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1. 事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

    名 称：東日本旅客鉄道株式会社 

    代表者：代表取締役社長 深澤 祐二 

    所在地：東京都渋谷区代々木二丁目2番2号 

 

2. 対象事業の名称及び種類 

名 称：大井町駅周辺広町地区開発 

種 類：高層建築物の新築 

 
3. 対象事業の内容の概略 

本事業は、東京都品川区広町二丁目に位置する敷地面積約 29,430m2の計画地に、業務、宿泊、住宅、

商業、駐車場等の主要な用途を含む建築物を計画するものである。対象事業の内容の概略は、表 3-1

に示すとおりである。 

表3-1 対象事業の内容の概略 

項  目 内  容 

位 置 東京都品川区広町二丁目地内 

用 途 地 域 第一種住居地域、準工業地域 

敷 地 面 積 約29,430m2 

最 高 高 さ A-1敷地 オフィス棟：約114m(T.P.+122m） 

住宅・ホテル棟 ：約107m(T.P.+115m） 

A-2敷地 ：約 17m(T.P.+27m） 

延 床 面 積 A-1敷地  ：約250,000m2 

A-2敷地  ：約9,000m2 

主 要 用 途 業務、宿泊、住宅、商業、駐車場等 

住 宅 戸 数 約300戸 

駐 車 台 数 約500台 

工事予定期間 2022年度（令和４年度）～2025年度（令和７年度） 

供用開始予定 2025年度（令和７年度）（予定） 

*：最高高さは、建造物の最高高さで、現在の想定地盤高は、A-1 敷地の平均地盤面 T.P.＋8.5m から
の高さ、A-2 敷地の平均地盤面 T.P.+9.7m からの高さをそれぞれ示す。 

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

可能性がある。 
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4. 環境に及ぼす影響の評価の結論 

対象事業の実施が環境に及ぼす影響について、事業計画の内容や計画地及び周辺の状況を考慮した

上で環境影響評価の項目を選定し、現況調査並びに予測・評価を行った。環境に及ぼす影響の評価の

結論は、表 4-1(1)～(7)に示すとおりである。 

表 4-1(1) 環境に及ぼす影響の評価の結論 

項 目 評価の結論 

1. 大気汚染 ≪工事の施行中≫ 
【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における濃度】 

二酸化窒素について、建設機械からの排出量が最大となる時期において予測を行った
結果、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
0.056ppm であり、環境基準値(0.04 から 0.06ppm のゾーン内またはそれ以下)を下回る。
建設機械の稼働に伴う寄与率は 52.7％である。 

また、予測した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 0.051mg/m3 であり、環境基準値(0.10mg/m3)を下回る。建設機械の稼働に伴う
寄与率は 14.0％である。 
工事の実施にあたっては、建設機械による寄与率を極力少なくするため、事前に作業

計画を十分検討し、建設機械の集中稼働を避けた効率的な作業に努め、最新の排出ガス
対策型の建設機械の使用に努めるとともに、建設機械の不必要なアイドリングの防止や
良質な燃料の使用などにより、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の影響の低減に努める。
また、建設機械は定期的な整備点検を行い、故障や異常の早期発見を行うとともに、不
必要な空ぶかしや急発進等の禁止を徹底させる。 

 
【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における濃度】  

予測した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
0.036～0.038ppm であり、環境基準値(0.04 から 0.06ppm のゾーン内またはそれ以下)を
下回る。工事用車両の走行による寄与率は 0.3%～1.1%である。 

また、予測した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 0.045mg/m3 であり、環境基準値(0.10mg/m3)を下回る。工事用車両の走行による
寄与率は 0.1%未満である。 

 
≪工事の完了後≫ 
【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における濃度】 

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 0.036～
0.038ppm であり、環境基準値(0.04 から 0.06ppm のゾーン内またはそれ以下)を下回る。
関連車両の走行による寄与率は 0.1%未満～0.6%である。 

また、予測した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 0.045mg/m3 であり、環境基準値(0.10mg/m3)を下回る。関連車両の走行による寄
与率は 0.1%未満である。 

 
【地下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における濃度】 

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 から 0.06ppm のゾーン内またはそれ以下)を下回る。地下駐車場
の供用に伴う寄与率は 0.5％である。 

また、予測した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 0.045mg/m3 であり、環境基準値(0.10mg/m3)を下回る。地下駐車場の供用に伴
う寄与率は 0.1％未満である。 
 

【熱源施設の稼働に伴い発生する二酸化窒素の大気中における濃度】 
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 から 0.06ppm のゾーン内またはそれ以下)を下回る。熱源施設の
稼働に伴う寄与率は 0.6%である。 
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表 4-1(2) 環境に及ぼす影響の評価の結論 

項 目 評価の結論 

2. 騒音・振動 ≪工事の施行中≫ 

【建設機械の稼働に伴う建設作業の騒音及び振動】 

建設作業騒音レベル(LA5)は、北西側敷地境界付近において、最大 80dB であり、勧告

基準値(80dB)以下である。 

なお、工事の実施にあたっては、建設機械の集中稼働を行わないよう、建設機械の分

散稼働に努めるとともに、作業時間及び作業手順は、周辺に著しい影響を及ぼさないよ

うに、事前に工事工程を十分検討し騒音の低減に努める。 

 

建設機械の稼働に伴う建設作業の振動レベル(L10)は、北西側敷地境界付近において、

最大 69dB であり、勧告基準値(70dB)を下回る。 

なお、工事の実施にあたっては、建設機械の集中稼働を行わないよう、建設機械の分

散稼働に努めるとともに、作業時間及び作業手順は、周辺に著しい影響を及ぼさないよ

うに、事前に工事工程を十分検討し振動の低減に努める。 

 

【工事用車両の走行に伴う道路交通の騒音及び振動】 

工事用車両の走行に伴う道路交通の騒音レベル(LAeq)は、昼間 64～68dB であり、全て

の地点で環境基準値を下回る。 

工事用車両の走行に伴う騒音レベルの増加分は、1 未満～1dB である。 

工事用車両の走行にあたっては、アイドリングストップ等の実施を周知・徹底し、騒

音の影響の低減に努める。 

 

工事用車両の走行に伴う道路交通の振動レベル(L10)は、昼間 34～50dB、夜間 27～45dB

であり、規制基準値(第二種区域において昼間 65dB、夜間 60dB)を下回る。工事用車両

の走行に伴う振動レベルの増加分は、昼間で 1 未満～2dB、夜間で 1dB 未満である。 

工事用車両の走行にあたっては、アイドリングストップ等の実施を周知・徹底し、振

動の影響の低減に努める。 

 

≪工事の完了後≫ 

【関連車両の走行に伴う道路交通の騒音及び振動】 

関連車両の走行に伴う道路交通の騒音レベル(LAeq)は、昼間 62～67dB、夜間 58～63dB

であり、No.1 地点(区役所通り)の昼間、夜間、No.6 地点(立会道路)の昼間、夜間を除

く地点は環境基準値を下回っている。環境基準値を上回っている No.1地点(区役所通り)

の夜間、No.6 地点(立会道路)の昼間、夜間は現況において環境基準値を上回っており、

関連車両の走行に伴う騒音レベルの増加分は昼間 1未満～1dB、夜間 1未満～1dBである。 

 

関連車両の走行に伴う道路交通の振動レベル(L10)は、昼間 27～48dB、夜間 24～45dB

であり規制基準値(第一種区域において昼間 60dB、夜間 55dB、第二種区域において昼間

65dB、夜間 60dB)を下回る。関連車両の走行に伴う振動レベルの増加分は、昼間 1 未満

～1dB、夜間 1 未満～1dB である。 
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表 4-1(3) 環境に及ぼす影響の評価の結論 

項 目 評価の結論 

3. 土壌汚染 ≪工事の施行中≫ 

計画地内の一部には形質変更時要届出区域が指定されている。また、それ以外の
範囲についても、計画地にはかつて診療所等が存在していたことから、有害物質の
使用履歴の可能性は否定できない。 
計画地内の形質変更時要届出区域については、現在供用中の施設の廃止後に、事

業者が「土壌汚染対策法」及び「環境確保条例」に基づく手続きを行う。 
それ以外の範囲については、現在施設供用部分は施設の廃止後に施設所有者が、施設

が存在しない部分については事業者が「土壌汚染対策法」及び「環境確保条例」に基づ
いた調査を行ったうえで必要があれば、飛散・拡散の適切な防止措置を実施する。 
また、工事実施に際して新たな汚染土壌が確認された場合においては、「土壌汚染対

策法」及び「環境確保条例」に則り、適切な飛散・拡散防止措置を実施する。 
その内容については、事後調査において明らかにする。 
以上の対策を講じることにより、事業の実施に伴い土壌汚染が周辺地域に影響を及ぼ

すことはなく、評価の指標を満足するものと考える。 

4. 地 盤 ≪工事の施行中≫ 

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を難透水層の上総層群まで施工する計画である。また、地下躯体の
施工にあたっては、地盤変形等への影響をできるだけ少なくするために逆打ち工法を採
用し、先行床や各階の床梁にて山留壁を支保するとともに、地下階高が大きい場所には
斜め切梁等を設置する計画である。そのため、山留壁の変形が最小限に抑えられ、掘削
区域周辺での地盤の変形は生じないと予測する。 
また、掘削範囲の周囲を難透水層の上総層群に達する遮水性の高い山留壁（ＳＭＷ）

で囲うことにより、掘削範囲内の帯水層は外部と分離・遮水され、掘削工事等に伴う地
下水の水位及び流況の変化の影響は山留壁の外側の帯水層まで及ばず、計画地周辺の地
下水位の低下は小さいと予測する。 
工事の施行中には、地盤及び地下水位の観測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、監視するとともに、周辺で地盤の
変形が確認され、本事業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。 

以上のことから、工事の施行中に地盤の変形及び地下水位の変化に起因した地盤沈下
が生じる可能性は小さく、評価の指標を満足するものと考える。 

 

≪工事の完了後≫ 

本事業では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。 

既往資料調査及び現地調査結果を踏まえると、計画地周辺の帯水層は連続的かつ広域
に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。そのため、地下躯体が建築されても地下水流は地
下構造物の周囲を迂回するものと想定される。 
以上のことから、完了後においても地下水位低下に起因した地盤沈下又は地盤の変形

が生じる可能性は小さく、評価の指標を満足するものと考える。 
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表 4-1(4) 環境に及ぼす影響の評価の結論 

項 目 評価の結論 

5. 水循環 

 

≪工事の施行中≫ 

【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、難透水層の上総層群まで根入れすることにより、第 1帯水層
（Mg）及び第 2帯水層（Tog）の地下水位低下、流況の変化を抑制できる。 
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。 
また、ディープウェル工法による揚水・排水を実施する場合は、地盤及び地下水位の

状況についてモニタリングを行いながら施工することとし、必要に応じてリチャージ工
法等の対策を行う。 

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。 

 

≪工事の完了後≫ 

【地下構造物の存在等に伴う地下水の水位及び流況の変化の程度】 

本事業における掘削工事では、山留壁の設置及び地下構造物の存在により、地下水流
の水位及び流況に影響を及ぼす可能性がある。 

既往資料調査及び現地調査結果を踏まえると、計画地で確認された帯水層は、計画地
周辺においても連続的かつ広範囲に分布しているものと想定される。これに対し、計画
建築物の地下構造物が占める範囲は計画地内のみの限定的なものである。帯水層の分布
範囲に比して、計画建築物の地下構造物範囲は十分に小さく、地下水は地下構造物を迂
回しながら流れると想定される。 

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
下構造物の存在等に伴う地下水の水位及び流況の変化の程度は小さいと考える。 
以上のことから、地下構造物の存在等により、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。 

 

【土地の改変に伴う地表面流出水量の変化の程度】 

現況と工事完了後における地表面流出量の変化の程度は、工事完了後の地表面流出量
は、現況と同程度になるものと考えられること、また、「品川区雨水流出抑制施設の設
置に関する指導要綱」に基づく地表面流出抑制施設（雨水貯留槽）を設置することから、
土地の改変に伴う地表面流出量の変化の程度は小さいと予測する。 

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。 

6. 日 影 ≪工事の完了後≫ 

計画建築物による日影は、日影規制のある地域において、日影規制ライン（敷地境界

線から 10m）を越えて 2.5 時間以上、かつ、日影規制ライン（敷地境界線から 5m）を越

えて 4 時間以上及んでいる。 

但し、日影が及ぶ規制地域は、今後、再開発等促進区を定める地区計画の地区整備計
画等の範囲となり、日影規制の適用除外となることから、計画建築物による日影時間は
日影規制の範囲内に収まる。 
また、計画地周辺地域への日影の影響を低減するため、高層棟を中央付近に配置した

計画としている。これにより、冬至日において、計画建築物による敷地境界線から外側
へ 5～10mの区域において 4時間以上の日影が生じる範囲及び敷地境界線から外側へ 10m
を超える区域において 2.5 時間以上の日影が生じる範囲は、概ね計画地北側の JR 東日
本東京総合車両センター内の限られた範囲である。また、特に配慮すべき施設等におけ
る日影となる時間数は、最大で約１時間であった。 
以上のことから、評価の指標とした「東京都日影による中高層建築物の高さの制限に

関する条例」に定める日影規制を満足するものと考える。 
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表 4-1(5) 環境に及ぼす影響の評価の結論 

項 目 評価の結論 

7. 電波障害 ≪工事の完了後≫ 

計画建築物により、地上デジタル放送については計画地西南西側、衛星放送については

計画地北東側及び北北東側において、テレビ電波の遮へい障害が生じると予測するが、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ことにより、テレビ電波障害の影響は解消すると考える。 

また、反射障害については、地域的な反射障害として図示するまでには至らない程度

と考える。 

以上のことから、評価の指標とした「テレビ電波の受信障害を起こさないこと」を満

足するものと考える。 

8. 風環境 防風対策を行わない場合、計画建築物の存在により領域 C(中高層市街地相当の風環

境)となる地点が計画地 A-1 敷地及び A-2 敷地間の区画道路沿い及び A-1 敷地内のデッ

キ上地点等において、5 地点生じると予測するが、植栽等による防風対策を講じること

により、領域 B(低中層市街地相当の風環境)となり、風環境は改善されると予測する。 

以上のことから、計画建築物の存在により、計画地周辺地域の風環境に変化はあるも
のの、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ものと考
える。 

9. 景 観 

 
≪工事の完了後≫ 

【主要な景観の構成要素の改変の程度及びその改変による地域景観の特性の変化の程度】 

計画地は、キャッツ・シアター、スポル及び鉄道関連施設等の商業・業務施設等によ
る市街地の景観特性を有しており、工事の完了後には、これらの施設は建て替えられ、
新たに計画建築物が出現するが、商業や業務施設等としての構成要素が改変されること
はない。 
また、大井町駅周辺は業務、ホテル及びマンション等の高層建築物が混在する地域で

あることから、工事の完了後には、地域景観の特性として大きな変化は生じないものと
考える。 
工事の完了後には、駅の拠点形成を支える業務、商業、住宅、宿泊機能等の多様な機

能を持つ建築物が建設されるとともに、多様な交通モード間の乗換えや周辺市街地への
移動を円滑にする重層的なデッキ、多種多様な活動や災害時の防災拠点として利用でき
る開放的な広場空間を整備する。また、回遊性のあるオープンスペースや建築物屋上に
は緑化が施されることにより、賑わいのある、まとまった緑の空間が創出される。 

なお、計画建築物の形態・デザイン・色彩の詳細については品川区と協議を行い、周
辺環境との調和を図る計画である。 
以上のことから、「品川区景観計画」や「大井町駅周辺地域まちづくり方針」に示さ

れている景観まちづくりの基本方針との整合は図られ、評価の指標を満足するものと考
える。 

 

【代表的な眺望地点からの眺望の変化の程度】 

近景域では視野に占める計画建築物の割合が比較的大きくなる地点が生じるが、隣接
して視認される建築物と相まって、新たな都市的な景観要素となり、大井町駅周辺地区
の新たな顔としての眺望景観を形成するものと考えられる。 
中景域～遠景域においては、殆どの地点で計画建築物は視野に占める割合は小さく、

眺望景観やスカイラインに大きな変化は生じないものと考えられる。 
以上のことから、代表的な眺望地点からの眺望については、「品川区景観計画」に示

されている景観まちづくりの基本方針との整合は図られ、評価の指標を満足するものと
考える。 
 

【圧迫感の変化の程度】 

圧迫感の指標である形態率は、現況と比較して最大 3.44ポイント程度増加するものと
考えられる。計画建築物の配置は敷地境界線から一定の距離をとり、計画建築物の色彩は
「品川区景観計画」に適合する色彩を用い、周辺環境に配慮する。計画地内には、高木等
による立体的な植栽を施すことにより、計画建築物による圧迫感の軽減に努める。 
以上のことから、圧迫感に対する軽減が図られ、評価の指標を満足するものと考える。 
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表 4-1(6) 環境に及ぼす影響の評価の結論 

項 目 評価の結論 

10. 史跡・文

化財 

≪工事の施行中≫ 

周知の埋蔵文化財包蔵地が計画地に含まれていることから、本事業の実施により影響

を受ける可能性がある。 

現状の計画地内には、既往の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ある。調査の方法・範囲については品川

区教育委員会と協議を行ったうえで確定する。 

なお、未周知の埋蔵文化財が存在する可能性について、掘削工事の着手前に品川区教

育委員会に確認を行う。 

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、品川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する。 

以上のことから、埋蔵文化財包蔵地の保存に支障は生じないことから、評価の指標を

満足するものと考える。 

11. 自 然 と

の触れ合い

活動の場 

≪工事の完了後≫ 

【自然との触れ合い活動の場による機能の変化の程度】 

本事業では、芝生や高木植栽等による緑豊かな広場を整備するとともに、地上部及び

歩行者デッキレベル及び建物屋上などに、立体的に植栽を配置することで、まとまりの

ある緑の空間を創出する。また、在来植生を基本とした樹種を植栽するなど、生物多様

性に配慮し緑化の充実を図ることで、計画地周辺の自然との触れ合い活動の場である

「しながわ中央公園」や「みどりの道」等につながる広域的なみどりのネットワークに

寄与する。 

広場に面した高架下には、周辺市街地からのアクセス性等を考慮した新たな歩行者ル

ートを整備することにより、計画地周辺の市街地や自然との触れ合い活動の場とのつな

がりを図る。 

さらに、人工地盤を含む立体的な植栽の生育に必要な基盤を確保し、適切な管理をす

ることで、緑豊かな広場空間の維持に配慮する計画である。 

この緑空間は、駅とまちが一体的に利用される歩行者ネットワークの結節点となり、

さらに賑わい拠点・防災拠点等としての広場としても活用されることから、計画施設の

利用者、就業者のみならず、地域住民にとっても利用しやすい自然との触れ合い活動の

場になると考える。 

以上のことから、計画地周辺市街地等とつながりのある緑豊か新たな自然との触れ合

い活動の場が創出されることから、評価の指標を満足するものと考える。 
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表 4-1(7) 環境に及ぼす影響の評価の結論 

項 目 評価の結論 

12. 廃棄物 ≪工事の施行中≫ 

【建設工事に伴う建設廃棄物及び建設発生土の排出量、再資源化量、再利用量及び処理・

処分の方法】 

・建設発生土の発生量 

建設発生土の発生量は、約 315,000m3と予測する。建設発生土は、受入機関の受入基準

への適合を確認したうえで場外搬出することにより適正に処理する計画とし、「建設リサ

イクル法」等の関係法令に示される事業者の責務を果たすことで、「東京都建設リサイク

ル推進計画」の目標値（88％）を達成するものと考える。 

・建設汚泥の発生量 

建設汚泥の発生量は、約 40,000m3と予測する。建設汚泥は、産業廃棄物として適正に処

理する計画であるが、「建設リサイクル法」等の関係法令に示される事業者の責務を果たす

ことで、「東京都建設リサイクル推進計画」の目標値（96％）を達成するものと考える。 

・建設工事に伴い生じる廃棄物の発生量 

建設工事に伴い生じる廃棄物の発生量は、約 7,770tと予測する。これらの建設廃棄物

は分別を徹底し、種類に応じて保管、排出、再利用促進及び不用材の減量等を図る等、「建

設リサイクル法」等の関係法令に示される事業者の責務を果たすことで、「東京都建設リ

サイクル推進計画」の目標値（アスファルト・コンクリート塊、コンクリート塊、建設発

生木材 99％、建設混合廃棄物 83％、建設廃棄物 98％）を達成するものと考える。なお、

これ以外の品目についても不要材の減量や分別の徹底に努める。 

 

≪工事の完了後≫ 

【施設の供用に伴う廃棄物の種類及び排出量、再資源量、再利用量及び処理・処分の方法】 

施設の供用に伴い事業系廃棄物が約 13,768kg/日発生するが、「廃棄物の処理及び清掃

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

等の法令等を遵守し、廃棄物を適正分別して保管場所の管理を徹底する等、関係法令に

示される事業者の責務を果たすことで、「品川区一般廃棄物処理基本計画(第 3 次)」に

示される資源化率の目標値（平成 34 年度（令和 4 年度））(31％)は達成するものと考え

る。 

13. 温 室 効

果ガス 

≪工事の完了後≫ 

施設の供用に伴う温室効果ガス排出量は約 20,820t-CO2/年、削減量は約 5,205t-CO2/

年、削減率は約 20.0％と予測する。設備システムの省エネルギー措置、効率化設備の省

エネルギー措置等により温室効果ガスの発生量の削減に努めることから、温室効果ガス

の排出抑制が図られるものと考える。 

以上のことから、｢地球温暖化対策の推進に関する法律｣、「環境確保条例」及び｢東京

都建築物環境配慮指針｣に示される「事業者の責務」の内容を満足するものと考える。 
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5. 調査計画書の修正の経過及びその内容の概要 

調査計画書審査意見書に記載された知事の意見、都民の意見及び周知地域区長の意見を勘案すると

ともに、事業計画の具体化に伴い、調査計画書の一部を修正した。その修正の概要は、表 5-1に示す

とおりである。 

表 5-1 調査計画書の修正の経過及びその内容 

修正箇所 修正事項 修正内容及び修正理由 
主なページ 

調査 
計画書 評価書案 

3.対象事業の 

内容の概略 

敷地面積 事業計画の具体化に伴い、敷地面積を

「約 30,700m2」から「約 29,430m2」に

変更した。 

1 １ 

6.対象事業の目的及び内容   

 6.1 事業の目的 計画地範囲 事業の具体化に伴い、計画地の範囲を

更新した。 
3 12 

6.2 事業の内容 計画地範囲 
事業の具体化に伴い、計画地の範囲を

更新した。 

5, 6, 7, 

10,11,13, 

14 

14,15,16, 

19,20,23, 

26 

建築計画 事業計画の具体化に伴い、A-1 敷地面

積を「約 23,600m2」から「約 22,340m2」、

A-2 敷地面積を「約 7,100m2」から「約

7,090m2」に変更した。 

9 18 

建物形状を変更した。 10,11 19,20 

発生集中交通量 事業の具体化に伴い、発生集中交通量

を「4,290 台/日」から「4,200 台/日」

に変更した。 

知事意見を踏まえ、関連車両台数の低

減に向けた取組を追記した。 

12 22 

歩行者動線計画 事業の具体化に伴い、計画地と区役所通

りとの歩行者動線を 3箇所増やした。 

また、建物形状を変更した。 

14 26 

緑化計画 事業の具体化に伴い、緑化計画を更新

した。 
15 27～31 

6.3 施工計画及び

供用の計画 

工事用車両の走

行ルート 

知事意見を踏まえ、工事用車両台数の

低減に向けた取組を追記した。 
17 35 

事業の具体化に伴い、計画地の範囲を

更新した。 
18 36 

8.環境に及ぼす影

響の内容及び程度

並びにその評価 

計画地範囲 

大気汚染、騒音・

振動、地盤、日影、

景観 

事業の具体化に伴い、計画地の範囲を

更新した。 

91,95,100, 

106,113,114 

59,130,196, 

235,295,296 

9.当該対象事業の実施が環境に影響を

及ぼすおそれがある地域を管轄する

特別区の名称及びその地域の町名 

事業の具体化に伴い、計画地の範囲を

更新した。 
123 382 
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6. 対象事業の目的及び内容 

6.1 事業の目的 

本地区は、JR 線・りんかい線・東急線の3 路線が結節する大井町駅に近接した交通利便性の高

い地区であるとともに、品川区役所等の行政機能が集積する、品川区の中心的な拠点となっている。

一方で、大井町駅周辺はゆとりのある歩行者空間や歩行者滞留空間が不足しているほか、周辺道路

との高低差や鉄道軌道による周辺市街地との分断、災害時避難可能な大規模オープンスペースの不

足、憩いの空間や緑の不足などの課題を抱えており、時代のニーズに応じた複合的な土地利用への

転換によって、まちの課題へ取り組むことが求められている。 

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

拠点域南部に位置付けられ、業務、商業、宿泊、文化等が集積した、中心部の業務機能を支える拠

点形成がまちの将来像として示されている。また、「新しい都市づくりのための都市開発諸制度活

用方針」（平成31年3月改定 東京都）では中枢広域拠点として活力とにぎわいの拠点地区として、

地域の活力やにぎわいを生み出す機能集積を誘導し、生活や就業の場として、地域における拠点性

を高めていくと掲げられている。この他、「品川区まちづくりマスタープラン」（平成25年2月 品川

区）では都市活性化拠点として位置付けられており、業務、商業、居住、交流、宿泊等、都市機能

の導入・強化を進めるとされている。 

また、「大井町駅周辺地域まちづくり方針」（令和2年11月 品川区）においては、大井町駅周辺地

域の中で先行的にまちづくりを牽引していく広町地区に位置付けられており、大規模土地利用転換

による新たな都市機能の集積に加え、区庁舎再編と連携し区の中心核としてふさわしい複合拠点を

形成すること、駅周辺では重層的な歩行者ネットワークの整備とあわせた土地の高度利用を図るこ

と、駅とまちが一体的に利用される交通結節拠点の形成、既成市街地と交通機能を相互につなぐ歩

行者ネットワーク形成などが整備方針として示されている。（図6.1-1(1),（2）参照） 

広町地区のまちづくりについては、平成30年7月に品川区と事業者の間で「広町地区におけるま

ちづくりの推進に関する協定書」を締結し、土地再編をイメージした都市基盤や施設規模、周辺地

区とのまちづくりの連携などについての共同検討が進められている。より具体的な検討のため、そ

れぞれの敷地を想定する必要があることから、土地の利用区分や土地再編を行うための事業手法等

について合意形成が進められる予定であり、事業手法については、再開発等促進区を定める地区計

画と土地区画整理事業の適用が検討の基本的な方針として予定されている。 

これらの課題と位置付けを背景とし、本地区では、広町地区内の先行事業として、多様な都市機

能を備えた複合拠点の整備、交通広場や多層かつ多方面からの人の動線を縦方向につなぐアーバン

クロス、歩行者ネットワーク形成等による交通結節機能の強化、行政機能や既存公園と連携した地

域防災力の強化、みどりとオープンスペースが連続する高質な都市空間の形成により、個性豊かな

魅力と賑わいのある区の中心核にふさわしい複合市街地の形成を図る。 
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資料：「大井町駅周辺地域まちづくり方針」（令和2年11月 品川区） 

 

図6.1-1(1) 大井町駅周辺地域まちづくり方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「大井町駅周辺地域まちづくり方針」（令和2年11月 品川区） 

 

図6.1-1(2) 計画地及び広町地区の整備方針 
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6.2 事業の内容 

