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8.4 水循環 

8.4.1 現況調査 

(1) 調査事項及び選択理由 

調査事項及びその選択理由は、表8.4-1に示すとおりである。 

表8.4-1 調査事項及びその選択理由 

調査事項 選択理由 

①地下水、湧水、地表面流出水等の
状況 
②気象の状況 
③地形・地質、土質等の状況 
④水利用の状況 
⑤植生の状況 
⑥土地利用の状況 
⑦法令による基準等 

掘削工事及び地下構造物等の存在により、地下水
の水位又は流況の変化及び地表面流出量の変化が考
えられることから、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。 

 

(2) 調査地域 

調査地域は、計画建築物の規模及び地域の状況を考慮し、計画地及びその周辺とした。 

 

(3) 調査方法 

1) 地下水、湧水、地表面流出水等の状況 

地下水、湧水、地表面流出水等の状況は、「地形図」（国土地理院）、「湧水マップ～東京の湧

水～｣(東京都環境局)、その他区が発行している資料等の既存資料を整理した。 

 

2) 気象の状況 

気象の状況は、｢気象庁年報｣(気象業務支援センター)、｢アメダス年報｣(気象業務支援セン

ター)、｢地上気象観測日原簿｣(気象庁）、｢大気汚染常時監視測定局測定結果報告｣(令和 3年 12

月 東京都環境局環境改善部)等を整理・解析した。 

 

3) 地形・地質、土質等の状況 

地形・地質及び土質等の状況は、「地形図」（国土地理院）及び｢土地分類基本調査｣（国土交

通省）等の既存資料調査、ならびに「8.3 地盤」に示した現況調査により把握した。 

 

4) 水利用の状況 

水利用の状況は、「令和元年 都内の地下水揚水の実態(地下水揚水量調査報告書)」（令和 3

年 3月 東京都環境局）等の既存資料を整理した。 

 

5) 植生の状況 

植生の状況は、｢現存植生図｣(東京都)等の既存資料を整理した。 

 

6) 土地利用の状況 

土地利用の状況は、｢東京都土地利用現況図（建物用途別・区部） 平成 28 年現在」（平成

30年 5月 東京都都市整備局）等の既存資料を整理した。 
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7) 法令による基準等 

法令による基準等の調査として、｢工業用水法｣、｢建築物用地下水の採取の規制に関する法

律｣、｢環境確保条例｣（東京都）、｢港区雨水流出抑制施設設置指導要綱｣(平成 28年 7月 港区)

を整理した。 

 

(4) 調査結果 

1) 地下水、湧水、地表面流出水等の状況 

計画地及びその周辺における地下水の状況は、「8.3 地盤 8.3.1 現況調査 (4) 調査結果 

2) 地下水の状況」(p.162)に示したとおりである。計画地周辺の地下水は北西から南東方向に

流れていると推測される。 

計画地周辺の湧水としては、「区別の湧水地点数」(東京都ホームページ、令和 4年 2月時点)

によると、平成 30年度に実施された調査により、港区 16箇所、新宿 1箇所、渋谷区 3箇所の

湧水地が確認されている。 

計画地周辺における湧水地点は図 8.4-2に示すとおりである。「港区みどりの実態調査（第 9

次）報告書」（平成 29 年 3 月 港区）及び「東京都の代表的な湧水」（令和 4 年 2 月閲覧 環

境省ホームページ）によると、清正の井戸、根津美術館、檜町公園等がある。 

計画地は図 8.4-1 に示すとおり、渋谷川・古川流域に位置している。 

渋谷川・古川は、渋谷区内の宮益橋から天現寺橋間の 2.6km を渋谷川、港区内の天現寺橋か

ら河口間の 4.4km を古川と呼んでいる。 

本川(宮益橋)の上流域と支川は、すべて暗渠構造で下水道化されており、本川の稲荷橋の下

流から開水路となり、JR浜松町付近で東京湾に注いでいる。 

渋谷川・古川あわせて、流域面積は 22.8km2、河川延長は 7.0km の二級河川である。 

計画地の地表面流出水の状況は、表 8.4-6(p.182参照)及び図 8.4-5(p.183参照)に示すとお

りである。 
 

図8.4-1 計画地周辺の水域 
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図 8.4-2 湧水地点 
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2) 気象の状況 

