街地再開発事業,環境影響評価書案（本編）
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表 6.4-1(4) 環境保全に関する計画等への配慮の内容 

計画等の名称 計画等の概要 本事業で配慮した事項 

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） 

東京都は平成24年5月に策定した「緑施策の新展

開」において、緑施策によって目指すべき東京の将

来像を示している。 

そのうちの一つである「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は、本ガイドラインを活

用し、特に次の2点を目指した取り組みを推進する

ことが必要としている。 

◆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 

・ 計画地西側には、「北青山三丁

目地区まちづくりプロジェク

ト」における開発(都営住宅建

替事業、民活事業)により整備

された広場(緑地)と連続する

とともに渋谷区側の隣接住宅

地との緩衝帯ともなる、大規

模広場(緑地)を配置する。 

公開空地等のみどりづくり指

針 

（平成 19年 5 月 東京都） 

従来、公開空地等のみどりの計画は、建築計画が

定まった後に協議、調整を行っていたため、単調な

植込みだけであったり、公開空地等の相互のみどり

が連携しない等、十分でない状況があった。 

このため、開発の構想段階で、みどりのネットワ

ークや快適性、安全性、景観、生物多様性の保全等

に十分配慮してもらうよう、事業者に「みどりのデ

ータマップ」と「公開空地等のみどりづくり指針に

関する手引」を事前に提供し、「みどりの計画書」の

作成を通じて、質の高い計画となるよう協議、調整

を行っている。 

これにより、より美しく快適で安全な都市空間に

改善され、公開空地等の価値が一層向上していくも

のと期待される。 

この指針では、公開空地等のみどりの計画につい

て、以下の視点に配慮するものとしている。 

○公共や民間のみどりとのネットワークの形成 

○ヒューマンスケールにおける快適なみどり空

間の創出 

○見通し等が確保された安全な空間の創出 

○造園の魅力が引き出された美しい空間の創出 

○生物多様性の保全 

○その他公開空地等の価値の向上に資するもの 

・ 計画地西側には、「北青山三丁

目地区まちづくりプロジェク

ト」における開発(都営住宅建

替事業、民活事業)により整備

された広場(緑地)と連続する

とともに渋谷区側の隣接住宅

地との緩衝帯ともなる、大規

模広場(緑地)を配置する。 

・ 青山通りから大規模広場(緑

地)への緑の連続性が感じら

れる、うるおいのある歩行者

空間を創出する。 

・ 青山通りから大規模広場(緑

地)へと誘引する、大規模広場

(緑地)へのエントランス空間

を創出する。 

・ 「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～」

を踏まえた植栽計画による大

規模広場（緑地）の創出や、大

規模広場（緑地）に配置するビ

オトープの創出により、緑の

ネットワーク形成に寄与。 

366,（仮称）北青山三丁目地区市街地再開発事業,環境影響評価書案（本編）
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表 6.4-1(5) 環境保全に関する計画等への配慮の内容 