6.2.1 位置及び概況 

計画地は、図 6.2-1(1)、(2)及び写真 6.2-1に示すとおり、品川区広町二丁目に位置している。

南側には特例都道鮫洲大山線（区役所通り）が通る区域である。南東側には JR 京浜東北線、東

京臨海高速鉄道りんかい線、東急大井町線の「大井町駅」が位置しており、西側には品川区役所

が存在する。 

計画地周辺の主要な道路としては、特例都道鮫洲大山線（区役所通り）、特別区道Ⅱ-3号（区

役所通り）、特別区道Ⅱ-29号（ゼームス坂通り）、特別区道Ⅴ-19号（立会道路）、及び特別区道

Ⅴ-22号（三間通り）が位置している。 

計画地には、現在、キャッツ・シアター、スポル、興行施設及び鉄道関連施設等があり、周辺

には、官公庁施設、専用工場、倉庫・運輸関係施設等がある。 

計画地を含む「大井町駅周辺地域まちづくり方針」に定められた広町地区では公共施設の整備

改善と宅地の利用増進を一体的に行うため、土地区画整理事業による区画再編及び道路基盤整備

が行われる予定である。区画再編後は各街区の土地利用の方針検討熟度に合わせて段階的な開発

が行われる予定であり、計画地は区画再編後のA街区（A-1敷地及びA-2敷地）に該当する。（図6.2-2

参照） 

計画地は、第一種住居地域及び準工業地域に指定されており、周辺は、第一種住居地域、商業

地域及び準工業地域に指定されている。 
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図 6.2-1(1) 計画地位置図 
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図 6.2-1(2) 計画地現況図 
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写真 6.2-1 航空写真 縮尺 1:10,000 

 

 

写真 6.2-1 計画地付近の空中写真 
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6.2.2 事業の基本方針 

本事業の整備の基本方針は、以下に示すとおりである。 

 

(1) 土地利用の方針 

・大規模土地利用転換による新たな都市機能の集積に加え、将来的な区庁舎再編と連携し区の中

心核としてふさわしい複合拠点を形成する。 

・周辺市街地との調和を図りながら、駅周辺では重層的な歩行者ネットワークの整備とあわせた

土地の高度利用を図る。 

・A-1 敷地には駅の拠点形成を支える業務、商業、住宅、宿泊機能等の多様な機能を導入すると

ともに多様な交通モード間の乗換えや周辺市街地への移動を円滑にする重層的な歩行者デッ

キを整備し、大井町駅の拠点性及び交通結節機能の強化を図る。 

・A-2 敷地は、賑わいと潤いのある緑豊かな広場を配置し、災害時には行政機能や既存公園と連

携した防災拠点として活用する。 

 

(2) 駅とまちが一体となるまちづくり 

・多様な交通モード間の乗換えや周辺市街地への移動を円滑にするため、地上部及びデッキレベ

ルに重層的な歩行者ネットワークを形成し、駅とまちが一体的に利用される交通結節拠点を形

成する。 

 

(3) 公共施設等の整備の方針 

・地上部及びデッキレベルに駅前歩行者広場及び歩行者専用通路を整備し、重層的な歩行者ネッ

トワークを形成する。歩行者専用通路の整備にあたっては、地上の自動車交通と分離された安

全で快適な歩行空間の確保及び連続的なバリアフリー環境の確保に配慮する。 

・豊かなみどりを備えた賑わい拠点の形成及び災害時の防災拠点形成のため、広場を整備する。 

 

(4) 環境負荷の低減 

・省エネルギーや低炭素への取り組みとして、熱負荷の低減・高効率な設備システムの導入を図

るなど、環境性能の高い建築物を整備する。 
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6.2.3 事業の基本計画 

(1) 配置計画 

計画建築物の配置計画は、図 6.2-2に示すとおりである。計画建築物の断面図は、図 6.2-3に

示すとおりである。 

計画建築物は、特例都道鮫洲大山線（区役所通り）沿いに、A-1 敷地には、オフィス棟及び住

宅・ホテル棟を配置し、業務・宿泊・住宅・商業・駐車場等を計画している。また、A-2 敷地に

は、商業・駐車場等や上部には広場空間を計画している。 

 

(2) 建築計画 

建築計画の概要は、表 6.2-1に示すとおりである。 

A-1 敷地の敷地面積は約 22,340m2、最高高さは約 114m、延床面積は約 250,000m2であり、主要

な用途は、業務、宿泊、住宅、商業、駐車場等である。住宅の戸数は約 300 戸、駐車場は約 390

台を整備する計画である。 

A-2 敷地の敷地面積は約 7,090m2、最高高さは約 17m、延床面積は約 9,000m2であり、主要な用

途は、商業、駐車場等である。駐車場は約 110台を整備する計画である。 

完成イメージを図 6.2-4に示す。 

 

表 6.2-1 建築計画の概要 

項  目 
A-1 敷地 

A-2 敷地 
オフィス棟 住宅・ホテル棟 

敷地面積 
約 22,340m2 約 7,090m2 

約 29,430m2 

延床面積 
約 250,000m2 約 9,000m2 

合計 259,000m2 

最高高さ 約 114m 約 107m 約 17m 

主要用途 業務・商業・駐車場等 
宿泊、住宅・商業・

駐車場等 
商業、駐車場等 

階  数 地下 4 階  地上 23 階 地下 2 階 地上 26 階 地下 1 階 地上 3 階 

構  造 
鉄筋コンクリート造、鉄骨造、 

鉄骨鉄筋コンクリート造 

鉄骨造、鉄骨鉄筋コ

ンクリート造 

住宅戸数 － 約 300 戸 － 

駐車台数 
約 390 台 約 110 台 

合計 約 500 台 

注）本事業計画の概要は、現時点におけるものであり、今後関係機関等との協議等により、変更す
る可能性がある。最高高さは、現段階における A-1 敷地の平均地盤面 T.P.+8.5m、A-2 敷地の平
均地盤面 T.P.+9.7m からの高さを示す。 
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図 6.2-2 配置計画図 
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図 6.2-3 断面図 
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図 6.2-4（1）完成イメージ（A-2敷地南西側から A-1敷地方向） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.2-4（2）完成イメージ（A-1敷地東側から A-2敷地方向） 
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(3) 発生集中交通量及び自動車動線計画 

工事の完了後に計画建築物に出入りする自動車の主な走行経路(走行ルート)は、図 6.2-5に示

すとおりである。また、発生集中交通量は、「大規模開発地区関連交通計画マニュアル（改訂版）」

（平成26年6月 国土交通省都市局都市計画課）等に基づき、表6.2-2に示すとおり平日約4,200

台/日と想定した。 

なお、交通処理計画については、今後、現況交通量や将来予測交通量等を踏まえて、道路管理

者及び交通管理者等の関係機関との協議を行い決定するものとする。 

また、計画建築物の施設従事者に対しては、公共交通機関を使用するように要請するとともに、

施設来訪者に対しては、施設ホームページやフロアガイド等に、公共交通機関の利用を促す旨を

記載し、関連車両台数の低減に努める。 

表6.2-2 発生集中交通量(関連車両交通量) 

単位：台/日 

 平日 

発生集中交通量 

(関連車両交通量) 
約4,200台 

 

 

(4) 駐車場計画 

駐車場は、A-1 敷地、A-2 敷地それぞれの地下階に自走式駐車場を配置する計画である。駐車

場の台数は、表 6.2-3 に示すとおりであり、「東京都駐車場条例」（昭和 33年 10月東京都条例第

77号）等に基づく付置義務台数を満足する約 500台を確保する計画である。 

駐車場の主な出入口は、区画道路 1号に面して設ける計画であり、A-1敷地、A-2敷地とのネッ

トワークは、地下で接続させることにより形成し、円滑な運行計画を図る。 

駐車場の換気は、機械による強制排気方式を採用する計画であり、排気口の設置位置は、図

6.2-6に示すとおりである。 

なお、防災対策として、自動火災報知設備・非常警報設備・非常照明設備・消火設備等を「消

防法」（昭和 23年 7月法律第 186 号）に準拠して整備し、安全には十分な配慮を行う。 

表 6.2-3 駐車場計画 

項 目 A-1 敷地 A-2 敷地 

駐車台数 約 390 台 約 110 台 
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図 6.2-5 

関連車両の主な走行ルート 
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図 6.2-6 

駐車場の排気口の位置 
図 6.2-6 駐車場の排気口の位置 



 

- 24 - 

(5) 歩行者動線計画 

歩行者の動線計画は、図 6.2-7に示すとおりである。 

歩行者動線は、3 階デッキ上などに歩行者ネットワークを整備するとともに、2 階にも周辺と

つながる回遊性に優れた歩行者動線を整備する。歩行者の敷地内主要歩行者動線は、図 6.2-7に

示すとおりである。 

また、計画地南側の高架下には、周辺市街地からのアクセス性等を考慮した、新たな歩行者ルー

トを計画する。 
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図 6.2-7 歩行者動線計画 
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(6) 緑化計画 

緑化計画は図6.2-8に、緑化のイメージは、図6.2-9に示すとおりである。 

緑化計画は、東京都の「東京都再開発等促進区を定める地区計画運用基準」（令和3年3月 東京

都都市整備局）及び「品川区みどりの条例」（平成6年3月品川区条例第19号）に基づき、表6.2-4

に示す地上部約3,074m2、屋上部約4,677m2、合計約7,751m2の緑化空間を創出する計画である。 

計画地は、図 6.2-10 に示す水とみどりのネットワーク構想の中で「みどりの拠点」であるし

ながわ中央公園や大井町緑地児童遊園等に近接し、「みどりの道」に面しており、A-2敷地に賑わ

いと潤いのある芝生や高木等の緑豊かな大規模な広場空間を、地区内外の居住者・就業者の憩

い交流の場として整備すること、建物屋上や歩行者動線であるデッキ上に緑化を行うことにより、

生物多様性に配慮した広域的なみどりのネットワークに寄与する。これにより、ヒートアイラン

ド対策にも配慮した計画とする。 

樹種の選定にあたっては、「植栽時における在来種選定ガイドライン」(平成 26年 5月 東京

都環境局)等を基本として、周辺環境とつながる植栽樹種の選定を行うとともに、人工地盤にお

いても植栽の生育に必要な生育基盤の確保や管理手法についても、適切に選定する計画とする。 

表 6.2-4 計画緑化面積及び必要緑化面積 

区 分 地上部 屋上部 合計 緑化率 

必要緑化面積 約 3,806m2 約 3,847m2 約 7,653m2 40％ 

計画緑化面積 約 3,074m2 約 4,677m2 約 7,751m2 40.5％ 

注1) 緑化面積の算出方法は、「東京都再開発等促進区を定める地区計画運用基準」（令和3年3月 

東京都都市整備局）に基づく「都市開発諸制度緑化計画チェックシート」によった。 

【必要緑化面積】 

地上部緑化＝（敷地面積29,930m2-建築面積20,414.59m2）×0.4 

屋上部緑化＝屋上の利用可能部分の面積9,617.59m2×0.4 

注2) 緑化率は「東京都再開発等促進区を定める地区計画運用基準」（令和3年3月 東京都都市

整備局）に基づく値。 

【緑化率】 

緑化率＝（地上部の緑化面積+建築物上の緑化面積）／（（敷地面積-建築面積）+（屋上の

うち建築物の管理に必要な施設に係る部分を除いた面積）） 

＝7,751m2／（（29,930m2-20,414.59m2）+9,617.59m2）) 

※敷地面積は、地区計画に含まれる別敷地上部（デッキ部）の面積を含む値。 

注3)「品川区みどりの条例」に基づく緑化面積は、「都市開発諸制度緑化計画チェックシート」

に基づく面積と同等を確保する計画である。 
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図 6.2-8(1) 緑化計画図 

注） 

 

注）道路と面する地上部（T.P.+11.3m）。 



 

- 28 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.2-8(2) 緑化計画図 
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図6.2-9 緑化のイメージ（A-2敷地南西側からA-1敷地方向） 
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資料：「大井町駅周辺地域まちづくり方針」（令和2年11月 品川区） 

 

図 6.2-10 計画地と周辺の緑のネットワーク 



 

- 31 - 

(7) 給排水計画 

上水は、東京都水道局より供給を受け、汚水・雨水ともに、公共下水道に放流する計画である。 

直接放流量を超える汚水排水は、地下ピットに汚水排水調整槽を設置して夜間放流を行い、公

共下水道への昼間の排水負荷の軽減を図る計画である。なお、汚水貯留槽の設置に当たっては、

東京都の「建築物における排水槽等の構造、維持管理等に関する指導要綱」（昭和 61 年 6 月 61

清環産第 77 号）（ビルピット対策指導要綱）、「ビルピット臭気対策マニュアル」（平成 24年 3月 

東京都）及び「ビルの新築に伴う地下排水槽（ビルピット）設計の手引き」（平成 31年 1月 東

京都ビルピット問題連絡協議会）などの関係法令に基づき、適切な設置・維持管理を行う計画と

する。 

また、雨水排水は、「東京都雨水貯留・浸透施設技術指針」（平成 21 年 2 月 東京都総合治水

対策協議会）、「品川区雨水流出抑制施設の設置に関する指導要綱」（平成 25年 3月区長決定要綱

第 69号）、「水の有効利用促進要綱」（平成 15年 7月 15都市政広第 122号）などの関係法令に基

づき、雨水貯留槽を地下ピットに設置し、雨水の流出抑制を図るとともに、雨水の一部及び厨房

排水などの中水利用を行う予定である。 

 

(8) 熱源計画 

本事業は、中央熱源を計画し、エネルギー利用の効率化、エネルギー消費量の削減、温室効果

ガス排出量などの環境負荷の低減を図り、都市の低炭素化を推進する計画である。また、業務、

ホテル、商業を有する複合用途施設であり、各用途の熱負荷パターンが違うことが予想されるの

で、様々な運転パターンを選択できるような熱源機器を選定し、熱源効率の向上を図る。 

熱源は、電力と都市ガスの併用方式を予定しており、エネルギーの二重化を図り、効率的な熱

源システムを採用する。 

また、空調・換気設備、照明設備等については、省エネシステムの採用、高効率機器の導入等

により、エネルギー消費量及び温室効果ガス排出量の削減等を図り、環境負荷の低減に努める。 

 

(9) 廃棄物処理計画 

建設工事に伴って発生する廃棄物は、土工事等では残土、汚泥等が、躯体工事ではコンクリ

ート塊、鉄筋、木材等が、仕上工事等では梱包材、金属類、石膏ボード、木材等が考えられる。

これら建設廃棄物については、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成 12 年 5

月法律第 104 号）、「東京都建設リサイクル推進計画」（平成 28年 4月 東京都）等に準拠して、

分別解体、不要材の減量及び再資源化の促進に努めるとともに、関係法令に基づき適正な処

理・処分を行う。 

工事の完了後の各施設から発生する一般廃棄物のごみ保管施設については、「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 月品川区条例第 24 号)に準拠して、資源保管場

所や作業場所の基準を満足するよう適切に設置する。 

なお、計画地内の既設建築物の解体並びに廃棄物処理については、現在の建物所有者により行

われるが、その際、石綿含有建材の使用状況、廃 PCBの状況について調査・確認を行い、使用が

確認された場合には、建物所有者が関係法令に基づき適切に処理等を行う。  
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6.3 施工計画及び供用の計画 

6.3.1 施工計画 

(1) 工事工程 

本事業に係る全体工事期間は、表 6.3-1 に示すとおりであり、2022 年度（令和４年度）から

2025年度（令和７年度）を予定している。 

表6.3-1  工事工程表 

 2022 年度 

(令和 4 年度) 

2023 年度 

(令和 5 年度) 

2024 年度 

(令和 6 年度) 

2025 年度 

(令和 7 年度) 

仮設工事                 

土工事関連工事                 

躯体工事（地下、地上）                 

設備、仕上工事（外部、内部）                 

外構工事                 

注）  は A-1 敷地の工事、  は A-2 敷地の工事。 

 

(2) 施工方法の概要 

1) 仮設工事 

準備工事として、計画地の外周に防音壁を兼ねた鋼製仮囲い（高さ＋3.0ｍ）の設置、仮設

建設事務所の設置等を行う｡ 

 

2) 土工事 

山留工事、掘削工事を行う。土留には、遮水性・剛性の高い山留壁（ＳＭＷ）を用いる計画

である。山留壁は、計画地周辺の地下水位低下と地盤沈下を防止するため、A-1敷地において、

透水性の低い難透水層（T.P.-約20ｍ）まで構築するとともに、掘削に際しては周辺の地下水

位や地盤高のモニタリングを行いながら掘削を行う。地中障害物が存在する部分は、ケーシン

グにより先行掘削し､撤去する｡ 

また､A-1敷地の工事は掘削深さが深く、その面積が広いことから、工期の短縮や工事の安全

性の確保を図り､計画地及び周辺への工事による影響を最小限にするため逆打工法を採用する。

この工法は掘削と並行して地下躯体を地上側から地下側に向かって構築するものであり、構築

した部分を山留壁の支保工としてその変形を抑制し、周辺地盤への影響を低減するものである。 

掘削は、A-1 敷地では地表面より T.P.-約 17m まで、A-2 敷地では T.P.-約 7m まで行う。掘

削工事には、バックホウを使用し、発生土はクラムシェルを用いてダンプトラックに積み込ん

で場外に搬出する。A-2敷地は、掘削深さが浅いため、法切り掘削とする。 

ダンプトラックのタイヤ等に付着した泥土等が場外に飛散しないよう、出入口付近への洗車

設備の設置等を行う。また、掘削工事等に伴い発生する濁水は、沈砂槽等により「東京都下水道

条例」（昭和 34年 12月東京都条例第 89号）に定める下水排除基準以下に処理を行った後、公共

下水道に放流する。 

 

3) 躯体工事 

A-1敷地では、逆打工法の採用により､地下躯体工事中に地上の鉄骨建方､鉄筋コンクリート工

事を開始する｡鉄骨はクローラークレーン、タワークレーン等を用いて建方を行い、床版・外壁

を順次構築し、上階へ工事を進める。また、落下物対策として、鉄骨の周りにネットを張るとと
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もに、歩道等には必要に応じて防護構台を設置する。 

地下躯体その他工事は、計画建築物の躯体を 1 階より順次地下の下層階に向けて構築する｡

各階の構築は､柱･梁の鉄骨取付後､鉄筋組立､型枠の建込みを行い､コンクリートを打設する｡ 

 

4) 設備工事 

躯体工事の進捗状況に応じて、給排水工事、空調工事、電気工事を行う。 

 

5) 仕上工事 

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

建物内の仮設エレベーター等を使用する。また、仕上工事で使用する塗料について、低ＶＯＣ

塗料を使用する。 

 

6) 外構工事 

構内道路工事、建築物周辺の植栽工事等を行う。外構工事については躯体工事または仕上工

事完了後に適宜実施する。 

 

(3)建設機械及び工事用車両 

1) 建設機械 

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

低騒音型建設機械の積極的な採用と、不要なアイドリングの防止、効率的な施工計画の立案に

努める等、環境負荷の削減に努める方針である。施工に際しては、計画地の外周に防音壁を兼

ね備えた鋼製仮囲いを設置し、防犯対策及び安全対策（一般人の侵入防止・資材の飛散防止）

を実施する。 

なお、工事内容と工事に使用する主な建設機械は、表 6.3-2に示すとおりである。 

 

表6.3-2 工事の種類と主な建設機械 

工事の種類 主な建設機械 

仮設工事 バックホウ、ラフタークレーン、トラック等 

土工事関連工事 
杭打機、アースドリル掘削機、クローラークレーン、ラフタ ー

クレーン、3軸掘削機、バックホウ、クラムシェル等 

躯体工事（地下、地上） クローラークレーン、ラフタークレーン、タワークレーン等 

設備、仕上工事（外部、内部） 工事用エレベータ、クレーン車、トラック等 

外構工事 バックホウ、ダンプトラック等 
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2) 工事用車両の走行ルート 

工事用車両の主な走行ルートは、図6.3-1に示すとおりである。工事用車両の出入り口は、

特例都道鮫洲大山線（区役所通り）からの出入りを想定している。 

工事用車両の走行に際しては、制限速度の遵守、不要なアイドリングの防止、過積載や荷

台からの土砂の落下の防止に努める等、環境負荷の削減に努める方針である。 

また、工事作業員の通勤に際しては、公共交通機関を利用するよう指導するとともに、工

事用車両による搬出入が集中しないよう、計画的かつ効率的な運行管理を行い、工事工程の

平準化に努める。 

 

6.3.2供用の計画 

本事業の計画建築物の供用は、令和 7年度を予定している。 
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6.3.2 供用の計画 

(1) 供用の時期 

本事業に係る全体工事期間は 2021年度から 2034年度を予定しており、段階的に供用・使用を

開始していく予定である。 

 

(2) 施設の供用 

本事業の計画建築物の規模は、計画地面積約 174,700m2、延床面積約 532,200m2であり、計画地

の北側にラグビー場棟、中央に複合棟 A、複合棟 B、文化交流施設棟、野球場棟及び球場併設ホ

テル棟、南側に事務所棟を配置する計画である。 

主要な用途は、ラグビー場棟はラグビー場、複合棟 Aはオフィス及び商業、複合棟 Bは宿泊施

設及びスポーツ関連施設、文化交流施設棟は商業、野球場棟及び球場併設ホテル棟は野球場及び

宿泊施設、事務所棟はオフィス及び商業として計画している。また、計画地東側の緑地（図 6.2-3

参照）については既存のみどりを活用した憩いの空間として整備する。 

なお、計画地の中央に広場を配置するとともに、計画地内にある新宿区道の一部を付け替える

計画である。 

 

図 6.3-1 

工事用車両の主な走行ルート 
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6.4 環境保全に関する計画等への配慮の内容 

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

本計画」等がある。環境保全に関する計画等への配慮事項は、表 6.4-1(1)～(10)に示すとおりであ

る。 

表 6.4-1(1) 環境保全に関する計画等への配慮の内容 

計画等の名称 計画等の概要 本事業で配慮した事項 

「未来の東京」戦略ビジョ

ン 

(令和元年 12 月 東京都) 

・誰もが集い、支え合う居場所・コミュ

ニティが至る所に存在する東京 

・水と緑を一層豊かにし、ゆとりと潤い

のある東京 

・災害の脅威から都民を守る強靭で美し

い東京 

・高度な都市機能を維持・更新し、人が

集い、憩う東京 

・スポーツが日常に溶け込んでいる、ス

ポーツフィールド・東京 

・緑とオープンスペースを創出し、あらゆる人

が気軽に使えるパブリックスペースの充実

性をさらに高め、思わず立ち寄りたくなるよ

うな活気ある交流拠点を形成する。 

・計画建築物は耐火性・耐震性の高い建築物と

することでまちづくりに寄与する計画とす

る。また、帰宅困難者の一時避難場所として

施設の一部等を開放するとともに、防災備蓄

倉庫等を設ける。 

・土地の高度利用と多様な都市機能（業務、商

業、宿泊、住宅等）の導入により魅力ある新

しい複合市街地を形成する。 

ゼロエミッション東京戦略 

(令和元年 12 月 東京都) 

2050年までに「世界のCO2排出実質ゼロ

に貢献する「ゼロエミッション東京」の実

現を目指す」という東京都のビジョンを明

確にするとともに、その実現に向けたアク

ションを起こしていくための戦略。 

今後、東京都が実行すべき具体的取組と

ロードマップを示している。 

・業務、商業、宿泊施設等で利用する熱源につ

いては極力集中化を図り、効率的なエネル

ギーシステムを採用により、省エネルギーに

努める。 

・ヒートアイランド対策を推進するため、本事

業により整備する広場の緑化や屋上空間等

の緑化により、緑の空間を創出する。 

都市づくりのグランドデザ

イン－東京の未来を創ろう

－ 

（平成 29年 9 月） 

計画地は、国際的なビジネス・交流機能

や業務・商業などの複合機能を有する「中

枢広域拠点域」のうち、国際的なビジネ

ス・交流機能の強化とその持続的な更新が

図られている「国際ビジネス交流ゾーン」

に該当する。 

2040年代の将来像の実現に向けて、以下

の取組を進めている。 

・様々な主体の参画・連携による都市づ

くり 

・ 計画や方針の策定等による政策誘導型

の都市づくり 

・ 分野横断の考えに基づくプロジェクト

型の都市づくり 

・未来を担う次世代に引き継ぐ 

・土地の高度利用と多様な都市機能（業務、商

業、宿泊、住宅等）の導入により魅力ある新

しい複合市街地を形成する。 

・緑とオープンスペースを創出し、あらゆる人

が気軽に使えるパブリックスペースの充実

性をさらに高め、思わず立ち寄りたくなるよ

うな活気ある交流拠点を形成する。 

東京の都市づくりビジョン

（改定）－魅力とにぎわい

を備えた環境先進都市の創

造－ 

（平成 21年 7 月） 

計画地及びその周辺は、「センター・コ

ア再生ゾーン」に区分されており、以下の

ゾーン戦略を掲げている。 

・国際的なビジネスセンター機能の強化

と魅力や活力のある拠点の形成 

・世界で最も環境負荷の少ない都市づく

りの推進 

・緑に囲まれ、水辺と共存した都市空間

の創出 

・歴史と文化を生かした都市空間の形成 

・都市を楽しむ都心居住の推進 

・土地の高度利用と多様な都市機能（業務、商

業、宿泊、住宅等）の導入により魅力ある新

しい複合市街地を形成する。 

・業務、商業、宿泊施設等で利用する熱源につ

いては極力集中化を図り、効率的なエネル

ギーシステムを採用により、省エネルギーに

努める。 

・緑とオープンスペースを創出し、あらゆる人

が気軽に使えるパブリックスペースの充実

性をさらに高め、思わず立ち寄りたくなるよ

うな活気ある交流拠点を形成する。 
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表 6.4-1(2) 環境保全に関する計画等への配慮の内容 

計画等の名称 計画等の概要 本事業で配慮した事項 

都市計画区域の整備、開発

及び保全の方針（都市計画

区域マスタープラン） 

（平成 26年 12 月） 

計画地は、「センター・コア再生ゾーン」

に区分されており、その将来像は以下のと

おりである。 

・国際的なビジネスセンター機能の強化

と魅力や活力ある拠点の形成 

・都市を楽しむ良質な居住環境の創出 

・世界で最も環境負荷の少ない都市の実

現 

・水と緑の回廊で包まれた都市空間の創

出 

・歴史と文化をいかした都市空間の形成 

 

・土地の高度利用と多様な都市機能（業務、商

業、宿泊、住宅等）の導入により魅力ある新

しい複合市街地を形成する。 

・計画建築物は耐火性・耐震性の高い建築物と

することでまちづくりに寄与する計画とす

る。また、帰宅困難者の一時避難場所として

施設の一部等を開放するとともに、防災備蓄

倉庫等を設ける。 

・業務、商業、宿泊施設等で利用する熱源につい

ては極力集中化を図り、効率的なエネルギーシ

ステムを採用により、省エネルギーに努める。 

・緑とオープンスペースを創出し、あらゆる人

が気軽に使えるパブリックスペースの充実

性をさらに高め、思わず立ち寄りたくなるよ

うな活気ある交流拠点を形成する。 

東京都環境基本計画 

（平成 28年 3 月） 

「東京都長期ビジョン」において示した

環境政策をさらに進化・発展させ、東京

2020オリンピック・パラリンピック競技大

会とその後を見据え、環境政策と経済成長

を両立させた「世界一の環境先進都市・東

京」の将来像やこれを目指した政策展開を

明らかにするため、新たな環境基本計画を

策定している。 

新たな計画の位置付けとして、 

・東京2020大会を契機に、持続可能な都

市実現への取組をレガシーとして継承 

・都の総力を挙げて取り組むとともに、

都民、事業者等と連携して政策展開 

を掲げている。政策展開の視点は、最高

水準の都市環境の実現、サステナビリ

ティ、連携とリーダーシップとし、政策の

柱として以下の5つを挙げている。 

・スマートエネルギー都市の実現 

・3R・適正処理の促進と「持続可能な資

源利用」の推進 

・自然豊かで多様な生きものと共生でき

る都市環境の継承 

・快適な大気環境、良質な土壌と水循環

の確保 

・環境施策の横断的・総合的な取組 

・業務、商業、宿泊施設等で利用する熱源につい

ては極力集中化を図り、効率的なエネルギーシ

ステムを採用により、省エネルギーに努める。 

・供用後に発生する廃棄物については、発生量

の削減と資源ごみの分別回収を徹底し、資源

の有効利用及び廃棄物の減量化を図る。 

・緑とオープンスペースを創出し、あらゆる人

が気軽に使えるパブリックスペースの充実

性をさらに高め、思わず立ち寄りたくなるよ

うな活気ある交流拠点を形成する。 

・生物多様性に配慮し計画地でまとまった緑の

空間を整備することに加え、デッキ上や屋上

を活用して緑のネットワークを形成するこ

とで、計画地周辺の緑のネットワークとつな

がりのある生物生息空間の保全・再生に寄与

する計画とする。 

・ヒートアイランド対策を推進するため、本事

業により整備する広場の緑化や屋上空間等

の緑化により、緑の空間を創出する。 

・建設機械は、可能な限り最新の排出ガス対策

型建設機械の採用に努める。 

・建設機械は、可能な限り低騒音型の建設機械

を使用する。 

・工事の施行中に、新たな汚染土壌が確認され

た場合には、適切な土壌汚染対策を行う。 

東京都住宅マスタープラン 

（平成 29年 3 月） 

都の住宅政策である「生涯にわたる都民

の豊かな住生活の実現」と「まちの活力・

住環境の向上と持続」が目指す方向に沿っ

て、以下の8つの目標を設定し、その実現

に向けて取り組む。 

・住まいにおける子育て環境の向上 

・高齢者の居住の安定 

・住宅確保に配慮を要する都民の居住の

安定 

・良質な住宅を安心して選択できる市場

環境の実現 

・安全で良質なマンションストックの形

成 

・都市づくりと一体となった団地の再生 

・災害時における安全な居住の持続 

・活力ある持続可能な住宅市街地の実現 

・土地の高度利用と多様な都市機能（業務、商

業、宿泊、住宅等）の導入により魅力ある新

しい複合市街地を形成する。 

・計画建築物は耐火性・耐震性の高い建築物と

することでまちづくりに寄与する計画とす

る。また、帰宅困難者の一時避難場所として

施設の一部等を開放するとともに、防災備蓄

倉庫等を設ける。 
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表 6.4-1(3) 環境保全に関する計画等への配慮の内容 