東京管区気象台（気象庁）における降水量及び気温の統計平年値（平成 23 年～令和 2 年）

は、表 8.4-2に示すとおりである。年降水量の統計平年値は 1,637.4mm、年平均気温は 16.5℃

であった。季節的には、6月、9、10月の降水量が多く、12～2月にかけて降水量が少ない。 

表 8.4-2 東京管区気象台における月別降水量と月平均気温の平年値 

月 降水量(mm) 気温(℃) 

1 月 55.1  5.7  

2 月 64.4  6.5  

3 月 112.8  10.1  

4 月 152.0  14.7  

5 月 131.5  19.9  

6 月 184.1  22.4  

7 月 137.3  26.3  

8 月 139.0  27.9  

9 月 251.6  24.2  

10 月 258.0  18.8  

11 月 95.1  13.4  

12 月 56.5  7.9  

1 年間 
1,637.4 

(年降水量) 
16.5 

(年平均気温) 

 

 

一方、東京管区気象台（気象庁）における平成 28 年～令和 2 年の月別降水量観測結果は、

図 8.4-3に示すとおりである。最近 5年間では 12月～2月の降水量が少ない。また、8月～10

月は年により降水量の変動が大きい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8.4-3 東京管区気象台における降水量観測結果 
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3) 地形・地質及び土質等の状況 

計画地及びその周辺の地形は図 8.3-2（p.158）に示したとおりであり、計画地は淀橋台に分

類される。 

「港区みどりの実態調査（第 9 次）報告書」(平成 29 年 3 月 港区)によると、港区の地形

は大きく東側に広がる低地と西側の台地に分けられる。標高の最高地は、計画地の位置する北

青山三丁目で T.P.+34m、最低値は、JR 浜松町駅前ガード付近で T.P.+0.08m である。台地は、

標高約 30～40mの平坦面を有し、区の中央を流れて現在の浜松町駅周辺で埋立前の河口域を形

成する古川及びその支沢によって刻まれていくつかの台地群を成している。台地群は北から赤

坂台地、青山台地、飯倉台地、麻布台地、三田段丘、白金台地、高輪台地などと呼ばれている。 

計画地の地質は、表 8.3-2 及び図 8.3-3～図 8.3-5（p.159～161）に示したとおりである。

深部から、上総層群、東京層群、新規段丘堆積層、盛土が堆積している。 

 

4) 水利用の状況 

計画地が位置する港区における令和元年の地下水揚水実態の調査結果は、表 8.4-3に示すと

おりである。港区内で地下水揚水を行っている事業所は 74 箇所、井戸本数は 87 本、1 日あた

りの地下水揚水量は 1,278m3/日であり、地下水揚水量の大部分(93.6%)は上水道等で使用され

ている。 

また、港区における令和元年の月別地下水揚水量は、表 8.4-4に示すとおりである。月別地

下水揚水量は 34,642～44,018m3であり、年間揚水量は 466,373m3であった。 

なお、計画地内に井戸は存在しない。 

 

表 8.4-3 港区における地下水揚水事業所数、井戸本数及び揚水量 

区 分 

港 区 

事業所数 

（箇所） 

井戸本数 

（本） 

揚水量 

（m3/日） 

工場  1  1   57 

指定作業場 9 15   24 

上水道等 64 71 1,196 

計 74 87 1,278 

注）四捨五入の関係で、合計が合わないことがある。 

出典：「令和元年 都内の地下水揚水の実態」(令和 3年 3 月 東京都環境局) 

表 8.4-4 港区における月別地下水揚水量 

 港 区 

月 1 2 3 4 5 6 

月別揚水量(m3/月) 35,156 34,804 36,224 34,642 37,049 40,115 

月 7 8 9 10 11 12 

月別揚水量(m3/月) 44,018 43,548 40,397 40,369 39,699 40,353 

年間揚水量(m3/年) 466,373 

注）四捨五入の関係で、合計が合わないことがある。 

出典：「令和元年 都内の地下水揚水の実態」(令和 3年 3 月 東京都環境局) 
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5) 植生の状況 

