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8．環境に及ぼす影響の内容及び程度並びにその評価 

8.1 大気汚染 

8.1.1 現況調査 

（1）調査事項及び選択理由 

大気汚染の現況把握における調査事項及びその選択理由は表 8.1-1 に、大気質の調査対

象物質は表 8.1-2 に示すとおりである。 

 

表 8.1-1 調査事項及びその選択理由 

調査事項 選択理由 

①大気質の状況 
②気象の状況 
③地形及び地物の状況 
④土地利用の状況 
⑤発生源の状況 
⑥自動車交通量等の状況 
⑦法令による基準等 

工事の施行中における建設機械の稼働及び工事用車両
の走行に伴う排出ガス、工事の完了後における駐車場の供
用及び関連車両の走行に伴う排出ガスによる影響が考えら
れることから、左記の事項に係る調査を選択した。 

 

表 8.1-2 大気質の調査対象物質 

項 目 既存資料 
現地調査 

一般環境大気質 道路沿道大気質 

二酸化窒素（NO2） ○ ○ ○ 

浮遊粒子状物質（SPM） ○ ○ ○ 

 

（2）調査結果 

① 大気質の状況 

ア．既存資料調査 

（ｱ）二酸化窒素 

日平均値の年間 98％値をみると、一般局は 0.037ppm、自排局は 0.036～0.042ppm であり、

いずれも環境基準を達成していた。 

また、各測定局における過去 5 年間の年平均値の推移は、中原口交差点測定局で平成 29

年度に増加しているのを除き、概ね減少傾向であった。 

（ｲ）浮遊粒子状物質 

日 平 均 値 の 2％ 除 外 値 をみると、一 般 局 は 0.046～ 0.049mg/m3 、自 排 局 は 0.042～

0.048mg/m3 であり、いずれも環境基準を達成していた。 

また、各測定局における過去 5 年間の年平均値の推移は、概ね横ばいまたは減少傾向であ

った。 

イ．現地調査 

現地調査は 4 季調査を実施し、調査地点は、図 8.1-1 に示すとおりである。 
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図8.1-1　大気質及び自動車交通量調査地点（現地調査）
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（ｱ）二酸化窒素 

二酸化窒素の調査結果は、公定法による調査結果を見ると、一般環境調査地点（№A）では、

期間平均値が 0.015～0.030ppm、日平均値の最高値が 0.019～0.048ppm であり、道路沿道調

査地点（№B）では、期間平均値が 0.019～0.032ppm、日平均値の最高値が 0.025～0.050ppm

であった。簡易測定法による調査結果を見ると、道路沿道調査地点（№B、1～4）の期間平均値

は 0.013～0.030ppm、日測定値の最高値が 0.019～0.049ppm であった。 

№B 地点の公定法と簡易測定法による調査結果を比較すると、高い相関を示していた。 

（ｲ）浮遊粒子状物質 

浮遊粒子状物質の調査結果は、一般環境調査地点（№A）では、期間平均値が 0.017～

0.022mg/m3 、日 平 均 値 の最 高 値 が 0.022～0.039mg/m3 、1 時 間 値 の最 高 値 が 0.038～

0.079mg/m3 であり、道路沿道調査地点（№B）では、期間平均値が 0.017～0.023mg/m3、日平

均値の最高値が 0.022～0.044mg/m3、1 時間値の最高値が 0.032～0.091mg/m3 であった。 

② 気象の状況    

ア．既存資料調査   

東京管区気象台における令和 2 年度の風向・風速の状況は、年間の平均風速は 2.8m/s、

最多風向は北北西（NNW）であった。 

イ．現地調査 

風向・風速の現地調査結果は、測定期間中の平均風速は、0.8～1.4m/sであり、東寄りの風

が卓越する傾向がみられた。 

③ 地形及び地物の状況 

計画地及び周辺地域の地形は、「8.3 土壌汚染 8.3.1 現況調査」に示すとおり、主に「武蔵

野段丘面 II（M2）」に区分される台地であり、おおむね平坦な地形となっている。北東側を流れる

目黒川へ向かって標高が低くなっており、南西側には立会川が流れる小規模な谷がみられる。 

計画地周辺における既存の建築物の状況は、武蔵小山駅周辺及び都道 420 号沿いに 10 階

以上の既存建築物が多くみられる。 

④ 土地利用の状況 

計画地及び周辺地域における「都市計画法」に基づく用途地域の指定状況は、計画地は商

業地域及び第一種住居地域となっている。周辺地域は、主要道路沿道や駅周辺地域等は主

に近隣商業地域及び商業地域に、その背後の地域は主に第一種住居地域となっているが、計

画地の東側及び南側数百m先に準工業地域が分布している。 

計画地及び周辺地域は専用商業施設、住商併用施設、独立住宅等が混在して分布する地

域となっている。 

計画地周辺地域の教育関連施設、福祉施設、病院及び公園・スポーツ施設の分布状況は、

主な公共施設等としては、「ウィズブック保育園武蔵小山」等の教育・子どもの施設や、「武蔵小

山児童遊園」等の公園、「荏原第一地域センター 荏原第一区民集会場」等の文化施設がある。 

⑤ 発生源の状況 

計画地周辺の大気汚染物質の固定発生源としては、大型商業施設やビル等の冷温水発生

機等があげられる。また、移動発生源としては、計画地の周辺には都道 420 号や主要地方道東

京丸子横浜線（都道 2 号）、東京都都市計画道路補助 46 号線等が位置しており、これらを走

行する自動車等があげられる。 
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⑥ 自動車交通量等の状況 

ア．既存資料調査 

計画地周辺地域では、平成 17 年度、平成 22 年度及び平成 27 年度に都道 420 号で交通

量調査が行われている。平成 27 年度の調査地点における平日の 12 時間自動車交通量は

8,098 台であり、大型車混入率は、10.6％であった。また、平成 17 年度、平成 22 年度及び平成

27 年度の変動を見ると、自動車交通量は増加傾向を示している。 

イ．現地調査 

断面交通量調査地点（№1～4）における 24 時間交通量は、平日が 921～11,641 台、休日が

687～8,174 台であった。大型車混入率は、平日は 10.5～20.2％、休日は 5.6～11.8％であっ

た。 

⑦ 法令による基準等 

「環境基本法」に基づく大気汚染に係る環境基準は、二酸化窒素については、「1 時間値の 1

日平均値が 0.04ppm から 0.06ppm までのゾーン内又はそれ以下であること。」、浮遊粒子状物

質については、「1 時間値の 1 日平均値が 0.10mg/m3 以下であり、かつ、1 時間値が 0.20mg/m3

以下であること。」となっている。 

 

8.1.2 予 測 

（1）予測事項 

予測事項は、工事の施行中は、「建設機械の稼働に伴い発生する二酸化窒素及び浮遊粒

子状物質の大気中濃度」、「工事用車両の走行に伴い発生する二酸化窒素及び浮遊粒子状

物質の大気中濃度」、工事の完了後は、「駐車場の供用に伴い発生する二酸化窒素及び浮遊

粒子状物質の大気中濃度」、「関連車両の走行に伴い発生する二酸化窒素及び浮遊粒子状

物質の大気中濃度」とした。 

（2） 予測手法等 

予測方法は、大気拡散式（プルーム式、パフ式）により長期（年間）平均濃度を算出する方法

とした。 

予測の対象時点は、工事の施行中における「建設機械の稼働に伴い発生する二酸化窒素及

び浮遊粒子状物質の大気中濃度」については、建設機械からの汚染物質排出量が最大になる

時点とし、本工事では、解体工事と新築工事で建設機械の稼働が集中する解体工事ピーク時：

工事着工後 3～14 ヶ月目、新築工事ピーク時：工事着工後 23～34 ヶ月目の、それぞれのピー

ク時を対象とする 1 年間を設定した。「工事用車両の走行に伴い発生する二酸化窒素及び浮遊

粒子状物質の大気中濃度」については、工事用車両のうち大型車の走行台数が最大になる時

点とし、本工事では、北街区と南街区で工事用車両の走行経路が異なることから、北街区ピー

ク時 ：工事着工後 28 ヶ月目、南街区・全体ピーク時 ：工事着工後 62 ヶ月目の、それぞれの街

区及び全体のピーク時を対象とし、ピーク日台数が 1 年間走行するものと設定した。 

工事の完了後における「駐車場の供用に伴い発生する二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の

大気中濃度」、「関連車両の走行に伴い発生する二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の大気中濃

度」については、工事の完了後で、事業活動が通常の状態に達する 2030（令和 12）年度とした。 
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（3）予測結果    

① 工事の施行中 

ア．建設機械の稼働に伴い発生する二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の大気中濃度 

（ｱ）二酸化窒素 

建設機械の稼働に伴い発生する二酸化窒素の予測結果は、敷地境界における建設機械か

らの最大寄与濃度は 0.00894～0.01139ppm であり、将来予測濃度（0.02694～0.02939 ppm）に

対する寄与率は 33.2～38.8％である。 

（ｲ）浮遊粒子状物質 

建設機械の稼働に伴い発生する浮遊粒子状物質の予測結果は、敷地境界における建設機

械 か ら の 最 大 寄 与 濃 度 は 0.00169 ～ 0.00245mg/m3 で あ り 、 将 来 予 測 濃 度 （ 0.02069 ～

0.02145mg/m3）に対する寄与率は 8.2～11.4％である。 

イ．工事用車両の走行に伴い発生する二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の大気中濃度 

（ｱ）二酸化窒素 

工事用車両の走行に伴い発生する二酸化窒素の各予測断面道路端における予測結果は、

北 街 区 ピーク時 （ 工 事 着 工 後 28ヶ月 目 ） における工 事 用 車 両 の寄 与 濃 度 は0.000087～

0.000266ppm、将来予測濃度（0.018600～0.019425ppm）に対する寄与率は0.45～1.43％である。 

南街区・全体ピーク時（工事着工後 62 ヶ月目）における工事用車両の寄与濃度は 0.000089

～0.000253ppm、将来予測濃度（0.018587～0.019429ppm）に対する寄与率は 0.46～1.36％で

ある。 

（ｲ）浮遊粒子状物質 

工事用車両の走行に伴い発生する浮遊粒子状物質の各予測断面道路端における予測結

果は、北街区ピーク時（工事着工後 28 ヶ月目）における工事用車両の寄与濃度は 0.000001～

0.000005mg/m3、将来予測濃度（0.019009～0.019030mg/m3）に対する寄与率は 0.01～0.03％

である。 

南街区・全体ピーク時（工事着工後 62 ヶ月目）における工事用車両の寄与濃度は 0.000001

～0.000004mg/m3、将来予測濃度（0.019009～0.019031mg/m3）に対する寄与率は 0.01～

0.02％である。 

② 工事の完了後 

ア．駐車場の供用に伴い発生する二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の大気中濃度 

（ｱ）二酸化窒素 

駐車場の供用に伴い発生する二酸化窒素の予測結果は、敷地境界における駐車場からの

最大寄与濃度は0.0000009ppmであり、将来予測濃度（0.0180009ppm）に対する寄与率は

0.1％未満である。 

（ｲ）浮遊粒子状物質 

駐車場の供用に伴い発生する浮遊粒子状物質の予測結果は、敷地境界における駐車場か

らの最大寄与濃度は 0.0000001mg/m3 であり、将来予測濃度（0.0190001mg/m3）に対する寄与

率は 0.1％未満である。 

イ．関連車両の走行に伴い発生する二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の大気中濃度 

（ｱ）二酸化窒素 

関連車両の走行に伴い発生する二酸化窒素の各予測断面道路端における予測結果は、関

連 車 両 に よ る 寄 与 濃 度 は 0.000003 ～ 0.000004ppm で あ り 、 将 来 予 測 濃 度 （ 0.018206 ～

0.018769ppm）に対する寄与率は0.02％である。 
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（ｲ）浮遊粒子状物質 

関連車両の走行に伴い発生する浮遊粒子状物質の各予測断面道路端における予測結果は、

関連車両による寄与濃度は、0.000001mg/m3 未満～0.000001mg/m3 であり、将来予測濃度

（0.019005～0.019023mg/m3）に対する寄与率は 0.01％未満～0.01％である。 

 

8.1.3 環境保全のための措置 

（1）工事の施行中 

① 予測に反映した環境保全措置 

・建設機械は、排出ガス対策型建設機械を使用する。 

・施工区域周辺に、仮囲い（万能鋼板、高さ 3.0m）を設置する。 

② 予測に反映しなかった環境保全措置 

・建設機械のアイドリングストップを、作業員に周知徹底する。 

・計画的かつ効率的な工事計画を検討し、建設機械の集中稼働を避けるよう努める。  

・建設機械の整備、点検を徹底する。 

・周辺開発事業との連携、調整を図り、建設機械の稼働台数が集中する時期が重ならないよ

う配慮し、周辺住民から苦情があった場合には協力して適切な対応に努める。 

・工事用車両のアイドリングストップを、作業員に周知徹底する。 

・工事用車両は、排出ガス規制適合車の使用に努める。 

・工事用車両が一時期に集中しないよう、工事工程の平準化、計画的かつ効率的な運行管

理に努める。 

・工事用車両の整備、点検を徹底する。 

・工事用車両の出入口付近に洗浄設備を設置し、工事用車両のタイヤに付着した泥土等が

場外に飛散しないよう洗浄を行う。 

・周辺開発事業との連携、調整を図り、工事用車両については原則として通学時間帯におけ

る大型車の走行を避け、計画地周辺道路における規制速度を厳守することにより、計画地

周辺の狭あいな道路や通学路における排出ガスの影響低減及び安全確保に努める。 

（2）工事の完了後 

① 予測に反映した環境保全措置 

・駐車場の換気は機械換気方式とし、排出口の位置や高さ等に配慮することにより、大気質

への影響の低減を図る。 

・関連車両の走行にあたっては、規制速度を厳守する。 

② 予測に反映しなかった環境保全措置 

・駐車場の換気施設などの設備機器の整備、点検を行う。 

・業務、商業施設の利用者に対して、公共交通機関の利用を促進する。 

・駐車場内において、走行速度の制限及びアイドリングストップの実施を周知する。 

・従業員に対して、公共交通機関の利用を促進し、関連車両台数の抑制を図る。 

・関連車両の運転手や従業員に対し、場内での走行速度制限の厳守及びアイドリングストッ

プ等のエコドライブの実施を促す。 

・周辺開発事業との連携、調整を図り、関連車両については計画地北側の駐車場出入口は

共同住宅関連車両のみ出入りする計画とし、駐車場内に周辺住宅へ配慮を求める掲示を

設置することにより、計画地周辺の狭あいな道路や通学路における排出ガスの影響低減及

び安全確保に努める。 
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8.1.4 評 価 

（1）評価の指標 

評価の指標は、二酸化窒素については「二酸化窒素に係る環境基準」を参考に「1時間値の

1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下」、浮遊粒子状物質について

は「大気の汚染に係る環境基準」を参考に「1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下」とした。 

なお、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の予測値は年平均値であるため、日平均値（二酸化

窒素：日平均値の年間 98％値、浮遊粒子状物質：日平均値の 2％除外値）に換算して評価を

行った。 

日平均値の換算式は、東京都が区部に設置した自排局（道路沿道地域）及び一般局（一般

地域）における近年 5 年間（2015～2019（平成 27～令和元）年度）の測定結果を用いて設定し

た。 

なお、建設機械の稼働、工事用車両及び関連車両の走行に伴う予測値には道路沿道地域

の換算式を用い、その他は一般地域の換算式を用いて行った。 

（2）評価の結果 

① 工事の施行中 

ア．建設機械の稼働に伴い発生する二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の大気中濃度 

二酸化窒素の将来予測濃度（日平均値の年間98％値）は0.04848～0.05130ppmであり、評

価の指標（ 1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下）を満足

している。将来予測濃度（年平均値）に対する建設機械の稼働による寄与率は33.2～38.8％で

ある。 

浮遊粒子状物質の将来予測濃度（日平均値の2％除外値）は0.04832～0.04979mg/m3であ

り、評価の指標（1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下）を満足している。将来予測濃度（年平

均値）に対する建設機械の稼働による寄与率は8.2～11.4％である。 

工事の実施にあたっては、建設機械は最新の排出ガス対策型建設機械の使用に努める、建

設機械のアイドリングストップを作業員に周知徹底する等の環境保全のための措置を実施し、影

響の低減に努める。 

イ．工事用車両の走行に伴い発生する二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の大気中濃度 

二酸化窒素の将来予測濃度（日平均値の年間98％値）は0.03888～0.03984ppmであり、す

べての地点で評価の指標（1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそ

れ以下）を満足している。将来予測濃度（年平均値）に対する工事用車両による寄与率は0.45

～1.43％である。 

浮遊粒子状物質の将来予測濃度（日平均値の2％除外値）は0.04507～0.04511mg/m3であ

り、すべての地点で評価の指標（1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下）を満足している。将

来予測濃度（年平均値）に対する工事用車両による寄与率は0.01～0.03％である。 

② 工事の完了後 

ア．駐車場の供用に伴い発生する二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の大気中濃度 

二酸化窒素の将来予測濃度（日平均値の年間98％値）は0.03929ppmであり、評価の指標（1

時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下）を満足している。将

来予測濃度（年平均値）に対する駐車場利用車両の走行による寄与率は0.1％未満である。 

浮遊粒子状物質の将来予測濃度（日平均値の2％除外値）は0.04516mg/m3であり、評価の

指標（1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下）を満足している。将来予測濃度（年平均値）に

対する駐車場利用車両の走行による寄与率は0.1％未満である。 
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イ．関連車両の走行に伴い発生する二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の大気中濃度 

二酸化窒素の将来予測濃度（日平均値の年間98％値）は0.03844～0.03908ppmであり、す

べての地点で評価の指標（1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそ

れ以下）を満足している。将来予測濃度（年平均値）に対する関連車両による寄与率は0.02％

である。 

浮遊粒子状物質の将来予測濃度（日平均値の2％除外値）は0.04506～0.04509mg/m3であ

り、すべての地点で評価の指標（1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下）を満足している。将

来予測濃度（年平均値）に対する関連車両による寄与率は0.01％未満～0.01％である。 

 

