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6. 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 

評価書案について都民からの 1件の意見書が提出された。また、事業段階関係区長（港区）からの

意見が 1件提出された。意見等の内訳は、表 6-1に示すとおりである。 

表6-1 意見等の件数の内訳 

意見等 件 数 

都民からの意見書 1 

事業段階関係区長からの意見 1 

合 計 2 

 

提出された意見の全文を掲載し、これとともに、意見に対する事業者の見解を以下に示す。 

 

6.1 都民の意見書及び事業者の見解 

6.1.1 環境影響評価の項目に関するもの 

項 目 1.大気汚染 

意見の内容 事業者の見解 

Ｂ1 棟地下に 大規模駐車場が出来るとの事で

すが 諸々の排気口の位置は 青山通り沿い 

で絶対お願いします。今後 徐々には ＥＶ車

に変わっていくとは存じますが駐車台数が 兎

に角多いのです。その多量の排ガス 及び 塵

埃が 風向きによって 直撃される事を恐れま

す。何卒 排気口は 青山通り沿いにお願いい

たします。(負の部分は もう少し港区で) 

駐車場排気口につきましては青山通り側を含

む 3 箇所に分散して設置するとともに、地上付

近へ直接排気とならないよう、地上 12m 付近か

らの排気とすることにより、大気汚染の影響の

低減に努める計画です。 

なお、地下駐車場の供用に伴う大気汚染の予

測結果については、二酸化窒素の将来濃度（年

平均値）を日平均値（年間 98%値）に変換した

値は 0.037ppm であり、環境基準値(0.04～

0.06ppm のゾーン内またはそれ以下)を下回りま

す。寄与率は 0.8%です。浮遊粒子状物質の将来

濃度(年平均値)を日平均値(2%除外値)に変換し

た 値 は 0.039mg/m3 で あ り 、 環 境 基 準 値

(0.10mg/m3 以下)を下回ります。寄与率は 0.1%

未満です。 
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項 目 2.騒音・振動 

意見の内容 事業者の見解 

当家は 軽量鉄骨 三階建てにつき Ａ１ Ａ

２棟 工事時 大変 揺れました。 

まして 今回Ｂ１棟工事に伴う 現都営住宅団

地取り壊し そして杭打ち等 以前よりずっと

近場の工事となりますので その影響は はか

り知れません。何かございましたら ご相談さ

せてください。 

工事の実施に当たっては、騒音、振動による

影響低減のため、仮囲い（3.0m）を設置すると

ともに、工事手順及び工程の検討・調整により

建設機械が集中稼働しないように稼働台数を平

準化し、建設機械の効率的稼働に努めます。 

また、「都民の健康と安全を確保する環境に

関する条例」(平成 12 年 12 月 東京都条例第

215 号)(以下「環境確保条例」という。)で定め

る指定建設作業及び「騒音規制法」(昭和 43 年

6月 法律第 98号)、「振動規制法」(昭和 51年

6月 法律第 64号)で定める特定建設作業につい

ては１日 10時間以内の作業時間とします。 

なお、上記の建設機械の稼働に伴う騒音・振

動については、事後調査により確認していきま

す。 

さらに、工事に関するお問い合わせに対し

て、相談受付の窓口を設置します。 
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項 目 3.日影・景観 

意見の内容 事業者の見解 

然りながら 一応の民主主義国家でありながら 

この国では 下々の意見により お上の計画が

変えられる とも思えませんので 

最悪、この事業が遂行された場合の 当方の環

境保全を申し述べたいと存じます。 

 

環境影響評価書案の概要（令和４年４月 独立

行政法人 都市再生機構）によりますと 甚だ

要領を得ない 不完全 且つ曖昧な記載で 住

民無視の姿勢がうかがえます。 

データ内容は不鮮明ながら 結論的には 

（環境影響評価書案の概要 P９１より）８、

５、４評価 

（２） 評価の結果 

計画建物により２、５時間以上の日影が生じる

と予想される範囲は、計画地の北東方向に約８

０ｍ程度の範囲であり、日影規制地域に該当し

ない。・・・云々と結論付け その為に 

① 計画地の西側に 大規模広場（緑地） 

を整備する。 

② Ｂ１棟を南北方向に隅切りする。 

 