計画地が位置する区及びその周辺の植生状況は、図 8.4-4 に示すとおりである。「自然環境

保全基礎調査 植生調査(第 6回・第 7回調査)」（環境省生物多様性センター）によると、計画

地及びその周辺は「緑の多い住宅地」及び「市街地」に分類されている。その他、計画地周辺

は「残存・植栽樹群をもった公園、墓地等」、「ゴルフ場・芝地」等が見られる。 

また、計画地の位置する区及び周辺の区の緑被率は、表 8.4-5 に示すとおり、港区 21.8％、

新宿区 18.0％、渋谷区 21.3％となっている。 

 

表 8.4-5 計画地周辺の緑被率 

単位：％ 

区分 

(調査年) 

項目 

港区 

(平成 29 年) 

新宿区 

(令和 2 年) 

渋谷区 

(平成 25 年) 

緑被率 21.8 18.0 21.3 

 
樹木被覆地 18.5 15.2 18.8 

草地･その他 3.3 2.8 2.6 

注 1）樹木被覆地：公園・道路・敷地内の樹木、樹林に覆われた部分の面積 

   草地：公園・道路・敷地内の草本類による緑被地面積 

その他：河川敷草地･農地･屋上緑化 

注 2）四捨五入の関係で、合計が合わないことがある。 

出典：「港区みどりの実態調査（第 9 次）報告書」(平成 29年 3 月 港区) 

｢新宿区みどりの実態調査報告書(第 9 次)｣（令和 3年 2 月 新宿区） 

｢平成 25 年度 渋谷区自然環境調査報告書｣(平成 26年 3 月 渋谷区) 
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図8.4-4 現存植生図 
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6) 土地利用の状況 

計画地及びその周辺における土地利用の状況は、「8.1 大気汚染 8.1.1 現況調査 (4) 調

査結果 4) 土地利用の状況」(p.70)に示したとおりである。 

計画地内は、主に集合住宅、住商併用建物及び事務所建築物等が立地しているほか、計画地

周辺には独立住宅、事務所建築物のほか、明治神宮外苑などのスポーツ・興行施設等が立地し

ている。 

計画地内の土地利用の状況は、図 8.4-5に示すとおりである。 

計画地の現況における流出抑制量は、「雨水流出抑制の種類」（令和 4年 2月閲覧 港区ホー

ムページ）に基づき、表 8.4-6に示すとおり算出した。 

 

表 8.4-6 現況における流出抑制量 

土地利用種別 
敷地面積（m2） 

① 
浸透能（m3/m2） 

② 
流出抑制量（m3） 

①×② 

植栽    370 0.05   18.5 

裸地  7,500 0.002  15 

屋根・舗装・コンクリート等 13,530 － － 

合計 21,400 －  33.5 

 

7) 法令による基準等 

東京都における地下水揚水規制は、「8.3 地盤 8.3.1 現況調査 (4) 調査結果 5) 法令に

よる基準等」(p.168)」に示したとおりである。 

「東京都豪雨対策基本方針」では、豪雨対策の目標（長期見通し：概ね 30年後）として、「①

時間 60 ミリ降雨までは浸水被害を防止」、「②年超過確率 1/20 規模の降雨（区部：時間 75 ミ

リ）までは床上浸水を防止」、「③目標を超える降雨に対しても、生命の安全を確保」が設定さ

れており、雨水の流出を抑える「流域対策」の強化として、大規模民間施設における流域対策

の強化があげられ、建築・開発行為などにおいて、雨水流出抑制施設の設置を行うように、要

綱や条例等の制定を市区町村に要請していくとされている。 

港区では、水害に強い安全なまちづくりの推進方策の一つとして、雨水の流出を抑制するた

めの「港区雨水流出抑制施設設置指導要綱」を策定し、住宅・マンション・業務ビルの新築や

増改築をする場合、あるいは駐車場を設置する場合などに、その規模に応じて雨水流出抑制施

設の設置を求めている。（表 8.4-7参照） 

 