8.2 騒音・振動 

8.2.1 現況調査 

（1）調査事項及び選択理由 

騒音・振動の現況把握における調査事項及びその選択理由は、表 8.2-1 に示すとおりである。 

 

表 8.2-1 調査事項及びその選択理由 

調査事項 選択理由 

①騒音・振動の状況 
②土地利用の状況 
③発生源の状況 
④自動車交通量等の状況 
⑤地盤及び地形の状況 
⑥法令による基準等 

工事の施行中における建設機械の稼働及び工事用車両の
走行に伴う騒音・振動、工事の完了後における施設の稼働
に伴う騒音及び低周波音、関連車両の走行に伴う騒音・振
動による影響が考えられることから、左記の事項に係る調査
を選択した。 

 

（2）調査結果 

① 騒音・振動の状況 

ア．騒音の状況 

（ｱ）既存資料調査 

計画地周辺における令和元年度の道路交通騒音の調査結果は、道路交通騒音レベルにつ

いて、環境基準及び要請限度と比較すると、№4 の昼間と夜間で環境基準を上回っていたが、

その他の地点ではいずれも環境基準及び要請限度を下回っていた。 

（ｲ）現地調査 

現地調査は、平日及び休日の 24 時間とし、調査地点は図 8.2-1 に示すとおりである。計画

地内における一般環境騒音の現地調査結果は、一般環境騒音レベル（LAeq）は、昼間は 49～

52dB、夜間は 43～44dB であり、環境基準（C 類型、一般地域）値を下回っていた。 

工事用車両及び関連車両の主な走行経路沿道における道路交通騒音の現地調査結果は、

等価騒音レベル（LAeq）は、環境基準と比較すると、平日・休日ともに全地点、全時間帯で環境

基準を下回っていた。 

イ．振動の状況 

（ｱ）既存資料調査 

計画地周辺における令和元年度の道路交通振動の調査結果は、道路交通振動レベル（L10）

については、昼間は 42dB、夜間は 36dB であった。 

「振動規制法」に基づく道路交通振動に係る要請限度と比較すると、全時間帯で要請限度を

下回っていた。 
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（ｲ）現地調査 

現地調査は、騒音調査と同時期に実施し、調査地点は図 8.2-1 に示すとおりである。計画地

内における一般環境振動の現地調査結果は、平日の一般環境振動レベル（L10）は、昼間は 35

～41dB、夜間は 30 未満～37dB、休日の一般環境振動レベル（L10）は、昼間は 33～40dB、夜

間は 30 未満～35dB であり、「環境確保条例」に基づく日常生活等に適用する振動の規制基準

（第 2 種区域）の規制基準と比較すると、全時間帯で規制基準に適合していた。 

工事用車両及び主な走行経路沿道における振動の現地調査結果は、道路交通振動レベル

（L10）は、「環境確保条例」に基づく日常生活等に適用する振動の規制基準と比較すると、平

日・休日ともに全地点、全時間帯で規制基準値を下回っていた。 

ウ．低周波音の状況 

現地調査は、騒音調査と同時期に実施し、調査地点は図 8.2-1 に示すとおりである。G 特性

音圧レベルの調査結果は、G 特性等価音圧レベル（LGeq）は、平日は 61.2～78.3dB、休日は

61.5～77.9dB であり、ISO-7196 に示される「超低周波音を感じる最小音圧レベル」である 100dB

を下回っていた。 

1/3 オクターブバンド平坦特性音圧レベルの調査結果は、周波数帯（1～80Hz）別の音圧レ

ベルは、平日は 39.3～74.0dB、休日は 40.9～76.9dB であった。 

「ISO-7196」に示される超低周波音を感じる最小音圧レベル（感覚閾値：100dB）と比較すると、

いずれの時間帯も下回っていた。また、物的苦情に関する参照値と比較すると、各周波数帯で

参照値を下回っていた。 

② 土地利用の状況 

計画地の用途地域は商業地域及び第一種住居地域となっている。周辺地域の用途地域は、

主要道路沿道や駅周辺地域等は主に近隣商業地域及び商業地域に、その背後の地域は主

に第一種住居地域となっており、専用商業施設、住商併用施設、独立住宅等が混在して分布

する地域となっている。なお、計画地の東側及び南側数百m先に準工業地域が分布している。 

③ 発生源の状況 

計画地周辺の騒音・振動及び低周波音の固定発生源としてはビル等の設備機器が、移動発

生源としては、計画地の周辺には都道 420 号や主要地方道東京丸子横浜線（都道 2 号）、東

京都都市計画道路補助 46 号線等が位置しており、これらを走行する自動車等あげられる。 

④ 自動車交通量等の状況 

ア． 既存資料調査 

既存資料による自動車交通量の調査結果は、「8.1 大気汚染 8.1.1 現況調査」に示したと

おりである。 

イ．現地調査 

自動車交通量の現地調査結果は、「8.1 大気汚染 8.1.1 現況調査」に示したとおりである。 

⑤ 地盤及び地形の状況 

ア． 既存資料調査 

計画地及び周辺の地盤及び地形の状況は、「8.3 土壌汚染 8.3.1 現況調査」に示すとおり

である。 

イ．現地調査 

道路交通振動の調査地点における地盤卓越振動数の調査結果は、平均地盤卓越振動数は

18.8～20.5Hz であった。 
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⑥ 法令による基準等 

騒音に係る関係法令等としては、「環境基本法」に基づく騒音に係る環境基準、「騒音規制

法」に基づく特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準、「環境確保条例」に基づ

く工場・指定作業場に係る騒音の規制基準、「騒音規制法」に基づく特定建設作業に係る騒音

の基準、「環境確保条例」に基づく指定建設作業に係る騒音の勧告基準、「騒音規制法」に基

づく自動車騒音に係る要請限度がある。 

振動に係る関係法令等としては、「振動規制法」に基づく特定工場等において発生する振動

の規制に関する基準、「環境確保条例」に基づく工場・指定作業場に係る振動の規制基準、

「振動規制法」に基づく特定建設作業に係る振動の基準、「環境確保条例」に基づく指定建設

作業に係る振動の勧告基準、「振動規制法」に基づく道路交通振動に係る要請限度、「環境確

保条例」に基づく日常生活等に適用する振動の規制基準がある。 

なお、計画地は、「都市計画法」に基づく用途地域の指定では、商業地域及び第一種住居

地域に指定されている。 
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図8.2-1　環境騒音・振動、低周波音、道路交通騒音・振動及び自動車交通量調査地点（現地調査）

凡　例

：計画地

：区界 ：自動車交通量調査断面

：一般環境騒音・振動、
　低周波音調査地点

：道路交通騒音・振動
　調査地点

：工事用車両の主要な走行経路

：敷地境界

：関連車両の主要な走行経路

品川区

目黒区

№1№1

№3№3

№4№4

№A№A

№2№2

武蔵小山駅武蔵小山駅

特
例
都
道
鮫
洲
大
山
線
(都
道
420号

）

特
例
都
道
鮫
洲
大
山
線
(都
道
420号

）

区
道
Ⅰ
-2
18
号

区
道
Ⅰ
-2
18
号

区道Ⅰ-159号

区道Ⅰ-159号



57 

8.2.2 予 測  

（1）予測事項 

予測事項は、工事の施行中は、「建設機械の稼働に伴う建設作業騒音・振動」、「工事用車

両の走行に伴う道路交通騒音・振動」とし、工事の完了後は、「施設の稼働に伴う騒音」、「関連

車両の走行に伴う道路交通騒音・振動」、「施設の稼働に伴う低周波音」とした。 

（2）予測手法等 

予測方法は、「建設機械の稼働に伴う建設作業騒音・振動」、「施設の稼働に伴う騒音」につ

いては、伝搬理論式により算出する方法とした。「工事用車両の走行に伴う道路交通騒音」、「関

連車両の走行に伴う道路交通騒音」については、日本音響学会式(ASJ RTN-Model 2018)を用い

て算出する方法とした。「工事用車両の走行に伴う道路交通振動」、「関連車両の走行に伴う道

路交通振動」については、「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 国土技術政策総合研究所 独立行政法人 土木研究所）に示された予測式を用いて

算出する方法とした。「施設の稼働に伴う低周波音」については、類似設備機器の低周波音響パワ

ーレベル等を用いて、伝搬理論式により算出する方法とした。 

予測の対象時点は、工事の施行中における「建設機械の稼働に伴う建設作業騒音・振動」につ

いては、解体工事及び新築工事において建設機械の稼働に伴う影響が最大となる、解体工事

ピーク時：工事着工後 8～9 ヶ月目、新築工事ピーク時：工事着工後 29 ヶ月目（対象工事の期

間中で建設機械の日台数が最大となる時期）とした。予測時間帯は、建設機械の稼働時間帯

（8～18 時）を対象とした。「工事用車両の走行に伴う道路交通騒音・振動」については、工事用

車両のうち大型車の走行台数が最大になる時点とし、本工事では、北街区と南街区で工事用

車両の走行経路が異なることから、北街区ピーク時：工事着工後 28 ヶ月目、南街区・全体ピー

ク時：工事着工後 62 ヶ月目の、それぞれの街区及び全体のピーク時を対象とした。予測時間帯

は、工事用車両の走行時間帯（7～19 時）を含む時間帯とし、騒音は環境基準の時間区分であ

る昼間（6～22 時）、振動は「環境確保条例」に基づく日常生活等に係る振動の規制基準（第 2

種区域）の時間区分である昼間（8～19 時）及び夜間（7～8 時）を対象とした。 

工事の完了後における「施設の稼働に伴う騒音」、「関連車両の走行に伴う道路交通騒音・

振動」及び「施設の稼働に伴う低周波音」については、工事の完了後で、事業活動が通常の状

態に達する 2030（令和 12）年度とした。「施設の稼働に伴う騒音」の予測時間帯は、施設の稼

働時間帯（24 時間）、「関連車両の走行に伴う道路交通騒音・振動」の予測時間帯は、関連車

両の走行時間帯（24 時間）を対象とし、騒音は環境基準の時間区分である昼間（6～22 時）及

び夜間（22～6 時）、振動は「環境確保条例」に基づく日常生活等に係る振動の規制基準（第 2

種区域）の時間区分である昼間（8～20 時）及び夜間（20～8 時）を対象とした。 

（3）予測結果 

① 工事の施行中 

ア．建設機械の稼働に伴う建設作業騒音 

建設機械の稼働に伴う建設作業騒音の予測結果は、敷地境界における建設機械からの騒

音レベル（LA5）の最大値は、解体工事ピーク時（工事着工後 8～9 ヶ月目）で 68dB、新築工事

ピーク時（工事着工後 29 ヶ月目）で 67dB と予測する。 

イ．建設機械の稼働に伴う建設作業振動 

建設機械の稼働に伴う建設作業振動の予測結果は、敷地境界における建設機械からの振

動レベル（L10）の最大値は、解体工事ピーク時（工事着工後 8～9 ヶ月目）で 67dB、新築工事ピ

ーク時（工事着工後 29 ヶ月目）で 65dB と予測する。 
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ウ．工事用車両の走行に伴う道路交通騒音 

工事用車両の走行に伴う道路交通騒音の各予測断面道路端における予測結果は、工事中

交通量による道路交通騒音レベル（LAeq）は、北街区ピーク時（工事着工後 28 ヶ月目）が 62～

67dB、南街区・全体ピーク時（工事着工後 62 ヶ月目）が 61～67dB と予測する。工事の施行中

における工事用車両の走行に伴う増加レベルは、1 未満～2（0.2～2.2）dB である。 

エ．工事用車両の走行に伴う道路交通振動 

工事用車両の走行に伴う道路交通振動の各予測断面道路端における予測結果は、工事中

交通量による道路交通振動レベル（L10）の最大値は、北街区ピーク時（工事着工後 28 ヶ月目）

が昼間 43～49dB、夜間 42～45dB、南街区・全体ピーク時（工事着工後 62 ヶ月目）が昼間 43

～48dB、夜間 42～45dB と予測する。工事の施行中における工事用車両の走行に伴う増加レ

ベルは、昼間 1 未満～6（0.6～5.9）dB、夜間 1 未満（0.0）dB である。 

② 工事の完了後 

ア．施設の稼働に伴う騒音  

施設の稼働に伴う騒音の予測結果は、敷地境界における施設からの騒音レベル（LA5）の最

大値は、敷地境界北東側（第一種住居地域）で 32dB、南西側（商業地域）で 34dB である。 

イ．関連車両の走行に伴う道路交通騒音 

関連車両の走行に伴う道路交通騒音の各予測断面道路端における予測結果は、将来交通

量による道路交通騒音レベル（LAeq）は、昼間 60～67dB、夜間 54～63dB と予測する。関連車両

の走行に伴う増加レベルは、昼間 1 未満～1（0.0～0.3）dB、夜間 1 未満（0.0～0.1）dB である。 

ウ．関連車両の走行に伴う道路交通振動 

関連車両の走行に伴う道路交通振動の各予測断面道路端における予測結果は、将来交通

量による道路交通振動レベル（L10）は、昼間 41～47dB、夜間 40～44dB と予測する。関連車両

の走行に伴う増加レベルは、昼間 1 未満（0.0～0.1）dB、夜間 1 未満（0.0～0.2）dB である。 

エ．施設の稼働に伴う低周波音 

施設の稼働に伴う低周波音の予測結果は、敷地境界における施設からの騒音レベル（LG5）

の最大値は 74dB、1/3 オクターブバンド音圧レベルは 48～61dB である。 

8.2.3 環境保全のための措置 

（1）工事の施行中 

① 予測に反映した環境保全措置 

・建設機械は、低騒音型・低振動型の建設機械を使用する。 

・工事区域の周辺には、仮囲い（万能鋼板、高さ 3.0m）を設置して騒音の低減に努める。 

・既存建築物の解体時には、解体対象となる建築物の周囲に仮囲い（防音パネル、高さ 3.0m）

を設置して騒音の低減に努める。 

② 予測に反映しなかった環境保全措置 

・計画的かつ効率的な工事計画を検討し、建設機械の集中稼働を避けるよう努める。  

・建設機械のアイドリングストップを、作業員に周知徹底する。 

・建設機械は、整備、点検を徹底する。 

・周辺開発事業との連携、調整を図り、建設機械の稼働台数が集中する時期が重ならないよ

う配慮し、周辺住民から苦情があった場合には協力して適切な対応に努める。 

・工事用車両が一時期に集中しないよう、工事工程の平準化、計画的かつ効率的な運行管

理に努める。 
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・工事用車両の整備、点検を徹底する。 

・アイドリングストップ等のエコドライブの実施を、工事用車両の運転手に周知徹底する。 

・作業員に対して公共交通機関の利用を促進し、工事用車両台数の抑制を図る。 

・周辺開発事業との連携、調整を図り、工事用車両については原則として通学時間帯におけ

る大型車の走行を避け、計画地周辺道路における規制速度を厳守することにより、計画地

周辺の狭あいな道路や通学路における騒音・振動の影響低減及び安全確保に努める。 

（2）工事の完了後 

① 予測に反映した環境保全措置 

・騒音発生源となる設備機器の周囲には、防音壁（高さ約 2.0m のルーバー）を設置し、騒音

の低減に努める。 

・関連車両の走行にあたっては、規制速度を厳守する。 

② 予測に反映しなかった環境保全措置 

・設備機器は騒音や振動、低周波音の発生を抑えるため適正に固定し、必要に応じて吸音

材や防振ゴムを取り付けるなどの対策を行う。 

・設備機器は、整備、点検を徹底する。 

・従業員に対して、公共交通機関の利用を促進し、関連車両台数の抑制を図る。 

・関連車両の運転手や従業員に対し、場内での走行速度制限の厳守及びアイドリングストッ

プ等のエコドライブの実施を促す。 

・周辺開発事業との連携、調整を図り、関連車両については計画地北側の駐車場出入口は

共同住宅関連車両のみ出入りする計画とし、駐車場内に周辺住宅へ配慮を求める掲示を

設置することにより、計画地周辺の狭あいな道路や通学路における騒音・振動の影響低減

及び安全確保に努める。 

8.2.4 評 価 

（1）評価の指標 

評価の指標は、「騒音に係る環境基準」及び「環境確保条例」に基づく基準等とした。 

（2）評価の結果 

① 工事の施行中 

ア．建設機械の稼働に伴う建設作業騒音 

評価の指標は、「環境確保条例」に基づく「指定建設作業騒音の勧告基準」（解体工事ピー

ク時 85dB、新築工事ピーク時 80dB）とした。 

建設機械の稼働に伴う建設作業騒音の評価結果は、敷地境界における建設機械からの騒

音レベル(LA5)の最大値は、解体工事ピーク時（工事着工後 8～9 ヶ月目）で 68dB、新築工事

ピーク時（工事着工後 29 ヶ月目）で 67dB と予測し、いずれも評価の指標（解体工事 85dB、新

築工事 80dB）に適合する。 

イ．建設機械の稼働に伴う建設作業振動 

評価の指標は、「環境確保条例」に基づく「指定建設作業振動の勧告基準」（解体工事ピー

ク時 75dB、新築工事ピーク時 70dB）とした。 

建設機械の稼働に伴う建設作業振動の評価結果は、敷地境界における建設機械からの振

動レベル（L10）の最大値は、解体工事ピーク時（工事開始後 8～9 ヶ月目）で 67dB、新築工事

ピーク時（工事着工後 29 ヶ月目）で 65dB と予測し、いずれも評価の指標（解体工事 75dB、新

築工事 70dB）に適合する。 
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ウ．工事用車両の走行に伴う道路交通騒音 