計画等の名称 計画等の概要 本事業で配慮した事項 

東京都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） 

「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子

状物質の特定地域における総量の削減等に関す

る特別措置法」に基づき、これまでの都の取組を

踏まえつつ、自動車排出窒素酸化物及び粒子状物

質の総量の削減にかかる各種対策を国、都、特別

区、市、町、事業者、都民が連携し、総合的かつ

強力に推進することを目的として策定している。 

計画の目標として、二酸化窒素及び浮遊粒子状

物質にかかる環境基準を平成32年度までに全て

の測定局で達成することとしており、目標を達成

するために、単体対策、交通量対策、交通流対策、

局地汚染対策の推進、普及啓発活動の推進等を掲

げている。 

・ 可能な限り公共交通機関を利

用するようテナントに対して

働きかける。 

東京都資源循環・廃棄物処理

計画 

（2021（令和 3）年 9 月 

 東京都） 

社会の維持及び我々の生活に必須となる資源

を巡っては、今後、地球規模において、資源制約

や環境制約がより一層厳しくなると見込まれて

いる。 

また、超高齢化や生産年齢人口の減少等に伴

い、社会構造が変化するとともに、資源循環に対

する社会のニーズがますます多様化し、その要求

レベルが一層高まっている。加えて、新型コロナ

ウイルス感染症対策としての「新しい日常」への

適応や、2050（令和32）年のCO2排出実質ゼロに向

け、「ゼロエミッション東京戦略2020 Update & 

Report」で掲げる“2030・カーボンハーフスタイ

ル”の実現など、新たな社会的課題への的確な対

応も求められている。 

このような状況にあっても、東京が大都市とし

ての活力を維持し、社会を発展させるため、持続

可能な形で資源を利用する社会の構築を目指す

とともに、社会的なコストや環境負荷を踏まえた

上で社会基盤としての廃棄物・リサイクルシステ

ムの強化を目指していくとしており、3本の柱と

5つの主要な施策を示している。 

(1) 持続可能な資源利用の実現 

(2) 廃棄物処理システムのレベルアップ 

(3) 社会的課題への果敢なチャレンジ 

施策1 資源ロスの更なる削減 

施策2 廃棄物の循環利用の更なる促進 

施策3 廃棄物処理システムの強化 

施策4 健全で信頼される静脈ビジネスの発展 

施策5 社会的課題への的確な対応 

・ 工事の完了後に発生する一般

廃棄物及び飲食店等から発生

する産業廃棄物については、関

係者への啓発活動によりその

排出量の抑制に努めるととも

に、分別回収を行い、資源の有

効利用と廃棄物の減量化を図

る。 

東京都建設リサイクル推進計

画 

（平成 28年 4 月 東京都） 

本計画は、都内における建設資源循環の仕組み

を構築するとともに、本計画に基づき、都内の建

設資源循環に係る全ての関係者が一丸となって、

計画的かつ統一的な取組を推進することにより、

環境に与える負荷の軽減とともに、東京の持続あ

る発展を目指すため策定するものである。 

公共・民間の区別なく、都内で行われる様々な

行為の一連の過程において、建設資源の循環利用

等を促進することを対象としている。 

本計画では、国の計画及び関東地域の計画にお

ける目標年度である平成30年度末及び東京2020

オリンピック・パラリンピック競技大会開催年ま

での平成32年度末までに達成すべき目標値を定

めている。 

・ 再生利用可能な廃棄物及び掘

削土砂については積極的にリ

サイクルに努め、リサイクルが

困難なものについては適切な

処理を行う 

366,（仮称）北青山三丁目地区市街地再開発事業,環境影響評価書案（本編）
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表 6.4-1(6) 環境保全に関する計画等への配慮の内容 

計画等の名称 計画等の概要 本事業で配慮した事項 

東京都景観計画 

～美しく風格のある東京の再

生～ 

（平成 19年 4 月[平成 30 年

8 月改定]  東京都） 

「景観法」及び東京都景観審議会の答

申「東京における今後の景観施策のあり

方について」（平成18 年１月）を踏まえ、

都民や事業者、区市町村等と連携・協力し

ながら、美しく風格のある首都東京を実

現するための具体的な施策を示してい

る。 

東京では、街並みが区市町村の区域を

越えて連担しており、また、首都としての

景観形成が重要であることから、景観法

に定める考え方に以下の事項を加えたも

のを計画の基本理念としている。 

1.都民、事業者等との連携による首都に

ふさわしい景観の形成 

2.交流の活発化・新たな産業の創出によ

る東京の更なる発展 

3.歴史・文化の継承と新たな魅力の創出

による東京の価値の向上 

・ 青山通り沿道の洗練された賑わいと

渋谷区側市街地の落ち着きある環境

が共存した都市空間を継承する。 

・ 最先端の文化・流行の発信拠点として

業務、商業、文化、交流、居住等の都

市機能が融合し、青山通り沿道の洗練

されたにぎわいと西側市街地の落ち

着きのある環境とが共存した魅力の

ある複合市街地の形成を図る。 

 