表 8.4-7 港区における雨水流出抑制対策量 

新築・改築の対象 対象規模 雨水流出抑制対策量 

公共施設 すべての規模 6m3/100m2以上 

民間施設 
敷地面積 500m2以上 6m3/100m2以上 

敷地面積 500m2未満 3m3/100m2以上 

  出典：「港区雨水流出抑制施設設置指導要綱」（平成 28 年 7 月 港区） 
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図8.4-5 土地利用種別 
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8.4.2 予 測 

(1) 予測事項 

予測事項は、以下に示す項目とした。 

1) 工事の施行中 

ア. 掘削工事に伴う地下水の水位及び流況の変化の程度 

 

2) 工事の完了後 

ア. 地下構造物の存在による地下水の水位及び流況の変化の程度 

イ. 土地の改変に伴う地表面流出量の変化の程度 

 

(2) 予測の対象時点 

1) 工事の施行中 

工事の施行中における掘削深さが最大となる時点とした。 

 

2) 工事の完了後 

ア．地下構造物の存在による地下水の水位及び流況の変化の程度 

対象事業の工事が完了し地下水の状況が安定した時点とした。 

 

イ. 土地の改変に伴う地表面流出量の変化の程度 

計画建築物の工事の完了後とした。 

 

(3) 予測地域 

予測地域は、計画地及びその周辺とした。 

 

(4) 予測方法 

1) 工事の施行中 

ア. 掘削工事に伴う地下水の水位及び流況の変化の程度 

施工計画、建築計画及び現況調査結果を基に、掘削工事に伴う地下水の水位及び流況の変

化の程度を定性的に予測する方法とした。 

 

2) 工事の完了後 

ア. 地下構造物の存在による地下水の水位及び流況の変化の程度 

施工計画、建築計画及び現況調査結果を基に、地下構造物の存在による地下水の水位及び

流況の変化の程度を定性的に予測する方法とした。 

 

イ. 土地の改変に伴う地表面流出量の変化の程度 

建築計画を基に、地表面流出量の変化の程度を定性的に予測する方法とした。 
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(5) 予測結果 

1) 工事の施行中 

ア. 掘削工事に伴う地下水の水位及び流況の変化の程度 

本事業では、最深部を含む地下構築範囲の掘削工事において、山留壁として遮水性及び剛

性の高いＳＭＷを採用し、東京層群に存在する第Ⅰ帯水層（砂質土（Tos））及び第Ⅱ帯水層

（砂礫層（Tog））の分布深度よりも深い位置に存在する上総層(Kac)まで根入れすることに

より、上総層（Kac）が難透水層として機能し、掘削範囲内の帯水層は山留壁の外側と分離、

遮水される(p.170、171 参照)。これにより、山留壁の外側の第Ⅰ帯水層及び第Ⅱ帯水層の地

下水位低下を抑制できる。 

なお、ＳＭＷの施工にあたって今後詳細なボーリング調査を実施し、難透水層の分布状況

を把握した上で、ＳＭＷの根入れ深さを決定する計画である。 

また、工事の施工中においては、第Ⅰ帯水層(Tos)及び第Ⅱ帯水層(Tog)を対象とした地下

水位モニタリングを掘削工事着手前から地下躯体工事終了後の地下水位の安定が確認でき

る時期まで継続的に実施し、周辺の地下水位低下の防止に努める。 

したがって、掘削工事に伴う地下水の水位及び流況の変化の程度は小さいと予測する。 

 

2) 工事の完了後 

ア. 地下構造物の存在等による地下水の水位及び流況の変化の程度 

地下構造物の存在等による地下水の水位及び流況の変化としては、本事業では最深部の掘

削工事において、外周部に山留壁であるＳＭＷを十分な深度（上総層（Kac））まで施工した

上で、地下構造物を約 T.P.+約 15.0m まで構築する計画である。第Ⅰ帯水層が T.P.+約 15.0

～+約 23.0m 付近、第Ⅱ帯水層が T.P.+約 10.0～+約 18.0m 付近と見込まれるため（図

8.3-10(p.171)参照）、山留壁の設置及び地下構造物の存在により、地下水の流況に影響を及

ぼす可能性がある。 

既存資料及び現地調査結果を踏まえると、東京層群に存在する第Ⅰ帯水層（砂質土（Tos））

及び第Ⅱ帯水層（砂礫（Tog））は、計画地周辺にも分布していて、この帯水層が広範囲にわ

たり連続して分布しているものと想定される。これに対し、計画建築物の地下躯体が占める

範囲は計画地内のみの限定的なものである。また、工事の完了後において地下水の揚水は計

画していない。 

したがって、工事完了後の地下水流は、地下構造物の周囲を迂回すると考えられ、地下構

造物等の存在による地下水の水位及び流況の変化の程度は小さいと予測する。 
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イ. 土地の改変に伴う地表面流出量の変化の程度 