評価の指標は、「環境基本法」に基づく「騒音に係る環境基準」（昼間 65dB または 70dB）とし

た。 

工事用車両の走行に伴う道路交通騒音の評価結果は、工事の施行中の道路交通騒音レベ

ル（LAeq）は、北街区ピーク時（工事着工後 28 ヶ月目）が 62～67dB、南街区・全体ピーク時（工

事着工後 62 ヶ月目）が 61～67dB と予測し、すべての地点で評価の指標（65dB または 70dB）

に適合する。 

エ．工事用車両の走行に伴う道路交通振動 

評価の指標は、「環境確保条例」に基づく「日常生活等に適用する振動の規制基準」（昼間

65dB、夜間 60dB）とした。 

工事用車両の走行に伴う道路交通振動の評価結果は、工事の施行中の道路交通振動レベ

ル（L10）は、北街区ピーク時（工事着工後 28 ヶ月目）が昼間 43～49dB、夜間 42～45dB、南街

区・全体ピーク時（工事着工後 62 ヶ月目）が昼間 43～48dB、夜間 42～45dB と予測し、すべて

の地点で評価の指標（昼間 65dB、夜間 60dB）に適合する。 

② 工事の完了後 

ア．施設の稼働に伴う騒音 

評価の指標は、「環境確保条例」に基づく「工場・指定作業場に係る騒音の規制基準」（45dB

または 50dB）とした。 

施設の稼働に伴う騒音の評価結果は、敷地境界における施設からの騒音レベル（LA5）の最

大値は、敷地境界北東側（第一種住居地域）で 32dB、敷地境界南西側（商業地域）で 34dB と

予測し、いずれも評価の指標（45dB または 50ｄB）に適合する。 

イ．関連車両の走行に伴う道路交通騒音 

評価の指標は、「環境基本法」に基づく「騒音に係る環境基準」（昼間 65dB または 70dB、夜

間 60dB または 65dB）とした。 

関連車両の走行に伴う道路交通騒音の評価結果は、工事の完了後の道路交通騒音レベル

（LAeq）は、昼間 60～67dB、夜間 54～63dB と予測し、すべての地点で評価の指標（昼間 65dB

または 70dB、夜間 60dB または 65dB）に適合する。 

ウ．関連車両の走行に伴う道路交通振動 

評価の指標は、「環境確保条例」に基づく「日常生活等に適用する振動の規制基準」（昼間

65dB、夜間 60dB）とした。 

関連車両の走行に伴う道路交通振動の評価結果は、工事の完了後の道路交通振動レベル

（L10）は、昼間 41～47dB、夜間 40～44dB と予測し、すべての地点で評価の指標（昼間 65dB、

夜間 60dB）に適合する。 

エ．施設の稼働に伴う低周波音 

評価の指標は、「ISO-7196」に示される感覚閾値及び「低周波音問題対応の手引書」（環境

省、平成 16 年 6 月）に記載されている物的苦情に関する参照値とした。 

施設の稼働に伴う低周波音の評価結果は、施設の稼働に伴う低周波音（G 特性音圧レベ

ル：LG5）の最大値は 74dB、中心周波数別の音圧レベル（1/3 オクターブバンド音圧レベル）は

52～61dB と予測し、評価の指標（感覚閾値及び物的苦情に関する参照値）に適合する。 

また、中心周波数別の音圧レベル（1/3 オクターブバンド音圧レベル）を現地調査結果の最

大値（59.2～69.4dB）と比較すると、これを下回っていた。計画地は、武蔵小山駅からつながる

武蔵小山商店街パルムを計画地中央部に挟んだ南北の地域であり、現況は主として住宅、店
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舗及び事業場等が立地し、居住及び商業活動に伴う騒音・低周波音が発生しているエリアで、

本事業により発生する低周波音の予測結果を現地調査結果と比較した場合には概ね同等であ

り、著しい影響を与えないと考えられる。 

8.3 土壌汚染 

8.3.1 現況調査 

（1）調査事項及び選択理由 

土壌汚染の現況把握における調査事項及びその選択理由は、表 8.3-1 に示すとおりである。 

 

表 8.3-1 調査事項及びその選択理由 

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土地利用の状況 
⑤発生源の状況 
⑥法令による基準等 

計画地内には、「水質汚濁防止法」（昭和 45 年、法律
第 138 号）に係る有害物質を使用する特定施設を有す
る事業場が立地するため、工事の施行中においては、汚
染のおそれのある土壌の掘削等に伴い、新たな地域へ
の土壌汚染への影響が考えられることから、左記の事項
を選択した。 

 

（2）調査結果 

① 土地利用の履歴等の状況 

計画地は、過去の地形図や航空写真によると、大正 8 年には竹林とわずかに建物が確認さ

れたが、昭和 4 年以降には計画地全体で建物が確認され、人工的な改変地となっている。 

また、住宅地図によると、昭和 31 年には店舗、社員寮、住宅、製作所及び医院等が確認さ

れ、令和 2 年には店舗、事業所、駐車場、住宅等が確認された。 

② 土壌汚染の状況 

計画地は、主として店舗、事務所及び住宅等として利用されているが、一部に水質汚濁防止

法に係る特定施設を有する事業場が立地している。 

なお、計画地が位置する品川区小山 3 丁目には、土壌汚染対策法に基づく「要措置区域等

の指定状況」（東京都環境局ホームページ）によると、要措置区域及び形質変更時要届出区域

は存在しない。計画地周辺地域では、形質変更時要届出区域が指定されている。 

③ 地形、地質、地下水及び土壌の状況 

計画地及び周辺地域の地形は、主に「武蔵野段丘面 II（M2）」に区分される台地であり、おお

むね平坦な地形となっている。北東側を流れる目黒川へ向かって標高が低くなっており、南西

側には立会川が流れる小規模な谷がみられる。 

計画地及び周辺地域の表層地質は、「武蔵野ローム層・武蔵野段丘（M 面）堆積物」となって

いる。 

また、計画地内には、代表的な湧水地は存在しない。計画地周辺地域の代表的な湧水とし

て、氷川神社の湧水、目黒不動尊の湧水がある。 

④ 土地利用の状況 

計画地の用途地域は商業地域及び第一種住居地域となっている。周辺地域の用途地域は、

主要道路沿道や駅周辺地域等は主に近隣商業地域及び商業地域に、その背後の地域は主

に第一種住居地域となっており、専用商業施設、住商併用施設、独立住宅等が混在して分布

する地域となっている。なお、計画地の東側及び南側数百m先に準工業地域が分布している。 
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⑤ 発生源の状況 

計画地は、主として店舗、事務所及び住宅等として利用されているが、「事業場台帳等」（品

川区環境課）によると、計画地内に「水質汚濁防止法」（昭和 45 年、法律第 138 号）に係る有害

物質を使用する特定施設を有する事業場が立地している。 

⑥ 法令による基準等 

土壌汚染及び地下水の水質汚濁に係る法令による基準等については、「環境基本法」及び

「ダイオキシン類対策特例措置法」がある。また、その他「土壌汚染対策法」に基づく処理基準、

「環境確保条例」で定める汚染土壌処理基準がある。 

8.3.2 予 測 

（1）予測事項 

予測事項は、「汚染土壌の掘削、移動等に伴う土壌への影響の内容及び程度」とした。 

（2）予測手法等 

予測方法は、土地利用の履歴等の状況を踏まえ予測する方法とした。 

予測の対象時点は、工事の施行中における掘削工事を行う期間とした。 

（3）予測結果 

計画地は、主として店舗、事務所及び住宅等として利用されているが、「事業場台帳等」（品

川区環境課）によると、計画地内の一部区域に「水質汚濁防止法」（昭和 45 年、法律第 138 号）

に係る有害物質を使用する特定施設を有する事業場が立地していることから、既存施設に起因

する土壌汚染のおそれがあると考えられる。 

工事の実施にあたっては、「土壌汚染対策法」及び「環境確保条例」に基づき、工事着工前

までに土壌汚染状況調査等を実施する計画である。また、工事中に新たな土壌汚染が確認さ

れた場合には、シート養生等の飛散防止措置のほか、汚染土壌を場外へ搬出する場合には運

搬車両にシート掛けを行う、運搬車両のタイヤ洗浄を行う等の拡散防止措置を実施し、関係法

令等に基づき適切に対策を行う計画である。 

以上により、汚染土壌の掘削、移動等に伴う土壌への影響は生じないと予測する。 

8.3.3 環境保全のための措置 

（1）予測に反映した措置 

・工事の実施にあたっては、「土壌汚染対策法」及び「環境確保条例」に基づき、工事着工前

までに土壌汚染状況調査等を実施する。 

・工事中に新たな土壌汚染が確認された場合には、シート養生等の飛散防止措置のほか、

汚染土壌を場外へ搬出する場合には運搬車両にシート掛けを行う、運搬車両のタイヤ洗浄

を行う等の拡散防止措置を実施し、関係法令等に基づき適切に対策を行う。 

・ダイオキシン類における汚染が確認された場合には、「ダイオキシン類基準不適合土壌の処

理に関するガイドライン」（平成 23 年 3 月、環境省水・大気環境局土壌環境課）に基づき、

適切に処理する。 

8.3.4 評 価 

（1）評価の指標 

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）評価結果 

計画地は、主として店舗、事務所及び住宅等として利用されているが、「事業場台帳等」（品
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川区環境課）によると、計画地内の一部区域に「水質汚濁防止法」（昭和 45 年、法律第 138 号）

に係る有害物質を使用する特定施設を有する事業場が立地していることから、既存施設に起因

する土壌汚染のおそれがあると考えられる。 

工事の実施にあたっては、「土壌汚染対策法」及び「環境確保条例」に基づき、工事着工前

までに土壌汚染状況調査等を実施する計画である。また、工事中に新たな土壌汚染が確認さ

れた場合には、シート養生等の飛散防止措置のほか、汚染土壌を場外へ搬出する場合には運

搬車両にシート掛けを行う、運搬車両のタイヤ洗浄を行う等の拡散防止措置を実施し、関係法

令等に基づき適切に対策を行う計画である。 

以上により、汚染土壌の掘削、移動等に伴う土壌への影響は生じないと予測した。 

したがって、「新たな地域に土壌汚染を拡散させないこと」とする評価の指標に適合するものと

考えられる。 

8.4 地 盤 

8.4.1 現況調査 

（1）調査事項及び選択理由 

地盤の現況把握における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地盤の状況 
②地下水の状況 
③地盤沈下又は地盤の変形の状況 
④土地利用の状況 
⑤法令による基準等 

工事の施行中における掘削工事に伴う地盤の変形、地
下水の水位及び流況の変化による地盤沈下、工事の完
了後における地下構造物の存在に伴う地下水の水位及
び流況の変化による地盤沈下への影響が考えられること
から、左記の事項を選択した。 

（2）調査結果 

① 地盤の状況 

ア．既存資料調査 

計画地周辺の地形及び地質の状況は、「8.3 土壌汚染 8.3.1 現況調査」に示したとおりで

ある。 

イ．現地調査 

計画地内における表土以深の地層は、ローム層、武蔵野礫層、上総層群で構成されており、

ボーリング孔内における水位はローム層中に見られるが、これは宙水的な水位で、流動性の高

い実質的な第一帯水層は、洪積砂礫層が担っているものと考えられる。 

② 地下水の状況 

ア．既存資料調査 

計画地内には、代表的な湧水地は存在しない。計画地周辺地域の代表的な湧水として、氷

川神社の湧水、目黒不動尊の湧水がある。 

イ．現地調査 

観測井内の地下水位は、約 G.L.-7.5～-6.3m の範囲で推移しており、時期による違いはある

ものの、概ね降水量（東京管区気象台）に連動した水位変動を示していた。 

計画地及び周辺地域の地形は台地であり、おおむね平坦な地形となっているため、明確な

地下水の流れは確認されなかったが、調査時点における地下水の流向は北西（NW）、流速は

0.053cm/min であった。 
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③ 地盤沈下又は地盤の変形の状況 

平成 31 年（令和元年）は、東京湾側の地域は概ね沈下、計画地付近及び計画地より西側地

域は概ね隆起が見られる。平成 26～31 年（令和元年）の地盤変動量を見ると、№1 では-2.1mm、

№2 では-1.7～+2.0mm、№3 では-2.3mm となっている。 

④ 土地利用の状況 

計画地の用途地域は商業地域及び第一種住居地域となっている。周辺地域の用途地域は、

主要道路沿道や駅周辺地域等は主に近隣商業地域及び商業地域に、その背後の地域は主

に第一種住居地域となっており、専用商業施設、住商併用施設、独立住宅等が混在して分布

する地域となっている。なお、計画地の東側及び南側数百m先に準工業地域が分布している。 

⑤ 法令による基準等 

地盤沈下に係る規制等については、「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」がある。 

8.4.2 予 測 

（1）予測事項 

予測事項は、工事の施行中は、「掘削工事に伴う地盤の変形の範囲及び程度」及び「掘削

工事に伴う地下水の水位及び流況の変化による地盤沈下の範囲及び程度」、工事の完了後は

「地下構造物の存在に伴う地下水の水位及び流況の変化による地盤沈下の範囲及び程度」と

した。 

（2）予測手法等 

予測方法は、施工計画及び計画地内の地盤状況等を踏まえ、定性的に予測する方法とした。 

予測の対象時点は、工事の施行中における掘削工事を行う期間及び工事の完了後の地盤

の状況が安定した時期とした。 

（3）予測結果 

① 工事の施行中 

ア．掘削工事に伴う地盤の変形の範囲及び程度 

本事業の掘削工事にあたっては、洪積砂礫層である約G.L.-12mまで掘削し、高層棟下部に

基礎杭を設置するため、地盤及び帯水層に影響を及ぼす可能性が考えられる。 

そのため、剛性と遮水性の高いソイルミキシングウォール（SMW）工法を採用し、山留壁を強

固な地盤（軟岩層）まで根入れして地下水の湧出を抑制し、地下躯体が構築されるまでは、仮

設支保工を施すことで、山留壁及び地盤の変形を防止する計画である。 

以上により、掘削工事に伴う地盤の変形の範囲及び程度は小さいと予測する。 

イ．掘削工事に伴う地下水の水位及び流況の変化による地盤沈下の範囲及び程度 

本事業の掘削工事にあたっては、洪積砂礫層である約G.L.-12mまで掘削し、高層棟下部に

基礎杭を設置するため、地盤及び帯水層に影響を及ぼす可能性が考えられる。 

そのため、剛性と遮水性の高いソイルミキシングウォール（SMW）工法を採用し、山留壁を強

固かつ難透水層である地盤（軟岩層）まで根入れして、掘削部への地下水の湧出を抑制する計

画であるが、必要に応じてディープウェル工法により、地下水の揚水・排水を行う。さらに、地下

躯体が構築されるまでは、仮設支保工を施すことで、山留壁及び地盤の変形を防止する計画で

ある。また、基礎杭については、適切な間隔を維持して設置するため、地下水の流況の変化は

小さいものと予測する。 

以上により、掘削工事に伴う地下水の水位及び流況の変化による地盤沈下の範囲及び程度

は小さいと予測する。 
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② 工事の完了後 

ア．地下構造物の存在に伴う地下水の水位及び流況の変化による地盤沈下の範囲及び程度 

工事の完了後においては、洪積砂礫層である約 G.L.-12m まで構造物を設置し、高層棟下

部に基礎杭を設置するため、地盤及び帯水層に影響を及ぼす可能性が考えられる。 

計画地及び周辺における地下水は、面的な広がりをもって流れていると考えられ、計画建築

物の地下構造物は局所的に存在していることから、広域的には地下水は地下構造物の周囲を

迂回して流れると考えられる。高層棟下部の基礎杭は、適切な間隔を設けて打設を行う計画で

あり、地下水の流向を妨げるものではないと考える。 

以上により、地下構造物の存在による地下水の水位及び流況の変化による地盤沈下の範囲

及び程度は小さいと予測する。 

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 

・掘削工事に際しては、遮水性及び剛性の高い SMW 工法による山留壁を採用する。 

・山留壁は、周辺地域の地下水位低下と地盤沈下を防止するため、難透水層である軟岩層

まで根入れを行う。 

・地下躯体が構築されるまで、仮設支保工を実施し、山留壁の変形を防止する。 

8.4.4 評 価 

（1）評価の指標 

評価の指標は、「地盤沈下又は地盤の変形により周辺の建築物等に影響を及ぼさないこと」

とした。 

（2）評価結果 

① 工事の施行中 

ア．掘削工事に伴う地盤の変形の範囲及び程度 

本事業の掘削工事にあたっては、洪積砂礫層である約G.L.-12mまで掘削し、高層棟下部に

基礎杭を設置するため、地盤及び帯水層に影響を及ぼす可能性が考えられる。 

そのため、剛性と遮水性の高いソイルミキシングウォール（SMW）工法を採用し、山留壁を強

固な地盤（軟岩層）まで根入れして地下水の湧出を抑制し、地下躯体が構築されるまでは、仮

設支保工を施すことで、山留壁及び地盤の変形を防止する計画である。 

以上により、掘削工事に伴う地盤の変形の範囲及び程度は小さいと予測した。 

したがって、「地盤沈下又は地盤の変形により周辺の建築物等に影響を及ぼさないこと」とす

る評価の指標に適合するものと考えられる。 

イ．掘削工事に伴う地下水の水位及び流況の変化による地盤沈下の範囲及び程度 

本事業の掘削工事にあたっては、洪積砂礫層である約G.L.-12mまで掘削し、高層棟下部に

基礎杭を設置するため、地盤及び帯水層に影響を及ぼす可能性が考えられる。 

そのため、剛性と遮水性の高いソイルミキシングウォール（SMW）工法を採用し、山留壁を強

固かつ難透水層である地盤（軟岩層）まで根入れして、掘削部への地下水の湧出を抑制する計

画であるが、必要に応じてディープウェル工法により、地下水の揚水・排水を行う。さらに、地下

躯体が構築されるまでは、仮設支保工を施すことで、山留壁及び地盤の変形を防止する計画で

ある。また、基礎杭については、適切な間隔を維持して設置するため、地下水の流況の変化は

小さいものと考える。 

以上により、掘削工事に伴う地下水の水位及び流況の変化による地盤沈下の範囲及び程度
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は小さいと予測した。 