港区基本構想 

（平成 14年 12 月 港区） 

今後10年ないし15年後を展望し、目標

とすべき港区の将来像を描き、その実現

のための施策の大綱を示すものである。

また、激動する都心区としての変化を的

確に捉え、計画的に区政運営を進めるに

当たっての指針となるべきものである。 

基本構想では、理念、将来像、施策の

方向を以下のとおりとしている。 

【理念】 

（1）人間性を尊重します  

（2）自立した地方自治をめざします  

（3）都心区としての責任を果たします   

【将来像】 

やすらぎある世界都心・MINATO 

【施策の方向】 

Ⅰ かがやくまち（街づくり・環境） 

1 都心の活力と安全・安心・快適な

暮らしを支えるまちをつくる 

2 環境にやさしい都心をみなで考え

つくる 

Ⅱ にぎわうまち（コミュニティ・産

業） 

1 地域の課題を自ら解決できるコミ

ュニティをつくる 

2 港区からブランド性ある産業・文

化を発信する 

Ⅲ はぐくむまち（福祉・保健・教

育） 

1 明日の港区を支える子どもたちを

育む 

2 生涯を通じた心ゆたかで健康な都

心居住を支援する 

・ 青山通り沿道の洗練された賑わいと

渋谷区側市街地の落ち着きある環境

が共存した都市空間を継承する。 

・ 最先端の文化・流行の発信拠点として

業務、商業、文化、交流、居住等の都

市機能が融合し、青山通り沿道の洗練

されたにぎわいと西側市街地の落ち

着きのある環境とが共存した魅力の

ある複合市街地の形成を図る。 
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表 6.4-1(7) 環境保全に関する計画等への配慮の内容 

計画等の名称 計画等の概要 本事業で配慮した事項 

港区基本計画 

赤坂地区版計画書 

令和 3(2021)年度～令和

8(2026)年度 

（令和 3(2021)年 3 月 

 港区） 

「港区基本計画」の「地区版計画書」

は、地域の課題を地域で解決し、地域の

魅力をより高めるため、各総合支所が、

区民参画組織からの提言を踏まえて複数

年間の計画を立案した、独自に取り組む

事業を中心とする計画書となる。 

計画地の位置する「赤坂地区」がめざ

す将来像は「未来に向け共存できるまち 

赤坂・青山～魅力あふれる国際都市へ

～」で、分野ごとの「政策」及び「施

策」は以下のとおりである。 

Ⅰ かがやくまち 

1.地域のあらゆる組織との協働によ

り、安全・安心・快適なまちをつくる 

(1)快適で過ごしやすいまちの空間づ

くりを推進する 

(2)防犯力・防災力の高いまちづくり

を推進する 

Ⅱ にぎわうまち 

1. 地域活動を活性化し、コミュニテ

ィを基盤としたまちのにぎわいを

創出する 

(1)多様な主体とのつながりや交流を

促進する 

(2)地域の資源やつながりを生かし、

地域の魅力を様々な手法で伝える 

Ⅲ はぐくむまち 

1.誰もが地域で安心していきいきと暮

らすことのできる環境をつくる 

(1)地域で子どもたちを育て、見守る

環境をつくる 

(2)一人ひとりがいきがいを感じ、支

えあう環境をつくる 

 

・ 青山通り沿道の洗練された賑わいと

渋谷区側市街地の落ち着きある環境

が共存した都市空間を継承する。 

・ 最先端の文化・流行の発信拠点として

業務、商業、文化、交流、居住等の都

市機能が融合し、青山通り沿道の洗練

されたにぎわいと西側市街地の落ち

着きのある環境とが共存した魅力の

ある複合市街地の形成を図る。 

 