計画等の名称 計画等の概要 本事業で配慮した事項 

緑の東京計画 

（平成 12年 12 月） 

おおむね50年後における東京の緑の望

ましい将来像を見据えて、取り組むべき緑

づくりの目標と施策の方向などを明らか

にしている。 

ゾーン別施策の展開として、都心ゾーン

では、既成市街地の再開発などにより生み

出される公開空地の効果的な確保による

緑地の創出、建物の建替え時などの屋上緑

化の推進、都市内河川などの公共空間の緑

化の推進を主な施策の方向としている。 

・緑とオープンスペースを創出し、あらゆる人

が気軽に使えるパブリックスペースの充実

性をさらに高め、思わず立ち寄りたくなるよ

うな活気ある交流拠点を形成する。 

・A-2 敷地に大規模な広場空間を整備し、緑の

質と量を高める。 

・芝生や高木植栽等による緑豊かな広場を整備

し、さらに地上部及び歩行者デッキレベルだ

けではなく、建物屋上などに、立体的に植栽

配置することで、緑視率の高い緑豊かなまと

まりのある広場空間を創出する。 

・生物多様性に配慮し計画地でまとまった緑の

空間を整備することに加え、デッキ上や屋上

を活用して緑のネットワークを形成するこ

とで、計画地周辺の緑のネットワークとつな

がりのある生物生息空間の保全・再生に寄与

する計画とする。 

・今後、樹木の新植を行う場合には、「植栽時

における在来種選定ガイドライン」（平成 26

年５月 東京都環境局）等を参考に選定する

計画である。 

みどりの新戦略ガイドライ

ン（平成 18年 1 月） 

東京にみどりの拠点と軸を形成し、みど

り豊かな風格都市・東京を実現していくた

め、公共や民間によるみどりづくりを誘導

していく指針として策定しており、みどり

づくりの目標として、以下の3つを掲げて

いる。 

・将来（2025年）のみどりの量の目標を

示す（区部の目標は現況のみどり率を2

割増）。 

・東京のみどりの質の向上を図る。 

・東京にみどりの拠点と軸を示し、みど

りのネットワークの形成をめざす。と

りわけ、都市施設を骨格として、周辺

のまちづくりと一体となった「環境軸」

を形成し、快適な都市環境を創出する。 

東京が新たに進めるみどり

の取組（令和元年 5 月） 

都市づくりのグランドデザインで掲げ

た「東京の緑を、総量としてこれ以上減ら

さない」ことを目標とする。また、東京が

新たに進めるみどりの取組として4 つの

方針と主要施策を設定している。 

・拠点・骨格となるみどりを形成する 

・将来にわたり農地を引き継ぐ 

・みどりの量的な底上げ・質の向上を図る 

・特色あるみどりが身近にある 

在来種選定ガイドライン 

（平成 26年 5 月） 

東京都は、緑の「量」の確保に加え、生

態系への配慮など緑の「質」を高める施策

を進めており、その地域に自然に分布して

いる植物（以下「在来種」という。）を増

やすことで、在来の生きものの生息場所を

拡大する取組を行っている。本ガイドライ

ンは、都民や事業者が緑化をする際に参考

となるものとして作成されている。 

公開空地等のみどりづくり

指針について 

（みどりの計画書） 

（平成 19年 4月[平成 30年

4 月改定]） 

 

東京都は、都市開発諸制度等で生まれる

公開空地等において、みどりのネットワー

クの形成や快適性、安全性、景観など、そ

の価値を一層向上させる取組として、下記

等の視点に配慮することとしている。 

・公共や民間のみどりとのネットワーク

の形成 

・ヒューマンスケールにおける快適なみ

どり空間の創出 

・見通し等が確保された安全な空間の創出 

緑施策の新展開〜生物多様

性の保全に向けた基本戦略

〜（平成 24年 5 月） 

東京都は、都市公園の整備や街路樹の倍

増等により緑の量を確保するこれまでの

緑施策に加え、生物多様性の保全などによ

り緑の質を高める視点を重視している。 

表 6.4-1(4) 環境保全に関する計画等への配慮の内容 
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計画等の名称 計画等の概要 本事業で配慮した事項 

東京都自動車排出窒素酸

化物及び自動車排出粒子状

物質総量削減計画 

（平成25年8月） 

「自動車から排出される窒素酸化物及

び粒子状物質の特定地域における総量の

削減等に関する特別措置法」に基づき、こ

れまでの都の取組を踏まえつつ、自動車排

出窒素酸化物及び粒子状物質の総量の削

減にかかる各種対策を国、都、特別区、市、

町、事業者、都民が連携し、総合的かつ強

力に推進することを目的として策定して

いる。 

計画の目標として、二酸化窒素及び浮遊

粒子状物質にかかる環境基準を平成32年

度までに全ての測定局で達成することと

しており、目標を達成するために、単体対

策、交通量対策、交通流対策、局地汚染対

策の推進、普及啓発活動の推進等を掲げて

いる。 

・工事用車両のアイドリングストップを厳守す

るよう徹底する。 

・工事用車両は、可能な限り低公害型の車両の

採用に努める。 

・テナントや入居者に対し、公共交通機関の利

用の啓発に努める。 

・交通誘導員を適切に配置する等、円滑な交通

流の確保に努める。 

東京都資源循環・廃棄物

処理計画（平成28年3月） 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」

に基づく法定計画であり、「東京都環境基

本計画」に基づき、都の廃棄物行政の基本

的な方向を示すものである。計画期間を平

成28～32年度の5年間として策定してい

る。計画の基本的考え方として、2030年に

向けて東京の資源循環・廃棄物処理が目指

すべき姿、多様な主体との連携を掲げ、5

つの計画目標と6つの主要な施策を示して

いる。 

計画目標 

・資源ロスの削減 

・「持続可能な調達」の普及 

・循環的利用の推進と最終処分量の削減 

・適正かつ効率的な処理の推進 

・災害廃棄物の処理体制 

施策 

・資源ロスの削減 

・エコマテリアルの利用と持続可能な調

達の普及の促進 

・廃棄物の循環的利用の更なる促進（高

度化・効率化） 

・廃棄物の適正処理と排出者のマナー向

上 

・健全で信頼される静脈ビジネスの発展 

・災害廃棄物対策 

・供用後に発生する廃棄物については、発生量

の削減と資源ごみの分別回収を徹底し、資源

の有効利用及び廃棄物の減量化を図る。 
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表 6.4-1(5) 環境保全に関する計画等への配慮の内容 

計画等の称 計画等の概要 本事業で配慮した事項 

東京都建設リサイクル推

進計画（平成28年4月） 

本計画は、都内における建設資源循環の

仕組みを構築するとともに、本計画に基づ

き、都内の建設資源循環に係る全ての関係

者が一丸となって、計画的かつ統一的な取

組を推進することにより、環境に与える負

荷の軽減とともに、東京の持続ある発展を

目指すため策定するものである。 

公共・民間の区別なく、都内で行われる

様々な行為の一連の過程において、建設資

源の循環利用等を促進することを対象と

している。 

・工事の施行中に発生する建設廃棄物及び建設

発生土は、「東京都建設リサイクル推進計画」

を踏まえ、積極的に建設資源の循環利用に取

り組む方針である。 

・建設廃棄物の分別を徹底し、種類に応じて保

管、排出、再利用促進及び不要材の減量化を

図る。再利用できないものは、運搬処分の許

可を得た業者に委託して適切に処理を行う。 

東京都建設リサイクルガ

イドライン（民間事業版） 

（令和2年4月） 

本ガイドラインは、「東京都建設リサイ

クル推進計画」（以下、「推進計画」）に基

づき策定するものである。 

「推進計画」で掲げている戦略を着実に

推進するため、民間事業者に対して建設資

源循環に関する各種の施策の実施方法に

ついて情報を提供し、建設リサイクルの推

進への積極的な取組について協力を要請

するものである。 

東京都景観計画 

～美しく風格のある東京

の再生～ 

（平成19年4月[平成30年

8月改定]） 

「景観法」及び東京都景観審議会の答申

「東京における今後の景観施策のあり方

について」（平成18 年１月）を踏まえ、都

民や事業者、区市町村等と連携・協力しな

がら、美しく風格のある首都東京を実現す

るための具体的な施策を示している。 

東京では、街並みが区市町村の区域を越

えて連担しており、また、首都としての景

観形成が重要であることから、景観法に定

める考え方に以下の事項を加えたものを

計画の基本理念としている。 

・都民、事業者等との連携による首都に

ふさわしい景観の形成 

・交流の活発化・新たな産業の創出によ

る東京の更なる発展 

・歴史・文化の継承と新たな魅力の創出

による東京の価値の向上 

・土地の高度利用と多様な都市機能（業務、商

業、宿泊、住宅等）の導入により魅力ある新

しい都市景観を形成する。 

・緑とオープンスペースを創出し、あらゆる人

が気軽に使えるパブリックスペースの充実

性をさらに高め、思わず立ち寄りたくなるよ

うな活気ある交流拠点を形成する。 

・樹木や芝生等による緑豊かな広場を整備し、

さらに地上部及び歩行者デッキレベルだけ

ではなく、建物屋上などに、立体的に植栽配

置することで、緑視率の高い緑豊かなまとま

りのある広場空間を創出する。 

・周辺の建物に対し山なりの統一感のあるスカ

イライン形成することで、新たな都市景観を

形成する。 

・計画建築物の色彩は、「品川区景観計画」が

定めている色彩基準に適合した計画とする。 

・高層建築物の周辺市街地から隔離や計画地内

の立体的な緑化の推進等により、計画建築物

による圧迫感の低減を図る。 

品川区長期基本計画 

令和2（2020）年度～令和

11（2029）年度 

（令和2年4月） 

環境の変化と普遍の価値を踏まえて、将

来のあるべき品川区を実現するために、区

民と区との共同指針として、「品川区基本構

想」を策定している。基本構想では「輝く

笑顔 住み続けたいまち しながわ」をめ

ざして、以下の5つの都市像を掲げている。 

・だれもが輝くにぎわい都市 

・未来を創る子育て・教育都市 

・みんなで築く健康・福祉都市 

・次代につなぐ環境都市 

・暮らしを守る安全・安心都市 

 

・土地の高度利用と多様な都市機能（業務、商

業、宿泊、住宅等）の導入により魅力ある新

しい複合市街地を形成する。 

・緑とオープンスペースを創出し、あらゆる人

が気軽に使えるパブリックスペースの充実

性をさらに高め、思わず立ち寄りたくなるよ

うな活気ある交流拠点を形成する。 

・業務、商業、宿泊施設等で利用する熱源につ

いては極力集中化を図り、効率的なエネル

ギーシステムを採用により、省エネルギーに

努める。 

・計画建築物は耐火性・耐震性の高い建築物と

することでまちづくりに寄与する計画とす

る。また、帰宅困難者の一時避難場所として

施設の一部等を開放するとともに、防災備蓄

倉庫等を設ける。 
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表 6.4-1(6) 環境保全に関する計画等への配慮の内容 

計画等の名称 計画等の概要 本事業で配慮した事項 

品川区環境基本計画 

みんなで創り育てる環境

都市 

平成30（2018）年度～ 

平成39（2027）年度 

（平成30年3月） 

区の環境行政に関わる基本方針を定め

る計画とであり、以下の5つの基本目標と

各目標に目指す方向性を定めている。 

基本目標1「低炭素な暮らし・仕事・ま

ち」を実現する 

（地球温暖化対策） 

・地球温暖化を防ぐ計画を定め、実行する 

・エネルギーの使用を削減する 

・エネルギーの低炭素化を図る 

・気候変動に適応する取り組みを推進する 

・地球温暖化対策に関する情報を共有する 

基本目標2「持続可能な循環型都市」を

実現する（資源循環） 

・ごみの発生抑制を推進する 

・資源リサイクルを推進する 

・情報提供と区民参加を推進する 

・適正処理を推進する 

基本目標3「水とみどりがつなぐまち」

を実現する（自然環境） 

・水とみどりを守り育てる 

・水とみどりが身近にある豊かな暮らし

をつくる 

・品川らしい水とみどりを継承しまちづ

くりに活かす 

・みんなで水とみどりを育む 

基本目標4「すこやかで快適な暮らし」

を実現する（生活環境） 

・すこやかな暮らしを守る 

・建物の環境配慮を推進する 

・人にやさしい地域づくりを目指す 

基本目標5「やすらぎとにぎわいの都市

景観」を形成する（文化環境） 

・歴史や文化を大切にし、魅力ある街並

みをつくる 

 

・業務、商業、宿泊施設等で利用する熱源につ

いては極力集中化を図り、効率的なエネルギー

システムを採用により、省エネルギーに努める。 

・ヒートアイランド対策を推進するため、本事

業により整備する広場の緑化や屋上空間等

の緑化により、緑の空間を創出する。 

・供用後に発生する廃棄物については、発生量

の削減と資源ごみの分別回収を徹底し、資源

の有効利用及び廃棄物の減量化を図る。 

・緑とオープンスペースを創出し、あらゆる人

が気軽に使えるパブリックスペースの充実

性をさらに高め、思わず立ち寄りたくなるよ

うな活気ある交流拠点を形成する。 

・A-2 敷地に大規模な広場空間を整備し、緑の

質と量を高める。 

・樹木や芝生等による緑豊かな広場を整備し、

さらに地上部及び歩行者デッキレベルだけ

ではなく、建物屋上などに、立体的に植栽配

置することで、緑視率の高い緑豊かなまとま

りのある広場空間を創出する。 

・生物多様性に配慮し計画地でまとまった緑の

空間を整備することに加え、デッキ上や屋上

を活用して緑のネットワークを形成するこ

とで、計画地周辺の緑のネットワークとつな

がりのある生物生息空間の保全・再生に寄与

する計画とする。 

・工事用車両は、可能な限り低公害型の車両を

使用し、適切な車両の運行管理により、工事

用車両の集中化を避け、不要な空ぶかしの防

止に努める。また、走行速度の制限及び待機

時のエンジン停止の遵守を指導、徹底させる。 

・工事用車両による道路交通の騒音への影響の

軽減対策として、走行ルートの限定、安全走

行、規制速度の厳守、アイドリングの実施等

を周知徹底する。 

・計画地周辺地域の風環境への影響を低減するた

め、計画建築物やデッキに防風植栽やフェンス

等を施す。 

・計画建物に起因して電波障害が生じることが

明らかになった場合には、速やかに適切な障

害対策を講じる。 

・東京都景観計画、品川区景観計画に基づき、

地域特性に応じた景観形成に努める。 

・計画地周辺のしながわ百景である「JR 東日

本総合車両センター」を視認できる新たな眺

望地点を創出する計画とする。 
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表 6.4-1(7) 環境保全に関する計画等への配慮の内容 

計画等の名称 計画等の概要 本事業で配慮した事項 

品川区まちづくりマス

タープラン  

－輝く笑顔 住み続けた

いまち しながわ－ 

（平成 25年 2 月） 

品川区の都市計画及び住生活に関する

基本方針のうち、環境分野に係るものは以

下のとおりである。 

≪(4) 水とみどり≫ 

・うるおいとやすらぎのある都市空間の

形成 

・防災性の向上に資する都市緑化 

・品川らしさを備えた多様なみどりの活

用 

・区民と行政が一丸となった水とみどり

の育成 

≪(5) 都市景観≫ 

・歴史あるまちの景観の再生と活用 

・やすらぎを感じる水辺・みどり環境の

保全と整備 

・生活に密着した住宅景観の保全と誘導 

・活力に満ちた賑わいや調和のとれた景

観の創出 

・新たなまちの景観の整備と誘導 

≪(6) 環境まちづくり≫ 

・低炭素型都市の構築 

・環境負荷の少ない交通システムの整備 

・ヒートアイランド現象の抑制 

・環境配慮型の住まいと住まい方の促進 

  

また、計画地が位置する「大井地区」の

まちづくりの目標は以下のとおりである。 

・都市活性化拠点にふさわしい商業・文

化機能の息づくまちづくりを推進する 

・「懐かしさ」と「新しさ」が感じられる

品川区の中心拠点エリア 

・市街地の骨格形成と防災まちづくりを

支える都市基盤整備 

・職住近接で安全・安心・快適に住み続

けられる住環境 

・水とみどりによる快適空間 

 

・土地の高度利用と多様な都市機能（業務、商

業、宿泊、住宅等）の導入により魅力ある新

しい複合市街地を形成する。 

・計画建築物は耐火性・耐震性の高い建築物と

することでまちづくりに寄与する計画とす

る。また、帰宅困難者の一時避難場所として

施設の一部等を開放するとともに、防災備蓄

倉庫等を設ける。 

・緑とオープンスペースを創出し、あらゆる人

が気軽に使えるパブリックスペースの充実

性をさらに高め、思わず立ち寄りたくなるよ

うな活気ある交流拠点を形成する。 

・A-2 敷地に大規模な広場空間を整備し、緑の

質と量を高める。 

・樹木や芝生等による緑豊かな広場を整備し、

さらに地上部及び歩行者デッキレベルだけ

ではなく、建物屋上などに、立体的に植栽配

置することで、緑視率の高い緑豊かなまとま

りのある広場空間を創出する。 

・生物多様性に配慮し計画地でまとまった緑の

空間を整備することに加え、デッキ上や屋上

を活用して緑のネットワークを形成するこ

とで、計画地周辺の緑のネットワークとつな

がりのある生物生息空間の保全・再生に寄与

する計画とする。 

・東京都景観計画、品川区景観計画に基づき、

地域特性に応じた景観形成に努める。 

・計画地周辺のしながわ百景である「JR 東日

本総合車両センター」を視認できる新たな眺

望地点を創出する計画とする。 

・業務、商業、宿泊施設等で利用する熱源につ

いては極力集中化を図り、効率的なエネル

ギーシステムを採用により、省エネルギーに

努める。 

・ヒートアイランド対策を推進するため、本事

業により整備する広場の緑化や屋上空間等

の緑化により、緑の空間を創出する。 

・供用後に発生する廃棄物については、発生量

の削減と資源ごみの分別回収を徹底し、資源

の有効利用及び廃棄物の減量化を図る。 
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表 6.4-1(8) 環境保全に関する計画等への配慮の内容 

計画等の名称 計画等の概要 本事業で配慮した事項 

新・水とみどりのネット

ワーク構想（平成20年5月） 

 目標像を「水とみどりがつなぐまち」と

定め、区民、事業者、区が連携して「水と

みどりのネットワーク」が担うべき4つの

機能の更新、充実を図っていく。 

≪4つの機能≫ 

・観光・交流（にぎわいまちづくり） 

緑の持つ多様な機能を活用し、変化に

対応した余暇時間を確保する。 

・環境（環境との共生） 

人と環境が共生する都市環境を確保する。 

・景観・アメニティ（伝え、創り、育てる） 

多様性や四季の変化のある美しい景観

を形成する。 

・防犯・防災（自分で守る） 

災害防止、避難地・救援活動拠点等の

機能により、都市の安全性を確保する。 

・緑とオープンスペースを創出し、あらゆる人

が気軽に使えるパブリックスペースの充実

性をさらに高め、思わず立ち寄りたくなるよ

うな活気ある交流拠点を形成する。 

・A-2 敷地に大規模な広場空間を整備し、緑の

質と量を高める。 

・樹木や芝生等による緑豊かな広場を整備し、

さらに地上部及び歩行者デッキレベルだけ

ではなく、建物屋上などに、立体的に植栽配

置することで、緑視率の高い緑豊かなまとま

りのある広場空間を創出する。 

・生物多様性に配慮し計画地でまとまった緑の

空間を整備することに加え、デッキ上や屋上

を活用して緑のネットワークを形成するこ

とで、計画地周辺の緑のネットワークとつな

がりのある生物生息空間の保全・再生に寄与

する計画とする。 

・東京都景観計画、品川区景観計画に基づき、

地域特性に応じた景観形成に努める。 

・計画地周辺のしながわ百景である「JR 東日

本総合車両センター」を視認できる新たな眺

望地点を創出する計画とする。 

水とみどりの基本計画・行

動計画－水とみどりがつな

ぐまち－（平成24年6月） 

行動計画の一部見直し 

（平成29年6月） 

 

 この計画では「新・水とみどりのネット

ワーク構想」の将来像を継承する。 

【将来像】水とみどりがつなぐまち 

【4つの基本方針とそれぞれの施策】 

 方針1：区民の安全や生き物の命を支え

る水とみどりを守り育てる 

・防災に役立つ水とみどりの整備・活用 

・広域的な環境を支える水とみどりの保

全・創出 

・水質の改善 

・都市における生物多様性への配慮 

 方針2：水とみどりが身近にある豊かな

暮らしをつくる 

・水とみどりに親しめる環境の整備 

・身近な公園・緑地の整備 

 方針3：品川らしい水とみどりを継承し

まちづくりに活かす 

・歴史・文化を伝える資源の保全・活用 

・品川を特徴づける景観づくり 

・特色ある公園づくり 

・水とみどりを活かしたにぎわいづくり 

 方針4：区民と行政が一丸となって水と

みどりを育む 

・水とみどりの意識啓発 

・ 水とみどりを守り育てる人の育成 

・水とみどりを守り育てる活動の支援 

【計画の目標】 

 ■みどりに関する目標 

 ・みどり率を22.6％とする 

 ■水辺に関する目標 

 ・水辺に親しめる空間を5箇所以上整

備・開放する 

 

 計画地が位置する「品川地区」は、品川の

顔となる水とみどりの資源を活かし、にぎわ

いの創出や地域の魅力の向上に取り組むと

ともに、目黒川軸および臨海軸の機能強化

と、市街地の防災の向上を進めるとし、その

実現に向けての方針等を示している。 
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表 6.4-1(9) 環境保全に関する計画等への配慮の内容 

計画等の名称 計画等の概要 本事業で配慮した事項 

しながわ景観ガイドプラン 

（平成17年6月） 

 地域の個性や文化的な特色の根ざした

まち並をより魅力的にするための基本的

な指針を定めている。 

≪基本目標≫ 

 品川区の歴史・自然・文化的景観を後世

まで伝え、さらに東京の表玄関となる都市

の景観を創りだし区民が愛着を感じるふ

るさと「しながわ」を育てる 

≪7 つの基本方針≫ 

・歴史あるまちの景観の再生と活用 

・安らぎを感じる水辺・緑環境の保全と

整備 

・生活に密着した住宅景観の保全と誘導 

・活力に満ちたにぎわい景観の保全と創出 

・新しいまちの景観の整備と誘導 

・景観ネットワークづくりと活用 

・区民、事業者、区の協働による景観づ

くり 

 

 計画地は、「大井町駅周辺地区」（都市活

性化拠点形成ゾーン）に属し、施策の方向

として、「区の顔となる都市景観の形成」

を掲げている。 

・土地の高度利用と多様な都市機能（業務、商

業、宿泊、住宅等）の導入により、魅力ある

区の顔となる都市景観を形成する。 

・緑とオープンスペースを創出し、あらゆる人

が気軽に使えるパブリックスペースの充実

性をさらに高め、思わず立ち寄りたくなるよ

うな活気ある交流拠点とにぎわいの景観を

形成する。 

・A-2 敷地に大規模な広場空間を整備すること

に加え、デッキ上や屋上を活用して緑のネッ

トワークを形成することで、計画地周辺の緑

とつながりのある景観ネットワークの形成に

寄与する計画とする。 

・計画建築物の色彩は、「品川区景観計画」が

定めている色彩基準に適合した計画とする。 

・高層建築物の周辺市街地から隔離や計画地内

の立体的な緑化の推進等により、計画建築物

による圧迫感の低減を図る。 

・計画地周辺のしながわ百景である「JR 東日

本総合車両センター」を視認できる新たな眺

望地点を創出する計画とする。 

品川区景観計画 

（平成23年1月） 

 「みんなで 伝え 創り 育てる」を基

本理念とし、景観を構成する4つの要素「歴

史・文化」、「自然」「生活」、「新たなまち

づくり」に基づいて景観形成を推進すると

している。 

≪景観まちづくりの5つの基本方針≫ 

・歴史あるまちの景観の再生と活用 

・安らぎを感じる水辺・緑環境の保全と

整備 

・生活に密着した住宅景観の保全と誘導 

・活力に満ちたにぎわい景観の保全と創

出 

・新しいまちの景観の整備と誘導 

 

計画地は「住宅等市街地」に該当し、景

観形成の方針は以下のとおりである。 

・街の中で緑の潤いを感じられる住宅地

景観の形成 

・景観資源を活かした景観の形成 

・周辺からの見え方や近隣の街並みとの

調和への配慮 

・商店街での賑わいの連続性の確保 

品川区地球温暖化対策地域

推進計画 

（平成22年3月） 

 地球温暖化対策に関する基本的な考え

方を各主体が共有して取り組むため、地球

温暖化を防止する将来像を「二酸化炭素の

排出を抑制したクールシティしながわ」と

定めている。 

・省エネに向けた日常生活の見直し 

・住まいの省エネ化 

・事務所ビルでの対策 

・店舗等での対策 

・工場や建設現場等での対策 

・業務、商業、宿泊施設等で利用する熱源につ

いては極力集中化を図り、効率的なエネル

ギーシステムを採用により、省エネルギー、

省 CO2 に努める。 

・ヒートアイランド対策を推進するため、本事

業により整備する広場の緑化や屋上空間等

の緑化により、緑の空間を創出する。 
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表 6.4-1(10) 環境保全に関する計画等への配慮の内容 

計画等の名称 計画等の概要 本事業で配慮した事項 

品川区一般廃棄物処理基本

計画（第3次） 

（平成25年3月） 

本計画は、廃棄物の処理及び清掃に関す

る法律第 6 条に基づき、区に策定が義務づ

けられている法定計画であり、区の一般廃

棄物の処理に関する基本的な事項について

定める基本計画である。 

「循環型都市しながわ」を実現するた

め、以下の 4 つの基本方針と施策の方向性

が掲げられている。 

基本方針 1：発生抑制の推進 

・家庭ごみの発生抑制 

・事業系ごみの発生抑制 

・再使用の推進 

基本方針 2：リサイクルの推進 

・区民の自主的な活動の支援 

・ 区の資源回収事業の推進 

・事業系リサイクルの推進 

基本方針 3：情報提供と区民参画の推進 

・ 子どもを対象とした環境教育 

・ 区民・事業者を対象とした環境教育 

・ 環境情報の積極的な発信 

・ 区民参画の推進 

基本方針 4：適正処理の推進 

・家庭ごみの適正排出の推進 

・事業系ごみの適正排出の推進 

・地域における適正排出の推進 

・効率的で環境負荷の少ない収集体制 

・工事の施行中及び供用後に発生する一般廃棄

物については、発生量の削減と資源ごみの分

別回収を徹底し、資源の有効利用及び廃棄物

の減量化を図る。 

 