したがって、「地盤沈下又は地盤の変形により周辺の建築物等に影響を及ぼさないこと」とす

る評価の指標に適合するものと考える。 

② 工事の完了後 

ア．地下構造物の存在に伴う地下水の水位及び流況の変化による地盤沈下の範囲及び程度 

工事の完了後においては、洪積砂礫層である約 G.L.-12m まで構造物を設置し、高層棟下

部に基礎杭を設置するため、地盤及び帯水層に影響を及ぼす可能性が考えられる。 

計画地及び周辺における地下水は、面的な広がりをもって流れていると考えられ、計画建築

物の地下構造物は局所的に存在していることから、広域的には地下水は地下構造物の周囲を

迂回して流れると考えられる。高層棟下部の基礎杭は、適切な間隔を設けて打設を行う計画で

あり、地下水の流向を妨げるものではないと考える。 

以上により、地下構造物の存在に伴う地下水の水位及び流況の変化による地盤沈下の範囲

及び程度は小さいと予測した。 

したがって、「地盤沈下又は地盤の変形により周辺の建築物等に影響を及ぼさないこと」とす

る評価の指標に適合するものと考える。 

8.5 水循環 

8.5.1 現況調査 

（1）調査事項及び選択理由 

水循環の現況把握における調査事項及びその選択理由は、表 8.5-1 に示すとおりである。 

表 8.5-1 調査事項及びその選択理由 

調査事項 選択理由 

①水域の状況 
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土地利用の状況 
⑥法令による基準等 

工事の施行中における掘削工事に伴う地下水の水位
及び流況の変化、工事の完了後における地下構造物の
存在に伴う地下水の水位及び流況の変化、土地の改変
に伴う表面流出量の変化による水循環への影響が考えら
れることから、左記の事項に係る調査を選択した。 

（2）調査結果 

① 水域の状況 

ア．既存資料調査 

(ｱ) 地下水、湧水、地表面流出水等の状況 

計画地周辺の地下水の状況は、「8.4 地盤 8.4.1 現況調査」に示したとおりである。 

計画地内には、代表的な湧水地は存在しない。計画地周辺地域の代表的な湧水として、氷

川神社の湧水、目黒不動尊の湧水がある。 

(ｲ) 河川、水路等の状況 

計画地周辺には、北東側約 1.3km 付近に目黒川が、南西側約 0.6km 付近に立会川（暗渠）

が流れている。 

イ．現地調査 

地下水位の調査結果は「8.4 地盤 8.4.1 現況調査」に示したとおりである。 

観測井内の地下水位は、約 G.L.-7.5～-6.3m の範囲で推移しており、時期による違いはある

ものの、概ね降水量（東京管区気象台）に連動した水位変動を示していた。 
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② 気象の状況 

令和 2 年の年間降水量は、合計 1,590mm となっている。 

③ 地形、地質、土質等の状況 

計画地周辺の地形、地質の状況は、「8.3 土壌汚染 8.3.1 現況調査」に示したとおりである。 

④ 水利用の状況 

品川区内の平成 30 年の地下水の揚水状況は、品川区内で地下水揚水を行っている事業所

数は、合計で 41 事業所、井戸本数は 53 本、揚水量は合計で約 239m3/日となっている。 

⑤ 土地利用の状況 

計画地の用途地域は商業地域及び第一種住居地域となっている。周辺地域の用途地域は、

主要道路沿道や駅周辺地域等は主に近隣商業地域及び商業地域に、その背後の地域は主

に第一種住居地域となっており、専用商業施設、住商併用施設、独立住宅等が混在して分布

する地域となっている。なお、計画地の東側及び南側数百m先に準工業地域が分布している。 

⑥ 法令による基準等 

法令による基準等は「8.4 地盤 8.4.1 現況調査」に示したとおりである。 

8.5.2 予 測 

（1）予測事項 

予測事項は、工事の施行中については、「掘削工事に伴う地下水の水位及び流況の変化の

程度」、工事の完了後については、「地下構造物の存在に伴う地下水の水位及び流況の変化

の程度」及び「土地の改変に伴う表面流出量の変化の程度」とした。 

（2）予測手法等 

予測方法は、工事の施行中における「掘削工事に伴う地下水の水位及び流況の変化の程

度」、工事の完了後における「地下構造物の存在に伴う地下水の水位及び流況の変化の程度」

については、施工計画及び計画地内の地下水の水位、流況の状況、地盤状況等を踏まえ、定

性的に予測する方法とした。工事の完了後における「土地の改変に伴う表面流出量の変化の

程度」については、事業計画（緑化面積、雨水貯留施設の計画）を踏まえ、「品川区雨水流出

抑制施設の設置に関する指導要綱」に基づき定量的に予測する方法とした。 

予測の対象時点は、工事の施行中における掘削工事を行う期間及び工事の完了後の地下

水の状況が安定した時期及び工事の完了後とした。 

（3）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 

計画地内の地盤の状況及び地下水の状況は、「8.4 地盤 8.4.1 現況調査」に示したとおり

である。 

本事業の掘削工事にあたっては、洪積砂礫層である約G.L.-12mまで掘削し、高層棟下部に

基礎杭を設置するため、地盤及び帯水層に影響を及ぼす可能性が考えられる。 

そのため、剛性と遮水性の高いソイルミキシングウォール（SMW）工法を採用し、山留壁を強

固かつ難透水層である地盤（軟岩層）まで根入れして、掘削部への地下水の湧出を抑制する計

画であるが、必要に応じてディープウェル工法により、地下水の揚水・排水を行う。さらに、地下

躯体が構築されるまでは、仮設支保工を施すことで、山留壁及び地盤の変形を防止する計画で

ある。また、基礎杭については、適切な間隔を維持して設置するため、地下水の流況の変化は

小さいものと予測する。 

以上により、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。 
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② 工事の完了後 

ア．地下構造物の存在に伴う地下水の水位及び流況の変化の程度 

工事の完了後においては、洪積砂礫層である約 G.L.-12m まで構造物を設置し、高層棟下

部に基礎杭を設置するため、地盤及び帯水層に影響を及ぼす可能性が考えられる。計画地及

び周辺における地下水は、面的な広がりをもって流れていると考えられ、計画建築物の地下構

造物は局所的に存在していることから、広域的には地下水は地下構造物の周囲を迂回して流

れると考えられる。高層棟下部の基礎杭は、適切な間隔を設けて打設を行う計画であり、地下水

の流向を妨げるものではないと考える。 

以上により、地下構造物の存在による地下水の水位及び流況の変化は小さいと予測する。 

イ．土地の改変に伴う表面流出量の変化の程度 

「品川区雨水流出抑制施設の設置に関する指導要綱」に基づき、本事業は「(2) 大規模民

間施設(敷地面積が 500 平方メートル以上)の新築、改築または増築」に該当することから、「1 ヘ

クタール当たり 600 立方メートル」の対策量を確保することが求められる。 

本事業では、地上部の緑化面積として合計約 1,040m2 を確保するとともに、雨水貯留槽約

744m3 を設置して、計画地内に降った雨水の流出抑制及び地下浸透を促進する計画であり、

「品川区雨水流出抑制施設の設置に関する指導要綱」に基づく必要対策量（692m3）を満足す

る。 

以上により、土地の改変に伴う表面流出量の変化は小さいと予測する。 

8.5.3 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、遮水性及び剛性の高い SMW 工法による山留壁を採用する。 

② 予測に反映しなかった措置 

・観測井を設置し、工事着工前から計画建築物の地下構造物設置後までの期間、地下水位

の測定を行い、地下水位への影響を監視する。 

（2）工事の完了後 

① 予測に反映した措置 

・計画地内に緑地を確保し、雨水の地下浸透を図る。 

・「品川区雨水流出抑制施設の設置に関する指導要綱」に基づき、雨水流出抑制施設として、

雨水貯留槽を設置する。 

8.5.4 評 価 

（1）評価の指標 

評価の指標は、「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）評価結果 

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 

本事業の掘削工事にあたっては、洪積砂礫層である約G.L.-12mまで掘削し、高層棟下部に

基礎杭を設置するため、地盤及び帯水層に影響を及ぼす可能性が考えられる。 

そのため、剛性と遮水性の高いソイルミキシングウォール（SMW）工法を採用し、山留壁を強

固かつ難透水層である地盤（軟岩層）まで根入れして、掘削部への地下水の湧出を抑制する計

画であるが、必要に応じてディープウェル工法により、地下水の揚水・排水を行う。さらに、地下
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躯体が構築されるまでは、仮設支保工を施すことで、山留壁及び地盤の変形を防止する計画で

ある。また、基礎杭については、適切な間隔を維持して設置するため、地下水の流況の変化は

小さいものと小さいものと考える。 

以上により、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した。 

なお、観測井を設置し、工事着工前から計画建築物の地下構造物設置後までの期間、地下

水位の測定を行い、地下水位への影響を監視する。 

したがって、「地下水の水位及び流況に著しい影響を及ぼさないこと」とする評価の指標に適

合するものと考える。 

② 工事の完了後 

ア．地下構造物の存在に伴う地下水の水位及び流況の変化の程度 

工事の完了後においては、洪積砂礫層である約 G.L.-12m まで構造物を設置し、高層棟下

部に基礎杭を設置するため、地盤及び帯水層に影響を及ぼす可能性が考えられる。 

計画地及び周辺における地下水は、面的な広がりをもって流れていると考えられ、計画建築

物の地下構造物は局所的に存在していることから、広域的には地下水は地下構造物の周囲を

迂回して流れると考えられる。高層棟下部の基礎杭は、適切な間隔を設けて打設を行う計画で

あり、地下水の流向を妨げるものではないと考える。 

以上により、地下構造物の存在による地下水の水位及び流況の変化は小さいと予測した。 

したがって、「地下水の水位及び流況に著しい影響を及ぼさないこと」とする評価の指標に適

合するものと考える。 

イ．土地の改変に伴う表面流出量の変化の程度 

本事業では、地上部の緑化面積として合計約 1,040m2 を確保するとともに、雨水貯留槽約

744m3 を設置して、計画地内に降った雨水の流出抑制及び地下浸透を促進する計画であり、

「品川区雨水流出抑制施設の設置に関する指導要綱」に基づく必要対策量（692m3）を満足す

る。 

以上により、土地の改変に伴う表面流出量の変化は小さいと予測した。 

したがって、「地下水の水位及び流況に著しい影響を及ぼさないこと」とする評価の指標に適

合するものと考える。 
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8.6 日 影 

8.6.1 現況調査 

（1）調査事項及び選択理由 

日影の現況把握における調査事項及びその選択理由は、表 8.6-1 に示すとおりである。 

 

表 8.6-1 調査事項及びその選択理由 

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 

工事の完了後における計画建築物の出現に伴う日影が周
辺地域の日照に影響を及ぼすことが考えられることから、左記
の事項を選択した。 

 

（2）調査結果 

① 日影の状況 

日影の調査地点は、図 8.6-1 に示すとおりである。 

冬至日における現況の日影時間は、№1 が約 5 時間 20 分、№2 が約 7 時間 10 分、№3 が

約 8 時間 00 分、№4 が約 7 時間 00 分、№5 が約 2 時間 10 分、№6 が約 5 時間 20 分である。

これらの地点に日影を及ぼす要因としては、計画地内及び周辺の既存建築物等が存在する。 

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 

計画地周辺において、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は、主な

公共施設等としては、「ウィズブック保育園武蔵小山」等の教育・子どもの施設や、「武蔵小山児

童遊園」等の公園、「荏原第一地域センター 荏原第一区民集会場」等の文化施設がある。 

③ 既存建築物等の状況 

計画地周辺における既存の建築物の状況としては、武蔵小山駅周辺及び都道 420 号沿い

に 10 階以上の既存建築物が多く確認された。 

④ 地形の状況 

計画地周辺の地形及び地質の状況は、「8.3 土壌汚染 8.3.1 現況調査」に示したとおりで

ある。 

⑤ 土地利用の状況 

計画地の用途地域は商業地域及び第一種住居地域となっている。周辺地域の用途地域は、

主要道路沿道や駅周辺地域等は主に近隣商業地域及び商業地域に、その背後の地域は主

に第一種住居地域となっており、専用商業施設、住商併用施設、独立住宅等が混在して分布

する地域となっている。なお、計画地の東側及び南側数百m先に準工業地域が分布している。 
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図8.6-1　日影調査地点
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⑥ 法令による基準等 

東京都の建築物の日影規制は、「建築基準法」第 56 条の 2 及び「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」第 3 条により指定されており、「都市計画法」で区分された

用途地域、容積率及び高度地区の区分に応じ、日影規制が定められている。 

計画地は、敷地北東側の第一種住居地域に該当する区域が日影規制の適用を受けるが、

それ以外の部分は日影規制の適用を受けない地域となっている。なお、南街区及び北街区は

「建築基準法」における別建物であり、それぞれで日影が規制される。 

8.6.2 予 測 

（1）予測事項 

予測事項は、「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」、「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」とした。 

（2）予測手法等 

予測方法については、「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」については、現況の天空写真に計画建築

物を考慮した天空写真を作成し、冬至・夏至・春秋分の日の太陽軌道を記入する方法とした。

なお、計画地北側の隣接地では、小山三丁目第１地区市街地再開発準備組合が 2012（平成

24 年）5 月に設立されており、開発計画が進行中であることから、小山三丁目第１地区第一種

市街地再開発事業による建築計画も考慮し、予測に反映した。「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」については、計画建築物による冬至

日の 8～16 時（真太陽時）における時刻別日影図及び等時間日影図を、コンピュータにより計

算・作図する方法とした。 

（3）予測結果 

① 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 

工事の完了後に増減する日影時間は、№1 のみ約 2 時間 00 分増、その他の地点は増減な

しと予測する。 

また、環境影響評価書案審査意見書に基づき追加調査を行った№5 及び№6 については、と

もに既存建築物の背後に計画建築物が出現すると予測され、日影の増減はなかった。 

② 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 

8～16 時（真太陽時）に計画建築物により日影が及ぶ範囲は、計画地敷地境界から約 1.0km

離れた目黒本町 4 丁目付近（8 時）から西五反田付近（16 時）までである。 

冬至日に計画建築物により 2.5 時間以上の日影が生じる範囲は、南街区及び北街区のいず

れの建物においても、計画地北側に敷地境界から最大約 80m 程度であるが、北東側の一部分

を除き「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」の規制対象にならない地

域である。 

規制対象地域に発生する日影についても、敷地境界線から 10m 以内であり、日影規制を満

足している。 

また、南街区及び北街区建築物の複合日影についても、日影規制を満足している。 
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8.6.3 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 

・計画建築物の高層棟を敷地境界線からセットバックさせ、日影に及ぼす影響の低減に努める。 

・計画地北東側の住宅地との間にオープンスペースを設け、日影に及ぼす影響の低減に努める。 

8.6.4 評 価 

（1）評価の指標 

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基準

を満足すること」とした。 

（2）評価の結果 

工事の完了後に増減する日影時間は、№1 のみ約 2 時間 00 分増、その他の地点は増減な

しと予測する。 

また、環境影響評価書案審査意見書に基づき追加調査を行った№5 及び№6 については、と

もに既存建築物の背後に計画建築物が出現すると予測され、日影の増減はなかった。 

冬至日に計画建築物により 2.5 時間以上の日影が生じる範囲は、計画地北側に敷地境界か

ら最大約 80m 程度であり、日影規制を満足している。また、南街区及び北街区建築物の複合日

影についても、日影規制を満足している。 

なお、計画建築物の高層棟を敷地境界線からセットバックさせる、計画地北東側の住宅地と

の間にオープンスペースを設ける等の措置により、日影に及ぼす影響の低減に努める。 

したがって、「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基準を満

足すること」とする評価の指標に適合するものと考える。 

8.7 電波障害 

8.7.1 現況調査 

（1）調査事項及び選択理由 

電波障害の現況把握における調査事項及びその選択理由は、表 8.7-1 に示すとおりである。 

 

表 8.7-1 調査事項及びその選択理由 

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 

工事の完了後には、計画建築物の存在により、計画
地周辺地域のテレビ電波の受信状況に影響を及ぼすお
それがあるため、電波障害の予測及び評価を行うにあた
り、技術指針に掲げられた事項のうち左記の事項を選択
した。 

 

（2）調査結果 

① テレビ電波の受信状況 

ア．テレビの受信画質の状況 

地上デジタル放送のテレビ電波の画像評価は、すべての調査地点において、いずれも○（正

常に受信）であった。また、品質評価は、A（きわめて良好）～D（不良）であった。 

イ．テレビ電波の強度の状況 

地上デジタル放送の電波強度（端子電圧）の調査結果は、端子電圧の最高値は 93.5dB（μ

V）で、最低値が 41.8 dB（μV）であった。  
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ウ．テレビ電波の受信形態 

調査地域におけるケーブルテレビの加入状況は、共同受信施設は計画地東、南西、西側の

一部地域で設置が確認された。ケーブルテレビは、計画地南西側の広い地域で加入者宅が確

認された。 

② テレビ電波の送信状況 

ア．地上デジタル放送 

地上デジタル放送の送信状況は、送信局は、「東京スカイツリー」となっており、放送局名は、

広域局で、「NHK 総合（NHK-G）」、「NHK 教育（NHK-E）」、「日本テレビ（NTV）」、「東京放送

（TBS）」、「フジテレビ（CX）」、「テレビ朝日（ANB）」、「テレビ東京（TX）」、県域局については、

「東京ﾒﾄﾛﾎﾟﾘﾀﾝ（MX）」となっている。 

イ．衛星放送 

衛星放送の送信状況は、放送衛星で、「BSAT」、通信衛星で、「N-SAT-110」、「JCSAT-3A」、

「JCSAT-4B」となっている。 

③ 高層建築物及び住宅等の分布状況 

計画地周辺における既存の高層建築物の状況は、主に 6 階以上、10 階未満の建築物が数

多く立地している。 

計画地周辺の住宅等の状況は、地上デジタル放送の電波障害が想定される計画地南西側

地域には、事務所建築物、商業施設及び住宅等が立地している。衛星放送の電波障害が想定

される計画地北側地域には、高層建築物及び住宅等が立地している。 

④ 地形の状況 

計画地周辺の地形の状況は、「8.3 土壌汚染 8.3.1 現況調査」に示したとおりである。 

 