366,（仮称）北青山三丁目地区市街地再開発事業,環境影響評価書案（本編）
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表 6.4-1(8) 環境保全に関する計画等への配慮の内容 

計画等の名称 計画等の概要 本事業で配慮した事項 

港区環境基本計画 

令和 3(2021)年度～令和

8(2026)年度 

（令和 3(2021)年 3 月 

 港区） 

区の総合計画「港区基本計画」の基本

方針の実現を図るための環境分野の計画

である。環境関連計画の最も上位に位置

付けられ、区の環境に関する取組の基本

的な方向性を示すものである。計画の期

間は、令和3（2021）年度からの6年間と

し、「多様な暮らし・活気・自然が調和

する 持続可能な都市 みなと」をめざ

す環境像として、5つの基本目標を掲げ

ている。 

 

1 脱炭素社会の実現と気候変動への適応

による安全・安心なまち 

施策1 脱炭素まちづくりの推進 

施策2 広域的な連携による地球温暖化

対策の推進 

施策3 ビジネス・ライフスタイルの改

革 

施策4 気候変動に適応したまちづくり

の推進 

 

2 ごみを減らして資源が循環するまち 

施策5 区民の参画と協働による3Rの推

進 

施策6 事業系廃棄物の発生抑制と資源

循環の促進 

施策7 安全・安心・効率的な廃棄物処

理の実践 

 

3 健康で快適に暮らせるまち 

施策8 良好な生活環境の確保 

施策9 まちづくりにおける環境配慮の

促進 

施策10 環境美化活動の推進 

 

4 水と緑のうるおいと生物多様性の恵み

を大切にするまち 

施策11 古川・運河・お台場の海の水

質改善 

施策12 水辺空間と水循環系の保全・

再生 

施策13 豊かで質の高いみどりの保

全・創出 

施策14 生物多様性の理解と浸透 

施策15 生物多様性の保全・再生 

 

5 環境保全に取り組む人がつながり行動

を広げるまち 

施策16 環境教育等による環境保全意

識の向上 

施策17 協働による環境保全活動の推

進 

 

・ 建築物の熱負荷低減のための建物外

壁仕様等の検討(高断熱、日射負荷低

減等)、自然エネルギーの活用(外気冷

房等)、省エネルギーを考慮した設備

システム、及び長寿命化等の検討を行

い、事業全体として省エネルギーに努

めていく方針である。 

・ 工事の完了後に発生する一般廃棄物

及び飲食店等から発生する産業廃棄

物については、関係者への啓発活動に

よりその排出量の抑制に努めるとと

もに、分別回収を行い、資源の有効利

用と廃棄物の減量化を図る。 

・ 計画地西側には、「北青山三丁目地区

まちづくりプロジェクト」における開

発(都営住宅建替事業、民活事業)によ

り整備された広場(緑地)と連続する

とともに渋谷区側の隣接住宅地との

緩衝帯ともなる、大規模広場(緑地)を

配置する。 

366,（仮称）北青山三丁目地区市街地再開発事業,環境影響評価書案（本編）
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表 6.4-1(9) 環境保全に関する計画等への配慮の内容 