本事業においては、「港区雨水流出抑制施設設置指導要綱」に基づき、敷地内に雨水貯留

槽等を設ける計画としている。 

本事業で必要となる雨水流出抑制対策量は、計画敷地の面積 21,400m2に対する 1,284m3で

ある。 

雨水浸透施設の整備検討範囲を図 8.4-6に示す。雨水の地下への浸透が期待できる範囲と

しては、地下躯体の建設や地下掘削を行わない範囲であり、本事業ではこの範囲を対象とし

て可能な範囲で透水性舗装・浸透マス等の雨水浸透施設を設けるとともに、緑化整備を行う

ことにより、雨水の地下への浸透を図る。 

上記の雨水浸透施設を整備することで、必要な雨水流出抑制対策量を確保する計画である。

これにより、現況に対して 1,250.5m3以上の流出抑制量を確保する計画である。 

したがって、土地の改変に伴う地表面流出量を抑制できるものと予測する。 

 

表 8.4-8 雨水流出抑制対策量の算定 

区分 
雨水流出抑制対策量 

算定対象面積 
単位面積当たりの 
流出抑制対策量 

流出抑制対策量 

必要量 21,400m2 100m2につき 6m2 1,284m3 

 

表 8.4-9 雨水流出抑制対策量の算定 

 
流出抑制量（m3） 流出抑制量の 

増加量（m3） 現況 工事の完了後 

地下浸透部分 33.5 492 注) 458.5 

上記以外 － 792以上 792以上 

合計 33.5 1,284以上 1,250.5 以上 

注) （敷地面積 21,400m2－建築面積 11,570m2）×植栽の浸透能 0.05m3/m2＝492m3 
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図8.4-6 雨水浸透施設の整備検討範囲 
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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 

・掘削工事に際しては、山留壁に剛性及び遮水性の高いＳＭＷを採用する。ＳＭＷの施工に

あたって今後詳細なボーリング調査を実施し、難透水層の分布状況を把握した上でＳＭＷ

の根入れ深さを決定する。施工にあたっては、東京砂礫層（Tog）分布深度よりも深い深

度（上総層（Kac））まで施工することにより、周辺の地下水位低下の防止に努める。 

・工事の施行中においては、第Ⅰ帯水層（Tos）及び第Ⅱ帯水層（Tog）を対象とした地下水

位モニタリングを掘削工事着手前から地下躯体工事終了後の地下水位の安定が確認でき

る時期まで継続的に実施し、周辺の地下水位低下の防止に努める。 

 

2) 予測に反映しなかった措置 

・工事の施行中に地下水位の低下が確認された場合には、工事の内容、地下水位の変動及び

降雨状況等を踏まえ、その原因を究明する。地下水位の低下が工事に起因すると判断され

た場合には、速やかに対応策を講じる。 

 

(2) 工事の完了後 

1) 予測に反映した措置 

・「港区雨水流出抑制施設設置指導要綱」に基づき、必要な抑制対策量を確保した雨水流出

抑制施設を設置し、雨水を浸透・貯留させることにより、都市型水害の軽減・防止を図る。 

・浸透性舗装等の浸透施設を設け、水循環の保全の観点から地下水涵養に極力努める。浸透

施設の種類や規模等の具体的な整備内容については、今後その詳細が決定した後、事後調

査報告書の中で報告する。 

・計画地西側に大規模な緑地を整備することにより、地表面流出量を抑制し、浸透量を確保

する。 

 

2) 予測に反映しなかった措置 

・設置当初の雨水流出抑制施設の機能を十分に維持するための適切な管理を行う。 

・「水の有効利用促進要綱」（平成 15 年 8 月 東京都）に基づき、東京都と協議のうえ、雑

用水利用・雨水浸透計画書を作成・提出するとともに、関係法令等の規定に従い適正に雑

用水利用施設及び雨水浸透施設の計画、構造、管理等を行う。 
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8.4.4 評 価 