8.7.2 予 測 

（1）予測事項 

予測事項は、「計画建築物の設置による遮へい障害及び反射障害」とした。 

（2）予測手法等 

予測方法は、建造物による電波障害予測計算式によりテレビ電波の受信障害の範囲を予測

する方法とした。 

予測の対象時点は、工事の完了後とし、予測高さは、地上デジタル放送が地上+10m、衛星

放送が地上+2m とした。 

（3）予測結果 

ア．地上デジタル放送 

計画建築物の設置により、地上デジタル放送の遮へい障害予測範囲は、広域局、県域局と

もに計画地敷地境界から南西方向に発生し、広域局の最大距離は約 10m、最大幅は約 50m、

県域局の最大距離は約 130m、最大幅は約 60m と予測する。広域局の障害範囲は全て計画地

内、隣接する道路上及び隣接地の建築物が立地していない部分に収まると予測する。 

イ．衛星放送 

計画建築物の設置により、衛星放送の遮へい障害予測範囲は、計画地敷地境界から北北

東～北東方向に発生し、最大距離は約 180m、最大幅は約 110m の範囲と予測する。 
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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 

・計画建築物の高層棟を 2 つに分棟して建築物のボリュームを抑えることで、テレビ電波の遮

へい障害範囲の低減に配慮する。 

② 予測に反映しなかった措置 

・計画建築物に起因する新たな電波障害が発生した場合、適切な電波障害対策を講じる。 

・電波障害に関する住民からの問い合わせに対しては、相談窓口を設置して迅速かつ適切

に対応する。 

・工事に使用するクレーンについては、未使用時にブームを電波到来方向に向ける等、電波

障害が生じないように配慮する。 

8.7.4 評 価 

（1）評価の指標 

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 

計画建築物の設置により、地上デジタル放送の遮へい障害予測範囲は、広域局、県域局と

もに計画地敷地境界から南西方向に発生し、広域局の最大距離は約 10m、最大幅は約 50m、

県域局の最大距離は約 130m、最大幅は約 60m と予測した。広域局の障害範囲は全て計画地

内、隣接する道路上及び隣接地の建築物が立地していない部分に収まると予測した。 

計画建築物の設置により、衛星放送の遮へい障害予測範囲は、計画地敷地境界から北北

東～北東方向に発生し、最大距離は約 180m、最大幅は約 110m の範囲と予測した。 

なお、計画建築物に起因する新たな電波障害が発生した場合、適切な電波障害対策を講じ

ることにより、計画建築物によるテレビ電波の受信障害は解消されるものと考える。 

したがって、「テレビ電波の受信障害を起こさないこと」とする評価の指標に適合するものと考

える。 

8.8 風環境 

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地域の風の状況 
②風の影響に特に配慮すべき施設の状況 
③風環境について考慮すべき建築物等の状況 
④地形の状況 
⑤土地利用の状況 

工事の完了後において、計画建築物の存在
により、事業区域周辺の風環境に影響を及ぼす
おそれがあるため、事業区域及びその周辺につ
いて左記の事項に係る調査が必要である。 
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（2）調査結果 

① 地域の風の状況 

ア．上空風の状況 

東京管区気象台(風向・風速計設置高さ 地上 74.5m)における風向出現頻度は、風速

1.0m/s 以上及び 5.0m/s 以上の風は、北北西を主体とする風の頻度が最も高く、次いで南西の

風となっている。平均風速の出現頻度(1997～2006 年)は、平均風速は 2.0～2.9m/s の出現頻

度が約 25%と高く、次いで 3.0～3.9m/s となっている。平均風速の累積頻度は、累積頻度 55%の

風速は 3.2m/s、累積頻度 95%の風速は 6.4m/s となっている。「ビル風の基礎知識」(平成 17 年

12 月、風工学研究所編)によると、「累積頻度 55%の風速は年平均風速に、累積頻度 95%の風

速は日最大平均風速の年平均値にほぼ相当する」とされている。 

イ．地表付近の風の状況 

調査地点は、計画地周辺の不特定多数の人が利用する歩道や公園及び周辺開発事業等を

考慮し、現況は 103 地点、工事の完了後は 108 地点を設定した。 

② 風の影響に特に配慮すべき施設の状況 

周辺における風の影響に特に配慮すべき施設の状況は、主な公共施設等としては、「ウィズ

ブック保育園武蔵小山」等の教育・子どもの施設や、「武蔵小山児童遊園」等の公園、「荏原第

一地域センター 荏原第一区民集会場」等の文化施設がある。 

③ 風環境について考慮すべき建築物等の状況 

計画地北北東方向にはパークホームズ武蔵小山（高さ約 60m）、計画地北北西方向にはパ

ークシティ武蔵小山ザタワー（高さ約 145m）、計画地北方向にはシティタワー武蔵小山（高さ約

145m）がある。 

また、計画地西北西方向には隣接開発事業の計画建築物（高さ約 145m）が計画されている。 

④ 地形の状況 

計画地周辺の地形の状況は、「8.3 土壌汚染 8.3.1 現況調査」に示したとおりである。 

⑤ 土地利用の状況 

計画地の用途地域は商業地域及び第一種住居地域となっている。周辺地域の用途地域は、

主要道路沿道や駅周辺地域等は主に近隣商業地域及び商業地域に、その背後の地域は主

に第一種住居地域となっており、専用商業施設、住商併用施設、独立住宅等が混在して分布

する地域となっている。なお、計画地の東側及び南側数百m先に準工業地域が分布している。 

8.8.2 予 測 

（1）予測事項 

予測事項は、「平均風向、平均風速、最大風速等の突風の状況並びにそれらの変化する地

域の範囲の変化の程度」とした。 

（2）予測手法等 

予測方法は、風洞実験による方法とした。実験に使用した模型は縮尺 1/400 とし、計画建築

物を中心に半径約 440m 程度の円内の範囲を再現した。予測地点は、周辺地域の不特定多数

の人が利用する歩道や街路等を対象に、計画建築物の建設前は 103 地点、建設後は 108 地

点を設置した。測定高さは地上 2.0m(模型寸法 5.0mm)とした。 

風洞実験で用いる基準風は、東京管区気象台の風向及び風速の測定結果を用いた。実験

は、建設前、建設後・防風対策前、建設後・防風対策後の 3 ケースについて実施した。 
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なお、計画地北側の隣接地では、小山三丁目第１地区市街地再開発準備組合が 2012（平

成 24 年）5 月に設立されており、開発計画が進行中であることから、小山三丁目第１地区第一

種市街地再開発事業による建築計画も考慮し、予測に反映した。 

防風対策は、計画建築物の周辺や敷地境界付近に植栽（高さ 8m の常緑樹）を配置した。ま

た、小山三丁目第１地区市街地再開発事業において計画されている植栽等も考慮した。 

風洞実験結果の評価は、風工学研究所の平均風速の発生頻度による風環境評価指標（｢ビ

ル風の基礎知識｣（平成 17 年 12 月、風工学研究所））を用い、風環境の状況を領域区分 A～

D に分類する方法とした。この評価指標は、都内における地表付近の約 100 地点での観測結果

を、10 分間平均風速の累積頻度により 4 つに分類したものである。一般に、都内の地表面付近

では、高い建築物の多い地域ほど強い風の発生頻度が高くなる可能性があり、領域 A は住宅

地相当、領域 B は住宅地と業務施設とが混在するような低中層市街地相当、領域 C はオフィス

街のような中高層市街地相当、領域 D は風環境として好ましくない強風地域相当の風環境を示

す。 

（3）予測結果 

① 平均風向、平均風速、最大風速等の突風の状況並びにそれらの変化する地域の範囲の変化

の程度 

各予測地点の実験結果から得られた風速比を用いて、平均風速(累積頻度 55%)及び日最大

平均風速(累積頻度 95%)を算出した。 

ア．主風向における風速比ベクトル 

計画建築物の建設後・防風対策前においては、建設前と比較して、防風植栽の設置等の防

風対策により、計画建築物からの剥離風や吹きおろし風の影響が軽減され、風速比の変化が緩

和されるものと予測する。 

イ．風環境評価結果 

（ｱ）「建設前」における風環境の状況 

建設前の風環境は、103 地点のうち領域 A(住宅地相当)が 80 地点、領域 B(低中層市街地

相当)が 23 地点である。 

（ｲ）「建設前」から「建設後・防風対策前」における変化の程度 

建設後・防風対策前の風環境は、108 地点のうち領域 A が 67 地点、領域 B が 36 地点、領

域 C が 4 地点、領域 D が 1 地点である。 

建設前と比較すると、領域 A から領域 B に変化する地点が 15 地点、領域 A から領域 C に

変化する地点が 1 地点、領域 A から領域 D に変化する地点が 1 地点、領域 B から領域 C に

変化する地点が 2 地点であった。一方、領域 B から領域 A に変化する地点が 2 地点であった。 

（ｳ）「建設前」から「建設後・防風対策後」における変化の程度 

建設後・防風対策後の風環境は、108 地点のうち領域 A が 67 地点、領域 B が 41 地点であ

る。 

建設前と比較すると、領域 A から領域 B に変化する地点が 17 地点であった。一方、領域 B

から領域 A に変化する地点が 1 地点であった。 

防風対策前の結果と比較すると、防風対策の効果によって領域 C または領域 D は消失し、

全ての地点で領域 A または領域 B であった。 
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8.8.3 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 

・計画建築物高層部の建物隅角部の形状を工夫する。 

・計画建築物の周辺や敷地境界付近に植栽（高さ 8m の常緑樹等）を施す。 

 

② 予測に反映しなかった措置 

・植栽樹木は十分に成長した木とし、良好な生育が可能となるよう、十分な根入れ深さの確保 

に努めるとともに、樹木支柱による倒木を防ぐ対策の実施を検討する。 

・実施設計等にあたっては、不特定多数の人が利用する広場等の計画地内における風環境

に配慮するとともに、事後調査において、風観測を行うなど、風環境の影響の低減に努めて

いく。 

・工事の完了後の管理、生育状況の確認等が適切に行われるよう、管理組合等へ引継ぎを

行う。 

・事後調査において、防風植栽を含む樹木の生育状況等を確認する。なお、周辺開発事業

と連携、調整を図り、事業の進捗を踏まえて適切な調査時期・地点で事後調査を実施し、必

要に応じて追加の環境保全措置を講じる。 

8.8.4 評 価 

（1）評価の指標 

評価の指標は、風工学式による風環境評価尺度に基づき、「計画地及び周辺の風環境に著

しい影響を与えないこと」とした。 

（2）評価の結果 

建設前における風環境は、領域 A（住宅地相当）が 80 地点、領域 B（低中層市街地相当）が

23 地点、領域 C（中高層市街地相当）及び領域 D（強風地域相当）は 0 地点であった。 

建設後・防風対策後における風環境は、領域 A（住宅地相当）が 67 地点、領域 B（低中層市

街地相当）が 41 地点、領域 C（中高層市街地相当）及び領域 D（強風地域相当）は 0 地点で

あり、建設前と比較すると、領域 B となる地点が増加し、風環境の変化は生じるものの、植栽の

設置等の対策を施すことにより、領域 A または B の風環境を維持することができ、現状の領域区

分を悪化させることはないものと予測した。 

したがって「計画地及び周辺の風環境に著しい影響を与えないこと」とする評価の指標に適

合するものと考える。 
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8.9 景 観 

8.9.1 現況調査 

（1）調査事項及び選択理由 

景観の現況把握における調査事項及びその選択理由は表 8.9-1 に示すとおりである。 

表 8.9-1 調査事項及びその選択理由 

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圧迫感の状況 
④土地利用の状況 
⑤景観の保全に関する方針等 
⑥法令による基準等 

工事の完了後における計画建築物の存在による主
要な景観構成要素の改変及び地域景観の特性、代表
的な眺望地点からの眺望への影響が考えられることか
ら、左記の事項に係る調査を選択した。 

（2）調査結果 

① 地域景観の特性 

計画地は、東急目黒線武蔵小山駅及び林試の森公園の南側に位置し、南西側には都道

420 号が通っている。 

計画地の用途地域は、商業地域及び第一種住居地域となっており、周辺はこのほか近隣商

業地域及び準工業地域に指定されている。東急目黒線武蔵小山駅からつながる武蔵小山商

店街パルムを計画地中央部に挟んだ南北の地域であり、現況は主として専用商業施設、住商

併用施設、独立住宅等が立地している。 

② 代表的な眺望地点及び眺望の状況 

代表的な眺望地点からの眺望の状況は、写真 8.9-1～10（p.83～92）の上段に示すとおりで

ある。なお、現地調査地点は図 8.9-1 に示すとおりである。 

③ 圧迫感の状況 

圧迫感の状況は、現況における形態率（地域全体）は、44.4～63.2％であった。 

なお、現地調査地点は、図 8.9-2 に示すとおりである。 

④ 土地利用の状況 

計画地の用途地域は商業地域及び第一種住居地域となっている。周辺地域の用途地域は、

主要道路沿道や駅周辺地域等は主に近隣商業地域及び商業地域に、その背後の地域は主

に第一種住居地域となっており、専用商業施設、住商併用施設、独立住宅等が混在して分布

する地域となっている。なお、計画地の東側及び南側数百m先に準工業地域が分布している。 

⑤ 景観の保全に関する方針等 

景観の保全に関する方針等については、「東京都景観計画」（平成 30 年 8 月改定版、東京

都）、「東京都景観条例」（平成 18 年 10 月、条例第 136 号）、「品川区景観計画」（平成 23 年

1 月、品川区）、「目黒区景観計画」（平成 24 年 4 月改定版、目黒区）、「武蔵小山駅周辺地域

街並み誘導指針」（平成 24 年 3 月、品川区）がある。 

⑥ 法令による基準等 

景観に係る関係法令としては、「都市計画法」（昭和 43 年 6 月、法律第 100 号）、「景観法」

（平成 16 年 6 月、法律第 110 号）、「東京都景観条例」（平成 18 年 10 月、条例第 136 号）、

「品川区景観条例」（平成 22 年 7 月、条例第 31 号）、「目黒区景観条例」（平成 21 年 10 月、

条例第 28 号）がある。
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図8.9-2　景観調査地点（圧迫感）
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8.9.2 予 測 

（1）予測事項 

予測事項は、「主要な景観構成要素の改変の程度及び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」及び「圧迫感の変化の程度」とした。 

（2）予測手法等 

予測方法は、「主要な景観構成要素の改変の程度及び地域景観の特性の変化の程度」に

ついては、景観に関する上位計画、事業計画（緑化計画等）及び地域景観の特性から予測した。

「代表的な眺望地点からの眺望の変化の程度」については、完成予想図（フォトモンタージュ）

の作成により予測した。「圧迫感の変化の程度」については、撮影した天空写真に、計画建築

物等の画像を合成し、形態率を算定する方法とした。 

なお、計画地北側の隣接地では、小山三丁目第１地区市街地再開発準備組合が 2012（平

成 24 年）5 月に設立されており、開発計画が進行中であることから、「代表的な眺望地点からの

眺望の変化の程度」及び「圧迫感の変化の程度」については、小山三丁目第１地区第一種市

街地再開発事業による建築計画も考慮し、予測に反映した。 

（3）予測結果 

① 主要な景観構成要素の改変の程度及び地域景観の特性の変化の程度 

計画地及びその周辺は、「東京都景観計画」（平成 30 年 8 月、東京都）における区部に該当

し、『都市部を中心とする風格のある景観の形成』を目標とする地域とされている。また、「品川

区景観計画」（平成 23 年 1 月、品川区）では、計画地の一部が重点地区「武蔵小山駅周辺地

区」に該当し、『賑わいがあり歩いて楽しく、生き生きとした活力の感じられる街並みの形成』を景

観形成の目標としている。さらに、「武蔵小山駅周辺地域街並み誘導指針」において「駅前ゾー

ン」に位置付けられており、『周辺地域からの見え方や他地区とのバランスに配慮しながら、「荏

原地区のランドマーク」として機能する形態に誘導する。』、『品川区の西の玄関・賑わい軸の入

口となる駅前ゾーンを頭頂部とし、これに続く稜線を賑わい軸ゾーンにおいて形成するとともに

周縁部の住宅市街地に向かって穏やかにつながっていくスカイラインとなるよう誘導する。』との

方針が示されている。 

本事業は、これらの上位計画を踏まえて「駅前ゾーン」におけるランドマークとなる複合施設

（共同住宅、商業施設、公益施設、駐車場等）を建設するとともに、計画地内の既成市街地側

に広場を設置して、開放感のある緑地を確保し、地上部の賑わい演出や交流の場の創出、災

害時の一時避難スペースの確保を図る。また、計画地の外周部には植栽を配置した歩道状空

地を確保し、周辺地域との調和に配慮し、計画地周辺と連携した緑のネットワークの形成を図る。 

以上により、都市部における風格のある景観の形成が図られると予測する。 

② 代表的な眺望地点からの眺望の変化の程度 

代表的な眺望点からの眺望の変化の程度は、写真 8.9-1～10 に示すとおりである。 
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写真8.9-1　あさひ公園からの眺望（№1）