「容器包装リサイクル法」第 8 条に基づ

いて、一般廃棄物の大半を占める容器包装

廃棄物を分別収集し、一般廃棄物の削減や

資源の有効利用を図り、循環型社会の形成

を目指すものである。 

・区民、事業者、行政が主体的にそれぞ

れの役割と責任を分担しながら、資源

循環型社会の形成を目指す 

・生産、流通、消費、最終処分の各段階

における、ごみの発生抑制や資源の回

収を促進する 

・全ての関係者が一体となって容器包装廃

棄物のリサイクルを積極的に推進する 
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6.5 事業計画の策定に至った経過 

本事業の計画地は、「都市づくりのグランドデザイン」において中枢広域拠点域南部として位置

付けられており、業務、商業、宿泊、文化等が集積した、中心部の業務機能を支える拠点を形成し

ていくことが目標とされている地域である。 

「大井町駅周辺地区まちづくり構想」においては、商業業務地区及び業務複合地区として位置付

けられており、まちに人を呼び込み滞在性を高める、文化・交流・アミューズメント・魅力ある商

業機能の導入をすることや、広域交通アクセスの利便性を活かし、業務機能の誘導と地区外縁部で

の業務集積エリアの形成を促進することが目標として掲げられている。 

上記構想におけるまちの将来像実現に向け、まちづくりの方針を示した「大井町駅周辺地域まち

づくり方針（令和 2年 11月）」においては、先行的にまちづくりを牽引していく広町地区の整備方

針として「大規模土地利用転換による新たな都市機能の集積」「駅周辺では重層的な歩行者ネット

ワークの整備とあわせた土地の高度利用」等が掲げられている。本事業の計画地においては土地利

用として「業務機能や来訪者を受け止める滞在機能、賑わいを生み出す商業機能や飲食文化機能等

の多様な機能」、都市基盤として「駅とまちの機能や地域をつなぐ交通結節拠点の形成」、都市環境

として「広場整備や敷地内緑化」等が位置付けられている。 

また、本事業は、品川区と事業者の間で平成 30 年７月に「広町地区におけるまちづくりの推進

に関する協定書」を締結し、まちへ人を呼び込み滞在性を高める、魅力ある商業機能の導入、業務、

宿泊、居住等の機能が集積した複合市街地の形成に向けて検討を進めている。 

事業計画が策定された経緯等の概略（関連する上位計画等）は、表 6.5-1 に示すとおりである。 
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表 6.5-1 事業計画の策定に至った経緯等の概略 

年月 主な出来事 

平成 23 年 6 月 

「大井町駅周辺地区まちづくり構想」において「商業業務地区」及び「業務複合地区」

として位置付けられており、「まちに人を呼び込み滞在性を高める、文化・交流・アミュー

ズメント・魅力ある商業機能の導入」「広域交通アクセスの利便性を活かし、業務機能の

誘導と地区外縁部での業務集積エリアの形成を促進」等が掲げられている。 

平成 25 年 2 月 

「品川区まちづくりマスタープラン」で本事業が位置する大井町駅周辺は、都市活性化

拠点として位置付けられており、「業務、商業、居住、交流、宿泊等、都市機能の導入・

強化を進める」とされている。 

平成 29 年 9 月 

「都市づくりのグランドデザイン」において、中枢広域拠点域南部として位置付けられ

ており、「羽田空港へのアクセス利便性を生かし、土地利用の転換や道路等の基盤整備が進

み、業務、商業、宿泊、文化等が集積した、中心部の業務機能を支える拠点が形成され

ている」とまちの将来像が示されている。 

平成 30 年 7 月 
広町地区において品川区と東日本旅客鉄道株式会社の間で「広町地区におけるまちづ

くりの推進に関する協定書」を締結。 

平成31年3月改定 

「新しい都市づくりのための都市開発諸制度活用方針」では中枢広域拠点域内に指定

され、活力とにぎわいの拠点域と位置付けられている。地域の活力やにぎわいを生み

出す機能集積を誘導し、生活や就業の場として、地域における拠点性を高めていくと

掲げられている。 

令和2年11月 

「大井町駅周辺地域まちづくり方針」において、先行的にまちづくりを牽引していく

広町地区の整備方針として「大規模土地利用転換による新たな都市機能の集積」「駅

周辺では重層的な歩行者ネットワークの整備とあわせた土地の高度利用」等が掲げら

れている。計画地においては土地利用として「業務機能や来訪者を受け止める滞在機

能、賑わいを生み出す商業機能や飲食文化機能等の多様な機能」、都市基盤として「駅

とまちの機能や地域をつなぐ交通結節拠点の形成」、都市環境として「広場整備や敷

地内緑化」等が位置付けられている。 
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7. 環境影響評価の項目 

7.1 選定した項目及びその理由 

環境影響評価の項目は、図7.1-1に示す手順に従い、対象事業の内容をもとに環境に影響を及ぼ

すおそれのある環境影響要因を抽出し、地域の概況等を勘案して環境影響評価の項目を選定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図7.1-1 環境影響評価の項目の選定手順 

 

選定した項目は、表7.1-1に示すとおりであり、大気汚染、騒音・振動、土壌汚染、地盤、水循

環、日影、電波障害、風環境、景観、史跡・文化財、自然との触れ合い活動の場、廃棄物及び温

室効果ガスの13項目である。 

選定した理由は、表7.1-2(1)、(2)に示すとおりである。 

 

 

 

事 業 計 画 案           環境保全に関する計画等            

環境影響要因の抽出           

環境影響評価の項目の選定

           

地域の概況の把握         
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表7.1-1 環境影響要因と環境影響評価の項目との関連表 

環境影響評価 

の  項  目 

                     区 分 

 

 

環境影響要因  

 

 

予測する事項 

工事の 

施行中 

工事の 

完了後 

施

設

の

建

設 

工

事

用

車

両

の

走

行 

建

設

機

械

の

稼

働 

建

築

物

の

存

在 

施

設

の

供

用 

関

連

車

両

の

走

行 

駐

車

場

の

供

用 

大気汚染 ･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

気中における濃度 
  ○     

･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

大気中における濃度 
 ○      

･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

気中における濃度 
     ○  

･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

中における濃度 
      ○ 

･熱源施設の稼働に伴い発生する二酸化窒素の大気中における濃度     ○   

悪臭 －        

騒音・振動 ･建設機械の稼働に伴う建設作業の騒音及び振動   ○     

･工事用車両の走行に伴う道路交通の騒音及び振動  ○      

･関連車両の走行に伴う道路交通の騒音及び振動      ○  

水質汚濁 －        

土壌汚染 ･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 ○       

地盤 ･掘削工事に伴う地盤の変形の範囲及び変形の程度 ○       

･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 
○       

･地下構造物の存在等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 
   ○    

地形・地質 －        

水循環 ･掘削工事に伴う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の程度    ○    

･土地の改変に伴う地表面流出量の変化の程度    ○    

生物・生態系 －        

日影 ･冬至日における日影の範囲、日影となる時刻、時間数等の日影の状況

の変化の程度 
   ○    

･日影が生じることによる影響に特に配慮すべき施設等における日影

となる時刻、時間数等の日影の状況の変化の程度 
   ○    

電波障害 ･計画建築物等の設置によるテレビ電波の遮へい障害及び反射障害    ○    

風環境 ･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

る地域の範囲及び変化の程度 
   ○    

景観 ･主要な景観の構成要素の改変の程度及びその改変による地域景観の

特性の変化の程度    ○    

･代表的な眺望地点からの眺望の変化の程度    ○    

･圧迫感の変化の程度    ○    

史跡・文化財 ･埋蔵文化財包蔵地の改変の程度 ○       

自然との触れ合

い活動の場 

･事業により創出される自然との触れ合い活動の場による機能の変化

の程度 
   ○    

廃棄物 ･建設工事に伴う建設発生土及び建設廃棄物の排出量、再資源化量、再

利用量及び処理・処分の方法 
○       

･施設の供用に伴う廃棄物の種類、排出量、再資源化量、再利用量及び

処理・処分の方法 
    ○   

温室効果ガス ･施設の供用に伴う温室効果ガスの排出量又はエネルギーの使用量の

程度及びそれらの削減の程度 
    ○   

○印は、環境影響評価を行う項目を示す。 
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表7.1-2(1) 選定した項目及びその理由 

項  目 選定した理由 

大気汚染 本事業の実施により、大気質に影響を及ぼすおそれのある要因としては、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、並びに工事の完了後に

おける関連車両の走行、駐車場の供用及び熱源施設の稼働に伴う排出ガスの発生

が考えられる。なお、熱源施設については電気及び都市ガスをエネルギー源と想

定していることから、都市ガスの燃焼による二酸化窒素のみを対象とする。 

予測事項は、「建設機械の稼働に伴い発生する二酸化窒素（NO2）及び浮遊粒子

状物質（SPM）の大気中における濃度」、「工事用車両の走行に伴い発生する二酸

化窒素（NO2）及び浮遊粒子状物質（SPM）の大気中における濃度」、「関連車両

の走行に伴い発生する二酸化窒素（NO2）及び浮遊粒子状物質（SPM）の大気中に

おける濃度」、「駐車場の供用に伴い発生する二酸化窒素（NO2）及び浮遊粒子状

物質（SPM）の大気中における濃度」及び「熱源施設の稼働に伴い発生する二酸化

窒素（NO2）の大気中における濃度」とする。 

なお、浮遊粒子状物質は、自動車及び建設機械の排気管から直接排出される
粒子状物質（一次生成物質）のみを対象とした（反応二次生成物質やタイヤの
摩耗による粉じん、砂ぼこり等の巻き上げ粉じんについては対象としない）。 

その他の環境基準が定められている物質について、二酸化いおう（SO2）、一
酸化炭素（CO）、ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン及び
ジクロロメタンについては、現況濃度が環境基準を大きく下回っており、本事
業により現況の環境濃度を悪化させることはないと考えられる。したがって、
予測対象としない。 

また、オキシダント及び微小粒子状物質（PM2.5）については、発生源から、

排出の状況及び大気中における生成メカニズムが明らかになっていない。した

がって、これらの大気汚染物質については、予測項目より除外した。 

騒音・振動 本事業の実施による騒音・振動が生活環境に影響を及ぼすおそれのある要因と

しては、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、並びに工

事の完了後における関連車両の走行が考えられる。 

予測事項は、「建設機械の稼働に伴う建設作業の騒音及び振動」、「工事用車

両の走行に伴う道路交通の騒音及び振動」及び「関連車両の走行に伴う道路交通

の騒音及び振動」とする。工事の完了後における駐車場利用車両の走行による騒

音及び振動については、駐車場を地下に設置することから、計画地周辺の環境に

影響を及ぼすおそれはないため、予測事項として選定しない。 

工事の完了後における熱源施設等の稼働に伴う騒音及び低周波音による影響

については、中央熱源は屋内に設置するとともに、個別熱源についても周辺の

住宅等から十分な離隔をとることから、計画地周辺の環境に影響を及ぼすおそ

れはないため、予測事項として選定しない。 

土壌汚染 計画地内の南側の一部に形質変更時要届出区域が指定されていることから、本

事業の実施により、土壌に影響を及ぼすおそれのある要因としては、工事の施行

中における汚染土壌の掘削・移動等が考えられる。 

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」

とする。 

地  盤 本事業の実施により、地盤に影響を及ぼすおそれのある要因としては、工事の

施行中における施設の建設、工事の完了後における建築物等の存在が考えられる。 

予測事項は、「掘削工事に伴う地盤の変形の範囲及び変形の程度」、「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」及び「地

下構造物の存在等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」とする。 

水 循 環 本事業の実施により、水循環に影響を及ぼすおそれのある要因としては、工事

の施行中における施設の建設、工事の完了後における建築物等の存在が考えられ

る。 

予測事項は、「掘削工事に伴う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の程度」及び「土地の改変に

伴う地表面流出量の変化の程度」とする。 



- 51 - 

表7.1-2(2) 選定した項目及びその理由 

項  目 選定した理由 

日  影 本事業の実施により、日影に影響を及ぼすおそれのある要因としては、工事の

完了後における建築物等の存在が考えられる。 

予測事項は、「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」及び「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」とする。 

電波障害 本事業の実施により、テレビ電波の受信障害が生じるおそれのある要因として

は、工事の完了後における建築物等の存在が考えられる。 

予測事項は、「計画建築物等の設置によるテレビ電波の遮へい障害及び反射障

害」とする。 

風 環 境 本事業の実施により、風環境に影響を及ぼすおそれのある要因としては、工事

の完了後における建築物等の存在が考えられる。 

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

化する地域の範囲及び変化の程度」とする。 

景  観 本事業の実施により、景観に影響を及ぼすおそれのある要因としては、工事の

完了後における建築物等の存在が考えられる。 

予測事項は、「主要な景観の構成要素の改変の程度及びその改変による地域景

観の特性の変化の程度」、「代表的な眺望地点からの眺望の変化の程度」及び

「圧迫感の変化の程度」とする。 

史跡・文化財 本事業の実施により、史跡・文化財に影響を及ぼすおそれのある要因としては、

工事の施行中における施設の建設（地下工事）が考えられる。計画地内には「（大

井）権現台貝塚」が確認されていることから、埋蔵文化財包蔵地への影響が考え

られる。 

予測事項は、「埋蔵文化財包蔵地の改変の程度」とする。 

自然との触れ合い

活動の場 

本事業の実施により、自然との触れ合い活動の場の持つ機能に変化を与える要因

としては、工事の完了後における計画地内の広場及び緑地の創出が考えられる。 

なお、計画地周辺には、散歩道や史跡めぐりコースが存在するが、高架等によ

り隔てられており、影響は及ばない。 

予測事項は、「事業により創出される自然との触れ合い活動の場による機能の

変化の程度」とする。 

廃 棄 物 本事業の実施により、廃棄物の発生が環境に影響を及ぼすおそれのある要因と

しては、工事の施行中における施設の建設に伴う建設廃棄物及び建設発生土の排

出、工事の完了後における施設の供用に伴う廃棄物の発生が考えられる。 

予測事項は、「建設工事に伴う建設発生土及び建設廃棄物の排出量、再資源化

量、再利用量及び処理・処分の方法」及び「施設の供用に伴う廃棄物の種類、排

出量、再資源化量、再利用量及び処理・処分の方法」とする。 

温室効果ガス 本事業の実施により、温室効果ガスの発生が環境に影響を及ぼすおそれがある

要因としては、工事の完了後における施設の供用が考えられる。 

予測事項は「施設の供用に伴う温室効果ガスの排出量又はエネルギーの使用量

の程度及びそれらの削減の程度」とする。 
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7.2 選定しなかった項目及びその理由 

選定しなかった項目は、悪臭、水質汚濁、地形・地質及び生物・生態系の4項目であり、その選

定しなかった理由は、表7.2-1に示すとおりである。 

表7.2-1 選定しなかった項目及びその理由 

項  目 選定しなかった理由 

悪  臭 工事の施行中において、悪臭を発生させるような工事は行わない。また、工事の

完了後の建物の用途は業務、宿泊、住宅、商業、駐車場等であり、排水槽等の設

置にあたっては、「建築物における排水槽等の構造、維持管理等に関する指導要

綱」（平成16年12月16環改計第298号）等の関係法令に基づき設置・維持管理を行

うことから、周辺地域住民の日常生活に支障になるような悪臭を発生させるおそ

れはない。そのため、悪臭については予測評価項目として選定しない。 

水質汚濁 工事の施行中において、発生する濁水等の排水は沈砂槽等により適切に処理し

下水排除基準以下で公共下水道へ放流する。工事の完了後の雨水及び汚水は、公

共下水道へ排水する。また、計画地内の形質変更時要届出区域で確認された鉛は、

溶出量基準以下であるため、公共用水域及び地下水の水質等に影響を及ぼすおそ

れはない。そのため、水質汚濁については予測評価項目として選定しない。 

地形・地質 計画地には、学術上、景観上配慮しなければならない特異な地形・地質はない。

また、計画地内は、地盤の高低差があるものの、計画建築物により高低差を解消

することから、切土・盛土等により、斜面等の安定性に影響を及ぼすおそれはな

いものと考えられる。そのため、地形・地質については予測評価項目として選定

しない。 

生物・生態系 計画地及びその周辺は、主に官公庁施設、専用工場、倉庫・運輸関係施設等が立

地している都心の市街地であり、一部に緑地があるものの、人為的な影響を強く受

けた地域である。植物・動物についても、市街地で一般的に見られるものであると

考えられることから、生物・生態系に影響を及ぼすおそれはないものと考えられ

る。そのため、生物・生態系については予測評価項目として選定しない。 
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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 

大気汚染の現況調査の調査事項及びその選択理由は、表 8.1-1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(NO2、SPM) 

②気象の状況(風向、風速) 

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、並びに工事の完了後における関連車両の走

行、駐車場の供用に伴う排出ガスの発生及び熱源施設

の稼働に伴い発生する排出ガスにより大気質に影響を

及ぼすおそれがあることから、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) 調査結果 

1) 大気質の状況 

ア. 既存資料調査 

二酸化窒素の日平均値の年間 98%値は、一般局で 0.037～0.040ppm、自排局で 0.041～

0.066ppmであり、大井中央陸橋下交差点以外の地点において環境基準を達成している。 

浮遊粒子状物質の日平均値の年間 2%除外値は、一般局で 0.046～0.049mg/m3、自排局で

0.037～0.052mg/m3であり、全地点において環境基準を達成している。 

イ. 現地調査 

(ｱ) 一般環境大気 

計画地内における二酸化窒素濃度の期間平均値は 0.015～0.022ppm、日平均値の最高値

は 0.023～0.038ppmであった。 

一方、浮遊粒子状物質濃度の期間平均値は 0.019～0.026mg/m3、日平均値の最高値は

0.029～0.041mg/m3であった。 

(ｲ) 道路沿道大気 

計画地周辺沿道における大気質の調査結果は、二酸化窒素濃度の期間平均値は、0.011

～0.027ppmであり、No.8地点の冬季を除き秋季が最も高くなっていた。 

2) 気象の状況 

ア. 既存資料調査 

東京管区気象台の令和元年度（平成 31年 4月 1日～令和 2年 3月 31日）の風向の状況は、

北北西の風の出現率が高く 15.3％を占めている。また、年間平均風速は 2.8m/s であり、静

穏（calm)を風速 0.4m/s以下として再集計すると、出現率は 0.0％であった。 

イ. 現地調査 

風速の期間平均値は、2.0～2.7m/s であり、春季は南西、夏季は東北東、秋季及び冬季は

北北西の風向が卓越していた。なお、現地調査結果と東京管区気象台の相関性(ベクトル相

関)は、0.851であった。 

3) 地形及び地物の状況  

品川区の地形は、武蔵野台地南東部の一部とその東側に位置する低地からなっている。計画
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地は武蔵野台地南東部に切れ込んだ谷地形の末端付近に位置しており、切土による人工的な平

坦地形となっている。 

計画地には、キャッツ・シアター、スポル、興業施設及び鉄道関連施設等が存在しており、

計画地周辺には、中低層の事務所や商業施設、集合住宅、公共施設及び鉄道関連施設等が立地

している。計画地北東側にJR東日本東京総合車両センター、東側に住商併用建築物等、西側に

品川区役所が立地し、計画地南側の都道420号鮫洲大山線（区役所通り）沿いは商業施設が大

半を占めており、その他の地域は集合住宅や独立住宅、専用商業施設、住商併用建築物等から

構成されている。また、計画地及びその周辺の高層建築物としては、計画地北西側にファミー

ユ下神明、南側にブリリア大井町ラヴィアンタワー、アワーズイン阪急等がある。 

4) 土地利用の状況 

計画地周辺は、中低層の事務所や商業施設、集合住宅、公共施設及び鉄道関連施設等が立地

している。 

計画地及びその周辺における「都市計画法」に基づく用途地域等の指定状況は、計画地は、

第一種住居地域及び準工業地域に指定されている。また、計画地周辺は、第一種住居地域、商

業地域、準工業地域等に指定されている。 

計画地周辺の主な公共施設としては、教育施設として 23施設（幼稚園 3、小学校 6、区立義

務教育学校 3、中学校 2、中高一貫校 2、高校 2、特別支援学校 1、専修 4）、福祉施設として 64

施設（幼保一体 1、保育園 37、児童センター5、高齢者集合住宅等 12、その他福祉施設等 9）、

医療施設として 3施設、公園・緑地として 49箇所、その他施設として 19施設の合計 158施設

が存在する。 

5) 発生源の状況 

計画地及びその周辺における大気汚染物質の主要な発生源としては、計画地南側に近接する

特例都道鮫洲大山線(区役所通り)、西側に近接する特別区道Ⅱ-3号(区役所通り)等を走行する

自動車があげられる。 

6) 自動車交通量等の状況 

ア. 既存資料調査 

平成 27年度道路交通センサスによる交通量調査の結果は、表 8.1-2に示すとおりである。 

表 8.1-2 道路交通センサスによる交通量調査結果(平日) 

地点 
通称名 

（路線名） 
観測地点名 

交通量（台/12 時間） 大型車 

混入率 

（%） 
小型車 大型車 合計 

1 
高速一号羽田線 

（首都高速一号羽田線） 
鈴ヶ森出入口～勝島出入口 40,112 4,169 44,281 9.4 

2 
高速中央環状線 

（首都高速中央環状線） 
大井 JCT～五反田出入口 23,394 8,250 31,644 26.1 

3 
主要地方道環状六号 

（山手通り） 
品川区大崎 1-17 13,509 4,085 17,594 23.2 

4 特例都道鮫洲大山線 品川区東大井 5-13 6,326 1,257 7,583 16.6 

注 1) 交通量は午前 7 時から午後 7 時までの 12 時間調査結果を示す。 

資料：「平成 27 年度 道路交通センサス一般交通量調査結果」（令和 3 年 1 月閲覧 東京都ホームページ） 
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イ. 現地調査 

計画地周辺の都道・特別都道における平日 24時間の断面交通量は、小型車が 7,532～9,497

台/日、大型車が 1,491～1,720台/日であり、大型車混入率は 13.6～18.3％であった。一方、

区道においては、小型車が 2,791～8,103 台/日、大型車が 293～1,010台/日であり、大型車

混入率は 9.1～11.5％であった。休日については、都道・特別都道、区道ともに平日よりも

少ない交通量となっていた。 

同時に測定した車両走行速度は、平日の平均車両走行速度は、都道・特別都道において 41

～47km/h、区道において 34～43km/h であった。また、休日の平均車両走行速度は平日と大

きな差はなかった。 

 

8.1.2 予 測 

(1) 予測事項 

予測事項は、以下に示すとおりとした。なお、浮遊粒子状物質は、自動車、建設機械の排気管

から排出される粒子状物質(一次生成物質)のみを予測対象とした(反応二次生成物質やタイヤの

磨耗による粉じん、砂ぼこり等の巻上げ粉じんについては対象としない。)。 

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における濃度 

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における濃度 

2) 工事の完了後 

ア. 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における濃度 

イ. 地下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における濃度 

ウ. 熱源施設の稼働に伴い発生する二酸化窒素の大気中における濃度 

 

(2) 予測の対象時点 

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における濃度 

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予測は、建設機械による

二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の排出量が最大となる工事着工後14～25ヶ月目とした。 

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における濃度 

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は、工事用車両台数が最

大となる工事着工後25ヶ月目とした。 

2) 工事の完了後 

ア. 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における濃度 

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予測は、計画地内の施設

の供用開始後の令和７年度とした。 

イ. 地下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における濃度 

地下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予測は、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と同様に令和７年度とした。 

ウ. 熱源施設の稼働に伴い発生する二酸化窒素の大気中における濃度 

熱源施設の稼働に伴い発生する二酸化窒素の大気中における濃度の予測は、計画地内の施

設の供用開始後の令和７年度とした。 
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(3) 予測地域(予測地点) 

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における濃度 

建設機械の稼働に伴う影響の予測範囲は、計画地を中心とした300m程度の範囲とした。 

また、予測地点の高さは地上1.5mとした。 

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における濃度 

工事用車両の走行に伴う影響の予測地点は、工事用車両の走行ルート沿道とし、土地利用

状況を勘案したうえで、表8.1-3及び図8.1-1に示す5地点とした。 

また、予測高さは地上 1.5mとした。 

2) 工事の完了後 

ア. 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における濃度 

関連車両の走行に伴う影響の予測地点は、関連車両の走行ルート沿道とし、土地利用状況

を勘案したうえで、表8.1-3及び図8.1-2に示す8地点とした。 

また、予測高さは地上 1.5mとした。 

イ. 地下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における濃度 

地下駐車場の供用に伴う影響の予測範囲は、計画地を中心とした300m程度の範囲とした。 

また、予測地点の高さは地上1.5mとした。 

ウ. 熱源施設の稼働に伴い発生する二酸化窒素の大気中における濃度 

熱源施設の使用に伴う影響の予測範囲は、計画地を中心とした約1kmの範囲とした。 

また、予測地点の高さは地上1.5mとした。 

表 8.1-3 工事用車両及び関連車両の走行に伴う影響の予測地点 

予測 

地点 

予測対象時期 
道路名 所在地 

工事の施行中 工事の完了後 

No.1 ○ ○ 
特別区道Ⅱ-3 号 

(区役所通り) 
品川区広町 2 丁目 

No.2 － ○ 
特別区道Ⅱ-29 号 

(ゼームス坂通り) 
品川区南品川 6 丁目 

No.3 ○ ○ 都道 421 号線 品川区南品川 5 丁目 

No.4 ○ ○ 特例都道鮫洲大山線 品川区東大井 5 丁目 

No.5 ○ ○ 特別区道Ⅴ-3 号 品川区大井 1 丁目 

No.6 － ○ 
特別区道Ⅴ-19 号 

(立会道路) 
品川区大井 2 丁目 

No.7 － ○ 
特別区道Ⅴ-22 号 

(三間通り) 
品川区二葉 1 丁目 

No.8 ○ ○ 
特例都道東品川下丸

子線(池上通り) 
品川区大井 4 丁目 
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図 8.1-10(1) 工事用車両の走行に伴う影響の予測地点 

 

図 8.1-1 工事用車両の走行に伴う

大気汚染の予測地点 
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図 8.1-10(2) 関連車両の走行に伴う影響の予測地点 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8.1-2 関連車両の走行に伴う

大気汚染の予測地点 
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(4) 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における濃度 

建設機械の稼働に伴う大気質(二酸化窒素、浮遊粒子状物質)の予測結果は、表 8.1-4(1)、

(2)及び図 8.1-3(1)、(2)に示すとおりである。 

(ｱ) 二酸化窒素 

二酸化窒素の最大着地濃度は、敷地境界南側付近において 0.0178ppmであり、バックグ

ラウンド濃度 0.016ppm を加えた将来濃度は 0.0338ppm である。また、将来濃度に対する

建設機械の稼働に伴う増加分の割合(寄与率)は、52.7％である。 

(ｲ) 浮遊粒子状物質 

浮遊粒子状物質の最大着地濃度は、敷地境界南東側付近において 0.0031mg/m3であり、

バックグラウンド濃度 0.019mg/m3を加えた将来濃度は 0.0221mg/m3である。また、将来濃

度に対する建設機械の稼働に伴う増加分の割合(寄与率)は、14.0%である。 

 

表 8.1-4(1) 建設機械の稼働に伴う大気質（二酸化窒素）の予測結果 

単位:ppm 

項 目 
予測地点 

(最大濃度着地地点) 

①バック 

グラウンド 

濃度 

②建設機械の稼働

に伴う寄与濃度

(最大着地濃度) 

③工事の施行中 

の将来濃度 

(年平均値) 

（①＋②） 

建設機械の 

稼働に伴う 

寄与率(%) 

（②/③） 

二酸化窒素 
最大濃度着地地点 

(敷地境界南側) 
0.016 0.0178 0.0338 52.7 

 

表 8.1-4(2) 建設機械の稼働に伴う大気質(浮遊粒子状物質)の予測結果 

単位:mg/m3 

予測時期 予測地点 

①バック 

グラウンド 

濃度 

②建設機械の稼働

に伴う寄与濃度

(最大着地濃度) 