(1) 評価の指標 

1) 工事の施行中 

評価の指標は、「周辺の地下水の水位及び流況に著しい影響を及ぼさないこと」とした。 

 

2) 工事の完了後 

評価の指標は、地下構造物の存在等による地下水の流況の変化の程度については、「周辺の

地下水の水位及び流況に著しい影響を及ぼさないこと」、土地の改変に伴う地表面流出量の変

化の程度については、「土地の改変に伴う地表面流出量に著しい影響を及ぼさないこと」とし

た。 

 

(2) 評価の結果 

1) 工事の施行中 

ア. 掘削工事等に伴う地下水の水位及び流況の変化の程度 

本事業では、最深部を含む地下構築範囲の掘削工事において、山留壁として遮水性及び剛性

の高いＳＭＷを採用し、東京層群に存在する第Ⅰ帯水層（砂質土（Tos））及び第Ⅱ帯水層（砂

礫層（Tog））の分布深度よりも深い位置に存在する上総層(Kac)まで根入れすることにより、

上総層（Kac）が難透水層として機能し、掘削範囲内の帯水層は山留壁の外側と分離、遮水さ

れる。これにより、山留壁の外側の第Ⅰ帯水層及び第Ⅱ帯水層の地下水位低下を抑制できる。 

なお、ＳＭＷの施工にあたって今後詳細なボーリング調査を実施し、難透水層の分布状況を

把握した上で、ＳＭＷの根入れ深さを決定する計画である。 

また、工事の施工中においては、第Ⅰ帯水層(Tos)及び第Ⅱ帯水層(Tog)を対象とした地下水

位モニタリングを掘削工事着手前から地下躯体工事終了後の地下水位の安定が確認できる時

期まで継続的に実施し、周辺の地下水位低下の防止に努める。 

以上のことから、計画地周辺の地下水の水位及び流況に著しい影響を及ぼすことはなく、評

価の指標を満足するものと考える。 

 

2) 工事の完了後 

ア. 地下構造物等の存在による地下水の水位及び流況の変化の程度 

本事業では最深部の掘削工事において、外周部に山留壁であるＳＭＷを十分な深度（上総

層（Kac））まで施工した上で、地下構造物を約 T.P.+約 15.0m まで構築する計画である。第

Ⅰ帯水層が T.P.+約 15.0～+約 23.0m付近、第Ⅱ帯水層が T.P.+約 10.0～+約 18.0m付近と見

込まれるため、山留壁の設置及び地下構造物の存在により、地下水の流況に影響を及ぼす可

能性がある。 

既存資料及び現地調査結果を踏まえると、東京層群に存在する第Ⅰ帯水層（砂質土（Tos））

及び第Ⅱ帯水層（砂礫（Tog））は、計画地周辺にも分布していて、この帯水層が広範囲にわ

たり連続して分布しているものと想定される。これに対し、計画建築物の地下躯体が占める

範囲は計画地内のみの限定的なものである。したがって、工事完了後の地下水流は、地下構

造物の周囲を迂回すると考えられ、地下構造物等の存在による地下水の水位及び流況の変化

の程度は小さいと考える。なお、工事の完了後において地下水の揚水は計画していない。 

以上のことから、地下構造物等の存在により、計画地周辺の地下水の水位及び流況に著し

い影響を及ぼすことはなく、評価の指標を満足するものと考える。 
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イ. 土地の改変に伴う地表面流出量の変化の程度 

本事業では、「港区雨水流出抑制施設設置指導要綱」に基づき、敷地内に雨水貯留槽等を

設ける計画である。本事業では、可能な範囲で透水性舗装・浸透マス等の雨水浸透施設を設

けるとともに、緑化整備を行うことにより、雨水の地下への浸透を図る。 

上記の雨水浸透施設を整備することで、必要な雨水流出抑制対策量を確保する計画である。 

以上のことから、土地の改変に伴う地表面流出水量を抑制でき、評価の指標を満足するも

のと考える。 
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