【現 況】

【工事の完了後】

現 況 
計画地東北東方向約 300m に位置するあさひ公園からの眺望である。計画地外の

既存建築物及び植栽により、計画地内の既存建築物は視認できない。 

工事の完了後  

既存建築物及び植栽の背後に計画建築物の一部が視認されるが、周辺の高層建

築物と一体化したスカイラインの頭頂部を形成し、「荏原地区のランドマーク」として当

該地域の特徴的な都市景観を形成するものと予測する。なお、計画建築物の背後

に、小山三丁目第１地区第一種市街地再開発事業の計画建築物が出現する。 

 

計画建築物計画建築物

小山三丁目第１地区
第一種市街地再開発
事業の計画建築物

小山三丁目第１地区
第一種市街地再開発
事業の計画建築物
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写真8.9-2　スクエア荏原からの眺望（№2）

【現 況】

【工事の完了後】

現 況 
計画地南東方向約 400m に位置するスクエア荏原に隣接する平塚公園からの眺望

である。計画地外の既存建築物により、計画地内の既存建築物は視認できない。 

工事の完了後  

既存建築物の背後に計画建築物の一部が視認されるが、視野に占める割合は小さ

く、また、建物の色彩は既存建築物との調和が図られており、周辺の高層建築物と

一体化したスカイラインの頭頂部を形成し、「荏原地区のランドマーク」として当該地

域の特徴的な都市景観を形成するものと予測する。 

 

計画建築物計画建築物



85

写真8.9-3　三谷八幡神社からの眺望（№3）

【現 況】

【工事の完了後】

現 況 
計画地南西方向約 300m に位置する三谷八幡神社の入口付近からの眺望である。品

川区道Ⅳ-20 号（八幡通り）の先に、わずかに計画地内の既存建築物が視認できる。 

工事の完了後  

既存建築物の背後に計画建築物が出現するが、建物の色彩は既存建築物との調和が

図られており、「荏原地区のランドマーク」として当該地域の特徴的な都市景観を形成す

るものと予測する。なお、計画建築物の左側に、小山三丁目第１地区第一種市街地再

開発事業の計画建築物が出現する。 

 

計画建築物計画建築物

小山三丁目第１地区
第一種市街地再開発
事業の計画建築物

小山三丁目第１地区
第一種市街地再開発
事業の計画建築物
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写真8.9-4　東急目黒線武蔵小山駅前からの眺望（№4）

【現 況】

【工事の完了後】

現 況 
計画地北西方向約 200m に位置する東急目黒線武蔵小山駅前からの眺望である。

計画地外の既存建築物により、計画地内の既存建築物は視認できない。 

工事の完了後  

既存建築物の背後に計画建築物が出現するが、鉄道駅周辺における商業施設・商

店街とともに賑わいのある空間を形成し、建物の色彩は周辺の既存建築物と類似し

ており、「荏原地区のランドマーク」として当該地域の特徴的な都市景観を形成するも

のと予測する。なお、計画建築物の右側手前に、小山三丁目第１地区第一種市街

地再開発事業の計画建築物が出現する。 

 

計画建築物計画建築物

小山三丁目第１地区
第一種市街地再開発
事業の計画建築物

小山三丁目第１地区
第一種市街地再開発
事業の計画建築物
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写真8.9-5　林試の森公園からの眺望（№5）

【現 況】

【工事の完了後】

現 況 

計画地北北西方向約 650m に位置する林試の森公園の入口付近からの眺望であ

る。計画地外の既存建築物及び植栽により、計画地内の既存建築物は視認でき

ない。 

工事の完了後  
既存建築物に遮られ、計画建築物は視認できないため、眺望に変化は生じないと

予測する。 

 

計画地計画地

計画地計画地
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写真8.9-6　目黒不動尊からの眺望（№6）

【現 況】

【工事の完了後】

現 況 
計画地北北東方向約 1,000m に位置する目黒不動尊前からの眺望である。計画

地外の植栽により、計画地内の既存建築物は視認できない。 

工事の完了後  
計画地外の植栽の背後に計画建築物の一部が視認されるが、視野に占める割合

は小さく、眺望に大きな変化は見られないと予測する。 

 

計画建築物計画建築物

計画建築物計画建築物
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写真8.9-7　戸越銀座駅前からの眺望（№7）

【現 況】

【工事の完了後】

現 況 

計画地東南東方向約 900m に位置する東急電鉄池上線戸越銀座駅前からの眺

望である。計画地外の既存建築物により、計画地内の既存建築物は視認できな

い。 

工事の完了後  
既存建築物に遮られ、計画建築物は視認できないため、眺望に変化は生じないと

予測する。 

 

計画地計画地

計画地計画地



90

写真8.9-8　清水台小学校前からの眺望（№8）

【現 況】

【工事の完了後】

現 況 
計画地南南西方向約 1,300m に位置する清水台小学校前からの眺望である。計

画地外の既存建築物及び植栽により、計画地内の既存建築物は視認できない。 

工事の完了後  

既存建築物及び植栽の背後に計画建築物の一部が視認されるが、視野に占める

割合は小さく、眺望に大きな変化は見られないと予測する。なお、計画建築物の左

側に、小山三丁目第１地区第一種市街地再開発事業の計画建築物が出現する。 

 

計画建築物計画建築物

小山三丁目第１地区
第一種市街地再開発
事業の計画建築物

小山三丁目第１地区
第一種市街地再開発
事業の計画建築物

計画建築物計画建築物
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写真8.9-9　洗足駅前からの眺望（№9）

【現 況】

【工事の完了後】

現 況 
計画地南西方向約 1,300m に位置する洗足駅前からの眺望である。計画地外の既

存建築物により、計画地内の既存建築物は視認できない。 

工事の完了後  

既存建築物の背後に計画建築物の一部が視認されるが、視野に占める割合は小

さく、眺望に大きな変化は見られないと予測する。なお、計画建築物の左側に、小

山三丁目第１地区第一種市街地再開発事業の計画建築物が出現する。 

 

計画施設計画施設

計画建築物計画建築物

小山三丁目第１地区
第一種市街地再開発
事業の計画建築物

小山三丁目第１地区
第一種市街地再開発
事業の計画建築物

計画建築物計画建築物
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写真8.9-10　清水池公園からの眺望（№10）

【現 況】

【工事の完了後】

現 況 
計画地西北西方向約 1,300m に位置する清水池公園からの眺望である。計画地

外の既存建築物及び植栽により、計画地内の既存建築物は視認できない。 

工事の完了後  
既存建築物及び植栽に遮られ、計画建築物は視認できないため、眺望に変化は

生じないと予測する。 

 

計画地計画地

計画地計画地
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③ 圧迫感の変化の程度 

計画建築物に対する形態率は、表 8.9-2 に示すとおりである。 

現況における形態率（地域全体）は 44.4～63.2％、工事の完了後における形態率（地域全体）

は 46.0～74.6％であり、変化量（地域全体）は-0.6～19.6％と予測する。また、現況における形

態率（計画地内既存建築物）は 15.2～16.4％、工事の完了後における形態率（計画建築物）は

16.0～38.9％であり、変化量（計画地内）は-0.4～23.5％と予測する。 

 

表 8.9-2 計画建築物による形態率 

予測 
地点 

現 況 工事の完了後 変化量 
地域全体 

 
（Ａ） 

計画地内 
既存建築物

（B） 

地域全体 
 

（C） 

計画建築物
 

（D） 

地域全体 
 

（C-Ａ） 

計画地内 
 

（D-B） 

№1 44.4％ 15.3％ 46.0％ 16.4％ 1.6％ 1.1％ 

№2 53.0％ 16.4％ 52.4％ 16.0％ -0.6％ -0.4％ 

№3 55.0％ 15.2％ 74.6％ 27.2％ 19.6％ 12.0％ 

№4 63.2％ 15.4％ 65.2％ 38.9％ 2.0％ 23.5％ 

№5 57.7％ 15.8％ 59.9％ 22.6％ 2.2％ 6.8％ 

注)1．予測地点は、図 8.9-2 を参照。 
2．工事の完了後における地域全体（C）は、隣接開発事業（小山三丁目第１地区第一種市街地再開発

事業）に伴う増減を含む。 

 

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 

・高層棟は、「武蔵小山駅周辺地域街並み誘導指針」の「スカイライン形成の誘導指針」に基

づき、商業系の市街地が形成されている東急目黒線武蔵小山駅側に配置する。 

・計画建築物は、周辺に配慮して可能な限りセットバックした配置とする。 

・計画建築物は、周辺の既存建築物との調和に配慮した形態、意匠とする。 

② 予測に反映しなかった措置 

・敷地の外周部及び屋上に緑地を設け、良好な景観形成を図る。 

・「東京都景観計画」及び「品川区景観計画」に基づき色彩に配慮し届出を行う。 

・計画地敷地境界付近には適切な植栽を施すことで、歩行者への圧迫感の低減に努める。 

・区道Ⅰ-171 号及び区道Ⅰ-219 号沿いに立地する既成住宅街に対して、対面する計画建

築物（低層部・低層棟）の高さを最大 20m に抑えることにより、既成住宅街への圧迫感の低

減を図る。 

・計画建築物（高層棟）を道路から 4m セットバックすることにより、圧迫感の低減を図りつつ、

商業の賑わいとの分節を図り落ち着きのある景観を創出する。 
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8.9.4 評 価 

（1）評価の指標 

① 主要な景観構成要素の改変の程度及び地域景観の特性の変化の程度 

評価の指標は、「東京都景観計画及び品川区景観計画に示されている方針等に合致してい

ること」とした。 

② 代表的な眺望地点からの眺望の変化の程度 

評価の指標は、「眺望に著しい影響を与えないこと」とした。 

③ 圧迫感の変化の程度 

評価の指標は、「圧迫感の軽減を図ること」とした。 

（2）評価結果 

① 主要な景観構成要素の改変の程度及び地域景観の特性の変化の程度 

計画地及びその周辺は、「東京都景観計画」（平成 30 年 8 月、東京都）における区部に該当

し、『都市部を中心とする風格のある景観の形成』を目標とする地域とされている。また、「品川

区景観計画」（平成 23 年 1 月、品川区）では、計画地の一部が重点地区「武蔵小山駅周辺地

区」に該当し、『賑わいがあり歩いて楽しく、生き生きとした活力の感じられる街並みの形成』を景

観形成の目標としている。さらに、「武蔵小山駅周辺地域街並み誘導指針」において「駅前ゾー

ン」に位置付けられており、『周辺地域からの見え方や他地区とのバランスに配慮しながら、「荏

原地区のランドマーク」として機能する形態に誘導する。』、『品川区の西の玄関・賑わい軸の入

口となる駅前ゾーンを頭頂部とし、これに続く稜線を賑わい軸ゾーンにおいて形成するとともに

周縁部の住宅市街地に向かって穏やかにつながっていくスカイラインとなるよう誘導する。』との

方針が示されている。 

本事業は、これらの上位計画を踏まえて「駅前ゾーン」におけるランドマークとなる複合施設

（共同住宅、商業施設、公益施設、駐車場等）を建設するとともに、計画地内の既成市街地側

に広場を設置して、開放感のある緑地を確保し、地上部の賑わい演出や交流の場の創出、災

害時の一時避難スペースの確保を図る。また、計画地の外周部には植栽を配置した歩道状空

地を確保し、周辺地域との調和に配慮し、隣接する小山三丁目第１地区など、計画地周辺と連

携した緑のネットワークの形成を図る。 

以上により、都市部における風格のある景観の形成が図られると予測した。 

したがって、「東京都景観計画及び品川区景観計画に示されている方針等に合致しているこ

と」とする評価の指標に適合するものと考える。 

② 代表的な眺望地点からの眺望の変化の程度 

代表的な眺望地点であるあさひ公園（№1）、スクエア荏原（№2）、三谷八幡神社（№3）、東急

目黒線武蔵小山駅前（№4）、目黒不動尊（№6）、清水台小学校前（№8）、洗足駅前（№9）から

は計画建築物が可視され、眺望の変化が生じるが、計画建築物は、周辺の高層建築物と一体

化したスカイラインの頭頂部を形成し、「荏原地区のランドマーク」として当該地域の特徴的な都

市景観を形成するものと予測した。また、林試の森公園（№5）、戸越銀座駅前（№7）、清水池公

園（№10）からは既存建築物等に遮られ、計画建築物が可視できないことから、眺望の変化への

影響がないと考える。 

したがって、「眺望に著しい影響を与えないこと」とする評価の指標に適合するものと考える。 

③ 圧迫感の変化の程度 

現況における形態率（地域全体）は 44.4～63.2％、工事の完了後における形態率（地域全体）

は 46.0～74.6％であり、変化量（地域全体）は-0.6～19.6％と予測した。また、現況における形
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態率（計画地内既存建築物）は 15.2～16.4％、工事の完了後における形態率（計画建築物）は

16.0～38.9％であり、変化量（計画地内）は-0.4～23.5％と予測した。 

本事業においては、計画建築物は可能な限りセットバックした配置とし、外壁面等の色彩や

素材等については、周辺の街並みとの調和に配慮することで、変化量の大きい予測地点№3 を

中心に圧迫感の軽減に努める。さらに、建物外周部には緑を整備することで、圧迫感の軽減が

図られるものと考えられる。 

したがって、「圧迫感の軽減を図ること」とする評価の指標に適合するものと考える。 

 

8.10 自然との触れ合い活動の場 

8.10.1 現況調査 

（1）調査事項及び選択理由 

自然との触れ合い活動の場の現況把握における調査事項及びその選択理由は、表 8.10-1

に示すとおりである。 

表 8.10-1 調査事項及びその選択理由 

調査事項 選択理由 

①主要な自然との触れ合い活動
の場の状況 

②地形等の状況 
③土地利用の状況 
④法令による基準等 

計画地内及び周辺地域においては、複数の散歩道等が分
布しているため、計画地内においては、工事の施行中は解体・
建設工事による自然との触れ合い活動の場の改変、自然との
触れ合い活動の場の機能の変化が考えられ、工事の完了後に
おいては、計画建築物の存在等による自然との触れ合い活動
の場の機能の変化が考えられる。また、計画地周辺において
は、工事の施行中における工事用車両及び工事の完了後に
おける関連車両の走行に伴う自然との触れ合い活動の場まで
の利用経路に与える影響が考えられることから、左記の事項に
係る調査を選択した。 

（2）調査結果 

① 主要な自然との触れ合い活動の場の状況 

ア．既存資料調査 

計画地周辺の主要な自然との触れ合い活動の場としては、「武蔵小山児童遊園」、「小山四

丁目児童遊園」等の遊園・公園や、品川区が選定したウォーキングコース等がある。 

イ．現地調査 

（ｱ）№a：武蔵小山商店街パルム 

武蔵小山商店街パルムのヒアリング調査の結果、最近 5 年度分における武蔵小山商店街パ

ルムの利用者数は 19,461～29,448 人であり、主な利用実態は買い物、通勤及び散歩等の生活

道路としての利用であり、特に東急目黒線武蔵小山駅付近では多数の利用者が見られた。 

また、商店街では様々なイベントが年間を通して開催されており、賑わいのあふれる商店街と

して周辺地域におけるコミュニティの核となっている。 

なお、武蔵小山商店街パルムは、「品川区ウォーキングマップ 私の散歩道」に挙げられてい

る旧中原街道とかむろ坂コースの一部に指定されている。 

（ｲ）№b：林試の森公園  

林試の森公園のヒアリング調査の結果、最近 5 年度分における林試の森公園の年間利用者

数は 1,126,997～1,236,414 人/年であり、主な利用実態は運動、散策、ピクニック及び休憩等

であった。 



96 

林試の森公園内には、「せせらぎ橋」や「池」といった水辺の環境や、芝生広場の「大きなクス

ノキ」シンボルツリーが圧倒的な景観を呈しており、四季を通じて公園利用者に親しまれている。

また、各所には植物観察や公園の働きに関する看板が設置されており、環境教育の場となって

いる。 

② 地形等の状況 

計画地及び周辺地域の地形は、主に「武蔵野段丘面 II（M2）」に区分される台地であり、おお

むね平坦な地形となっている。北東側を流れる目黒川へ向かって標高が低くなっており、南西

側には立会川が流れる小規模な谷がみられる。 

③ 土地利用の状況 

計画地の用途地域は商業地域及び第一種住居地域となっている。周辺地域の用途地域は、

主要道路沿道や駅周辺地域等は主に近隣商業地域及び商業地域に、その背後の地域は主

に第一種住居地域となっており、専用商業施設、住商併用施設、独立住宅等が混在して分布

する地域となっている。なお、計画地の東側及び南側数百m先に準工業地域が分布している。 

④ 法令による基準等 

自然との触れ合い活動の場に係る関係法令としては、「東京における自然の保護と回復に関

する条例」（平成 12 年 12 月、東京都条例第 216 号）、「品川区みどりの条例」（平成 6 年 3 月、

条例第 19 号）、「水とみどりの基本計画・行動計画」（平成 29 年 6 月、品川区）がある。 

 

8.10.2 予 測 

（1）予測事項 

予測事項は、工事の施行中は、「自然との触れ合い活動の場の消滅の有無又は改変の程

度」、「自然との触れ合い活動の場が持つ機能の変化の程度」、「自然との触れ合い活動の場ま

での利用経路に与える影響の程度」とし、工事の完了後は、「自然との触れ合い活動の場が持

つ機能の変化の程度」、「自然との触れ合い活動の場までの利用経路に与える影響の程度」と

した。 

（2）予測手法等 

予測方法は、工事の施行中における「自然との触れ合い活動の場の消滅の有無又は改変の

程度」、「自然との触れ合い活動の場が持つ機能の変化の程度」、「自然との触れ合い活動の

場までの利用経路に与える影響の程度」については、施工計画に基づき、自然との触れ合い活

動の場の消滅の有無又は改変の程度、機能の変化の程度、利用経路に与える影響の程度を

予測した。工事の完了後における「自然との触れ合い活動の場が持つ機能の変化の程度」、

「自然との触れ合い活動の場までの利用経路に与える影響の程度」については、事業計画に基

づき、自然との触れ合い活動の場が持つ機能の変化の程度及び利用経路に与える影響の程

度を予測した。 

予測の対象時点は、工事の施行中及び工事の完了後（事業活動が通常の状態に達した時

点）とした。 

（3）予測結果     

① 工事の施行中 

ア．自然との触れ合い活動の場の消滅の有無又は改変の程度 

本事業の計画地内には「品川区ウォーキングマップ 私の散歩道」に挙げられている旧中原

街道とかむろ坂コースの一部に指定されている武蔵小山商店街パルムがある。工事に伴って、

武蔵小山商店街パルムの計画地内部分は一時的に消失するが、アーケード工事の期間中に
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は迂回路を整備するなどの対策を講じる計画であり、工事の完了後には新しいアーケード及び