とのことですが、当家（渋谷区神宮前３丁目、

Ｂ１高層ビル直下）の場合 

日影に “隅切り” は 全く意味なく 却っ

て ガラスカーテンウォール（イメージ図にあ

り）にされた場合 “エッジの利いた刃物”の

ようで 夏の西日を受けた場合の“太陽光の反

射と熱地獄”を想像してしまいます。同じ都営

団地に既に ＡＩ・Ａ２棟が建っておりますが 

その四方に隅切りのある デザイン・外壁素

材・色彩使いなど気配りが感じられ 全く自然

で 違和感が無いのに比し 此度のＢ１棟 イ

メージ図通りとなりますと あまりに近隣住民

に配慮の無い これ見よがしの自己顕示欲の塊

のような 哀しいガラスの塔と成り果てるので

はないでしょうか？ 

本当に 日影の為の “隅切り” であるなら 

四方に隅切りのある デザインに 変更お願い

いたします。それに安全性（地震・火事・落下

物含む飛行機事故など）はどうでしょう？ 

粉々になることはないでしょうが 矢張りガラ

スはガラスですし 何せ １８０ｍもあるので

す。 

そして何より 近隣住民のプライバシーは守ら

れるのでしょうか？ 

住民からは ガラスに外の景色が映るので内の

様子は見えない。しかし ビル内からは２４時

間 ３６５日 誰が見ているか分からない恐

怖！ これは酷すぎます。 

計画建築物からの日影につきましては、計画

地の西側に大規模広場（緑地）を設置すること

により、計画建築物による日影を極力計画地内

に収めるとともに、B-1 棟を南北方向に隅切り

を行い、計画建築物による日影の面積及び時間

を極力小さくするといった、環境保全のための

措置を実施します。また、昼間の反射光なども

考慮し、今後、外壁の素材や色彩について「東

京都景観条例」に基づく大規模建築物等の建築

等に係る景観形成基準、「東京都景観色彩ガイ

ドライン」及び「港区景観計画」に適合すると

ともに、周辺の建築物との調和のとれたものと

して検討してまいります。 

また、計画建築物については十分な耐震性を

持った建物として計画してまいります。 

なお、計画建築物の周囲に緑化を行うことに

より、圧迫感やプライバシーにも配慮したもの

とします。 
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項 目 3.日影・景観（つづき） 

意見の内容 事業者の見解 

日影・圧迫感・太陽光反射・プライバシーの侵

害・安全性への不安。全て これから先毎日の

事、一生 負わされるのです。せめて ガラス

ウオールだけは止めてＡ１、Ａ２棟 と調和の

とれた 気品ある街づくりを目指してくださ

い。 

加えて 日影の為に 西側に 大規模公園をつ

くった と云われますが “大規模”とアピー

ルされる程の 大きさでもなく 他所の方は

（地震の時など）勘違いされますので 只の

“公園”と表記いただきたいと思います。 

前頁参照 

 

 

項 目 4.風環境 

意見の内容 事業者の見解 

風被害については 実際建ってみないと 何と

も言えませんが 日影の為と称する“隅切り”

の影響を不安に思います。防風林とは云え 一

列程度では 何かのおまじない程度にも見えま

すが。 

風環境につきましては、計画建築物の隅切り

や防風植栽を含めて再現し、風洞実験を行って

おります。その結果、領域 A（住宅地相当の風

環境）及び領域 B に相当する風環境が維持され

ることを確認しています。 

また、供用後に風環境の事後調査を行い、そ

の結果が評価書の予測結果を上回った場合に

は、追加の対策を検討し実施します。 

 