③工事の施行中 

の将来濃度 

(年平均値) 

（①＋②） 

建設機械の 

稼働に伴う 

寄与率(%) 

（②/③） 

浮遊粒子状物質 
最大濃度着地地点 

(敷地境界南側) 
0.019 0.0031 0.0221 14.0 
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図 8.1-18(1) 建設機械の稼働に伴う二酸化窒素の濃度 

 

 

 

図 8.1-21（1）建設機械の稼働に伴

う二酸化窒素の濃度 

図 8.1-3（1）建設機械の稼働に 

伴う二酸化窒素の濃度 

 

仮囲い（デッキ下） 
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図 8.1-19(2) 建設機械の稼働に伴う浮遊粒子状物質の濃度 

 

 

 

図 8.1-3（2）建設機械の稼働に 

伴う浮遊粒子状物質の濃度 

 

 仮囲い（デッキ下） 
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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における濃度 

工事用車両の走行に伴う大気質(二酸化窒素、浮遊粒子状物質)の予測結果は、表 8.1-5(1)、

(2)に示すとおりである。 

(ｱ) 二酸化窒素 

工事の施行中の予測地点における二酸化窒素の将来濃度は、バックグラウンド濃度

0.016ppmを加えて 0.01643～0.01793ppmであり、このうち、工事用車両の走行に伴う寄与

濃度は 0.00005～0.00019ppmである。また、将来濃度に対する工事用車両の走行に伴う増

加分の割合(寄与率)は、0.3%～1.1%である。 

(ｲ) 浮遊粒子状物質 

工事の施行中の予測地点における浮遊粒子状物質の将来濃度は、バックグラウンド濃度

0.019mg/m3を加えて 0.01901～0.01904mg/m3であり、このうち、工事用車両の走行に伴う

寄与濃度は 0.00001未満である。また、将来濃度に対する工事用車両の走行に伴う増加分

の割合(寄与率)は、0.1%未満である。 

表 8.1-5(1) 工事用車両の走行に伴う大気質の予測結果(二酸化窒素) 

予測地点 ①バッ

クグラ

ウンド

濃度 

(ppm) 

②工事の施行中

の将来基礎交通

量に伴う濃度 

(ppm) 

③工事用車両

の走行に伴う 

寄与濃度 

(ppm) 

④工事の 

施行中の 

将来濃度 

(年平均値) 

(ppm) 

(①＋②＋③) 

工事用車

両の走行

に伴う 

寄与率(%) 

(③/④×

100) 

地点 道路名【所在地】 方位 

No.1 

特別区道Ⅱ-3 号 

(区役所通り) 

【品川区広町 2 丁目】 

西側 

0.016 

0.00080 0.00011 0.01690 0.6 

東側 0.00089 0.00012 0.01701 0.7 

No.2 

特別区道Ⅱ-29 号 

(ゼームス坂通り) 

【品川区南品川 6 丁目】 

西側 - - - - 

東側 - - - - 

No.3 
都道 421 号線 

【品川区南品川 5 丁目】 

西側 0.00177 0.00016 0.01793 0.9 

東側 0.00167 0.00014 0.01781 0.8 

No.4 
特例都道鮫洲大山線 

【品川区東大井 5 丁目】 

北側 0.00093 0.00019 0.01712 1.1 

南側 0.00092 0.00018 0.01710 1.0 

No.5 
特別区道Ⅴ-3 号 

【品川区大井 1 丁目】 

西側 0.00037 0.00006 0.01643 0.4 

東側 0.00039 0.00006 0.01645 0.4 

No.6 

特別区道Ⅴ-19 号 

(立会道路) 

【品川区大井 2 丁目】 

北側 - - - - 

南側 - - - - 

No.7 

特別区道Ⅴ-22 号 

(三間通り) 

【品川区二葉 1 丁目】 

北側 - - - - 

南側 - - - - 

No.8 

特例都道東品川下丸子線

(池上通り) 

【品川区大井 4 丁目】 

西側 0.00075 0.00005 0.01680 0.3 

東側 0.00083 0.00005 0.01687 0.3 

注 1) 予測地点の番号は、図 8.1-1 に対応する。 

注 2) 工事の施行中の将来基礎交通量に伴う濃度は、工事の施行中の将来基礎交通量(現況交通量)と予測年次に

おける 1 台当たりの排出係数から汚染物質排出量を設定して算出した。 

注 3) 工事用車両の走行に伴う濃度は、工事用車両の交通量と予測年次における 1 台当たりの排出係数から汚染

物質排出量を設定して算出した。 

注 4) 予測地点の方位は、予測結果を示した道路端の方向を示す。 
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表 8.1-5(2) 工事用車両の走行に伴う大気質の予測結果(浮遊粒子状物質) 

予測地点 ①バッ

クグラ

ウンド

濃度 

(mg/m3) 

②工事の施行中

の将来基礎交通

量に伴う濃度 

(mg/m3) 

③工事用車両

の走行に伴う 

寄与濃度 

(mg/m3) 

④工事の 

施行中の 

将来濃度 

(年平均値) 

(mg/m3) 

(①＋②＋③) 

工事用車

両の走行

に伴う 

寄与率(%) 

(③/④×

100) 

地点 道路名【所在地】 方位 

No.1 

特別区道Ⅱ-3 号 

(区役所通り) 

【品川区広町 2 丁目】 

西側 

0.019 

0.00002 0.00001 未満 0.01902 0.1 未満 

東側 0.00003 0.00001 未満 0.01903 0.1 未満 

No.2 

特別区道Ⅱ-29 号 

(ゼームス坂通り) 

【品川区南品川 6 丁目】 

西側 - - - - 

東側 - - - - 

No.3 
都道 421 号線 

【品川区南品川 5 丁目】 

西側 0.00004 0.00001 未満 0.01904 0.1 未満 

東側 0.00004 0.00001 未満 0.01904 0.1 未満 

No.4 
特例都道鮫洲大山線 

【品川区東大井 5 丁目】 

北側 0.00002 0.00001 未満 0.01903 0.1 未満 

南側 0.00002 0.00001 未満 0.01903 0.1 未満 

No.5 
特別区道Ⅴ-3 号 

【品川区大井 1 丁目】 

西側 0.00001 0.00001 未満 0.01901 0.1 未満 

東側 0.00001 0.00001 未満 0.01901 0.1 未満 

No.6 

特別区道Ⅴ-19 号 

(立会道路) 

【品川区大井 2 丁目】 

北側 - - - - 

南側 - - - - 

No.7 

特別区道Ⅴ-22 号 

(三間通り) 

【品川区二葉 1 丁目】 

北側 - - - - 

南側 - - - - 

No.8 

特例都道東品川下丸子線

(池上通り) 

【品川区大井 4 丁目】 

西側 0.00002 0.00001 未満 0.01902 0.1 未満 

東側 0.00002 0.00001 未満 0.01902 0.1 未満 

注 1) 予測地点の番号は、図 8.1-1 に対応する。 

注 2) 工事の施行中の将来基礎交通量に伴う濃度は、工事の施行中の将来基礎交通量(現況交通量)と予測年次に

おける 1 台当たりの排出係数から汚染物質排出量を設定して算出した。 

注 3) 工事用車両の走行に伴う濃度は、工事用車両の交通量と予測年次における 1 台当たりの排出係数から汚染

物質排出量を設定して算出した。 

注 4) 予測地点の方位は、予測結果を示した道路端の方向を示す。 
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2) 工事の完了後 

ア. 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における濃度 

関連車両の走行に伴う大気質(二酸化窒素、浮遊粒子状物質)の予測結果は、表 8.1-6(1)、

(2)に示すとおりである。 

(ｱ) 二酸化窒素 

工事の完了後の予測地点における二酸化窒素の将来濃度は、バックグラウンド濃度

0.016ppmを加えて 0.01627～0.01781ppmであり、そのうち、関連車両の走行に伴う寄与濃

度は 0.00001 未満～0.00010ppmである。 

また、将来濃度に対する関連車両の走行に伴う増加分の割合(寄与率)は、0.1%未満～

0.6%である。 

(ｲ) 浮遊粒子状物質 

工事の完了後の予測地点における浮遊粒子状物質の将来濃度は、バックグラウンド濃度

0.019mg/m3を加えて 0.01901～0.01904mg/m3であり、そのうち、関連車両の走行に伴う寄

与濃度は 0.00001mg/m3未満である。 

また、将来濃度に対する関連車両の走行に伴う増加分の割合(寄与率)は、0.1%未満であ

る。 
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表 8.1-6(1) 関連車両の走行に伴う大気質の予測結果(二酸化窒素) 

予測地点 ①バッ

クグラ

ウンド

濃度 

(ppm) 

②工事の完了

後の将来基礎

交通量に伴う

濃度 

(ppm) 

③関連車両の

走行に伴う 

寄与濃度 

(ppm) 

④工事の 

完了後の 

将来濃度 

(年平均値) 

(ppm) 

(①＋②＋③) 

関連車両

の走行に

伴う 

寄与率(%) 

(③/④×

100) 

地点 道路名【所在地】 方位 

No.1 

特別区道Ⅱ-3 号 

(区役所通り) 

【品川区広町 2 丁目】 

西側 

0.016 

0.00077 0.00009 0.01686 0.5 

東側 0.00086 0.00010 0.01696 0.6 

No.2 

特別区道Ⅱ-29 号 

(ゼームス坂通り) 

【品川区南品川 6 丁目】 

西側 0.00063 0.00004 0.01668 0.3 

東側 0.00060 0.00004 0.01664 0.3 

No.3 
都道 421 号線 

【品川区南品川 5 丁目】 

西側 0.00181 0.00001 未満 0.01781 0.1 未満 

東側 0.00171 0.00001 未満 0.01771 0.1 未満 

No.4 
特例都道鮫洲大山線 

【品川区東大井 5 丁目】 

北側 0.00095 0.00001 未満 0.01695 0.1 未満 

南側 0.00094 0.00001 未満 0.01695 0.1 未満 

No.5 
特別区道Ⅴ-3 号 

【品川区大井 1 丁目】 

西側 0.00032 0.00001 未満 0.01632 0.1 未満 

東側 0.00033 0.00001 未満 0.01633 0.1 未満 

No.6 

特別区道Ⅴ-19 号 

(立会道路) 

【品川区大井 2 丁目】 

北側 0.00027 0.00001 未満 0.01628 0.1 未満 

南側 0.00026 0.00001 未満 0.01627 0.1 未満 

No.7 

特別区道Ⅴ-22 号 

(三間通り) 

【品川区二葉 1 丁目】 

北側 0.00032 0.00001 未満 0.01633 0.1 未満 

南側 0.00031 0.00001 未満 0.01632 0.1 未満 

No.8 

特例都道東品川下丸子線

(池上通り) 

【品川区大井 4 丁目】 

西側 0.00076 0.00001 未満 0.01677 0.1 未満 

東側 0.00084 0.00001 未満 0.01684 0.1 未満 

注 1) 予測地点の番号は、図 8.1-2 に対応する。 

注 2) 工事の完了後の将来基礎交通量に伴う濃度は、工事の完了後の将来基礎交通量(現況交通量)と予測年次に

おける 1 台当たりの排出係数から汚染物質排出量を設定して算出した。 

注 3) 関連車両の走行に伴う濃度は、関連車両の交通量と予測年次における 1 台当たりの排出係数から汚染物質

排出量を設定して算出した。 

注 4) 予測地点の方位は、予測結果を示した道路端の方向を示す。 
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表 8.1-6(2) 関連車両の走行に伴う大気質の予測結果(浮遊粒子状物質) 

予測地点 ①バッ

クグラ

ウンド

濃度 

(mg/m3) 

②工事の完了

後の将来基礎

交通量に伴う

濃度 

(mg/m3) 

③関連車両の

走行に伴う 

寄与濃度 

(mg/m3) 

④工事の 

完了後の 

将来濃度 

(年平均値) 

(mg/m3) 

(①＋②＋③) 

関連車両

の走行に

伴う 

寄与率(%) 

(③/④×

100) 

地点 道路名【所在地】 方位 

No.1 

特別区道Ⅱ-3 号 

(区役所通り) 

【品川区広町 2 丁目】 

西側 

0.019 

0.00002 0.00001 未満 0.01903 0.1 未満 

東側 0.00003 0.00001 未満 0.01903 0.1 未満 

No.2 

特別区道Ⅱ-29 号 

(ゼームス坂通り) 

【品川区南品川 6 丁目】 

西側 0.00002 0.00001 未満 0.01902 0.1 未満 

東側 0.00002 0.00001 未満 0.01902 0.1 未満 

No.3 
都道 421 号線 

【品川区南品川 5 丁目】 

西側 0.00004 0.00001 未満 0.01904 0.1 未満 

東側 0.00004 0.00001 未満 0.01904 0.1 未満 

No.4 
特例都道鮫洲大山線 

【品川区東大井 5 丁目】 

北側 0.00002 0.00001 未満 0.01902 0.1 未満 

南側 0.00002 0.00001 未満 0.01902 0.1 未満 

No.5 
特別区道Ⅴ-3 号 

【品川区大井 1 丁目】 

西側 0.00001 未満 0.00001 未満 0.01901 0.1 未満 

東側 0.00001 未満 0.00001 未満 0.01901 0.1 未満 

No.6 

特別区道Ⅴ-19 号 

(立会道路) 

【品川区大井 2 丁目】 

北側 0.00001 未満 0.00001 未満 0.01901 0.1 未満 

南側 0.00001 未満 0.00001 未満 0.01901 0.1 未満 

No.7 

特別区道Ⅴ-22 号 

(三間通り) 

【品川区二葉 1 丁目】 

北側 0.00001 未満 0.00001 未満 0.01901 0.1 未満 

南側 0.00001 未満 0.00001 未満 0.01901 0.1 未満 

No.8 

特例都道東品川下丸子線

(池上通り) 

【品川区大井 4 丁目】 

西側 0.00002 0.00001 未満 0.01902 0.1 未満 

東側 0.00002 0.00001 未満 0.01902 0.1 未満 

注 1) 予測地点の番号は、図 8.1-2 に対応する。 

注 2) 工事の完了後の将来基礎交通量に伴う濃度は、工事の完了後の将来基礎交通量(現況交通量)と予測年次に

おける 1 台当たりの排出係数から汚染物質排出量を設定して算出した。 

注 3) 関連車両の走行に伴う濃度は、関連車両の交通量と予測年次における 1 台当たりの排出係数から汚染物質

排出量を設定して算出した。 

注 4) 予測地点の方位は、予測結果を示した道路端の方向を示す。 
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イ. 地下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における濃度 

地下駐車場の供用に伴う大気質(二酸化窒素、浮遊粒子状物質)の予測結果は、表 8.1-7及び

図 8.1-4(1)、(2)に示すとおりである。 

(ｱ) 二酸化窒素 

二酸化窒素の最大着地濃度は、計画地の西側敷地境界線上において 0.00008ppmであり、

バックグラウンド濃度 0.016ppmを加えた将来濃度は 0.01608ppmである。また、将来濃度

に対する地下駐車場の供用に伴う増加分の割合(寄与率)は、0.5%である。 

(ｲ) 浮遊粒子状物質 

浮遊粒子状物質の最大着地濃度は、計画地から西側敷地境界線上において

0.000006mg/m3 であり、バックグラウンド濃度 0.019mg/m3 を加えた将来濃度は

0.019006mg/m3である。また、将来濃度に対する地下駐車場の供用に伴う増加分の割合(寄

与率)は、0.1%未満である。 

表 8.1-7 地下駐車場の供用に伴う大気質の予測結果 

予測地点 項 目 

①バック 

グラウンド 

濃度 

②地下駐車場の供

用に伴う寄与濃度 

(最大着地濃度) 

③工事の完了後 

の将来濃度 

(年平均値) 

（①＋②） 

地下駐車場

の供用に 

伴う寄与率 

（②/③） 

最大濃度着地地点 

(計画地西側敷地境

界線上) 

二酸化窒素 

(ppm) 
0.016 0.00008 0.01608 0.5% 

浮遊粒子状

物質 

(mg/m3) 

0.019 0.000006 0.019006 0.1%未満 

注 1) 工事の完了後の将来濃度＝バックグラウンド濃度＋地下駐車場の供用に伴う寄与濃度 

注 2) 地下駐車場の供用に伴う寄与率＝(地下駐車場の供用に伴う寄与濃度÷工事の完了後の将来濃度)×100 

 

ウ. 熱源施設の稼働に伴い発生する二酸化窒素の大気中における濃度 

熱源施設の稼働に伴う大気質(二酸化窒素)の予測結果は、表 8.1-8及び図 8.1-5に示すと

おりである。 

二酸化窒素の最大着地濃度は、計画地から南東へ約 350m の地点において 0.000099ppm で

あり、バックグラウンド濃度 0.016ppm を加えた将来濃度は 0.016099ppm である。また、将

来濃度に対する熱源施設の稼働に伴う増加分の割合(寄与率)は、0.6%である。 

表 8.1-8 熱源施設の稼働に伴う大気質の予測結果 

予測地点 項 目 

①バックグ

ラウンド 

濃度 

②熱源施設の稼働 

に伴う寄与濃度 

(最大着地濃度) 

③工事の完了後 

の将来濃度 

(年平均値) 

（①＋②） 

熱源施設の 

稼働に伴う 

寄与率 

（②/③） 

最大濃度着地地点 

(計画地南東側約 350m) 

二酸化窒素 

(ppm) 
0.016 0.000099 0.016099 0.6%  

注 1) 工事の完了後の将来濃度＝バックグラウンド濃度＋熱源施設の稼働に伴う寄与濃度 

注 2) 熱源施設の稼働に伴う寄与率＝(熱源施設の稼働に伴う寄与濃度÷工事の完了後の将来濃度)×100 
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図 8.1-4（1）駐車場の供用による 

二酸化窒素の寄与濃度 
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図 8.1-20(2) 地下駐車場の供用による浮遊粒子状物質の寄与濃度（年平均値） 

図 8.1-4（2）駐車場の供用による

浮遊粒子状物質の寄与濃度 
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図 8.1-21 熱源施設の稼働に伴う二酸化窒素の寄与濃度（年平均値） 

図 8.1-5熱源施設の稼働による 

二酸化窒素の寄与濃度 
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8.1.3 環境保全のための措置 

(1) 工事の施行中 

1) 予測に反映した措置 

〔建設機械に関する保全のための措置〕 

・排出ガス対策型建設機械(第 2次基準値)を使用する。 

・仮囲い(高さ 3m)を設置する。 

2) 予測に反映しなかった措置 

〔建設機械に関する保全のための措置〕 

・建設機械の集中稼働を行わないよう、作業の平準化に努める。 

・最新の排出ガス対策型建設機械（特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律、第 3次

基準値）の使用に努める。 

・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

る。 

・良質な燃料を使用する。 

・アイドリングストップの厳守を徹底する。 

〔工事用車両に関する保全のための措置〕 

・工事用車両に付着した泥土等が場外に飛散しないよう、出入口付近への洗車設備の設置等

を行う。 

・低公害型の工事用車両の採用に努める。 

・不必要なアイドリング防止を徹底する。 

・工事用車両の出入口付近には、適宜、清掃員を配置し、路面の清掃に努める。 

・工事作業員の通勤に際しては、公共交通機関を利用するよう指導するとともに、工事用車

両による搬出入が集中しないよう、計画的かつ効率的な運行管理を行い、工事工程の平準

化に努める。 

 

(2) 工事の完了後 

1) 予測に反映しなかった措置 

・駐車場内でのアイドリングストップを周知する。 

・計画建築物の施設従事者に対しては、極力公共交通機関を使用するように要請するととも

に、施設来訪者に対しては、施設ホームページやフロアガイド等に、公共交通機関の利用

を促す旨を記載し、関連車両の低減に努める。 
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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について」、浮遊粒子状物

質については「大気の汚染に係る環境基準について」に定める基準とした。 

なお、浮遊粒子状物質は、予測可能な自動車及び建設機械の排気管からの粒子状物質(一次生

成物質)のみ予測を行っており、これ以外の一次生成物質(タイヤの摩耗、巻上げ粉じん等)及び

二次生成物質は評価の対象としていない。 

 

(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における濃度 

予測した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

0.056ppm であり、環境基準値(0.04 から 0.06ppm のゾーン内またはそれ以下)を下回る。建

設機械の稼働に伴う寄与率は 52.7％である。 

また、予測した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 0.051mg/m3 であり、環境基準値(0.10mg/m3)を下回る。建設機械の稼働に伴う寄与率は

14.0％である。 

工事の実施にあたっては、建設機械による寄与率を極力少なくするため、事前に作業計画

を十分検討し、建設機械の集中稼働を避けた効率的な作業に努め、最新の排出ガス対策型の

建設機械の使用に努めるとともに、建設機械の不必要なアイドリングの防止や良質な燃料の

使用などにより、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の影響の低減に努める。また、建設機械は

定期的な整備点検を行い、故障や異常の早期発見を行うとともに、不必要な空ぶかしや急発

進等の禁止を徹底させる。 

 

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における濃度 

予測した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 0.036

～0.038ppm であり、環境基準値(0.04 から 0.06ppm のゾーン内またはそれ以下)を下回る。

工事用車両の走行による寄与率は 0.3%～1.1%である。 

また、予測した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 0.045mg/m3 であり、環境基準値(0.10mg/m3)を下回る。工事用車両の走行による寄与率は

0.1%未満である。 

 

2) 工事の完了後 

ア. 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における濃度 

予測した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 0.036

～0.038ppm であり、環境基準値(0.04 から 0.06ppm のゾーン内またはそれ以下)を下回る。

関連車両の走行による寄与率は 0.1%未満～0.6%である。 

また、予測した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 0.045mg/m3であり、環境基準値(0.10mg/m3)を下回る。関連車両の走行による寄与率は 0.1%

未満である。 
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イ. 地下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における濃度 

予測した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 から 0.06ppm のゾーン内またはそれ以下)を下回る。地

下駐車場の供用に伴う寄与率は 0.5％である。 

また、予測した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 0.045mg/m3 であり、環境基準値(0.10mg/m3)を下回る。地下駐車場の供用に伴う寄与率

は 0.1％未満である。 

 

ウ. 熱源施設の稼働に伴い発生する二酸化窒素の大気中における濃度 

予測した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 から 0.06ppm のゾーン内またはそれ以下)を下回る。熱

源施設の稼働に伴う寄与率は 0.6%である。 
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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、並びに工事の完了後における関連車両の走

行に伴う騒音及び振動が、計画地周辺の生活環境に影

響を及ぼすおそれがあることから、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) 調査結果 

1) 騒音・振動の状況 

ア. 既存資料調査 

(ｱ) 騒音の状況 

計画地周辺における道路交通の騒音レベル(LAeq)は、昼間は環境基準以下であったが、

夜間には地点１で環境基準値を上回っていた。 

(ｲ) 振動の状況 

計画地周辺における道路交通の振動レベル(L10)は、昼夜とも道路交通振動に係る要請限

度を下回っていた。 

イ. 現地調査 

(ｱ) 騒音の状況 

a. 環境騒音及び道路交通騒音の状況 

環境騒音レベル(LAeq)は、平日の昼間が 51dB、夜間が 45dB、休日の昼間が 51dB、夜間が

44dBであり、環境基準を達成していた。 

道路交通騒音レベル(LAeq)は、平日の昼間が 62～67dB、夜間が 58～62dB であり、No.1

の夜間と No.6 の昼間と夜間において環境基準値を上回っていた。休日では、昼間が 62～

66dB、夜間が 56～62dBであり、No.6の昼間と夜間において環境基準値を上回っていた。 

(ｲ) 振動の状況 

環境振動レベル(L10)は、平日の昼間が 31dB、夜間が 24dBであった。休日では、昼間 29dB、

夜間 22dBであった。 

道路交通振動レベル(L10)は、平日の昼間が 25～45dB、夜間が 21～40dB、休日の昼間が

27～44dB、夜間が 19～38dB であり、全地点・全時間帯において、「振動規制法」に基づく

道路交通振動に係る要請限度を下回っていた。 

2) 土地利用の状況 

計画地及びその周辺の土地利用としては、キャッツ・シアター、スポル、興業施設及び鉄道関

連施設等が立地している。用途地域の指定の状況は、計画地は、第一種住居地域及び準工業地域

に指定されており、計画地周辺は、第一種住居地域、商業地域、準工業地域等に指定されている。 

3) 発生源の状況 

計画地及びその周辺における騒音・振動の主要な発生源としては、計画地南側に近接する特例都

道鮫洲大山線(区役所通り)、西側に近接する特別区道Ⅱ-3 号(区役所通り)等を走行する自動車が

あげられる。また、計画地南側に近接する東急大井町線、東側に近接する JR線があげられる。 
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4) 自動車交通量等の状況 

既存資料調査及び現地調査による自動車交通量等の状況は、「8.1 大気汚染 8.1.1 現況

調査 (4)調査結果 6)自動車交通量等の状況」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 

計画地は武蔵野台地南東部に切れ込んだ谷地形の末端付近に位置しており、切土による人

工的な平坦地形となっている。 

計画地周辺の地層は、表層部から順に立川・武蔵野・下末吉・多摩ローム層（ローム・凝

灰質粘土：Lm）、武蔵野礫層（砂礫：Mg）、東京層（砂：Tos）、東京層（粘土：Toc）、東京礫

層（砂礫：Tog）、上総層群（泥岩・砂岩・礫岩：Ka）となっている。 

イ. 現地調査   

現地調査による地盤卓越振動数 (No.1～7)は、12.8～18.4Hzであった。 

6) 法令による基準等 

ア. 騒音 

「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「特定建設作業

に係る騒音の規制基準」、「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」

が定められている。 

イ. 振動 

「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」、「振動規制法」に基

づく「特定建設作業の規制基準」、「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」が定められている。 

  

8.2.2 予 測 

(1) 予測事項 

予測事項は、以下に示すとおりとした。 

1) 工事の施行中 

ア. 建設機械の稼働に伴う建設作業の騒音 

イ. 建設機械の稼働に伴う建設作業の振動 

ウ. 工事用車両の走行に伴う道路交通の騒音 

エ. 工事用車両の走行に伴う道路交通の振動 

2) 工事の完了後 

ア. 関連車両の走行に伴う道路交通の騒音 

イ. 関連車両の走行に伴う道路交通の振動 

 

(2) 予測の対象時点 

1) 工事の施行中 

ア. 建設機械の稼働に伴う建設作業の騒音 

建設機械の稼働による騒音レベル合成値が最大となる時期とし、工事着手後 1ヶ月目とした。 

イ. 建設機械の稼働に伴う建設作業の振動 

建設機械の稼働による振動レベル合成値が最大となる時期とし、工事着手後 1ヶ月目とした。 

ウ. 工事用車両の走行に伴う道路交通の騒音 

工事用車両台数が最大となる時期とし、工事着手後 25ヶ月目とした。 

エ. 工事用車両の走行に伴う道路交通の振動 

工事用車両台数が最大となる時期とし、工事着手後 25ヶ月目とした。 
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2) 工事の完了後 

ア. 関連車両の走行に伴う道路交通の騒音 

計画地内の施設の供用が通常状態になる令和７年度とした。 

イ. 関連車両の走行に伴う道路交通の振動 

計画地内の施設の供用が通常状態になる令和７年度とした。 

 

(3) 予測地域(予測地点) 

1) 工事の施行中 

ア. 建設機械の稼働に伴う建設作業の騒音 

建設機械の稼働に伴う建設作業騒音の予測範囲は、計画地敷地境界から 200m 程度の範囲

とした。予測高さは地上 1.2mとした。 

イ. 建設機械の稼働に伴う建設作業の振動 

建設機械の稼働に伴う建設作業振動の予測範囲は、計画地敷地境界から 100m 程度の範囲

とした。予測は地表面とした。 

ウ. 工事用車両の走行に伴う道路交通の騒音 

工事用車両の走行に伴う道路交通騒音の予測地点は、工事用車両の走行ルート沿道とし、

土地利用状況を勘案し、表 8.2-2 及び図 8.2-1 に示す５地点とした。予測高さは地上 1.2m

とした。 

エ. 工事用車両の走行に伴う道路交通の振動 

「ウ. 工事用車両の走行に伴う道路交通の騒音」と同様に、表 8.2-2及び図 8.2-1に示す

５地点とした。予測は地表面とした。 

表 8.2-2 工事の施行中及び工事の完了後における車両の走行に伴う影響の予測地点 

予測 

地点 

予測対象時期 

所在地 通称名（路線名） 工事の 

施行中 

工事の 

完了後 

No.1 ○ ○ 品川区広町 2 丁目 特別区道Ⅱ-3 号(区役所通り) 