商業施設が整備されることから、改変に伴う影響を軽減できるものと予測する。 

イ．自然との触れ合い活動の場が持つ機能の変化の程度 

建設機械の稼働に伴う騒音及び振動等の発生により、武蔵小山商店街パルムの周辺地域に

おける賑わいのあふれる地域コミュニティの場としての機能や、計画地周辺地域に位置する公

園等のレクリエーションや憩いの場としての機能への影響が考えられるが、工事の施行中は施

工区域周辺に仮囲い（万能鋼板、高さ 3.0m）を設置する、建設機械は低騒音・低振動型の建

設機械を使用する等の環境保全措置を講じる計画であることから、自然との触れ合い活動の場

が持つ機能に与える影響を軽減できるものと予測する。 

ウ．自然との触れ合い活動の場までの利用経路に与える影響の程度 

「品川区ウォーキングマップ 私の散歩道」に挙げられている旧中原街道とかむろ坂コース及

び目黒不動と林試の森コースは、主に住宅地内や商店街を通る生活道路であり、工事の施行

中における工事用車両の主要な走行経路と一部重なり、利用経路への影響が考えられるが、

概ね歩道や横断歩道などの道路施設により適切な歩車分離が図られており、歩車分離がされ

ていない箇所についても、周辺地域へ事前の周知や注意喚起、工事用車両による搬出入が一

時的に集中しないよう、計画的かつ効率的な車両運行管理に努める等の環境保全措置を実施

することから、利用経路や利用しやすさ（アクセシビリティ）に与える影響はほとんどないものと予

測する。 

また、計画地と一部重なる武蔵小山商店街パルムについても、東急目黒線武蔵小山駅から

武蔵小山商店街パルムまでの利用経路への影響が考えられるが、アーケード工事の期間中に

は迂回路を整備するなどの対策を講じる計画であることから、利用経路や利用しやすさ（アクセ

シビリティ）に与える影響を軽減できると予測する。 

また、計画地周辺に分布する武蔵小山児童遊園、小山四丁目児童遊園、荏原 4 丁目児童

遊園、荏三公園、平塚公園についても、同様に自然との触れ合い活動の場までの利用経路と

工事用車両の主要走行経路が重なる可能性があるが、概ね歩道や横断歩道などの道路施設

により適切な歩車分離が図られており、歩車分離がされていない箇所についても、周辺地域へ

事前の周知や注意喚起、工事用車両による搬出入が一時的に集中しないよう、計画的かつ効

率的な車両運行管理に努める等の環境保全措置を実施することから、自然との触れ合い活動

の場までの利用経路に与える影響はほとんどないものと予測する。 

② 工事の完了後 

ア．自然との触れ合い活動の場が持つ機能の変化の程度 

本事業では、武蔵小山商店街パルムに面する計画地の北街区及び南街区の 1 階及び 3 階

部分に、店舗等をアーケード側に正面が向くよう配置する計画である。また、各 2 階部分に隣接

地域へ接続するギャラリー、北街区と南街区をつなぐ連絡デッキを整備する。さらに、北街区に

は多様なアクティビティを見せる開放的な立体広場を、南街区には商業の賑わいに包まれた広

場を整備する計画である。 

これにより、武蔵小山商店街パルム及び隣接地域における賑わいの連続性を創出し、回遊

性を高め、居住者、就業者、来街者の交流を創出することから、自然との触れ合い活動の場とし

て充実した環境が形成されると予測する。 

また、計画地外周部に設置する緑道や歩道状空地は、植栽を施した緑のある歩行者空間と

して整備し、計画地内には広場状空地や壁面緑化、屋上緑化を含む緑豊かな空間を整備する

ことで、周辺の歩行者が日常的に自然に触れられる場を新たに創出する計画である。 
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以上により、自然との触れ合い活動の場が持つ機能（地域コミュニティの場、レクリエーション

や憩いの場としての機能）は向上するものと予測する。 

イ．自然との触れ合い活動の場までの利用経路に与える影響の程度 

「品川区ウォーキングマップ 私の散歩道」に挙げられている旧中原街道とかむろ坂コース及

び目黒不動と林試の森コースは、主に住宅地内や商店街を通る生活道路であり、工事の完了

後における関連車両の主要な走行経路と一部重なり、利用経路への影響が考えられるが、概ね

歩道や横断歩道などの道路施設により適切な歩車分離が図られており、歩車分離がされていな

い箇所についても、周辺地域へ事前の周知や注意喚起等の環境保全措置を実施することから、

利用経路や利用しやすさ（アクセシビリティ）に与える影響はほとんどないものと予測する。 

また、計画地と一部重なる武蔵小山商店街パルムについても、東急目黒線武蔵小山駅から

武蔵小山商店街パルムまでの利用経路への影響が考えられるが、ギャラリーデッキの整備や広

場空間の整備等により、武蔵小山商店街パルム及び隣接地域における回遊性を高める計画で

あることから、利用経路や利便性は向上するものと予測する。 

また、計画地周辺に分布する武蔵小山児童遊園、小山四丁目児童遊園、荏原 4 丁目児童

遊園、荏三公園、平塚公園についても、同様に自然との触れ合い活動の場までの利用経路と

関連車両の主要走行経路が重なる可能性があるが、概ね歩道や横断歩道などの道路施設によ

り適切な歩車分離が図られており、歩車分離がされていない箇所についても、周辺地域へ事前

の周知や注意喚起等の環境保全措置を実施する。 

以上により、自然との触れ合い活動の場までの利用経路に与える影響はほとんどないものと

予測する。 

8.10.3 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 

・工事用車両の走行については、周辺地域へ事前の周知や注意喚起を行う。 

・ 施工区域周辺に、仮囲い（万能鋼板、高さ 3.0m）を設置する。 

・工事用車両による搬出入が一時的に集中しないよう、計画的かつ効率的な車両運行管理

に努める。 

② 予測に反映しなかった措置 

・工事用車両の出入口には、必要に応じて交通誘導員を配置し、歩行者の安全確保及び交

通事故防止に努める。 

・周辺開発事業との連携、調整を図り、工事用車両については原則として通学時間帯におけ

る大型車の走行を避け、計画地周辺道路における規制速度を厳守することにより、計画地

周辺の狭あいな道路や通学路における排出ガス及び騒音・振動の影響低減及び安全確保

に努める。 

（2）工事の完了後 

① 予測に反映した措置 

・屋上緑化や壁面緑化を行い、緑豊かな歩行者空間を創出する。 

・歩行者交通機能を確保するため、計画地の敷地外周に歩道状空地等を整備し、緑地と一

体となった歩行者空間を整備する。 

・関連車両の走行については、周辺地域へ事前の周知や注意喚起を行う。 
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② 予測に反映しなかった措置 

・関連車両による入庫待ちや路上駐車が起きないよう、関係者への周知を徹底する。 

・歩行者等の安全を確保するため、車両の出口には、出庫灯などの設置を検討する。 

・周辺開発事業との連携、調整を図り、関連車両については計画地北側の駐車場出入口は

共同住宅関連車両のみ出入りする計画とし、駐車場内に周辺住宅へ配慮を求める掲示を

設置することにより、計画地周辺の狭あいな道路や通学路における排出ガス及び騒音・振

動の影響低減及び安全確保に努める。 

・広場、緑地、植栽等を整備し、植栽樹種は、生物多様性の観点から、地域に生育する種を

参考に選定し、高木、中木、低木をバランス良く配置することで、計画地周辺の主要な自然

との触れ合い活動の場との連携を図る。 

8.10.4 評 価 

（1）評価の指標 

評価の指標は、「自然との触れ合い活動の場の改変、機能の変化、利用経路に対し、著しい

影響を及ぼさないこと」とした。 

（2）評価結果 

① 工事の施行中 

ア．自然との触れ合い活動の場の消滅の有無又は改変の程度 

本事業の計画地内には「品川区ウォーキングマップ 私の散歩道」に挙げられている旧中原

街道とかむろ坂コースの一部に指定されている武蔵小山商店街パルムがある。工事に伴って、

武蔵小山商店街パルムの計画地内部分は一時的に消失するが、アーケード工事の期間中に

は迂回路を整備するなどの対策を講じる計画であり、工事の完了後には新しいアーケード及び

商業施設が整備されることから、改変に伴う影響を軽減できるものと予測した。 

したがって、「自然との触れ合い活動の場の改変、機能の変化、利用経路に対し、著しい影

響を及ぼさないこと」とする評価の指標に適合するものと考える。 

イ．自然との触れ合い活動の場が持つ機能の変化の程度 

建設機械の稼働に伴う騒音及び振動等の発生により、武蔵小山商店街パルムの周辺地域に

おける賑わいのあふれる地域コミュニティの場としての機能や、計画地周辺地域に位置する公

園等のレクリエーションや憩いの場としての機能への影響が考えられるが、工事の施行中は施

工区域周辺に仮囲い（万能鋼板、高さ 3.0m）を設置する、建設機械は低騒音・低振動型の建

設機械を使用する等の環境保全措置を講じる計画であることから、自然との触れ合い活動の場

が持つ機能に与える影響を軽減できるものと予測した。 

したがって、「自然との触れ合い活動の場の改変、機能の変化、利用経路に対し、著しい影

響を及ぼさないこと」とする評価の指標に適合するものと考える。 

ウ．自然との触れ合い活動の場までの利用経路に与える影響の程度 

「品川区ウォーキングマップ 私の散歩道」に挙げられている旧中原街道とかむろ坂コース及

び目黒不動と林試の森コースは、主に住宅地内や商店街を通る生活道路であり、工事の施行

中における工事用車両の主要な走行経路と一部重なり、利用経路への影響が考えられるが、

概ね歩道や横断歩道などの道路施設により適切な歩車分離が図られており、歩車分離がされ

ていない箇所についても、周辺地域へ事前の周知や注意喚起、工事用車両による搬出入が一

時的に集中しないよう、計画的かつ効率的な車両運行管理に努める等の環境保全措置を実施

することから、利用経路や利用しやすさ（アクセシビリティ）に与える影響はほとんどないものと予
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測した。 

また、計画地と一部重なる武蔵小山商店街パルムについても、東急目黒線武蔵小山駅から

武蔵小山商店街パルムまでの利用経路への影響が考えられるが、アーケード工事の期間中に

は迂回路を整備するなどの対策を講じる計画であることから、利用経路や利用しやすさ（アクセ

シビリティ）に与える影響を軽減できると予測した。 

また、計画地周辺に分布する武蔵小山児童遊園、小山四丁目児童遊園、荏原 4 丁目児童

遊園、荏三公園、平塚公園についても、同様に自然との触れ合い活動の場までの利用経路と

工事用車両の主要走行経路が重なる可能性があるが、概ね歩道や横断歩道などの道路施設

により適切な歩車分離が図られており、歩車分離がされていない箇所についても、周辺地域へ

事前の周知や注意喚起、工事用車両による搬出入が一時的に集中しないよう、計画的かつ効

率的な車両運行管理に努める等の環境保全措置を実施することから、自然との触れ合い活動

の場までの利用経路に与える影響はほとんどないものと予測した。 

したがって、「自然との触れ合い活動の場の改変、機能の変化、利用経路に対し、著しい影

響を及ぼさないこと」とする評価の指標に適合するものと考える。 

② 工事の完了後 

ア．自然との触れ合い活動の場が持つ機能の変化の程度 

本事業では、武蔵小山商店街パルムに面する計画地の北街区及び南街区の 1 階及び 3 階

部分に、店舗等をアーケード側に正面が向くよう配置する計画である。また、各 2 階部分に隣接

地域へ接続するギャラリー、北街区と南街区をつなぐ連絡デッキを整備する。さらに、北街区に

は多様なアクティビティを見せる開放的な立体広場を、南街区には商業の賑わいに包まれた広

場を整備する計画である。 

これにより、武蔵小山商店街パルム及び隣接地域における賑わいの連続性を創出し、回遊

性を高め、居住者、就業者、来街者の交流を創出することから、自然との触れ合い活動の場とし

て充実した環境が形成されると予測した。 

また、計画地外周部に設置する緑道や歩道状空地は、植栽を施した緑のある歩行者空間と

して整備し、計画地内には広場状空地や壁面緑化、屋上緑化を含む緑豊かな空間を整備する

ことで、周辺の歩行者が日常的に自然に触れられる場を新たに創出する計画である。 

以上により、自然との触れ合い活動の場が持つ機能（地域コミュニティの場、レクリエーション

や憩いの場としての機能）は向上するものと予測した。 

したがって、「自然との触れ合い活動の場の改変、機能の変化、利用経路に対し、著しい影

響を及ぼさないこと」とする評価の指標に適合するものと考える。 

イ．自然との触れ合い活動の場までの利用経路に与える影響の程度 

「品川区ウォーキングマップ 私の散歩道」に挙げられている旧中原街道とかむろ坂コース及

び目黒不動と林試の森コースは、主に住宅地内や商店街を通る生活道路であり、工事の完了

後における関連車両の主要な走行経路と一部重なり、利用経路への影響が考えられるが、概ね

歩道や横断歩道などの道路施設により適切な歩車分離が図られており、歩車分離がされていな

い箇所についても、周辺地域へ事前の周知や注意喚起等の環境保全措置を実施することから、

利用経路や利用しやすさ（アクセシビリティ）に与える影響はほとんどないものと予測した。 

また、計画地と一部重なる武蔵小山商店街パルムについても、東急目黒線武蔵小山駅から

武蔵小山商店街パルムまでの利用経路への影響が考えられるが、ギャラリーデッキの整備や広

場空間の整備等により、武蔵小山商店街パルム及び隣接地域における回遊性を高める計画で

あることから、利用経路や利便性は向上するものと予測した。 
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また、計画地周辺に分布する武蔵小山児童遊園、小山四丁目児童遊園、荏原 4 丁目児童

遊園、荏三公園、平塚公園についても、同様に自然との触れ合い活動の場までの利用経路と

関連車両の主要走行経路が重なる可能性があるが、概ね歩道や横断歩道などの道路 施設に

より適切な歩車分離が図られており、歩車分離がされていない箇所についても、周辺地域へ事

前の周知や注意喚起等の環境保全措置を実施する。 

以上により、自然との触れ合い活動の場までの利用経路に与える影響はほとんどないものと

予測する。 

8.11 廃棄物 

8.11.1 現況調査 

（1）調査事項及び選択理由 

廃棄物の現況把握における調査事項及びその選択理由は、表 8.11-1 に示すとおりである。 

表 8.11-1 調査事項及びその選択理由 

調査事項 選択理由 

①撤去建造物及び伐採樹木等の状況 
②建設発生土の状況 
③特別管理廃棄物等の状況 
④廃棄物の処理の状況 
⑤法令による基準等 

工事の施行中における解体廃棄物、建設工事に伴う
建設廃棄物及び建設発生土の排出、工事完了後にお
ける施設の稼働に伴う廃棄物の排出による影響が考えら
れることから、左記の事項に係る調査を選択した。 

（2）調査結果 

① 撤去建造物及び伐採樹木等の状況 

撤去建造物は、計画地内に存在する木造、S 造、RC 造、SRC 造の建造物等である。 

② 建設発生土等の状況 

計画地内における地盤の状況は、「8.4 地盤 8.4.1 現況調査 （2）調査結果」に示したとお

りである。 

本事業の掘削工事（山留・杭・土工事、地下躯体工事）にあたっては、洪積砂礫層である約

G.L.-12m まで掘削し、構造物を設置する計画である。その際、剛性と遮水性の高いソイルミキ

シングウォール（SMW）工法を採用し、強固な地盤（シルト岩層）である約 G.L.-20m まで山留壁

を構築する。また、高層棟下部の基礎杭（約 245 本）は強固な地盤（シルト岩層）である約 G.L.-

27m まで根入れし、地下躯体が構築されるまでは、仮設支保工を施して地盤の安定性を確保す

る計画である。 

したがって、粘土やシルト、細砂等の建設発生土が発生すると考えられる。 

③ 特別管理廃棄物等の状況 

撤去建造物における PCB 混入機器類やアスベスト含有建材等の有無については、施工計画

に関する資料調査及び現所有者へのヒアリング調査を実施した結果、計画地内には 1950 年代

に建てられたと推定される建造物が含まれており、PCB 混入機器類やアスベスト含有建材等が

存在する可能性が高い。 

したがって、解体工事の着工前に、建造物ごとの詳細調査を実施し、PCB 混入機器類やアス

ベスト含有建材等の存在が確認された場合は、関係法令等に基づき適切に撤去・処分する。 

④ 廃棄物の処理の状況 

近年 5 年間の品川区のごみ・資源収集量の合計は、概ね横ばい傾向にあったが、令和 2 年

度に増加がみられた。都内における産業廃棄物の処理の合計と減量化量は増加傾向にあった
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が、平成 30 年度は減少に転じた。反対に、最終処分量は減少傾向にあったが、平成 30 年度

は増加している。再生利用量は平成 29 年度以降、減少傾向にある。 

⑤ 法令による基準等 

廃棄物に係る関係法令等は、「循環型社会形成推進基本法」（平成 12 年法律第 110 号）、

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（昭和 45 年法律第 137 号）、「資源の有効な利用の促