  

366,（仮称）北青山三丁目地区市街地再開発事業,環境影響評価書案に係る見解書



 

- 45 - 

6.1.2 事業計画に関するもの 

項 目 事業計画全般 

意見の内容 事業者の見解 

当該区域は 渋谷区普通住宅地区に隣接致し 

対する港区側の７割方の現況は ４階建ての都

営団地で みどり頗る多く季節ごとの鳥も飛来

する 自然豊かな場所です。 

ある時期より 建物の手入れも成されず“老朽

化”の シンボルの様に晒されておりますが 

東日本大震災にもびくともせず それから十年

以上経ても 外壁にひび割れ等も見当たりませ

ん。経済的見地からすれば 此処を 高層に 

と画策される気持ちは理解出来ます。 

が、いきなり 現在の“高さ制限”を取っ払い 

１８０ｍ ３６階 ＯＫの再開発推進塔 の先

駆けとなれば ビルオーナーは 我も我もと 

高さ=収益性 を求め現在ある 落ち着いた青

山の景観（武井区長が尽力された美しい青山通

の街並み、既にブルックスブラザーズ や ピ

ーコック、ベルコモンズはありませんが、 ス

トリートの幅に釣り合う 高さ というものが

ありました。マロニエ・イチョウ・アオギリの

並木も然り）それらが壊され、未だ十分使用に

耐える 築年数の浅いビルまで スクラップ＆

ビルド のドミノに曝されませんか？ 経済

界・建築関連業界など 一部の目先の利益のた

めに行われる スクラップ も ビルド も 

大変 地球環境にはマイナスです。ＳＤＧｓ！ 

持続可能な世界の実現 小池知事はじめ 何方

も否定なさらないと思います。オリンピックが

終わり やれやれ落ち着いて静かに暮らせると

思っていた矢先です。その後はご周知の コロ

ナ、ウクライナ問題と 全く予測不能な時代の

到来、増して地球温暖化問題は待ったなしで

す。この所の 急激な世界情勢の変化と円安 

で 甘すぎる予断は見直すべきです。 

 

【具体的提案】 

この 北青山三丁目都営団地につきましては 

近くに 都営高層住宅Ａ１棟を建てられました

ので 取り敢えず 東京都の公園になされるの

が 地域の防災、安全と景観上からも 最もよ

ろしいかと存じます。 

港区に於かれましても 必ずしも税収アップに

つながらず 一時的な話題性は否定しませんが 

同じ様な プロジェクトラッシュで 東京中似

たような街だらけで 共喰い状態の果て 埋没

するというリスクを抱えます。 

青山通り沿いのビル群は ２００４年度グッド

デザイン賞を獲得されたボルボビル等まだまだ

活躍して頂き ＵＲ北青山三丁目住宅は 来年

で 築６０年とかですが 外見的には あと 

２０年は持ちます。 

「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、都有地の活用方針が示されておりま

す。計画地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ます。 

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ます。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ます。 

本事業ではこうした上位計画に基づき、高層

建築物の建設や質の高い業務機能、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の導入、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

機能を確保します。また、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

りとの接続部の信号交差点化により、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

の強化等を計画しています。 

なお、計画建築物の商業施設については、ス

ーパーの導入を検討していますが、テナントを

含めた詳細については今後検討してまいりま

す。 
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項 目 事業計画全般（つづき） 

意見の内容 事業者の見解 

が 既に賃借人を（下層階の店舗は来年末）出

されて居られるなら 同規模 或いは 同敷地

内に１８階程度（現在の高さ制限６０ｍ以内

で）テナント・オフィスビル等 建て直された

らよろしいかと存じます。その中に かつて東

急ストア が入っていた様に スーパーがあれ

ば 何もそんなリスキーな３６階を建てなくて

もコト足ります。 

従って 現在の“高さ制限を外す”必要性は 

全くありません。 

 