計画等の名称 計画等の概要 本事業で配慮した事項 

港区緑と水に関する基本方針 

（平成 18年 3 月 港区） 

緑と水に代表される自然環境の保護・

保全の強化や創出を多様な主体との協働

により進めていくとともに、ヒートアイ

ランド現象、都市型水害等、都市部での

新たな環境間題に、緑と水の面から緊急

かつ具体的に対応するために定めるもの

である。目標年次は2026年としている

が、「港区みどりの実態調査」結果を踏

まえて達成状況を検証し、必要に応じて

改訂していくものとしている。 

以下の3つの視点から9つの基本方針を

定めている。 

視点① 緑と水の量の拡大 

①-1 屋上緑化・壁面緑化・校庭や広場

の芝生化等の推進 

①-2 都市計画制度の活用による地域単

位での緑量の増強 

①-3 大規模な開発における緑化基準の

強化 

視点② 緑と水の質の向上 

②-1 既存樹木の保護・保全体制の強化 

②-2 自然生態系や水循環系の回復に配

慮した緑地保全対策の推進 

②-3 大規模な開発における緑・水・土

に関する総合的な指導体制の確立 

視点③ 協働による緑と水のまちづくり 

③-1 多様な主体による緑化行政ヘの参

画推進 

③-2 区民・企業等による自発的な緑化

と行政の支援強化 

③-3 土地所有者や企業等と行政との協

働による民有緑地の公開運営 

また、9つの基本方針の実現の度合い

を計る指標として、緑と水の視点から3

つの目標値を設定している。 

① 緑被率：2026年に25％ 

② みどり率：2026年に30％ 

③ 雨水の実質浸透域率：2026 年に

30％ 

・ 計画地西側には、「北青山三丁目地区

まちづくりプロジェクト」における開

発(都営住宅建替事業、民活事業)によ

り整備された広場(緑地)と連続する

とともに渋谷区側の隣接住宅地との

緩衝帯ともなる、大規模広場(緑地)を

配置する。 

・ 青山通りから大規模広場(緑地)への

緑の連続性が感じられる、うるおいの

ある歩行者空間を創出する。 

・ 青山通りから大規模広場(緑地)へと

誘引する、大規模広場(緑地)へのエン

トランス空間を創出する。 

・ 「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～」を踏まえた植栽計画に

よる大規模広場（緑地）の創出や、大

規模広場（緑地）に配置するビオトー

プの創出により、緑のネットワーク形

成に寄与。 

366,（仮称）北青山三丁目地区市街地再開発事業,環境影響評価書案（本編）
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表 6.4-1(10) 環境保全に関する計画等への配慮の内容 

計画等の名称 計画等の概要 本事業で配慮した事項 

港区緑と水の総合計画 

（令和 3 年 2 月 港区） 

「港区緑と水に関する基本方針」の主

旨を継承して緑地の保全及び緑化の目

標、緑地の保全及び緑化の推進のための

施策を定める、区の緑とオープンスペー

スに関する総合的な計画であり、「港区ま

ちづくりマスタープラン」、「港区環境基

本計画」、「港区景観計画」、その他関連す

る計画とも整合する計画である。 

この計画は、目標年度である令和12

（2030）年度に向け、緑と水の保全・創出・

活用に取り組むにあたり、特に重点的に

進める4つの「重点的な取組」を設定して

いる。 

(1)オープンスペースの緑を生かして

まちの魅力を高めよう 

(2)公園からまちのにぎわいをつくり

出そう 

(3)もてなしの街路樹を育てよう 

(4)親しみをもてる古川を取り戻そう  

・ 計画地西側には、「北青山三丁目地区

まちづくりプロジェクト」における開

発(都営住宅建替事業、民活事業)によ

り整備された広場(緑地)と連続する

とともに渋谷区側の隣接住宅地との

緩衝帯ともなる、大規模広場(緑地)を

配置する。 

・ 青山通りから大規模広場(緑地)への

緑の連続性が感じられる、うるおいの

ある歩行者空間を創出する。 

・ 青山通りから大規模広場(緑地)へと

誘引する、大規模広場(緑地)へのエン

トランス空間を創出する。 
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表 6.4-1(11) 環境保全に関する計画等への配慮の内容 