進に関する法律」（平成 3 年法律第 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 年法律第 104 号）、「東京都廃棄物条例」（平成 4 年東京都条例第 140 号）、「品

川区廃棄物の処理および再利用に関する条例」（平成 11 年 12 月 10 日条例第 24 号）、「建設

副産物適正処理推進要綱」（平成 14 年 5 月 30 日改正）、「東京都建設リサイクル推進計画（平

成 28 年 4 月、東京都）、「品川区一般廃棄物処理基本計画（第 3 次）～「循環型都市しながわ」

の実現～」（平成 25 年 3 月、品川区）がある。 

8.11.2 予 測 

（1）予測事項 

予測事項は、工事の施行中は、「解体工事に伴う廃棄物、建設工事に伴う廃棄物及び建設

発生土の排出量・再利用量及び処理・処分方法等」とし、工事の完了後は、「施設の稼働に伴

う廃棄物の排出量・再利用量及び処理・処分方法等」とした。 

（2）予測手法等 

予測方法は、工事の施行中における「解体工事に伴う廃棄物、建設工事に伴う廃棄物及び

建設発生土の排出量・再利用量及び処理・処分方法等」については、施設の規模や部材等の

既存資料を基に排出量を推計した。工事の完了後における「施設の稼働に伴う廃棄物の排出

量・再利用量及び処理・処分方法等」については、施設の稼働に伴う廃棄物排出量を、「再利

用対象物保管場所設置届兼廃棄物保管場所等設置届作成要領 品川区」（令和 2 年 10 月、

品川区清掃事務所）の施設用途別廃棄物排出基準（事業用）に計画入居者数（住宅）または

想定延床面積及び年間日数（365 日）を乗じて算出した。 

予測の対象時点は、建設工事及び建造物の解体・撤去に伴う建設廃棄物及び建設発生土

が排出される期間及び施設の供用が通常の状態に達した時点とした。 

（3）予測結果 

① 工事の施行中 

ア．解体工事に伴う廃棄物、建設工事に伴う廃棄物及び建設発生土の排出量・再利用量及び処

理・処分方法等 

（ｱ）解体工事に伴う廃棄物の排出量・再利用量及び処理・処分方法等 

建造物の解体・撤去に伴う廃棄物排出量は 25,277ｔ、再資源化量は 24,703ｔ（再資源化率

98％）、中間処理量は 574ｔと予測する。 

なお、解体・撤去に伴う廃棄物のうち再資源化できないものは、運搬・処分の許可を得た産業

廃棄物処理業者に委託し、適切に処理・処分するとともに、その事実をマニフェストにて確認す

るなどの措置を講じる。 

（ｲ）建設工事に伴う廃棄物の排出量・再利用量及び処理・処分方法等 

建設工事に伴う廃棄物排出量は 5,249ｔ、このうち分別廃棄物は 4,094ｔ、混合廃棄物は

1,155t と予測する。 

全体の再資源化量は 3,840ｔ、再資源化率は 73％である。また、分別廃棄物の再資源化率は

70％、混合廃棄物は 83％である。 
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なお、建設工事に伴う廃棄物のうち再資源化できないものは、運搬・処分の許可を得た産業

廃棄物処理業者に委託し、適切に処理・処分するとともに、その事実をマニフェストにて確認す

るなどの措置を講じる。 

（ｳ）建設発生土及び汚泥の排出量・再利用量及び処理・処分方法等 

建設発生土については、排出量は約 133,200m3、有効利用量は約 117,216m3（有効利用率

88％）と予測する。なお、建設発生土は、受け入れ機関の受け入れ基準への適合を確認した上

で、場外に搬出する計画である。 

建設発生汚泥については、排出量は約 346,287m3、再資源化・縮減量は約 332,436m3（再資

源化・縮減率 96％）と予測する。なお、建設発生汚泥は、関係法令を遵守し、産業廃棄物の運

搬・処分の許可を得た業者に委託して適正な処理・処分を行う計画である。 

② 工事の完了後 

ア．施設の稼働に伴う廃棄物の排出量・再利用量及び処理・処分方法等 

廃棄物の年間排出量は 1,753ｔ/年、再資源化量は 543ｔ/年、中間処理量は 1,210ｔ/年、最

終処分量は 128ｔ/年と予測する。全体の再資源化率は 31％である。なお、住宅系の年間廃棄

物量は 642t/年、事業系の年間廃棄物量（一般廃棄物）は 1,111ｔ/年と予測する。 

工事の完了後における商業施設等から排出される事業系一般廃棄物は、適正な分別を行う

ための保管場所に適切に保管し、許可を受けた収集・運搬業者に委託し、適切に処理する。ま

た、共同住宅から排出される一般廃棄物は品川区による収集を予定している。 

なお、廃棄物の処理、再利用及び保管場所等については、「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）及び「品川区廃棄物の処理および再利用に関する

条例」（平成 11 年条例第 24 号）等を満足する計画とする。 

 

8.11.3 環境保全のための措置 

（1）工事の施行中 

① 予測に反映した環境保全措置 

・建設工事及び解体・撤去に伴う廃棄物については、分別を徹底し、施工計画の再資源化

目標を達成するよう再資源化を図る。 

・建設工事及び解体・撤去に伴う廃棄物のうち再資源化できないものは、運搬・処分の許可

を得た産業廃棄物処理業者に委託し、適切に処理・処分する。 

・建設発生土及び建設発生汚泥については、施工計画の建設発生土の有効利用目標及び

建設発生汚泥の再資源化・縮減目標を達成するよう、有効利用及び再資源化・縮減を図る。 

・建設発生土は、受け入れ機関の受け入れ基準への適合を確認した上で場外に搬出する。 

・建設発生汚泥は、関係法令を遵守し、産業廃棄物の運搬・処分の許可を得た業者に委託

して適正な処理・処分を行う。 

② 予測に反映しなかった環境保全措置 

・解体工事の実施前に、計画地内における特別管理産業廃棄物に該当する PCB 混入機器

類やアスベスト含有建材等の有無を確認し、存在が確認された場合は、関係法令等に基づ

き適切に撤去・処分する。 

・建設工事及び解体・撤去に伴い発生する建設副産物の分別を徹底し、種類に応じて適切

に保管、排出する。 

・建設工事及び解体・撤去に伴い発生する建設副産物のうち、再利用可能なものについては、

極力、場内で再利用するとともに、不要材の減量等を図る。 
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（2）工事の完了後 

① 予測に反映した環境保全措置 

・廃棄物の処理、減量化及び再資源化等については、「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）及び「品川区廃棄物の処理および再利用に関する

条例」（平成 11 年条例第 24 号）等を満足する計画とする。 

・施設の稼働に伴う一般廃棄物については、分別を徹底し、「品川区一般廃棄物処理基本

計画（第 3 次）」（平成 25 年 3 月、品川区）における平成 34 年度（令和 4 年度）の目標値

（31％）を達成するよう、入居者（住宅、事業系）に対し再資源化の促進を図る。 

・施設の稼働に伴い商業施設等から排出される事業系一般廃棄物は、適正な分別を行うた

めの保管場所に適切に保管し、許可を受けた収集・運搬業者に委託し、適切に処理する。

なお、共同住宅から排出される一般廃棄物は品川区清掃事務所による収集を予定している。 

・共同住宅については、各階に廃棄物置き場を設置する。 

・事業系一般廃棄物の保管場所は、品川区の「再利用対象物保管場所設置兼廃棄物保管

場所等設置届の作成要領」に基づき、適正に設置する。 

② 予測に反映しなかった環境保全措置 

・施設の稼働に伴い商業施設等から排出される産業廃棄物については、可能な限り再資源

化を図るとともに、「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）及び「品川区廃棄物の処理および再利用に関する条例」（平成 11 年条例第 24 号）等

に基づき、適切に保管、処理・処分するよう事業者に促す。 

 

8.11.4 評 価 

（1）評価の指標 

評価の指標は、以下の法令等を参考に、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律等に定める

事業者の責務等を満足すること」とした。 

① 工事の施行中 

・「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」 

・「循環型社会形成推進基本法」 

・「資源の有効な利用の促進に関する法律」 

・「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」 

・「品川区廃棄物の処理および再利用に関する条例」 

・「建設副産物適正処理推進要綱」 

・「東京都建設リサイクル推進計画」 

・「品川区一般廃棄物処理基本計画（第 3 次）～「循環型都市しながわ」の実現～」 

② 工事の完了後 

・「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」 

・「循環型社会形成推進基本法」 

・「資源の有効な利用の促進に関する法律」 

・「東京都廃棄物条例」 

・「品川区廃棄物の処理および再利用に関する条例」 

・「品川区一般廃棄物処理基本計画（第 3 次）～「循環型都市しながわ」の実現～」 
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（2）評価の結果 

① 工事の施行中 

ア．解体工事に伴う廃棄物、建設工事に伴う廃棄物及び建設発生土の排出量・再利用量及び処

理・処分方法等 

建造物の解体・撤去に伴う廃棄物の総排出量は 25,277ｔ（うち、再資源化量は 24,703ｔ、再資

源化率 98％）、建設工事に伴う廃棄物の総排出量は 5,249ｔ（うち、再資源化量は 3,840ｔ、再資

源化率 73％）、建設発生土の排出量は約 133,200m3（うち、有効利用量は約 117,216m3、有効

利 用 率 88％ ） 、建 設 発 生 汚 泥 の排 出 量 は約 346,287m3 （ うち、再 資 源 化 ・ 縮 減 量 は約

332,436m3、再資源化・縮減率 96％）と予測した。 

解体工事及び建設工事に伴う廃棄物のうち再資源化できないものは、運搬・処分の許可を得

た産業廃棄物処理業者に委託し、適切に処理・処分するとともに、その事実をマニフェストにて

確認するなどの措置を講じる。 

したがって、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律等に定める事業者の責務等を満足するこ

と」とする評価の指標に適合するものと考える。 

② 工事の完了後 

ア．施設の稼働に伴う廃棄物の排出量・再利用量及び処理・処分方法等 

施設の稼働に伴う廃棄物の年間排出量の合計は 1,753ｔ/年（うち、再資源化量は 543ｔ/年、

再資源化率 31％）と予測した。 

工事の完了後における商業施設等から排出される事業系一般廃棄物は、適正な分別を行う

ための保管場所に適切に保管し、許可を受けた収集・運搬業者に委託し、適切に処理する。ま

た、共同住宅から排出される一般廃棄物は品川区清掃事務所による収集を予定している。 

事業系一般廃棄物の保管場所は、品川区の「再利用対象物保管場所設置兼廃棄物保管場

所等設置届の作成要領」に基づき、適正に設置する。共同住宅については、各階に廃棄物置

き場を設置する。 

したがって、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律等に定める事業者の責務等を満足するこ

と」とする評価の指標に適合するものと考えられる。 
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8.12 温室効果ガス 

8.12.1 現況調査 

（1）調査事項及び選択理由 

温室効果ガスの現況把握における調査事項及びその選択理由は、表 8.12-1 に示すとおりで

ある。 

表 8.12-1 調査事項及びその選択理由 

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 

工事の完了後における施設の稼働に伴うエネルギー使用
により、温室効果ガスの排出が考えられることから、左記の事
項に係る調査を選択した。 
 

（2）調査結果 

① 原単位の把握 

本事業の実施に伴う温室効果ガスの排出要因と考えられる行為の温室効果ガス排出係数は、

電気（0.000452t-CO2/kWh）、都市ガス（炭素排出係数：0.0136（ｔ-C/GJ）、単位発熱量：44.8

（GJ/千 Nm3））があげられる。 

② 対策の実施状況 

商店や事務所等で一般的に実施されている地球温暖化対策は、事務所では、「組織体制の

整備」及び「エネルギー等の使用状況の把握」、商店では、「エネルギー等の使用状況の把握」、

ビル管理会社では、「省エネルギー推進体制への協力」及び「エネルギー使用量の管理」があ

げられる。 

③ 地域内エネルギー資源の状況 

東京都の「地域冷暖房区域区市別一覧（令和 2 年 4 月現在）」によると、計画地最寄りの地

域冷暖房区域は、計画地の東側約 2.1km（JR 大崎駅東側）に位置する「大崎一丁目」である。 

なお、計画地は大崎一丁目地域冷暖房区域の熱供給範囲外のため、供給不可となっている。 

④ 温室効果ガスを使用する設備機器の状況 

現況の計画地内は、主に住宅を併設する小規模商店や木造住宅、事務所などが密集する

地域であり、温室効果ガス（フロン類）を使用する設備機器が存在する可能性がある。 

現況では既存施設における温室効果ガス（フロン類）を使用する設備機器の有無は不明だが、

解体工事の実施前にその有無を確認し、存在が確認された場合は、温室効果ガスを大気中へ

放出しないよう、「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 年法律

第 64 号）で定められている方法に従い、適切に処理または処分する。 

⑤ 法令による基準等 

温室効果ガスに係る関係法令等としては、｢地球温暖化対策の推進に関する法律｣(平成 10

年法律第 117 号）、｢エネルギーの使用の合理化等に関する法律｣(昭和 54 年法律第 49 号）、

「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」（平成 27 年法律第 53 号）、「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 年法律第 64 号）、｢環境確保条例｣

(平成 12 年東京都条例第 215 号）、｢東京都建築物環境配慮指針｣(平成 21 年東京都告示第

1336 号）、「東京都地球温暖化対策指針」(平成 21 年東京都告示第 989 号）、「ゼロエミッショ

ン東京戦略 2020 Update & Report」（令和 3 年 3 月、東京都）、「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）がある。 
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8.12.2 予 測 

（1）予測事項 

予測事項は、「施設の稼働に伴う温室効果ガスの排出量またはエネルギーの使用量及びそ

れらの削減の程度」とした。 

（2）予測手法等 

予測方法は、基準建築物における温室効果ガス排出量から、計画建築物における温室効果

ガス削減量を差し引いて算出した。 

予測の対象時点は、施設の供用が通常の状態に達した時点の 1 年間とした。 

（3）予測結果 

施設の稼働に伴う温室効果ガス排出量は 2,425t-CO2/年と予測する。 

 

8.12.3 環境保全のための措置 

（1）予測に反映した環境保全措置 

・計画建築物（共同住宅以外）については、「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）の建築物の環境性能の評価基準に基づき、設備

システムのエネルギー利用の低減率（ERR）20％を達成する。 

・高効率省エネルギー機器等を効率的に採用し、エネルギーを有効に利用する。 

・全熱交換機を採用し、換気によるエネルギーのロスを低減する。 

・LED 照明や調光設備を採用し、エネルギーを有効に活用する。 

・建物の遮熱、断熱性能などで熱負荷を低減する。 

・複層 Low-E ガラスの採用や庇による日射抑制により、外壁断熱性能の向上を図る。 

・計画建築物のエネルギー使用量及び温室効果ガス排出量の削減を図るため、中央監視ス

ケジュール制御を採用する。 

・計画建築物の給排水設備のエネルギー使用量及び温室効果ガス排出量の削減を図るた

め、雨水再利用や自動水栓を採用する。 

（2）予測に反映しなかった環境保全措置 

・解体工事の実施前に、温室効果ガス（フロン類）を使用する設備機器の有無を確認し、存

在が確認された場合は、温室効果ガスを大気中へ放出しないよう、「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 年法律第 64 号）で定められている方法に従

い、適切に処理または処分する。 

・外壁、屋根には、十分な厚さ・性能の断熱材を採用する。 

・計画建築物については、「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）の建築物の環境性能の評価基準に基づき、建築物の熱負荷（PAL*）

低減率 10％以上を達成する。 

・計画建築物（共同住宅）については、同評価基準に基づき、全住戸の外皮平均熱貫流率を

0.75（W/（m2・K））以下とするとともに、ERR を 5％以上とする。 

・計画建築物（共同住宅）の共用部の空調設備のエネルギー使用量及び温室効果ガス排出

量の削減を図るため、中央監視スケジュール制御や温度センサー制御、全熱交換器を採用

する。 

・計画建築物（共同住宅）の給排水設備のエネルギー使用量及び温室効果ガス排出量の削

減を図るため、共用部では局所式電気給湯器を、専有部では潜熱回収型ガス給湯器や手

元止水機能を採用する。 
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・計画建築物は、延床面積の合計が 50,000m2 を超えるため、「エネルギー有効利用計画書」

に基づき、再生可能エネルギーの導入検討を行う。 

・二酸化炭素の吸収量の増加を図るため、計画地全体で再開発等促進区を定める地区計画

の緑化基準値 40％を確保する。 

 

8.12.4 評 価 

（1）評価の指標 

評価の指標は、以下の法令等を参考に、「地球温暖化対策の促進に関する法律等に定める

事業者の責務等を満足すること」とした。 

・「地球温暖化対策の促進に関する法律」 

・「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」 

・「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」 

・「環境確保条例」 

・「東京都建築物環境配慮指針」 

・「東京都地球温暖化対策指針」 

・「ゼロエミッション東京戦略 2020 Update & Report」 

・「新しい都市づくりのための都市開発諸制度活用方針」 

（2）評価の結果 

計画建築物（共同住宅以外）では、高効率省エネルギー機器等の採用や建物の遮熱、断熱

性能などによる熱負荷の低減などにより設備システムのエネルギー利用の低減率（ERR）20％を

達成することにより、電気、都市ガスの使用による年間の温室効果ガス排出量は約 2,425t-

CO2/年と予測した。 

さらに、地上部、建築物上の緑化を推進し、二酸化炭素の吸収量の増加を図るとともに、再

生可能エネルギーの導入検討を行う計画である。また、計画建築物（共同住宅）においても、高

効率省エネルギー機器の採用等により全住戸の外皮平均熱貫流率を 0.75（W/（m2・K））以下と

するとともに、ERR を 5％以上とする計画である。 

したがって、「地球温暖化対策の促進に関する法律等に定める事業者の責務等を満足するこ

と」とする評価の指標に適合するものと考えられる。 
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