当家と致しましては まったく不本意な 理不

尽極まる 開発事業計画でございます。殊に 

秋冬の日影の害は Ｂ１棟のみならず Ａ１、

Ａ２棟と続いて行くのです。 

風害、空気汚染も懸念されますし 何より母の

代から親しんだ 景観ががらりと変わり夜ごと

楽しんで居りました 月星の天空ショーも見ら

れなくなります。 

代わりに 巨大ビルから 見降ろされ プライ

バシー懸念を余儀なくされるかと思うと堪りま

せん。おまけに この事業のお蔭で 路線価が

上がり 固定資産税、相続税が上がったら ど

うしたらよいですか？ 

絶対に上げないと 確約書 お願いいたしま

す。 

こんな踏んだり蹴ったりの開発事業は 即刻止

めて 今ある景観と豊かさを 孫子の代まで繋

げ 育てて参りましょう。マロニエ 梧桐 イ

チョウ並木大切に。 

危なっかしい ガラスの巨塔 より 自然公園

を! 

現在残っている 都営住宅とその庭には 蟇蛙 

蜥蜴 カタツムリ等々 正に自然の生物多様性

が 存在すると思われます。開発 破壊で 危

ぶまれます。 

小池さん 武井区長 長谷部区長 よろしくお

願いいたします。 

前頁参照 
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6.2 事業段階関係区長の意見書及び事業者の見解 

6.2.1 港区長からの意見及び事業者の見解 

項 目 総論 

意見の内容 事業者の見解 

環境影響評価書を作成する際は、調査方法、

評価基準等について、内容や表現をさらに工夫

し、本計画が周辺の生活環境にどのような影響

を与え、どのように配慮するのかを誰もが理解

しやすいように示してください。 

環境影響評価書の作成にあたっては、内容及

び表現等を工夫し、一般の方々が一層理解しや

すいものとなるよう努めます。 

 