計画等の名称 計画等の概要 本事業で配慮した事項 

港区まちづくりマスタープラ

ン〔港区都市計画に関する基

本的な方針〕 

（平成 29年 3 月 港区） 

港区の街づくり分野の最上位の計画で

あり、まちの将来像や目指すべき方向

性、まちづくりの方針や取組の考え方を

示すもので、ここに示す方針のもと、ま

ちづくり関連の個別計画や個別の都市計

画・事業などを定めるものである。 

概ね20年後を目標とする将来都市像を

示し、まちづくりの課題への取組方針を

「港区全体」と「地区別」で構成して示

している。 

◆全体構想～まちづくりの基本理念と将

来都市像～ 

【まちづくりの基本理念】 

人にやさしい良質な都市空間・居住環

境を皆で維持し、創造し、運営していく 

・将来都市像：うるおいある国際生活都

市 ‐歴史と未来が融合

する魅力と活力あふれる

清々しいまち‐ 

【5つの目指すべきまちの姿】 

(1) 「住み続けられるまち」 

(2) 「個性的で多様な魅力があるま

ち」 

(3) 「世界に開かれた国際的なまち」 

(4) 「安全・安心なまち」 

(5) 「持続可能なまち」 

【8つのまちづくりの方針】 

(1) 良好な居住環境と国際ビジネス拠

点の形成の両立 

(2) 暮らしやすく健康に資する生活環

境の形成 

(3) 快適な道路・交通ネットワークの

形成 

(4) 緑と水の豊かなうるおいの創出 

(5) 災害に強く回復力のあるまちの形

成 

(6) 豊富な景観資源と地域の個性が光

る、誇りと愛着に満ちた街並みの

形成 

(7) 環境負荷の少ない都市の形成 

(8) まちの魅力の維持・向上と活用・

発信 

◆地区別まちづくりの方針 

計画地が位置する「赤坂地区」の地区

別のまちづくりの目標は以下のとおりで

あり、その実現に向けて分野別の方針を

示している。 

【赤坂地区の目標】 

・歴史・文化をいかした景観形成とに

ぎわいの創出 

・気品とにぎわいある街並みづくり 

・国内外からの旅行者を魅了する、移

動しやすく美しいまちづくり 

・観光・文化資源を活用したにぎわい

の創出 

・緑の保全と創出 

・地域の防災性の向上 

・地域コミュニティの活性化による生

活環境の向上 

・ 最先端の文化・流行の発信拠点として

業務、商業、文化、交流、居住等の都

市機能が融合し、青山通り沿道の洗練

されたにぎわいと西側市街地の落ち

着きのある環境とが共存した魅力の

ある複合市街地の形成を図る。 

・ 土地の高度利用を支える新たな基盤

となるとともに、安全で快適な歩行者

空間を確保するため、区画道路を整備

する。 

・ 計画地西側には、「北青山三丁目地区

まちづくりプロジェクト」における開

発(都営住宅建替事業、民活事業)によ

り整備された広場(緑地)と連続する

とともに渋谷区側の隣接住宅地との

緩衝帯ともなる、大規模広場(緑地)を

配置する。 

・ 青山通り沿道の洗練された賑わいと

渋谷区側市街地の落ち着きある環境

が共存した都市空間を継承する。 

・ 建築物の熱負荷低減のための建物外

壁仕様等の検討(高断熱、日射負荷低

減等)、自然エネルギーの活用(外気冷

房等)、省エネルギーを考慮した設備

システム、及び長寿命化等の検討を行

い、事業全体として省エネルギーに努

めていく方針である。 

366,（仮称）北青山三丁目地区市街地再開発事業,環境影響評価書案（本編）
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表 6.4-1(12) 環境保全に関する計画等への配慮の内容 