No.2 - ○ 品川区南品川 6 丁目 特別区道Ⅱ-29 号(ゼームス坂通り) 

No.3 ○ ○ 品川区南品川 5 丁目 都道 421 号線 

No.4 ○ ○ 品川区東大井 5 丁目 特例都道鮫洲大山線 

No.5 ○ ○ 品川区大井 1 丁目 特別区道Ⅴ-3 号 

No.6 - ○ 品川区大井 2 丁目 特別区道Ⅴ-19 号(立会道路) 

No.7 - ○ 品川区二葉 1 丁目 特別区道Ⅴ-22 号(三間通り) 

No.8 ○ ○ 品川区大井 4 丁目 特例都道東品川下丸子線(池上通り) 

注 1) ○印は予測を実施する地点を示す。 

注 2) 予測地点の番号は、図 8.2-1、2 に対応する。 

 

2) 工事の完了後 

ア. 関連車両の走行に伴う道路交通の騒音 

関連車両の走行に伴う道路交通騒音の予測地点は、関連車両の走行ルート沿道の表 8.2-2

及び図 8.2-2 に示す８地点とした。予測高さは地上 1.2mとした。 

イ. 関連車両の走行に伴う道路交通の振動 

「ア. 関連車両の走行に伴う道路交通の騒音」と同様に、表 8.2-2及び図 8.2-2に示す８

地点とした。予測は地表面とした。 
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図 8.2-3 騒音・振動に係る予測地点 

 

 

 

 

図 8.2-1 工事用車両の走行に伴う

騒音・振動の予測地点 
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図 8.2-2 関連車両の走行に伴う

騒音・振動の予測地点 



- 79 - 

(4) 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の騒音 

建設機械の稼働に伴う建設作業の騒音の予測結果は、図 8.2-3に示すとおりである。 

敷地境界付近における騒音レベル(LA5)は最大 80dB であり、その出現地点は計画地北西側

敷地境界付近である。 

 

イ. 建設機械の稼働に伴う建設作業の振動 

建設機械の稼働に伴う建設作業の振動の予測結果は、図 8.2-4に示すとおりである。 

敷地境界付近における振動レベル(L10) は最大 69dBであり、その出現地点は計画地北西側

敷地境界である。 
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図 8.2-10 

建設機械の稼働に伴う建設作業騒音の 

予測結果（工事着手後●●ヶ月目） 

 

図 8.2-3 

建設機械の稼働に伴う建設作業騒音

の予測結果 
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図 8.2-11 

建設機械の稼働に伴う建設作業振動の 

予測結果（工事着手後●●ヶ月目） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8.2-4 

建設機械の稼働に伴う建設作業振動

の予測結果 

 



- 82 - 

 
ウ. 工事用車両の走行に伴う道路交通の騒音 

工事用車両の走行に伴う道路交通の騒音の予測結果は、表 8.2-3に示すとおりである。 

予測地点における工事用車両の走行に伴う道路交通の騒音レベル(LAeq)は、昼間 64～68dB

である。工事用車両の走行に伴う騒音レベルの増加分は、1未満～1dBである。 

 表 8.2-3 工事用車両の走行に伴う道路交通騒音の予測結果 

単位:dB 

予測地点 地域の類型 
時間 

区分 

騒音レベル(LAeq) 

工事の施行中の

将来基礎交通量 

工事の施行中

の将来交通量 

工事用車両に 

よる増加分 

No.1 (区役所通り) 
C(道路に面

する地域) 
昼間 65 65(65.4) 1 未満(0.4) 

No.3 (都道 421 号線) C(幹線交通) 昼間 64 64(64.4) 1 未満(0.4) 

No.4 (特例都道鮫洲大山線) C(幹線交通) 昼間 67 68(67.7) 1(0.7) 

No.5 (特別区道Ⅴ-3 号) 
C(道路に面

する地域) 
昼間 65 65(65.4) 1 未満(0.4) 

No.8 (池上通り) C(幹線交通) 昼間 64 64(64.2) 1 未満(0.2) 

注 1) 予測地点の番号は、図 8.2-1に対応する。 

注 2) 幹線交通：幹線交通を担う道路に近接する空間 

注 3) 工事の施行中の将来基礎交通量＝現況交通量 

注 4) 工事の施行中の将来交通量＝工事の施行中の将来基礎交通量＋工事用車両交通量 

注 5) 時間区分 昼間 6:00～22:00 
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エ. 工事用車両の走行に伴う道路交通の振動 

工事用車両の走行に伴う道路交通の振動の予測結果は、表 8.2-4に示すとおりである。 

工事用車両の走行に伴う道路交通の振動レベル(L10)は、昼間 34～50dB、夜間 27～45dBで

ある。また、工事用車両の走行に伴う振動レベルの増加分は、昼間で 1 未満～2dB、夜間で

1dB 未満である。 

表 8.2-4 工事用車両の走行に伴う道路交通振動の予測結果  

単位:dB 

予測地点 区域の区分 
時間 

区分 

予測 

時間 

振動レベル(L10) 

工事の施行中

の将来基礎 

交通量 

工事の 

施行中の 

将来交通量 

工事用車両

による 

増加分 

No.1 (区役所通り) 第二種区域 
昼間 11 時 41 42(42.0) 1(1.0) 

夜間 7 時 38 38(38.0) 1 未満(0.0) 

No.3 (都道 421 号線) 第二種区域 
昼間 16 時 46 47(46.8) 1(0.8) 

夜間 7 時 43 43(43.0) 1 未満(0.0) 

No.4 (特例都道鮫洲大山線) 第二種区域 
昼間 14 時 48 50(49.6) 2(1.6) 

夜間 7 時 45 45(45.0) 1 未満(0.0) 

No.5 (特別区道Ⅴ-3 号) 第二種区域 
昼間 10 時 45 46(46.0) 1(1.0) 

夜間 7 時 27 27(27.1) 1 未満(0.1) 

No.8 (池上通り) 第二種区域 
昼間 10 時 34 34(34.4) 1 未満(0.4) 

夜間 7 時 28 28(28.0) 1 未満(0.0) 

注 1) 予測地点の番号は、図 8.2-1に対応する。 

注 2) 工事の施行中の将来基礎交通量＝現況交通量 

注 3) 工事の施行中の将来交通量＝工事の施行中の将来基礎交通量＋工事用車両交通量 

注 4) 時間帯の区分は、次のとおり。 

第二種区域(近隣商業地域、商業地域) 昼間 8:00～20:00、夜間 20:00～8:00 

注 5) 将来交通量による振動レベルが最大となる時間のうち、工事用車両の走行がある時間について予測を行った。 
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2) 工事の完了後 

ア. 関連車両の走行に伴う道路交通の騒音 

関連車両の走行に伴う道路交通の騒音の予測結果は、表 8.2-5に示すとおりである。 

予測地点における関連車両の走行に伴う道路交通の騒音レベル(LAeq)は、昼間 62～67dB、

夜間 58～63dBである。関連車両の走行に伴う騒音レベルの増加分は、昼間 1未満～1dB、夜

間 1未満～1dBである。 

表 8.2-5 関連車両の走行に伴う道路交通騒音の予測結果 

単位:dB 

予測地点 地域の類型 
時間 

区分 

騒音レベル(LAeq) 

工事の完了後の 

将来基礎交通量 

工事の完了後

の将来交通量 

関連車両に 

よる増加分 

No.1 (区役所通り) 
C(道路に面

する地域) 

昼間 65 66（66.2） 1(1.2) 

夜間 62 63（63.4） 1(1.4) 

No.2 (ゼームス坂通り) 
C(道路に面

する地域) 

昼間 63 64（63.7） 1(0.7) 

夜間 59 60（59.8） 1(0.8) 

No.3 (都道 421 号線) C(幹線交通) 
昼間 64 64（64.1） 1 未満(0.1) 

夜間 61 61（61.1） 1 未満(0.1) 

No.4 (特例都道鮫洲大山線) C(幹線交通) 
昼間 67 67（67.1） 1 未満(0.1) 

夜間 62 62（62.2） 1 未満(0.2) 

No.5 (特別区道Ⅴ-3 号) 
C(道路に面

する地域) 

昼間 65 65（65.1） 1 未満(0.1) 

夜間 58 58（58.1） 1 未満(0.1) 

No.6 (立会道路) B(一般地域) 
昼間 62 62（62.3） 1 未満(0.3) 

夜間 59 59（59.3） 1 未満(0.3) 

No.7 (三間通り) 
C(道路に面

する地域) 

昼間 63 63（63.3） 1 未満(0.3) 

夜間 58 58（58.3） 1 未満(0.3) 

No.8 (池上通り) C(幹線交通) 
昼間 64 64（64.1） 1 未満(0.1) 

夜間 60 60（60.2） 1 未満(0.2) 

注 1) 予測地点の番号は、図 8.2-2に対応する。 

注 2) 幹線交通：幹線交通を担う道路に近接する空間 

注 3) 工事の完了後の将来基礎交通量＝現況交通量 

注 4) 工事の完了後の将来交通量＝工事の完了後の将来基礎交通量＋関連車両交通量 

注 5) 時間区分 昼間 6:00～22:00 夜間 22:00～翌 6:00 
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イ. 関連車両の走行に伴う道路交通の振動 

関連車両の走行に伴う道路交通の振動の予測結果は、表 8.2-6に示すとおりである。 

予測地点における関連車両の走行に伴う道路交通の振動レベル(L10)は、昼間 27～48dB、夜

間 24～45dB である。関連車両の走行に伴う振動レベルの増加分は、昼間 1未満～1dB、夜間

1未満～1dB である。 

表 8.2-6 関連車両の走行に伴う道路交通振動の予測結果 

単位:dB 

予測地点 区域の区分 
時間 

区分 

予測 

時間 

振動レベル(L10) 

工事の完了後

の将来基礎 

交通量 

工事の 

完了後の 

将来交通量 

関連車両に

よる 

増加分 

No.1 (区役所通り) 第二種区域 
昼間 11 時 41 42(41.8) 1(0.8) 

夜間 7 時 38 39(38.9) 1(0.9) 

No.2 (ゼームス坂通り) 第二種区域 
昼間 10 時 44 45(44.5) 1(0.5) 

夜間 7 時 40 40(40.4) 1 未満(0.4) 

No.3 (都道 421 号線) 第二種区域 
昼間 16 時 46 46(46.0) 1 未満(0.0) 

夜間 7 時 43 43(43.0) 1 未満(0.0) 

No.4 (特例都道鮫洲大山線) 第二種区域 
昼間 14 時 48 48(48.1) 1 未満(0.1) 

夜間 7 時 45 45(45.1) 1 未満(0.1) 

No.5 (特別区道Ⅴ-3 号) 第二種区域 
昼間 10 時 45 45(45.1) 1 未満(0.1) 

夜間 20 時 27 27(27.2) 1 未満(0.2) 

No.6 (立会道路) 第一種区域 
昼間 10 時 27 27(27.1) 1 未満(0.1) 

夜間 21 時 24 24(24.4) 1 未満(0.4) 

No.7 (三間通り) 第二種区域 
昼間 10 時 44 44(44.3) 1 未満(0.3) 

夜間 7 時 45 45(45.2) 1 未満(0.2) 

No.8 (池上通り) 第二種区域 
昼間 10 時 34 34(34.1) 1 未満(0.1) 

夜間 20 時 31 31(31.1) 1 未満(0.1) 

注 1) 予測地点の番号は、図 8.2-2に対応する。 

注 2) 工事の完了後の将来基礎交通量＝現況交通量 

注 3) 工事の完了後の将来交通量＝工事の完了後の将来基礎交通量＋関連車両交通量 

注 4) 時間帯の区分は、次のとおり。 

第一種区域(第一種・第二種中高層住居専用地域、第二種住居地域) 昼間 8:00～19:00、夜間 19:00～8:00 

第二種区域(近隣商業地域、商業地域) 昼間 8:00～20:00、夜間 20:00～8:00 
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8.2.3 環境保全のための措置 

(1) 工事の施行中 

1) 予測に反映した措置 

〔建設機械に関する保全のための措置〕 

・仮囲い(高さ 3m)を設置する。 

・低騒音型建設機械を採用する。 

〔工事用車両に関する保全のための措置〕 

・規制速度を遵守する。 

2) 予測に反映しなかった措置 

〔建設機械に関する保全のための措置〕 

・建設機械の集中稼働を行わないよう、建設機械の分散稼働に努める。 

・建設機械のアイドリングストップを厳守するよう徹底する。 

・作業時間及び作業手順は、周辺に著しい影響を及ぼさないように、事前に工事工程を十分

検討する。 

〔工事用車両に関する保全のための措置〕 

・資材の搬出入に際しては、制限速度の遵守、過積載の防止等により、騒音及び振動の低減

に努める。 

・アイドリングストップ等の実施を周知・徹底する。 

・工事作業員の通勤に際しては、公共交通機関を利用するよう指導するとともに、工事用車

両による搬出入が集中しないよう、計画的かつ効率的な運行管理を行い、工事工程の平準

化に努める。 

 

(2) 工事の完了後 

1) 予測に反映しなかった措置 

〔関連車両に関する保全のための措置〕 

・駐車場内のアイドリングストップを周知する。 

・計画建築物の施設従事者に対しては、極力公共交通機関を使用するように要請するととも

に、施設来訪者に対しては、施設ホームページやフロアガイド等に、公共交通機関の利用

を促す旨を記載し、関連車両の低減に努める。 
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8.2.4 評 価 

(1) 評価の指標 

1) 工事の施行中 

ア. 建設機械の稼働に伴う建設作業の騒音 

評価の指標は、「騒音規制法」に基づく「特定建設作業に係る騒音の基準」及び「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」とした。 

イ. 建設機械の稼働に伴う建設作業の振動 

評価の指標は、「振動規制法」に基づく「特定建設作業に係る振動の基準」及び「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」とした。 

ウ. 工事用車両の走行に伴う道路交通の騒音 

評価の指標は、「環境基本法」に基づく「騒音に係る環境基準」とした。 

エ. 工事用車両の走行に伴う道路交通の振動 

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」とした。 

2) 工事の完了後 

ア. 関連車両の走行に伴う道路交通の騒音 

評価の指標は、「環境基本法」に基づく「騒音に係る環境基準」とした。 

イ. 関連車両の走行に伴う道路交通の振動 

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」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の騒音 

建設機械の稼働に伴う建設作業の騒音レベル(LA5)は、北西側敷地境界付近において、最

大 80dB であり、勧告基準値(80dB)以下である。 

なお、工事の実施にあたっては、建設機械の集中稼働を行わないよう、建設機械の分散稼

働に努めるとともに、作業時間及び作業手順は、周辺に著しい影響を及ぼさないように、事

前に工事工程を十分検討し騒音の低減に努める。 

イ. 建設機械の稼働に伴う建設作業の振動 

建設機械の稼働に伴う建設作業の振動レベル(L10)は、北西側敷地境界付近において、最

大 69dB であり、勧告基準値(70dB)を下回る。 

なお、工事の実施にあたっては、建設機械の集中稼働を行わないよう、建設機械の分散稼

働に努めるとともに、作業時間及び作業手順は、周辺に著しい影響を及ぼさないように、事

前に工事工程を十分検討し振動の低減に努める。 
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ウ. 工事用車両の走行に伴う道路交通の騒音 

工事用車両の走行に伴う道路交通の騒音レベル(LAeq)は、表 8.2-7に示すとおりである。 

予測地点における工事用車両の走行に伴う道路交通の騒音レベル(LAeq)は、昼間 64～68dB

であり、全ての地点で環境基準値を下回る。 

工事用車両の走行に伴う騒音レベルの増加分は、1未満～1dBである。 

工事用車両の走行にあたっては、アイドリングストップ等の実施を周知・徹底し、騒音の

影響の低減に努める。 

表 8.2-7 工事用車両の走行に伴う道路交通騒音の評価の結果 

単位:dB 

予測地点 地域の類型 
時間 

区分 

騒音レベル(LAeq) 環境 

基準 

(LAeq) 

工事の施行中の

将来基礎交通量 

工事の施行中

の将来交通量 

工事用車両に 

よる増加分 

No.1 (区役所通り) 
C(道路に面

する地域) 
昼間 65 65(65.4) 1 未満(0.4) 65 

No.3 (都道 421 号線) C(幹線交通) 昼間 64 64(64.4) 1 未満(0.4) 70 

No.4  
(特例都道鮫洲大山線) 

C(幹線交通) 昼間 67 68(67.7) 1(0.7) 70 

No.5 (特別区道Ⅴ-3 号) 
C(道路に面

する地域) 
昼間 65 65(65.4) 1 未満(0.4) 65 

No.8 (池上通り) C(幹線交通) 昼間 64 64(64.2) 1 未満(0.2) 70 

注 1) 予測地点の番号は、図 8.2-1に対応する。 

注 2) 幹線交通：幹線交通を担う道路に近接する空間 

注 3) 工事の施行中の将来基礎交通量＝現況交通量 

注 4) 工事の施行中の将来交通量＝工事の施行中の将来基礎交通量＋工事用車両交通量 

注 5) 時間区分 昼間 6:00～22:00 
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エ. 工事用車両の走行に伴う道路交通の振動 

工事用車両の走行に伴う道路交通の振動レベル(L10)は、表 8.2-8に示すとおりである。 

予測地点における工事用車両の走行に伴う道路交通の振動レベルは、昼間 34～50dB、夜間

27～45dB であり、規制基準値(第二種区域において昼間 65dB、夜間 60dB)を下回る。工事用

車両の走行に伴う振動レベルの増加分は、昼間で 1未満～2dB、夜間で 1dB未満である。 

工事用車両の走行にあたっては、アイドリングストップ等の実施を周知・徹底し、振動の

影響の低減に努める。 

表 8.2-8 工事用車両の走行に伴う道路交通振動の評価の結果(予測時期) 

単位:dB 

予測地点 区域の区分 
時間 

区分 

予測 

時間 

振動レベル(L10) 
規制 

基準 

(L10) 

工事の施行中

の将来基礎 

交通量 

工事の施行

中の将来交

通量 

工事用車両

による増加

分 

No.1 (区役所通り) 第二種区域 
昼間 11 時 41 42(42.0) 1(1.0) 65 

夜間 7 時 38 38(38.0) 1 未満(0.0) 60 

No.3 (都道 421 号線) 第二種区域 
昼間 16 時 46 47(46.8) 1(0.8) 65 

夜間 7 時 43 43(43.0) 1 未満(0.0) 60 

No.4  
(特例都道鮫洲大山線) 

第二種区域 
昼間 14 時 48 50(49.6) 2(1.6) 65 

夜間 7 時 45 45(45.0) 1 未満(0.0) 60 

No.5 (特別区道Ⅴ-3号) 第二種区域 
昼間 10 時 45 46(46.0) 1(1.0) 65 

夜間 7 時 27 27(27.1) 1 未満(0.1) 60 

No.8 (池上通り) 第二種区域 
昼間 10 時 34 34(34.4) 1 未満(0.4) 65 

夜間 7 時 28 28(28.0) 1 未満(0.0) 60 

注 1) 予測地点の番号は、図 8.2-1に対応する。 

注 2) 工事の施行中の将来基礎交通量＝現況交通量 

注 3) 工事の施行中の将来交通量＝工事の施行中の将来基礎交通量＋工事用車両交通量 

注 4) 時間帯の区分は、次のとおり。 

第二種区域(近隣商業地域、商業地域) 昼間 8:00～20:00、夜間 20:00～8:00 

注 5) 将来交通量による振動レベルが最大となる時間のうち、工事用車両の走行がある時間について予測を行った。 
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2) 工事の完了後 

ア. 関連車両の走行に伴う道路交通の騒音 

関連車両の走行に伴う道路交通の騒音レベル(LAeq)は、表 8.2-9 に示すとおり、昼間 62～

67dB、夜間 58～63dB であり、No.1 地点(区役所通り)の昼間、夜間、No.6 地点(立会道路)の

昼間、夜間を除く地点は環境基準値を下回っている。環境基準値を上回っている No.1地点(区

役所通り)の夜間、No.6地点(立会道路)の昼間、夜間は現況において環境基準値を上回ってお

り、関連車両の走行に伴う騒音レベルの増加分は昼間 1未満～1dB、夜間 1未満～1dBである。 

表 8.2-9 関連車両の走行に伴う道路交通騒音の評価の結果 

単位:dB 

予測地点 
地域の 

類型 

時間 

区分 

騒音レベル(LAeq) 環境 

基準 

(LAeq) 

工事の完了後の 

将来基礎交通量 

工事の完了後

の将来交通量 

関連車両に 

よる増加分 

No.1 (区役所通り) 
C(道路に面

する地域) 

昼間 65 66（66.2） 1(1.2) 65 

夜間 62 63（63.4） 1(1.4) 60 

No.2 

 (ゼームス坂通り) 

C(道路に面

する地域) 

昼間 63 64（63.7） 1(0.7) 65 

夜間 59 60（59.8） 1(0.8) 60 

No.3 (都道 421 号線) C(幹線交通) 
昼間 64 64（64.1） 1 未満(0.1) 70 

夜間 61 61（61.1） 1 未満(0.1) 65 

No.4 

 (特例都道鮫洲大山線) 
C(幹線交通) 

昼間 67 67（67.1） 1 未満(0.1) 70 

夜間 62 62（62.2） 1 未満(0.2) 65 

No.5 

 (特別区道Ⅴ-3 号) 

C(道路に面

する地域) 

昼間 65 65（65.1） 1 未満(0.1) 65 

夜間 58 58（58.1） 1 未満(0.1) 60 

No.6 (立会道路) B(一般地域) 
昼間 62 62（62.3） 1 未満(0.3) 55 

夜間 59 59（59.3） 1 未満(0.3) 45 

No.7 (三間通り) 
C(道路に面

する地域) 

昼間 63 63（63.3） 1 未満(0.3) 65 

夜間 58 58（58.3） 1 未満(0.3) 60 

No.8 (池上通り) C(幹線交通) 
昼間 64 64（64.1） 1 未満(0.1) 70 

夜間 60 60（60.2） 1 未満(0.2) 65 

注 1) 予測地点の番号は、図 8.2-2に対応する。 

注 2) 幹線交通：幹線交通を担う道路に近接する空間 

注 3) 工事の完了後の将来基礎交通量＝現況交通量 

注 4) 工事の完了後の将来交通量＝工事の完了後の将来基礎交通量＋関連車両交通量 

注 5) 時間区分 昼間 6:00～22:00 夜間 22:00～翌 6:00 

注 6) 表内の網掛けは環境基準を超える時間帯。 
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イ. 関連車両の走行に伴う道路交通の振動 

関連車両の走行に伴う道路交通の振動レベル(L10)は、表 8.2-10 に示すとおり、昼間 27～

48dB、夜間 24～45dB であり、規制基準値(第一種区域において昼間 60dB、夜間 55dB、第二

種区域において昼間 65dB、夜間 60dB)を下回る。関連車両の走行に伴う振動レベルの増加分

は、昼間 1未満～1dB、夜間 1未満～1dBである。 

表 8.2-10 関連車両の走行に伴う道路交通振動の評価の結果 

単位:dB 

予測地点 区域の区分 
時間 

区分 

予測 

時間 

振動レベル(L10) 
規制 

基準 

(L10) 

工事の完了

後の将来基

礎交通量 

工事の完了

後の将来 

交通量 

関連車両に 

よる増加分 

No.1 (区役所通り) 第二種区域 
昼間 11 時 41 42(41.8) 1(0.8) 65 

夜間 7 時 38 39(38.9) 1(0.9) 60 

No.2 (ゼームス坂通り) 第二種区域 
昼間 10 時 44 45(44.5) 1(0.5) 65 

夜間 7 時 40 40(40.4) 1 未満(0.4) 60 

No.3 (都道 421 号線) 第二種区域 
昼間 16 時 46 46(46.0) 1 未満(0.0) 65 

夜間 7 時 43 43(43.0) 1 未満(0.0) 60 

No.4 

 (特例都道鮫洲大山線) 
第二種区域 

昼間 14 時 48 48(48.1) 1 未満(0.1) 65 

夜間 7 時 45 45(45.1) 1 未満(0.1) 60 

No.5 (特別区道Ⅴ-3 号) 第二種区域 
昼間 10 時 45 45(45.1) 1 未満(0.1) 65 

夜間 20 時 27 27(27.2) 1 未満(0.2) 60 

No.6 (立会道路) 第一種区域 
昼間 10 時 27 27(27.1) 1 未満(0.1) 60 

夜間 21 時 24 24(24.4) 1 未満(0.4) 55 

No.7 (三間通り) 第二種区域 
昼間 10 時 44 44(44.3) 1 未満(0.3) 65 

夜間 7 時 45 45(45.2) 1 未満(0.2) 60 

No.8 (池上通り) 第二種区域 
昼間 10 時 34 34(34.1) 1 未満(0.1) 65 

夜間 20 時 31 31(31.1) 1 未満(0.1) 60 

注 1) 予測地点の番号は、図 8.2-2に対応する。 

注 2) 工事の完了後の将来基礎交通量＝現況交通量 

注 3) 工事の完了後の将来交通量＝工事の完了後の将来基礎交通量＋関連車両交通量 

注 4) 時間帯の区分は、次のとおり。 

第一種区域(第一種・第二種中高層住居専用地域、第二種住居地域) 昼間 8:00～19:00、夜間 19:00～8:00 

第二種区域(近隣商業地域、商業地域) 昼間 8:00～20:00、夜間 20:00～8:00 
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8.3 土壌汚染 

8.3.1 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 8.3-1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土地利用の状況 

④発生源の状況 
⑤法令による基準等 

計画地内の南側の一部に形質変更時要
届出区域が指定されており、本事業の実施
により、土壌汚染に影響を及ぼすおそれが
あることから、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) 調査結果 

1) 土地利用の履歴等の状況 

計画地は、明治42年には広葉樹林や荒地であり、大正10年には日本国有鉄道大井町工場（後

のJR東日本大井町工場）として使用されていた。住宅地図で戸別の用途が確認できる昭和38年

以降は、日本国有鉄道の大井町工場及び広町アパート、鉄道関連施設、高圧ガス製造所、クリ

ーニング工場、診療所、公園、劇場、駐車場等の立地が確認される。現在の用途地域は、計画

地西側は主に第一種住居地域、東側は主に準工業地域に指定されている。 

「水質汚濁防止法」に基づく届出事業場は、令和３年１月現在、計画地には存在しない。 

2) 土壌汚染の状況 

ア. 計画地内の状況 

計画地内の南側の一部では、形質変更時要届出区域が指定されている。平成 29 年度の現

地調査によると、GL.0～-0.6m の間で、土壌含有量基準値を超える 310～630mg/kg の鉛が確

認されている。要措置区域の指定はない。 

なお、その他の範囲については、既存施設が供用中であるため、土壌汚染の状況を確認す

ることはできないが、掘削工事時に新たな汚染土壌の存在が確認された場合には、「土壌汚染対

策法」及び「環境確保条例」に基づき適正に処置するとともに、その内容を事後調査報告書にお

いて報告する。 

イ. 計画地周辺の状況 

計画地周辺においては、品川区広町一丁目、西大井一丁目、南品川四丁目、北品川四丁目

に、形質変更時要届出区域に指定された区域が存在する。 

3) 土地利用の状況 

計画地の現在の建物用途は、キャッツ・シアター、スポル、興業施設及び鉄道関連施設等と

なっている。また、計画地周辺の建物用途は官公庁施設、専用工場、倉庫・運輸関係施設等と

なっている。 

4) 発生源の状況 

ア. 計画地内の状況 

計画地内の南側の一部では、形質変更時要届出区域が指定されている。 

「水質汚濁防止法」に基づく届出事業場及び有害物質を扱う事業場は存在しない。 

イ. 計画地周辺の状況  

計画地周辺の「土壌汚染対策法」に基づく要措置区域等の指定状況は、品川区広町一丁目、
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品川区西大井一丁目、品川区南品川四丁目、品川区北品川四丁目に形質変更時要届出区域に