計画地周辺の住民及び関係者に対して、計画

や工事に関する情報提供を適切に行い、意見・

要望等があった場合には、真摯に対応してくだ

さい。 

今後とも、計画地周辺の住民及び関係者等の

意見や要望を聞きながら真摯に対応します。 

また、今後、港区建築物の解体工事等の事前

周知等に関する要綱や港区中高層建築物等の建

築に係る紛争の予防と調整に関する条例に基づ

く説明会を実施するとともに、工事内容や作業

予定の掲示を行う等、計画地周辺の住民への情

報提供に努めます。 

さらに、工事に関するお問い合わせに対し

て、相談受付の窓口を設置します。 

項 目 大気汚染 

意見の内容 事業者の見解 

「大気汚染防止法」、「都民の健康と安全を

確保する環境に関する条例」等の法令を遵守

し、各手続き、アスベスト等の飛散防止対策及

び廃棄物処理を適切に行ってください。 

撤去建造物については、今後、「石綿障害予

防規則」、「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」、「港区建築物の解体工事等の事前周知

等に関する要綱」に従い、解体工事着手前に石

綿含有建材の使用状況を調査し、使用が確認さ

れた場合は、関係法令に従い適切に処分しま

す。 

工程計画や工事方法、建設機械等を決定する

際は、計画地周辺の住民及び関係者の生活環境

（大気汚染、騒音、振動等）を十分に考慮し、

影響が極力小さくなるように努めてください。 

工程計画や工事方法は事前に十分に検討する

とともに、工事に使用する建設機械は、最新の

排出ガス対策型建設機械や低騒音型建設機械の

使用、低振動な施工方法の採用に努め、良質な

燃料を使用するとともに、アイドリングストッ

プを厳守することにより、大気汚染及び騒音・

振動の低減に努めます。 

また、必要に応じて散水の実施、粉じん飛散

防止シートの設置等、粉じんの飛散防止対策を

講じます。 

なお、上記の建設機械の稼働に伴う大気汚染

及び騒音・振動については、事後調査により確

認していきます。 
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項 目 騒音・振動 

意見の内容 事業者の見解 

「騒音規制法」、「振動規制法」及び「都民

の健康と安全を確保する環境に関する条例」の

基準を遵守した上で、建設機械の 1 日の稼働時

間や建設機械の同時稼働台数等にも気を配り、

計画地周辺の住民及び関係者への影響が極力小

さくなるように努めてください。 

工事の実施に当たっては、騒音、振動による

影響低減のため、仮囲い（3.0m）を設置すると

ともに、工事手順及び工程の検討・調整により

建設機械が集中稼働しないように稼働台数を平

準化し、建設機械の効率的稼働に努めます。 

また、「都民の健康と安全を確保する環境に

関する条例」(平成 12 年 12 月 東京都条例第

215 号)(以下「環境確保条例」という。)で定め

る指定建設作業及び「騒音規制法」(昭和 43 年

6月 法律第 98号)、「振動規制法」(昭和 51年

6月 法律第 64号)で定める特定建設作業につい

ては１日 10時間以内の作業時間とします。 

項 目 地盤・水循環 

意見の内容 事業者の見解 

地盤や地下水位の変化をモニタリングする際

には、変化が起こる可能性が高い効果的な地点

を選定してください。 

工事中の地盤面レベルの事後調査地点につい

ては掘削範囲を勘案し、計画地の周囲に測定点

を設置します。 

地下水位の事後調査地点については、計画地

周辺の地下水は北西から南東方向に流れている

と推測されることから、その上流側と下流側に

測定点を設置する予定です。 

モニタリングにより、地盤や地下水位に著し

い変化が見られた場合には、必要に応じて工事

を中断し、安全性の確保及び原因の究明を速や

かに行い、適切に対処してください。 

工事の施行中に地盤の変異及び地下水位の低

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

究明します。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

ます。 

項 目 日影 

意見の内容 事業者の見解 

A-1地区、A-2地区の超高層建築物と並んで建

っている状況を踏まえて、実施設計を進めてい

く中で、日影の影響がさらに小さくなるように

努めてください。 

日影については、B-1 棟を隣接市街地に対し

て十分な離隔を確保し、周辺市街地への影響を

低減するとともに、計画地の西側に大規模広場

（緑地）を整備します。 

また、計画建築物の B-1 棟を南北方向に隅切

りを行い、周辺へ配慮した計画とします。 

今後の詳細設計においても、日影の影響にも