計画等の名称 計画等の概要 本事業で配慮した事項 

港区低炭素まちづくり計画 

（令和 3(2021)年 6 月 港区） 

平成24年12月に策定された「都市の低

炭素化の促進に関する法律」に基づき、都

市の低炭素化の促進を図ることにより、

都市の健全な発展に寄与することを目的

とし策定しており、計画期間は令和3

（2021）年度から令和12（2030）年度とし

ている。 

本計画では、めざすべきまちの将来像

の実現に向けた基本方針に基づき、「施

策」を以下のとおり整理し、目標達成のた

めに必要な取組を位置付けている。 

基本方針１． 

エネルギーが最適利用され、自立性の

高いまちづくり 

基本方針２． 

都市と自然が共生するまちづくり 

基本方針３． 

多様な交通手段が利用しやすく、環境

負荷の少ない交通まちづくり 

・ 建築物の熱負荷低減のための建物外

壁仕様等の検討(高断熱、日射負荷低

減等)、自然エネルギーの活用(外気冷

房等)、省エネルギーを考慮した設備

システム、及び長寿命化等の検討を行

い、事業全体として省エネルギーに努

めていく方針である。 

・ 計画地西側には、「北青山三丁目地区

まちづくりプロジェクト」における開

発(都営住宅建替事業、民活事業)によ

り整備された広場(緑地)と連続する

とともに渋谷区側の隣接住宅地との

緩衝帯ともなる、大規模広場(緑地)を

配置する。 

・ 土地の高度利用を支える新たな基盤

となるとともに、安全で快適な歩行者

空間を確保するため、区画道路を整備

する。 

港区景観計画 

（平成 27年 12 月改定 港区） 

港区景観計画は、「景観法」に基づき策

定された景観計画で、港区における景観

形成の取組の基本的な方向性を示すとと

もに、「景観法」に基づく諸制度を活用し

た具体的な施策を示した、景観形成に関

する総合的な計画として位置づけられて

いる。 

景観形成の基本方針は以下に示すとお

りである。 

基本方針1：水と緑のネットワークを強

化し、潤いある景観形成を

進める 

基本方針2：歴史や文化を伝える景観を

守り、生かす 

基本方針3：誰もが楽しく歩ける、にぎ

わいや風格のある通りを創

る 

基本方針4：地域の個性を生かした魅力

ある街並みを育む 

基本方針5：区民・企業等・行政の協働

で景観形成を推進する 

また、港区の景観特性がよく表れる、

坂道沿い、寺社が数多く立地する地域、

交差点・駅周辺、商業地、閑静な住宅

地、斜面緑地及び古川沿いにおいては、

一般の景観形成基準に加え、それぞれの

場所に応じた景観形成基準を設定してい

る。 

・ 計画地西側には、「北青山三丁目地区

まちづくりプロジェクト」における開

発(都営住宅建替事業、民活事業)によ

り整備された広場(緑地)と連続する

とともに渋谷区側の隣接住宅地との

緩衝帯ともなる、大規模広場(緑地)を

配置する。 

・ 青山通り沿道の洗練された賑わいと

渋谷区側市街地の落ち着きある環境

が共存した都市空間を継承する。 

・ 最先端の文化・流行の発信拠点として

業務、商業、文化、交流、居住等の都

市機能が融合し、青山通り沿道の洗練

されたにぎわいと西側市街地の落ち

着きのある環境とが共存した魅力の

ある複合市街地の形成を図る。 

366,（仮称）北青山三丁目地区市街地再開発事業,環境影響評価書案（本編）
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表 6.4-1(13) 環境保全に関する計画等への配慮の内容 