指定された区域が存在する。 

計画地周辺における、「水質汚濁防止法」に基づく届出事業場は、品川区広町一丁目、西

大井一丁目、西品川一丁目及び二丁目、大井一丁目、大崎一丁目及び二丁目、南品川四丁目

及び六丁目に届出事業場があるが、計画地からは約 100～1,000m離れている。 

5) 法令による基準等 

ア. 環境基準 

「環境基本法」に基づく土壌の汚染に係る環境基準は、「ダイオキシン類対策特別措置法」

に基づくダイオキシン類による土壌の汚染に係る環境基準が定められている。 

 

8.3.2 予 測  

(1) 予測事項 

予測事項は、以下に示すとおりとした。 

1) 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 

 

(2) 予測の対象時点 

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) 予測地域 

予測地域は、計画地内において汚染された土壌が存在する可能性がある区域及びその近傍とした。 

  

(4) 予測結果 

計画地内の一部には形質変更時要届出区域が指定されている。また、それ以外の範囲についても、

計画地にはかつて診療所等が存在していたことから、有害物質の使用履歴の可能性は否定できない。 

計画地内の形質変更時要届出区域については、現在供用中の施設の廃止後に、事業者が「土壌

汚染対策法」及び「環境確保条例」に基づく手続きを行う。 

それ以外の範囲については、現在施設供用部分は施設の廃止後に施設所有者が、施設が存在し

ない部分については事業者が「土壌汚染対策法」及び「環境確保条例」に基づいた調査を行った

うえで必要があれば、飛散・拡散の適切な防止措置を実施する。 

また、工事実施に際して新たな汚染土壌が確認された場合においては、「土壌汚染対策法」及

び「環境確保条例」に則り、適切な飛散・拡散防止措置を実施することから、汚染土壌が計画地

周辺に拡散することはないと考える。 
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8.3.3 環境保全のための措置 

(1) 予測に反映した措置 

・土壌汚染対策法第 4条及び環境確保条例第 117条に基づく手続き、調査を実施する。また、

工事実施に際して新たな汚染土壌が確認された場合においては、「土壌汚染対策法」及び

「環境確保条例」に則り、適切な防止措置を実施する。 

・土壌汚染状況調査の結果、汚染土壌の存在が確認された場合には、「土壌汚染対策法」及

び「環境確保条例」に基づき「汚染拡散防止計画書」を作成し、関係機関と調整を行った

うえで汚染拡散防止措置を実施するとともに、その内容を事後調査において明らかにする。 

 

(2) 予測に反映しなかった措置 

・敷地は仮囲い等で養生し、敷地外への汚染土壌飛散防止をはかる。 

・掘削、積込作業など汚染土壌に飛散のおそれがある場合には、適宜散水及び養生を行う。 

・汚染区画に立ち入った者は、靴底を洗浄させ汚染の拡散防止に努める。 

・車両のタイヤに汚染土壌が付着した場合には、清掃等を行う。 

・敷地内を移動する重機・車輛はアスファルト・コンクリート舗装または敷鉄板上を走行し、

粉じん等の飛散防止及び汚染の拡散防止に努める。 

 

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) 評価の結果 

計画地内の一部には形質変更時要届出区域が指定されている。また、それ以外の範囲についても、

計画地にはかつて診療所等が存在していたことから、有害物質の使用履歴の可能性は否定できない。 

計画地内の形質変更時要届出区域については、現在供用中の施設の廃止後に、事業者が「土壌

汚染対策法」及び「環境確保条例」に基づく手続きを行う。 

それ以外の範囲については、現在施設供用部分は施設の廃止後に施設所有者が、施設が存在し

ない部分については事業者が「土壌汚染対策法」及び「環境確保条例」に基づいた調査を行った

うえで必要があれば、飛散・拡散の適切な防止措置を実施する。 

また、工事実施に際して新たな汚染土壌が確認された場合においては、「土壌汚染対策法」及

び「環境確保条例」に則り、適切な飛散・拡散防止措置を実施する。 

その内容については、事後調査において明らかにする。 

以上の対策を講じることにより、事業の実施に伴い土壌汚染が周辺地域に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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8.4 地盤 

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施設の建設、工事の
完了後における建築物等の存在により、地
盤に影響を及ぼすおそれが考えられるた
め、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) 調査結果 

1) 地盤の状況 

ア. 地形の状況 

計画地は、武蔵野台地南東部に切れ込んだ谷地形の末端付近に位置しており、切土による

人工的な平坦地形となっている。 

イ. 地質の状況 

計画地周辺の地層は、表層部から順に立川・武蔵野・下末吉・多摩ローム層（ローム・凝

灰質粘土：Lm）、武蔵野礫層（砂礫：Mg）、東京層（砂：Tos）、東京層（粘土：Toc）、東京礫

層（砂礫：Tog）、上総層群（泥岩・砂岩・礫岩：Ka）となっている。 

現地調査結果を踏まえた計画地の地質断面図は、表層部から順に武蔵野礫層、東京層粘性

土、東京礫層、上総層群で構成されている。 

ウ. 地盤の状況 

計画地の標高は、T.P.+7.18m～12.87m 程度（JR 東日本調べ）であり、南側が高く北側が

低い。なお、ボーリング調査地点における地盤標高は、No.1地点は T.P.+10.28m、No.2地点

は、T.P.+7.62mであった。 

2) 地下水の状況 

東京都の令和元年の地下水位の状況は、西部の地下水位が高く東に向かうにつれて低くなる。

これはおおむね地表の標高と同様の傾向を示している。また、計画地及びその周辺の標高に基

づく地下水の主な流れは、計画地では、南から北に向かう流れが想定される。計画地から最も

近い観測井は、目黒（青葉台三丁目、大坂橋交差点付近）であり、地下水位は T.P.+14.45m で

ある。なお、帯水層である東京礫層は、計画地周辺では、T.P.約-15m付近に分布している。 

計画地に最も近い湧水地は、計画地の西方向約 0.8㎞に位置する戸越公園に存在する。 

計画地周辺では、武蔵野礫層(Mg)と東京礫層(Tog)が主要な帯水層と認識される。これに基

づき、標高 10～0m に位置する武蔵野礫層を第１帯水層、標高-10～-20mに位置する東京礫層を

第２帯水層として、帯水層別に観測井を設置して地下水の連続観測を実施した。 

Mg 層（武蔵野礫層）を対象とする No.1-2 及び No.2-2 の地下水位は、TP.+5～+7m 付近で推

移している。また、両者の変動パターンには連動性が確認され、概ね降雨に反応し、上昇-下

降していることが確認出来る。 

Tog 層（東京礫層）を対象とする No.1-1及び No.2-1の地下水位は、TP.+3～+5m付近で推移

している。また、両者の地下水位変動パターンには連動性が確認され、ほぼ同標高にて推移し
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ている。浅層の観測孔（No.1-2,No.2-2）よりは変動幅は小さいものの、降雨時に地下水位は

上昇-下降していることが確認できる。 

3) 地盤沈下又は地盤の変形の状況 

東京都における平成 28年～令和２年の地盤変動量の状況は、区部では、2cm以上の地盤変動

はみられない。 

また、「水準基標測量成果」によると、計画地に最も近い計測地点は、品川区東大井二丁目

12及び品川区大井三丁目 7であり、平成 28年～令和 2年の変動量は、品川区東大井二丁目 12

が-1.0～+1.5mm、品川区大井三丁目 7が-0.4～+1.0mmである。 

4) 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.73)に示したとおりである。 

品川区では、住宅用地が面積の大部分を占めている。また、田、畑、山林、原野及び池沼は

存在しない。 

計画地及びその周辺の土地利用としては、キャッツ・シアター、スポル、興業施設及び鉄道

関連施設等が立地している。 

5) 法令による基準等 

東京都における地下水揚水規制は、「工業用水法」、「建築物用地下水の採取の規制に関する

法律」及び「環境確保条例」に基づいて行われており、計画地の位置する品川区は、これらの

法の規制の対象地域である。 

 

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．掘削工事に伴う地盤の変形の範囲及び程度 

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 

2) 工事の完了後 

ア．地下構造物の存在等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 

 

(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 

工事の完了後における地盤の状況が安定した時点とした。 

 

(3) 予測地域 

予測地域は、計画地及びその周辺とした。 
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(4) 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 

掘削工事において地盤の変形を生じさせる要因として山留壁の変形による地盤の変形が

考えられる。 

山留壁の変形による地盤の変形について、本事業では最大 T.P.-約 17m 程度まで掘削する

計画であるが、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を難透水層の上総層群に達する T.P.-約 20ｍ程度まで施工する計画である。 

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。 

また、地下躯体の施工にあたっては、地盤変形等への影響をできるだけ少なくするために

逆打ち工法を採用し、先行床や各階の床梁にて山留壁を支保するとともに、地下階高が大き

い場所には斜め切梁等を設置する計画である。 

したがって、山留壁の変形は最小限に抑えられ、掘削区域周辺での地盤の変形の範囲及び

影響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 

地下水の水位及び流況の変化に伴う地盤沈下の要因として、第 1帯水層及び第 2帯水層の

地下水位が低下し、難透水層である東京層粘土（Toc）並びに凝灰質粘土（Lc）内の水分が

これらの層に絞り出されることにより圧密沈下が起こることが考えられる。 

本事業においては、掘削範囲の周囲を難透水層の上総層群に達する遮水性の高いＳＭＷで

囲うことにより、掘削範囲内の帯水層は外部と分離・遮水される。これにより、掘削工事等

に伴う地下水の水位及び流況の変化の影響は山留壁の外側の帯水層まで及ばず、計画地周辺

の地下水位の低下は小さいと予測する。 

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。 

また、ディープウェル工法による揚水・排水を実施する場合は、地盤及び地下水位の状況

についてモニタリングを行いながら施工することとし、必要に応じてリチャージ工法等の対

策を行う。 

したがって、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。 

2) 工事の完了後 

ア．地下構造物の存在等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 

本事業では山留壁の設置及び地下構造物の存在により、地下水の水位及び流況に影響を及

ぼす可能性がある。 

既往資料調査及び現地調査結果を踏まえると、計画地周辺の帯水層は連続的かつ広域に分

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。そのため、地下躯体が建築されても地下水流は地下構造物の周

囲を迂回するものと想定される。 

したがって、地下構造物の存在等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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8.4.3 環境保全のための措置 

(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。施工にあたって

は、今後詳細なボーリング調査を実施し、上総層群以深の難透水層までＳＭＷを根入れす

ることにより、地下水位低下の防止に努める。 

・地下躯体の施工にあたっては、逆打ち工法を採用し、先行床や各階の床梁にて山留壁を支

保するとともに、地下階高が大きい場所には斜め切梁等を設置することにより、山留壁の

変形を最小限に抑える。 

・ディープウェル工法による揚水・排水を実施する場合は、地盤及び地下水位の状況につい

てモニタリングを行いながら施工することとし、必要に応じてリチャージ工法等の対策を

行う。 

 

(2) 予測に反映しなかった措置 

・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、自記式

水位計による地下水位の連続観測を行い、地下水位の状況を継続的に監視しながら施工を

行う。 

・工事の施行中に地下水位の低下や山留壁の変形により、周辺で地盤の変形が確認された場

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。周

辺地盤の変形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。 

 

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) 評価の結果 

1) 工事の施行中 

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を難透水層の上総層群まで施工する計画である。また、地下躯体の施工にあたっ

ては、地盤変形等への影響をできるだけ少なくするために逆打ち工法を採用し、先行床や各階

の床梁にて山留壁を支保するとともに、地下階高が大きい場所には斜め切梁等を設置する計画

である。そのため、山留壁の変形が最小限に抑えられ、掘削区域周辺での地盤の変形は生じな

いと予測する。 

また、掘削範囲の周囲を難透水層の上総層群に達する遮水性の高い山留壁（ＳＭＷ）で囲う

ことにより、掘削範囲内の帯水層は外部と分離・遮水され、掘削工事等に伴う地下水の水位及

び流況の変化の影響は山留壁の外側の帯水層まで及ばず、計画地周辺の地下水位の低下は小さ

いと予測する。 

工事の施行中には、地盤及び地下水位の観測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、監視するとともに、周辺で地盤の変形が確

認され、本事業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。 

以上のことから、工事の施行中に地盤の変形及び地下水位の変化に起因した地盤沈下が生じ

る可能性は小さく、評価の指標を満足するものと考える。 
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2) 工事の完了後 

本事業では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。 

既往資料調査及び現地調査結果を踏まえると、計画地周辺の帯水層は連続的かつ広域に分布

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。そのため、地下躯体が建築されても地下水流は地下構造物の周囲を迂

回するものと想定される。 

以上のことから、完了後においても地下水位低下に起因した地盤沈下又は地盤の変形が生じ

る可能性は小さく、評価の指標を満足するものと考える。 
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8.5 水循環 

8.5.1 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8.5-1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・地質及び土質等の状況 
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 

工事の施行中における施設の建設、工事の完了後に
おける建築物等の存在等により、地下水の水位又は
流況の変化及び地表面流出水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) 調査結果 

1) 地下水、湧水、地表面流出水等の状況 

計画地周辺の主要な帯水層は、武蔵野礫層(Mg)と東京礫層(Tog)と認識される。武蔵野礫層

（Mg）を対象とする地下水位は、TP.+5～+7m 付近で推移、東京礫層（Tog）を対象とする地下

水位は、TP.+3～+5m 付近で推移している。計画地に最も近い湧水地は、計画地の西方向約 0.8km

に位置する戸越公園に存在する。雨水の地表面流出に係る計画地の現況の土地利用種別は、雨

水の流出係数が高い建物の屋根や舗装地から構成されており、単位時間あたりの地表面流出量

は、約 0.8m 3/sである。 

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（昭和 56年～平成 22年）

では、年降水量の統計平年値は 1,528.8mm、年平均気温は 15.4℃であった。季節的には、6～

10月の降水量が多く、12～2月にかけて降水量が少ない。 

一方、東京管区気象台（気象庁）における平成 27年～平成 31年の月別降水量観測結果では、

最近 5年間では 12月～2月に加えて 7月の降水量が少ない。また、8～10月は年により降水量

の変動が大きい。 

3) 地形・地質、土質等の状況 

計画地は武蔵野台地南東部に切れ込んだ谷地形の末端付近に位置しており、切土による人工

的な平坦地形となっている。 

計画地周辺の地層は、表層部から順に立川・武蔵野・下末吉・多摩ローム層（ローム・凝灰

質粘土：Lm）、武蔵野礫層（砂礫：Mg）、東京層（砂：Tos）、東京層（粘土：Toc）、東京礫層（砂

礫：Tog）、上総層群（泥岩・砂岩・礫岩：Ka）となっている。 

計画地では、武蔵野礫層及び東京礫層が帯水層に位置づけられる。土質性状や既往文献等か

ら、武蔵野礫層が最上位帯水層と見なされる。 

4) 水利用の状況 

品川区内で地下水揚水を行っている事業所は 41 箇所、井戸本数は 53 本、1 日あたりの地下

水揚水量は 239m3/日であり、地下水揚水量の大部分は指定作業場で使用されている。 

また、品川区における平成 30 年の月別地下水揚水量は 5,677～8,925m3であり、年間揚水量

は 87,609m3であった。 
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5) 植生の状況 

計画地及びその周辺には「市街地」が広がっており、計画地内は人工構造物被覆地が存在す

る。また、計画地が位置する品川区の緑被率は、15.1%となっている。 

6) 土地利用の状況 

品川区は住宅用地が面積の多くを占めている。また、田、畑、山林、原野及び湖沼は存在し

ない。計画地周辺の土地利用は、主に官公庁施設、専用工場、倉庫・運輸関係施設等となって

いる。 

7) 法令による基準等 

「品川区雨水流出抑制施設の設置に関する指導要綱」では、総合的な治水対策の一環として、

都市型水害の軽減、防止を図るとともに、安全な都市環境を確保するため、雨水流出抑制対策

の実施を指導しており、当該要綱では、公共施設または民間施設の新築・改築等に際して雨水

流出抑制施設の設置を求めている。雨水流出対策量は、公共施設に対する雨水流出抑制対策量

は 6m3/100m2、民間施設では敷地面積 500m2以上の事業では 6m3/100m2、敷地面積 500m2未満の事

業では 3m3/100m2と定められている。 

「水の有効利用促進要綱」（平成 15年 東京都）では、東京都と協議のうえ、雨水浸透計画

書等を提出するとともに、雨水浸透施設の計画、構造、管理等について、関係法令等の規定に

従い適正に行うよう求めている。 

 

8.5.2 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. 地下構造物の存在等に伴う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 

ア．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. 地下構造物の存在等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 

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。 
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(4) 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を難透水層の上総層群に達する T.P.-約 20ｍ程度まで施工する計画である。 

第１帯水層の武蔵野礫層（Mg）及び第 2 帯水層の東京礫層（Tog）の分布深度よりも深い

位置に根入れすることにより、東京層粘性土(Toc) 、凝灰質粘土（Lc）及び上総層群（K）

が難透水層として機能し、各帯水層の地下水位低下及び流況の変化を抑制できる。 

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。 

また、ディープウェル工法による揚水・排水を実施する場合は、地盤及び地下水位の状況

についてモニタリングを行いながら施工することとし、必要に応じてリチャージ工法等の対

策を行う。 

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、最深部の掘削工事において、外周部に山留壁であるＳＭＷを上総層群以深に達す

る T.P.-約 20ｍ程度まで施工した上で、地下構造物を T.P.-17m程度まで構築する計画である。 

計画地周辺での地下水位は T.P.+3～7m 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、地下水の水位及び流況に影響を及ぼす可能性がある。 

しかし、既往資料調査及び現地調査結果を踏まえると、計画地で確認された帯水層は、計

画地周辺においても連続的かつ広範囲に分布しているものと想定される。これに対し、計画

建築物の地下構造物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

造物の存在等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。 

イ．土地の改変に伴う地表面流出量の変化の程度 

(ｱ) 地表面流出量 

a. 現況における地表面流出量 

計画地の現況における地表面流出量は、「大量排水協議 排水に関する事前協議書作

成マニュアル（申請者用）」（平成 27年 4月 東京都）に基づき、単位時間あたりの地

表面流出量は、約 0.80 m3/sである。 

b. 工事完了後における地表面流出量 

工事完了後における地表面流出量は、「大量排水協議 排水に関する事前協議書作成

マニュアル（申請者用）」（平成 27年 4月 東京都）に基づき、単位時間あたりの地表

面流出量は、約 0.81 m3/sである。 
 

c. 地表面流出抑制施設による浸透量 

本事業における地表面流出抑制施設（雨水貯留施設）による浸透量は、「品川区雨水

流出抑制施設の設置に関する指導要綱」(平成 25年 3月 品川区)に基づき、必要浸透

量は約 1,766m3、計画浸透量は約 1,767m3である。 
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(ｲ) 地表面流出量の変化の程度 

現況と工事完了後における地表面流出量の変化の程度は、工事完了後には、計画地の地

表面流出量は現況と同程度になるものと考えられ、また、「品川区雨水流出抑制施設の設置

に関する指導要綱」（平成 25年 3月 品川区）に基づく地表面流出抑制施設（雨水貯留槽）

を設置する。 

以上のことから、土地の改変に伴う地表面流出量の変化の程度は小さいと予測される。 

 

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、山留壁に剛性及び遮水性の高いＳＭＷを採用する。施工にあたって

は、今後詳細なボーリング調査を実施し、上総層群以深の難透水層までＳＭＷを根入れす

ることにより、地下水位低下の防止に努める。 

・ディープウェル工法による揚水・排水を実施する場合は、地盤及び地下水位の状況につい

てモニタリングを行いながら施工することとし、必要に応じてリチャージ工法等の対策を

行う。 

2) 予測に反映しなかった措置 

・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、自記式

水位計による地下水位の連続観測を行い、地下水位の状況を継続的に監視しながら施工を

行う。 

・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 

・「品川区雨水流出抑制施設の設置に関する要綱」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。 

・地上部の緑化により雨水浸透を図り、水循環の保全の観点から地下水涵養に極力努める。 

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 東京都）に基づき、東京都と協議のうえ、雨水浸

透計画書等を提出する。雨水浸透施設の計画、構造、管理等については、関係法令等の規

定に従い適正に行う。 
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8.5.4 評 価 

(1) 評価の指標 

1) 工事の施行中 

評価の指標は、「地下水等の状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 

評価の指標として、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について

は、「地下水等の状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水量の変

化の程度については、「東京都雨水浸透指針」及び「品川区雨水流出抑制施設の設置に関する

指導要綱」において設定している雨水流出抑制に関する目標とした。 

 

(2) 評価の結果 

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、難透水層の上総層群まで根入れすることにより、第 1帯水層（Mg）及

び第 2帯水層（Tog）の地下水位低下、流況の変化を抑制できる。 

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。 

また、ディープウェル工法による揚水・排水を実施する場合は、地盤及び地下水位の状況

についてモニタリングを行いながら施工することとし、必要に応じてリチャージ工法等の対

策を行う。 

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. 地下構造物の存在等に伴う地下水の水位及び流況の変化の程度 

本事業における掘削工事では、山留壁の設置及び地下構造物の存在により、地下水流の水位及

び流況に影響を及ぼす可能性がある。 

既往資料調査及び現地調査結果を踏まえると、計画地で確認された帯水層は、計画地周辺に

おいても連続的かつ広範囲に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

下構造物が占める範囲は計画地内のみの限定的なものである。帯水層の分布範囲に比して、

計画建築物の地下構造物範囲は十分に小さく、地下水は地下構造物を迂回しながら流れると

想定される。 

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

造物の存在等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。 

以上のことから、地下構造物の存在等により、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。 

イ. 土地の改変に伴う地表面流出量の変化の程度 

現況と工事完了後における地表面流出量の変化の程度は、工事完了後の地表面流出量は、

現況と同程度になるものと考えられること、また、「品川区雨水流出抑制施設の設置に関す

る指導要綱」に基づく地表面流出抑制施設（雨水貯留槽）を設置することから、土地の改変

に伴う地表面流出量の変化の程度は小さいと予測する。 

以上のことから、土地の改変に伴う地表面流出水量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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8.6 日 影 

8.6.1 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8.6-1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 

計画建築物の存在により、計画地周辺に日影の影
響を及ぼすおそれがあることから、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) 調査結果 

1) 日影の状況 

計画建築物からの日影が予想される計画地及びその周辺は、現在、中低層の事務所や商業施

設、集合住宅、公共施設及び鉄道関連施設等などが混在した土地利用となっている。 

主要な地点における夏至日、春分・秋分及び冬至日の日影の状況は、表 8.6-2に示すとおり

である。 

表 8.6-2 天空写真撮影地点及び日影時間 

地点 時 刻 
8       9       10      11      12      13      14      15      16 

日影の生じる時間 

No.1 

夏至日                   － 

春・秋分                   － 

冬至日                   15 分 

No.2 

夏至日                   － 

春・秋分                   30 分 

冬至日                   1 時間 30 分 

No.3 

夏至日                   － 

春・秋分                   2 時間 40 分 

冬至日                   3 時間 

No.4 

夏至日                   － 

春・秋分                   30 分 

冬至日                   2 時間 5 分 

No.5 

夏至日                   － 

春・秋分                   － 

冬至日                   1 時間 55 分 

注 1）植栽、道路標識等による日影については、日影時間に含まない。 

注 2）    ：日影時間 
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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 

日影が生じることによる影響に特に配慮すべき施設等としては、計画地北側には浅間台小学

校、東京健康科学専門学校、しながわ中央公園（多目的広場・庭球場）、品川区役所本庁舎・

第二庁舎・第三庁舎・防災センター及び品川区国際友好協会等がある。 

3) 既存建築物等の状況 

計画地には、キャッツ・シアター、スポル、興業施設及び鉄道関連施設等が存在しており、

計画地周辺は、中低層の事務所や商業施設、集合住宅、公共施設及び鉄道関連施設等が存在す

る地域である。計画地北東側に JR 東日本東京総合車両センター、東側に住商併用建築物等、

西側に品川区役所が立地し、計画地南側の都道 420号鮫洲大山線（区役所通り）沿いは商業施

設が大半を占めており、その他の地域は集合住宅や独立住宅、専用商業施設、住商併用建築物

等から構成されている。また、計画地周辺に立地している高層建築物としては、計画地南側に

ブリリア大井町ラヴィアンタワー、クレヴィアタワー大井町、シティータワー大井町、アワー

ズイン阪急等が、計画地北西側にはファミーユ下神明等がある。 

4) 地形の状況 

計画地が位置する品川区は、西から東にかけてなだらかに傾斜する武蔵野台地の東に位置し

ている。 

5) 土地利用の状況 

計画地及びその周辺は、主にスポーツ・興行施設、公園・運動場等、事務所建築物、専用商

業施設等が立地している。計画地北東側に JR 東日本東京総合車両センター、東側に住商併用

建築物等、西側に品川区役所が立地し、計画地南側の都道 420号鮫洲大山線（区役所通り）沿

いは商業施設が大半を占めており、その他の地域は集合住宅や独立住宅、専用商業施設、住商

併用建築物等から構成されている。 

6) 法令による基準等 

計画地周辺における日影規制は、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、日影規制時間が定められている。 

 

8.6.2 予 測 

(1) 予測事項 

予測事項は、以下に示すとおりとした。 

1) 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 

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における日影となる時刻、時間数等の

日影の状況の変化の程度 

 

(2) 予測の対象時点 

工事の完了後において、計画建築物の日影が最も長くなる冬至日とした。 

 

(3) 予測地域 

1) 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 

予測地域は、冬至日の真太陽時における 8 時から 16 時までに、計画建築物による日影が生

じると想定される範囲とした。 
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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 

予測地域は、計画地近傍において、冬至日の真太陽時における 8 時から 16 時までに、計画

建築物による日影の影響に特に配慮すべき施設の付近とし、現況調査地点同様の 5地点とする

こととした。 

 

(4) 予測結果 

1) 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 

冬至日の平均地盤面から 4m の高さにおける計画建築物による時刻別日影図は、図 8.6-1 に

示すとおりである。8 時から 16 時の時間帯で日影が及ぶ範囲は計画地から北西方向に約 800m

離れた西品川二丁目から北東方向に約 770m離れた南品川四丁目までの範囲であると予測する。 

また、等時間日影図は、図 8.6-2に示すとおりである。計画建築物により 4時間以上の日影

が及ぶ範囲は、計画地の敷地境界から最大約 170m の範囲である。計画建築物による日影は、

日影規制のある地域において、日影規制ライン（敷地境界線から 10m）を越えて 2.5時間以上、

かつ、日影規制ライン（敷地境界線から 5m）を越えて 4時間以上及んでいる。 

但し、日影が及ぶ図 8.6-2 の赤枠で囲った規制範囲は、今後、再開発等促進区を定める地区

計画の地区整備計画等の範囲となり、日影規制の適用除外となることから、計画建築物による

日影時間は日影規制の範囲内に収まるものと予測する。 

 

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 

主要な地点における日影時間の変化の程度は、表 8.6-3に示すとおりである。 

No.2 地点では、冬至日において約 1 時間、計画建築物による日影時間が増加するが、№1、

№3、No.4及び No.5 地点では、計画建築物による日影時間の変化はない。 
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注)日影規制対象区域の一部については、今後、第１種住居地域から準工業地域へ用途変

更されること、また、地区整備計画及び再開発等促進区の区域となる予定であること

から、日影規制の適用除外となる。 

資料：「品川区統合型地図情報提供サービス（用途地域等指定図）」 
  

今後、日影規制の適用

除外となる範囲注） 
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表 8.6-3 主要な地点における日影時間 