配慮した検討を進めてまいります。 
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項 目 電波障害 

意見の内容 事業者の見解 

計画建築物等により電波障害が生じる場合に

は、障害内容と具体的な対策等について、速や

かに電波障害を受ける人に情報を提供してくだ

さい。 

計画建築物によるテレビ電波障害が発生した

場合には、ケーブルテレビの活用等の適切な電

波受信障害対策を講じる予定です。 

相談窓口を明確にし、迅速かつ丁寧に対応し

てください。 

テレビ電波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

つ丁寧に対応いたします。 

また、計画建築物の地上躯体が建ち上がるこ

とに伴い生じる遮へい障害についても、工事の

進捗に応じて障害発生前にケーブルテレビの活

用等の適切な電波受信障害対策を講じるととも

に、クレーンの非使用時には、クレーンのブー

ムを電波到来方向と平行に向け、電波障害の発

生を極力防止するように配慮します。 
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項 目 風環境 

意見の内容 事業者の見解 

敷地周辺の歩道等を通行する者の安全が確保

されるとともに、敷地内の広場・緑地の利用者

が快適に過ごし憩えるよう、十分な風対策を着

実に行い、可能な限りビル風の低減に努めてく

ださい。 

風環境については、計画建築物の B-1 棟を南

北方向に隅切りを行い、風の流れに配慮すると

ともに、B-1 棟の周囲に低層部を配置し、吹き

おろしの風を防ぐよう配慮した計画とします。

防風植栽（常緑樹）の設置も含め、環境影響評

価書案に記載した防風対策を確実に行っていき

ます。また、計画地内の植栽については、緑化

計画として、常緑樹または落葉樹の中高木の植

栽を整備する予定です。 

ビル風軽減策の検討においては、防風植栽だ

けでなく、フェンスや防風スクリーン、庇、建

物形状、隅角部の切除や円形化等、総合的に検

討し、更に工夫してください。 

風環境については、計画建築物の B-1 棟を南

北方向に隅切りを行い、風の流れに配慮すると

ともに、B-1 棟の周囲に低層部を配置し、吹き

おろしの風を防ぐよう配慮した計画とします。

防風植栽（常緑樹）の設置も含め、環境影響評

価書案に記載した防風対策を確実に行っていき

ます。また、計画地内の植栽については、緑化

計画として、常緑樹または落葉樹の中高木の植

栽を整備する予定です。 

なお、供用後に風環境の事後調査を行い、そ

の結果が評価書の予測結果を上回った場合に

は、「港区ビル風対策要綱」に基づき追加の対

策を検討し実施します。 

防風植栽については、防風機能を十分に満足

する成長した樹木を選定するほか、「港区ビル

風対策要綱」に基づく適切な維持管理を行って

ください。 

防風植栽は十分に生長した木とし、十分な根

入れ深さの確保や樹木支柱により倒木等を防ぐ

措置を講じます。 

また、防風植栽の効果が十分に得られるよ

う、「港区ビル風対策要綱」に基づく防風植栽

の適切な維持管理を行うとともに、樹木の生育

状況等を確認してまいります。 

工事期間中の風の測定等について、近隣住民

等からの要望が出た場合は対応するとともに、

ビル風の陳情・苦情には丁寧に対応し、必要に

応じ対策を講じてください。 

工事期間中の風環境については仮囲いの配置

等に配慮するとともに、計画地周辺の住民など

皆様からのご意見、ご要望については、真摯に

対応します。 

建設後、事後調査を行い、予測結果を上回る

風環境であった場合には、確実に追加の対策を

講じてください。 

供用後に風環境の事後調査を行い、その結果

が評価書の予測結果を上回った場合には、「港

区ビル風対策要綱」に基づき追加の対策を検討

し実施します。 
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項 目 景観 

意見の内容 事業者の見解 

本計画地は、「港区景観計画」において、青

山通り周辺景観形成特別地区に指定されていま

す。「東京都景観条例」及び「港区景観条例」

に基づく協議・相談に真摯に対応し、この地域

一帯の景観がより一層良好なものとなるように

努めてください。 

景観については引き続き、港区及び東京都の

関係部署と協議を継続してまいります。 

計画建築物の色彩は、「東京都景観条例」に

基づく大規模建築物等の建築等に係る景観形成

基準、「東京都景観色彩ガイドライン」及び

「港区景観計画」に適合するとともに、周辺の

建築物との調和のとれたものとする計画です。 

また、計画地及びその周辺には、高木等、歩

行者動線とも連携した緑化を行い、周辺市街地