計画等の名称 計画等の概要 本事業で配慮した事項 

みなとクリーンプラン 21

（第 2 次）-港区一般廃棄物

処理基本計画- 

中間年度改訂版 

（平成 29年 3 月 港区） 

前期計画である「みなとクリーンプラ

ン21（第2次）」（平成24年3月 港区）が

一般廃棄物処理基本計画として平成24年

に策定された。中間年度である平成28年

度において、その後の法制度や各種計画

の見直し等、廃棄物処理を取り巻く状況

の変化をもとに課題を整理し、最終目標

年度である平成33年度の計画を策定して

いる。 

「環境に配慮した持続可能な社会を目

指して、循環型社会・低炭素社会形成へ

の統合的な取組を、区民・事業者ととも

に推進します」を基本理念としており、

基本方針は以下に示すとおりである。 

基本方針Ⅰ ごみを出さないライフスタ

イル・ビジネススタイルの

意識の醸成 

（区民・事業者によるリデ

ュース・リユースの推進） 

基本方針Ⅱ 限りある資源の循環利用 

（区民・事業者・区による

リサイクルの推進） 

基本方針Ⅲ ごみの適切で効率的な収

集・運搬・処理 

（区による適正処理の推

進） 

また、以下の数値目標が示されてい

る。 

１ 循環型社会の形成に係る数値目標 

① 総排出量 

   平成22年度の総排出量177,326t、

平成28年度の総排出量178,485tを、

平成33年度までに160,000t以下を目

指す。 

② 資源化率 

   平成22年度の資源化率29.1％、平

成28年度の資源化率29.8％を、平成

33年度までに42％以上を目指す。 

③ 可燃ごみ量 

   平 成 22 年 度 の 可 燃 ご み 量

150,598t、平成28年度の可燃ごみ量

152,261tを、平成 33年度までに

129,000t以下を目指す。 

２ 低炭素社会の形成に係る数値目標 

① 温室効果ガス排出量 

   平成22年度の温室効果ガス排出量

20,563tを、平成27年度の温室効果ガ

ス排出量22,270t以下、平成33年度ま

でに10,000t以下を目指す。 

・ 工事の完了後に発生する一般廃棄物

及び飲食店等から発生する産業廃棄

物については、関係者への啓発活動に

よりその排出量の抑制に努めるとと

もに、分別回収を行い、資源の有効利

用と廃棄物の減量化を図る。 

366,（仮称）北青山三丁目地区市街地再開発事業,環境影響評価書案（本編）
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表 6.4-1(14) 環境保全に関する計画等への配慮の内容 

計画等の名称 計画等の概要 本事業で配慮した事項 

渋谷区景観計画 

（平成 25年 3 月 渋谷区） 

渋谷区の良好な景観形成を総合的かつ

計画的に推進するための基本的な考え

方、基本方針及び行為の制限、実現のため

の方策を明らかにし、区と区民、企業等の

協働による取り組みを推進することを目

的とし策定している。 

本計画では、以下を基本理念としてい

る。 

・区民を主体とした関係者の参加と協働

による景観形成 

・区民の活動を支援し、また活動内容につ

いて情報発信することで充実させてい

く景観形成 

・渋谷区の地形、自然、歴史、人々の暮ら

し、文化・事業活動等の特性に応じた景

観形成 

・ 青山通り沿道の洗練された賑わいと

渋谷区側市街地の落ち着きある環境

が共存した都市空間を継承する。 
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6.5 事業計画の策定に至った経過 

本事業の計画地を含む都営青山北町アパート周辺区域は、東京都の「北青山三丁目地区まちづく

りプロジェクト」において「周辺の豊かな『賑わい・文化・緑』を繋ぐ、最先端の文化・流行の発

信拠点の形成」をコンセプトに、東京都が行う都営住宅の建替事業と、質の高い民間開発を誘導し

ながら、創出用地を活かし、「青山通り周辺地区まちづくりガイドライン」を踏まえた区域を対象と

して、青山通り沿道と一体的なまちづくりを段階的に進めることにより、エリアの拠点となる複合

市街地を形成するとされている。 

表 6.5-1 事業計画の策定に至った経過等の概略 

年月 主な出来事 

平成 26年 12月 東京都による「北青山三丁目地区まちづくりプロジェクト」の公表 

平成 27年 10月 港区による「青山通り周辺地区まちづくりガイドライン」の公表 

平成 28年 1月 東京都による「北青山三丁目地区まちづくりプロジェクト」事業実施

方針の公表 

令和 2年 4月 東京都による「北青山三丁目地区まちづくりプロジェクト」基本計画

の公表 
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