との緩衝空間としても有効な大規模広場（緑

地）を配置することで、計画建築物による圧迫

感の低減に努める計画です。 

項 目 史跡・文化財 

意見の内容 事業者の見解 

埋蔵文化財の確認調査については、調査方

法、範囲について十分に区と協議してから実施

するようにしてください。 

現状の計画地内には、既存建築物が立地して

いるため、それらの建築物の解体工事と並行し

て埋蔵文化財の確認調査を行う予定です。 

調査の方法・範囲については、解体工事を行

う前に港区教育委員会と協議したうえで確定

し、実施します。 

埋蔵文化財が確認された場合には、「文化財

保護法」に基づき適切に対応してください。 

工事の施行中に埋蔵文化財の存在が確認され

た場合は、東京都教育委員会、港区教育委員会

へ遅滞なく報告し、「文化財保護法」に基づき

適正に対処します。 

項 目 廃棄物 

意見の内容 事業者の見解 

「建設リサイクル法」等の関係法令に基づ

き、建設廃棄物の分別、再資源化を適切に行っ

てください。 

建設廃棄物の分別を徹底し、種類に応じて保

管、排出、再利用促進及び不要材の減量等を図

ります。再利用できないものは、運搬・処分の

許可を得た再資源化可能な業者に委託して再資

源化を行い、その状況はマニフェストにより確

認します。 

廃棄物の一時保管から運搬まで丁寧に作業

し、廃棄物による火災や運搬中の廃棄物落下等

の事故が発生しないように注意してください。 

廃棄物による火災や落下事故等が発生しない

よう、廃棄物の一時保管から運搬まで丁寧に作

業するよう施工業者に指導してまいります。 
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項 目 温室効果ガス 

意見の内容 事業者の見解 

「港区建築物低炭素促進制度」に基づき、建

築物のエネルギー使用の合理化に関する措置及

び建築物のヒートアイランド現象の緩和に関す

る措置を講じてください。 

本事業では、計画建築物を敷地境界から極力

セットバックすることにより十分な隣棟間隔を

確保し風の流れに配慮するとともに、日射抑制

等による熱負荷の低減に配慮した外装計画とし

ます。 

省エネ型設備の導入や設備システムの省エネ

ルギー化を図り、エネルギー使用の合理化に努

めます。また、大規模広場（緑地）の創出など

緑化の推進を図り、ヒートアイランド現象の抑

制を目指す計画です。 

可能な限り太陽光発電システム等の創エネル

ギー機器の導入に努めてください。 

本事業では、太陽光発電等の自然エネルギー

の利用についても積極的に取り組む計画です。 

工事期間中を含め、計画建物においては、再

生可能エネルギー由来の電力の使用に努めると

ともに、より高い再生可能エネルギー割合の確

保に努めてください。 

工事期間中、供用開始後ともに、再生可能エ

ネルギー由来の電力利用に努めるようにしま

す。 

可能な限り建築物の省エネルギー性能を高

め、ＺＥＢの水準の達成を検討してください。 

計画建築物の PAL*（年間熱負荷係数）は、建

物全体で基準値に対する削減割合を 10％達成と

し、さらにそれ以上を目標とする計画です。 

ERR（エネルギー利用の低減率）は、建物全

体で 20％達成とし、さらにそれ以上を目標とす

る計画です。 

上記の省エネルギー性能について、今後さら

に詳細な検討を行い、上記の目標値以上となる

よう目指します。 

「みなとモデル二酸化炭素固定認証制度」に

基づき、港区と協定を締結した自治体から産出

される協定木材等の国産材の使用に努めてくだ

さい。 

「みなとモデル二酸化炭素固定認証制度」に

基づく国産木材使用計画書を提出し、港区と協

定を締結した自治体から生産される協定木材等

の国産材を使用することに努めます。 

項 目 その他 

意見の内容 事業者の見解 

周辺の交通渋滞や放置自転車の解消、二酸化

炭素排出量削減に寄与するため、敷地内に自転

車シェアリングのサイクルポートや公共的に利

用できる自転車駐車場の設置を検討してくださ

い。 

自転車駐輪場・シェアリングポートの設置を

検討しております。今後も、関係機関と協議を

行い、継続検討を行います。 

計画地は、保育園や児童館などの子どもが利

用する施設が近接しています。工事中及び供用

後の交通安全対策を徹底してください。 

工事の施行中においては工事用車両の走行ル

ートの限定、安全走行等により周辺への安全に

配慮するとともに、工事用車両出入口付近等に

は交通整理員を配置します。  

工事の完了後については、A 地区と B 地区の

車両を集約することにより車両動線を限定し、

周辺への安全確保に努めます。 
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