地点 時 刻 
8       9       10      11      12      13      14      15      16 

日影の生

じる時間 

現況から

の変化量 

No.1 

夏至日 
現況                   － － 

工事の完了後                   － － 

春・秋分 
現況                   － － 

工事の完了後                   － － 

冬至日 
現況                   15 分 なし 

工事の完了後                   15 分 なし 

No.2 

夏至日 
現況                   － － 

工事の完了後                   － － 

春・秋分 
現況                   30 分 なし 

工事の完了後                   30 分 なし 

冬至日 
現況                   1時間 30分 なし 

工事の完了後                   2時間 30分 1 時間 

No.3 

夏至日 
現況                   － － 

工事の完了後                   － － 

春・秋分 
現況                   2時間 40分 なし 

工事の完了後                   2時間 40分 なし 

冬至日 
現況                   3 時間 なし 

工事の完了後                   3 時間 なし 

No.4 

夏至日 
現況                   － － 

工事の完了後                   － － 

春・秋分 
現況                   30 分 なし 

工事の完了後                   30 分 なし 

冬至日 
現況                   2 時間 5 分 なし 

工事の完了後                   2 時間 5 分 なし 

No.5 

夏至日 
現況                   － － 

工事の完了後                   － － 

春・秋分 
現況                   － － 

工事の完了後                   － － 

冬至日 
現況                   1時間 55分 なし 

工事の完了後                   1時間 55分 なし 

注 1）植栽、道路標識等による日影については、日影時間に含まない。 

注 2）    ：日影時間、    ：計画建築物による日影時間 
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8.6.3 環境保全のための措置 

(1) 予測に反映した措置 

・高層棟を計画地中央付近に配置した。 

 

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」に定める日影規

制とした。 

 

(2) 評価の結果 

計画建築物による日影は、日影規制のある地域において、日影規制ライン（敷地境界線から 10m）

を越えて 2.5 時間以上、かつ、日影規制ライン（敷地境界線から 5m）を越えて 4時間以上及んで

いる。 

但し、日影が及ぶ規制地域は、今後、再開発等促進区を定める地区計画の地区整備計画等の範

囲となり、日影規制の適用除外となることから、計画建築物による日影時間は日影規制の範囲内

に収まる。 

また、計画地周辺地域への日影の影響を低減するため、高層棟を中央付近に配置した計画とし

ている。これにより、冬至日において、計画建築物による敷地境界線から外側へ 5～10m の区域

において 4 時間以上の日影が生じる範囲及び敷地境界線から外側へ 10m を超える区域において

2.5 時間以上の日影が生じる範囲は、概ね計画地北側の JR東日本東京総合車両センター内の限ら

れた範囲である。また、特に配慮すべき施設等における日影となる時間数は、最大で約１時間で

あった。 

以上のことから、評価の指標とした「東京都日影による中高層建築物の高さの制限に関する条

例」に定める日影規制を満足するものと考える。 
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8.7 電波障害  

8.7.1 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8.7-1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 

計画建築物の存在により、計画地周辺に

テレビ電波の受信状況に影響を及ぼすおそ

れがあることから、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) 調査結果 

1) テレビ電波の受信状況 

テレビ電波（地上デジタル放送）の品質評価結果は、画像評価は、MXTV において 2地点「△

ブロックノイズや画面フリーズあり」、5 地点「受信不能」があるが、その他は全て「○（正常

に受信）」であった。品質評価については、一部「Ｄ（不良）」、「Ｅ（受信不能）」があるが、

概ね「Ａ（きわめて良好）」、「Ｂ（良好）」及び「Ｃ（概ね良好）」であった。 

テレビ電波（地上デジタル放送）の端子電圧（受信レベル）は、32.2dB～88.9dB（μV）、

であった。 

 

2) テレビ電波の送信状況 

地上デジタル放送及び衛星放送の送信状況は、表 8.7-2～3に示すとおりである。 

表 8.7-2 地上デジタル放送の送信状況 

放送対象地域 チャンネル 放送局名 

送信 

アンテナ高 

(T.P.＋m) 

送信 

周波数帯 

(MHz) 

送信出力 

(kW) 

関東広域圏 

27 NHK 総合 614 554～560 10 

26 NHK 教育 614 548～554 10 

25 日本テレビ 604 542～548 10 

24 テレビ朝日 594 536～542 10 

22 TBS テレビ 584 524～530 10 

21 フジテレビ 604 518～524 10 

23 テレビ東京 594 530～536 10 

県域放送 16 東京 MX 566 488～494  3 

注)東京 MX：東京メトロポリタンテレビジョン 

資料：「デジタル中継局開局情報」（令和 3 年 1 月閲覧 総務省ホームページ） 

表 8.7-3 衛星放送の送信状況 

放送種別等 軌道位置 

衛星放送(BS) BS 放送 
東経 110 度 

通信衛星放送 

(CS) 

東経 110 度 CS 放送(CS110度) 

東経 124 度 CS 放送(JCSAT-4B) 東経 124 度 

東経 128 度 CS 放送(JCSAT-3A) 東経 128 度 

資料：「衛星放送の概要」（令和 3 年 1 月閲覧 総務省ホームページ） 
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3) 高層建築物及び住宅等の分布状況 

計画地周辺に位置する高層建築物としては、計画地北西側にファミーユ下神明、南側にブリ

リア大井町ラヴィアンタワー、アワーズイン阪急等がある。 

また、計画地及びその周辺の土地利用の状況は、計画地周辺の建物用途は官公庁施設、専用

工場、倉庫・運輸関係施設等となっている。 

 

4) 地形の状況 

計画地が位置する品川区は、西から東にかけてなだらかに傾斜する武蔵野台地の東に位置し

ている。 

 

8.7.2 予 測 

(1) 予測事項 

予測事項は、「建築物等の設置によるテレビ電波の遮へい障害及び反射障害」とした。 

 

(2) 予測の対象時点 

予測の対象時点は、計画建築物の工事が完了した時点とした。 

 

(3) 予測地域 

予測地域は、計画建築物により障害を及ぼすと推定される地域及びその周辺とした。 

 

(4) 予測結果 

計画建築物による地上デジタル放送の遮へい障害が生じる地域の範囲は、表8.7-4及び図8.7-1

に示すとおり、計画地の西南西方向と予測する。デジタル 21～27ch については、西南西方向の

最大幅約 210m、最大距離約 100m の範囲に障害が生じると予測する。デジタル 16ch については、

西南西方向の最大幅約 240m、最大距離約 2,100mの範囲に障害が生じると予測する。 

反射障害については、地域的な反射障害として図示するまでには至らない程度と予測する。 

表 8.7-4 地上デジタル放送テレビ電波障害予測範囲 

テレビ電波障害種類 方 向 最大幅（m） 最大距離（m） 

遮へい 
障害 

デジタル 21～27ch 西南西方向 約 210 約 100 

デジタル 16ch 西南西方向 約 240 約 2,100 
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計画建築物による衛星放送の遮へい障害が生じる地域の範囲は、表 8.7-5及び図 8.7-2に示す

とおり、計画地近傍の北東及び北北東方向と予測する。BS及び CS110°については、北東方向の

最大幅約 120m、最大距離約 120m の範囲に障害が生じると予測する。JCSAT-3A 及び JCSAT-4B に

ついては、北北東方向の最大幅約 100m、最大距離約 85mの範囲に障害が生じると予測する。 

表 8.7-5 衛星放送テレビ電波障害予測範囲 

テレビ電波障害種類 方 向 最大幅（m） 最大距離（m） 

遮へい 
障害 

BS及び CS110° 北東方向 約 120 約 120 

JCSAT-3A及び JCSAT-4B 北北東方向 約 100 約 85 

 

なお、デジタル放送は狭い周波数帯で大量の情報を伝送する圧縮技法、妨害によって生じた情

報の誤りを訂正する技術等を有する伝送方式を採用していることにより、反射障害（ゴースト（マ

ルチパス）障害）に強い性質を持っていることや、計画建築物の壁面が電波到来方向に対して正

対していることから、テレビ画質に影響を及ぼす反射障害は生じないものと予測する。 
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88-3 電波障害予測結果（地上デジタル放送遮へい障害） 
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図 8.8-4 電波障害予測結果（衛星放送遮へい障害） 
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8.7.3 環境保全のための措置 

(1) 工事の施行中 

1) 予測に反映しなかった措置 

・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は、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。 

・工事の施行中におけるタワークレーンの非使用時には、タワー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する。 

・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

かつ適切な対応を行う。 

 

(2) 工事の完了後 

1) 予測に反映しなかった措置 

・計画建築物によるテレビ電波障害が発生した場合には、「高層建築物による受信障害解消

についての指導要領」（昭和 51年 郵政省電波監理局長通達）に基づき、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。 

・電波障害が発生すると予測した地域以外において、計画建築物による電波障害が明らかと

なった場合には、受信状態に応じた適切な対策を講じる。 

・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

かつ適切な対応を行う。 

 

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 

計画建築物により、地上デジタル放送については計画地西南西側、衛星放送については計画地

北東側及び北北東側において、テレビ電波の遮へい障害が生じると予測するが、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

じることにより、テレビ電波障害の影響は解消すると考える。 

また、反射障害については、地域的な反射障害として図示するまでには至らない程度と考える。 

以上のことから、評価の指標とした「テレビ電波の受信障害を起こさないこと」を満足するも

のと考える。 
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8.8 風環境 

8.8.1 現況調査 

(1) 調査事項及び選択理由  

調査事項及びその選択理由は、表 8.8-1に示すとおりである。 

表8.8-1 調査事項及びその選択理由 

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 

計画建築物の存在により、計画地周

辺の風環境に影響を及ぼすおそれがあ

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) 調査結果 

1) 地域の風の状況 

ア. 上空風の状況 

旧東京管区気象台（大手町）で観測された 10 年間(平成 9 年 1 月～平成 18 年 12 月)の日

最大平均風速の風向出現頻度は、風速 1m/s 以上の場合、風速 5m/s 以上の場合のいずれも、

最多風向は北北西であり、次いで南西となっている。 

イ. 地表付近の風の状況 

地表付近の風の状況は、風洞実験により把握した。その結果(現況の風環境)は、計画建築

物建設後の風環境と対比させるため、「8.8.2 予測」の項に示す。 

2) 風の影響に特に配慮すべき施設の状況 

風の影響に特に配慮すべき施設等としては、計画地内に（大井）権現台貝塚（遺跡）が存在

している。計画地の周囲について、計画地東側に小学館アカデミー アトレ大井町保育園が、

南側に品川区社会福祉協議会 品川ボランティアセンター及び大井町緑地児童遊園が、西側に

は、品川区役所本庁舎・第二庁舎・第三庁舎・防災センター及びしながわ中央公園（多目的広

場・庭球場）がある。計画地北側は、JR東日本東京総合車両センターであり、計画東側及び南

側は商業施設が多く存在している。 

3) 風環境について考慮すべき建築物等の状況 

計画地及びその周辺に立地している高層建築物としては、計画地南側にブリリア大井町ラヴ

ィアンタワー、クレヴィアタワー大井町、シティタワー大井町、アワーズイン阪急等が、計画

地北西側にファミーユ下神明等が立地している。 

4) 地形の状況 

計画地が位置する品川区は、西から東にかけてなだらかに傾斜する武蔵野台地の東に位置し

ている。 

5) 土地利用の状況 

計画地及びその周辺は、主にスポーツ・興行施設、公園・運動場等、事務所建築物、専用商

業施設等が立地している。計画地北東側に JR 東日本東京総合車両センター、東側に住商併用

建築物等、西側に品川区役所が立地し、計画地南側の都道 420号鮫洲大山線（区役所通り）沿

いは商業施設が大半を占めており、その他の地域は集合住宅や独立住宅、専用商業施設、住商

併用建築物等から構成されている。 
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8.8.2 予 測 

(1) 予測事項 

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

の範囲及び変化の程度」とした。 

 

(2) 予測の対象時点 

予測の対象時点は、計画建築物の工事が完了した時点とした。 

 

(3) 予測地域 

予測地域は、現況調査の調査地域と同様とした。 

 

(4) 予測結果 

風洞実験による風環境の評価は、表 8.8-2に示す(株)風工学研究所提案の平均風速の累積頻度

による方法を用いて行った。この評価基準は、(株)風工学研究所が東京都内の約 100地点におけ

る地表付近での観測結果に基づき、10分間平均風速の累積頻度により 4つの風環境の領域に分類

し、確率的風環境評価法として提案したものである。風の変化は風速がどの程度増加したかとい

う表現が理解しやすいが、どの程度の増加が許容されるかが判断しにくいため、強い風がどの程

度の割合で吹くのかで風環境のレベルを区分けしている。 

風環境評価に用いる累積頻度 55％の風速は年間平均風速に相当し、累積頻度 95％の風速は日

最大平均風速の年平均に相当するが、本予測では、表記を簡易にするため、累積頻度 55％の風速

を「年間平均風速」、累積頻度 95％の風速を「日最大平均風速の年平均」とした。 

風速の累積頻度曲線から、住宅地、市街地、事務所街のそれぞれの風環境の「年間平均風速」

及び「日最大平均風速の年平均」の境界を示す曲線を定め、それにより 4つの領域に区分してい

る。 

表 8.8-2 風環境評価基準（(株)風工学研究所の提案による風環境評価基準） 

区 分 評価基準 
年間平均風速 

（累積頻度 55％の風速） 

日最大平均風速の年平均 

（累積頻度 95％の風速） 

領域 A 

住宅地相当 

住宅地としての風環境、または

比較的穏やかな風環境が必要

な場所 

≦1.2 m/秒 ≦2.9 m/秒 

領域 B 

低中層市街地相当 

住宅地・市街地としての風環

境、一般的風環境 

≦1.8 m/秒 ≦4.3 m/秒 

領域 C 

中高層市街地相当 

事務所街としての風環境、又は

比較的強い風が吹いても我慢

できる場所 

≦2.3 m/秒 ≦5.6 m/秒 

領域 D 

強風地域相当 

超高層建物の足元でみられる

風環境、一般には好ましくない

風環境 

＞2.3 m/秒 ＞5.6 m/秒 

資料：「市街地の風の性状」(昭和 61 年第 9 回風工学シンポジウム論文 (株)風工学研究所)  
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1) 平均風向、平均風速及び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及び変

化の程度 

ア. 現況における風環境の状況 

建設前における計画地周辺の風環境は、図 8.8-1に示すとおりである。 

測定点の約 87％にあたる 76地点が領域 Aであり、領域 Bは 10地点、領域 Cは１地点で確

認され、領域 Dは確認されなかった。 

イ. 現況から建設後（対策前）における変化の程度 

建設後（対策前）における風環境は、図 8.8-2に示すとおりである。 

測定点の約 63％にあたる 75地点が領域 Aであり、領域 Bは 40地点、領域 Cは 5地点、領

域 Dは確認されなかった。 

建設前と比べ、1 領域上がる地点は 14 地点、2 領域上がる地点はなかった(建設前におい

て未測定地点を除く)。 

なお、領域が 1領域上がる地点は、計画地の南側及び北側に多くみられた。 

ウ. 現況から建設後（対策後）における変化の程度 

建設後（対策後）における風環境は、図 8.8-3に示すとおりである。 

測定点の約 63％にあたる 75地点が領域 Aであり、領域 Bは 45地点、領域 C及び領域 Dは

確認されなかった。 

建設前と比べ、1領域上がる地点は 14地点であり、2領域以上上がる地点はなかった。 

なお、建設前と比べ、領域 Cが領域 Bになる地点が 5地点ある。 

領域が上がる地点は前述した建設後（対策前）と同様であり、建設後（対策前）に比べ、

計画地 A-1 敷地及び A-2 敷地間の区画道路沿い及び A-1 敷地内のデッキ上地点等において、

対策による効果が確認された。 
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8.8.3 環境保全のための措置 

(1) 予測に反映した措置 

・計画建物の形状及び配置に配慮した。 

・A-1敷地、A-2敷地間デッキ上に、防風植栽として 2mの常緑樹を植栽するとともに、高さ

1.5m の手摺壁を設置する（「6 対象事業の目的及び内容 6.2 事業の内容 6.2.3 事業の

基本計画(6) 緑化計画」（p.27参照））。 

・A-1 敷地のオフィス棟北側地盤面に、防風植栽として 8mの常緑樹を植栽するとともに、庇

を設置する。（「6 対象事業の目的及び内容 6.2 事業の内容 6.2.3 事業の基本計画(6) 

緑化計画」（p.27 参照））。 

・A-1 敷地のオフィス棟北側デッキ上に、防風植栽として 5m の常緑樹を植栽するとともに、

高さ 2m の手摺壁を設置する（「6 対象事業の目的及び内容 6.2 事業の内容 6.2.3 事業

の基本計画(6) 緑化計画」（p.27参照））。 

・A-1敷地のオフィス棟東側デッキ上に防風植栽として 3m、南西側デッキ上に防風植栽とし

て 8mの常緑樹をそれぞれ設置する（「6 対象事業の目的及び内容 6.2 事業の内容 6.2.3

事業の基本計画(6) 緑化計画」（p.27参照））。 

 

(2) 予測に反映しなかった措置 

・計画地内の植栽については、緑化計画として、芝生や高木等、歩行者動線とも連携した緑

化を行う。 

・植栽樹木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

ぐ措置を講じる。 

・防風植栽の生育に適する植栽基盤を整備する。 

・防風植栽の効果を充分に得られるよう、防風植栽の適切な維持管理を行う。 

・事後調査を実施し、予測した風環境について検証を行うとともに、予測結果よりも風環境

が著しく悪化した場合は、防風植栽や防風フェンス等の追加対策を講じるよう検討する。 

 

8.8.4 評 価 

(1) 評価の指標 

評価の指標は、表 8.8-4に示した風環境評価基準とした。 

 

(2) 評価の結果 

防風対策を行わない場合、計画建築物の存在により領域 C(中高層市街地相当の風環境)となる

地点が計画地A-1敷地及びA-2敷地間の区画道路沿い及びA-1敷地内のデッキ上地点等において、

5地点生じると予測するが、植栽等による防風対策を講じることにより、領域 B(低中層市街地相

当の風環境)となり、風環境は改善されると予測する。 

以上のことから、計画建築物の存在により、計画地周辺地域の風環境に変化はあるものの、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 

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都市の景観の保全に関する方針等 

⑥法令による基準等 

計画建築物の存在により、景観に
影響を及ぼすおそれがあることか
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) 調査結果 

1) 地域景観の特性 

計画地が位置する品川区は西から東にかけてなだらかに傾斜する武蔵野台地の東に位置し

ており、キャッツ・シアター、スポル、興業施設及び鉄道関連施設等が立地している。 

計画地の東側には住宅地が立地している。 

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、表 8.9-2及び図 8.9-1並びに写真 8.9-1～9（上段の

写真、p.131～139）に示すとおりである。 

3) 圧迫感の状況 

圧迫感の状況は、写真 8.9-10～15（上段の写真、p.140～145）に示すとおりである。  

4) 土地利用の状況 

計画地内の現在の土地利用は、キャッツ・シアター、スポル、興行施設及び鉄道関連施設と

なっている。計画地周辺には、官公庁施設、専用工場、倉庫・運輸関係施設等が立地している。 
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8.9-2 代表的な眺望地点 

区 分 調査地点 選定の理由 
計画地中心からの 

方向及び距離 

近景域 

No.1 大井町駅前 
大井町駅東口のペデストリアンデッ
キ上の地点である。不特定多数の人の
利用頻度が高い地点である。 

南東約 250m 

No.2 しながわ中央公園 

しながわ百景であるしながわ中央公
園内の噴水広場の地点である。公園利
用者等の不特定多数の人の利用が見
込まれる地点である。 

西北西約 400m 

No.3 西の台公園 
高台の住宅地に囲まれた公園内に位
置する地点である。不特定多数の人の
利用が見込まれる地点である。 

北北西約 700m 

No.4 二日市公園 

住宅地に囲まれた公園沿いの歩道の
地点である。不特定多数の人の利用が
見込まれる地点である。 
また、本公園は、しながわ百景に選定
されている。 

北東約 650m 

中景域 

No.5 荏原神社付近 

しながわ百景である荏原神社の鎮守
橋の地点である。本神社や鎮守橋及び
目黒川沿いには桜並木が整備され、不
特定多数の人の利用頻度が高い地点
である。 

北東約 1,350m 

No.6 鮫洲橋 

鮫洲橋のたもとの遊歩道との分岐地
点である。しながわ百景である「しな
がわ花街道」は、護岸には花畑が整備
されるなど、不特定多数の人の利用頻
度が高い地点である。 

東南東約 1,350m 

No.7 西大井広場公園 
住宅地に囲まれた公園内の地点であ
る。不特定多数の人の利用が見込まれ
る地点である。 

南西約 1,050m 

遠景域 

No.8 新八ツ山橋 

国道 15 号線（第一京浜）と JR の山手
線等の在来線や東海道新幹線が交差
する橋のたもとの地点である。品川駅
周辺で最大規格の道路であり、不特定
多数の人の利用頻度が高い地点であ
る。 

北北東約 1,700m 

No.9 都立京浜運河緑道公園 

都立京浜運河緑道公園の地点である。
本公園は散策やジョギング等の利用
の他、周囲にはスポーツ施設や緑地等
の多数のレクリエーション施設があ
るため、不特定多数の人の利用が見込
まれる地点である。 

東南東約 1,700m 

注) 調査地点の番号は、図 8.9-1 に対応する。 
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  図 8.9-1 景観調査地点 

  （代表的な眺望地点） 
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5) 都市の景観の保全に関する方針等 

ア. 東京都景観計画 

「景観法」の施行及び東京都景観審議会の答申「東京における今後の景観施策のあり方に

ついて」(平成 18 年 1 月)を踏まえ、これまでの景観施策を再構築し、都民や事業者、区市

町村等と連携・協力しながら、美しく風格のある首都東京を実現するための具体的な施策を

示している。 

東京では、街並みが区市町村の区域を越えて連担しており、また、首都としての景観形成

が重要であることから、「景観法」に定める基本理念に以下の 3 つの事項を加え、基本理念

としている。 

①都民、事業者等との連携による首都にふさわしい景観の形成 

②交流の活発化・新たな産業の創出による東京のさらなる発展 

③歴史・文化の継承と新たな魅力の創出による東京の価値の向上 

イ. 品川区景観計画 

「みんなで 伝え 創り 育てる」を基本理念とし、景観を構成する 4 つの要素「歴史・文

化」、「自然」「生活」、「新たなまちづくり」に基づいて景観形成を推進するとしている。 

≪景観まちづくりの 5つの基本方針≫ 

① 歴史あるまちの景観の再生と活用 

② 安らぎを感じる水辺・緑環境の保全と整備 

③ 生活に密着した住宅景観の保全と誘導 

④ 活力に満ちたにぎわい景観の保全と創出 

⑤ 新しいまちの景観の整備と誘導 

以上の 5つの基本方針を踏まえ、良好な景観形成を図るため、市街地区分及び重点地区の

区域設定を行い、区域区分ごとに景観形成の目標及び方針を示している。 

計画地は、現在、「住宅等市街地」に該当し、景観形成の方針は以下のとおりである。 

・街の中で緑の潤いを感じられる住宅地景観の形成 

・景観資源を活かした景観の形成 

・周辺からの見え方や近隣の街並みとの調和への配慮 

・商店街での賑わいの連続性の確保 

その一方で、計画地は、東京都や品川区による上位計画等において、既存の歴史・文化、

自然及び生活に加え、「業務、商業、宿泊、文化等が集積した中心部の業務機能を支える拠

点」等としても位置づけられている。今後、「再開発等促進区を定める地区計画を定める広

町地区」の一部として、現在の「住居地域」から「商業業務地区及び業務複合地区」への土

地利用転換を図ることから、区域区分は「商業市街地」に該当すると考え、これに対応した

景観形成の方針は以下のとおりである。 

・楽しく回遊できる商業地の景観形成 

・景観資源を活かした景観の形成 

・周辺からの見え方や商業地の街並みとの関係への配慮 

・商業地での賑わいの連続性の確保 

・広告物の適正なコントロール 
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ウ. しながわ景観ガイドライン 

品川区は、地域の個性や文化的な特色に根ざしたまち並みを、より魅力的にするための基

本的な指針として「しながわ景観ガイドプラン」を策定している。計画地は、「大井町駅周

辺地区」に該当し、景観形成の方針は「区の顔となる都市景観の形成（品川区の玄関の顔と

なる空間であり風格を感じる景観創造、緑化の推進等）」が求められている。 

6) 法令による基準等 

景観の保全に関する法令による基準等として、｢景観法｣に基づく景観計画の策定や行為の規

制について必要な事項等を定めた「東京都景観条例」がある。同条例では、事業者の責務とし

て、良好な景観の形成に努めるとともに、都が実施する施策への協力が求められている。 

また、品川区では、良好な景観は、国際都市としてふさわしい活力に満ちたものであるとと

もに、人と環境に配慮したものであるよう、将来にわたり持続的にその形成が図られなければ

ならないという基本理念のもと、「品川区景観条例」が定められている。同条例では、事業者

の責務として、基本理念にのっとり、土地の利用等の事業活動に関し、良好な景観の形成に努

めるとともに、区が実施する良好な景観の形成を推進するための施策への協力が求められてい

る。 

 

8.9.2 予 測 

(1) 予測事項 

予測事項は、以下に示すとおりとした。 

1) 主要な景観の構成要素の改変の程度及びその改変による地域景観の特性の変化の程度 

2) 代表的な眺望地点からの眺望の変化の程度 

3) 圧迫感の変化の程度 

 

(2) 予測の対象時点 

予測の対象時点は、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、現況調査の調査地域及び調査地点と同様とした。 

 

(4) 予測結果 

1) 主要な景観の構成要素の改変の程度及びその改変による地域景観の特性の変化の程度 

計画地は、キャッツ・シアター、スポル、興業施設及び鉄道関連施設等の商業・業務施設等

による市街地の景観特性を有しており、まとまった緑等はない。 

工事の完了後には、これらの施設は建て替えられ、新たに計画建築物が出現するが、商業や

業務施設等としての構成要素が改変されることはない。 

また、計画地は、「しながわ景観ガイドプラン」による大井町駅周辺地区に位置しており、

大正時代までは大規模工場が立地していたが、昭和に入ると商業の中心地として発展し、現在

は業務、ホテル及びマンション等の高層建築物が混在している地区であることから、工事の完

了後には、地域景観の特性として大きな変化は生じないと予測する。 

工事の完了後には、高層建築物等を含む近代的な建築物が建設されるとともに、回遊性の

あるオープンスペース等には緑化が施されることにより、賑わいのある、まとまった緑の空

間が創出される。  
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2) 代表的な眺望地点からの眺望の変化の程度 

代表的な眺望地点からの、現況と工事の完了後の眺望の変化の程度は、写真 8.9-1～9 に示

すとおりである。 

計画地の現況は、キャッツ・シアター、スポル、興業施設及び鉄道関連施設等が立地してい

る。本事業の実施により、高さ約 114m及び約 107mの高層建築物が出現する。これらの建築物

は、計画地周辺地域における都市景観の新たなランドマークとして認識される。 

なお、計画地内には緑豊かな大規模な広場空間の整備や屋上緑化等を行うこと等により、ま

とまった緑や賑わいのある人溜まり空間の確保にも配慮する計画である。  

 

3) 圧迫感の変化の程度 

圧迫感の指標の一つである形態率は、「建築物の水平面立体角投射率」と定義され、具体的に

は、魚眼レンズ(正射影)で天空写真を撮影したときの写真内に占める面積比として表わされる。 

各調査地点における現況と工事の完了後における形態率の変化の程度は、写真 8.9-10～15

に示すとおりである。 

形態率の変化の程度は、No.1 地点で 0.03 ポイント、No.2 地点で 0.43 ポイント、No.3 地点

で 0.09 ポイント、No.4 地点で 3.44 ポイント、No.5 地点で 0.16 ポイント、No.6 地点で 0.52

ポイントの増加があると予測する。 
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現 
 

況 

 

工
事
の
完
了
後 

 

現  況： 計画地の南東側約 250ｍの大井町駅

東口のペデストリアンデッキ上から

の眺望である。ロータリー越しに歩

行者用のスロープが、その奥にはＪ

Ｒ大井町駅の駅舎、大崎駅西口の高

層ビル群等が視認できる。 

 

工事の完了後： ＪＲ大井町駅越しに計画建築物が眺

望できる。計画建築物が視野に占め

る割合は比較的大きいものの、隣接

する大井町駅前の建築物と相まっ

て、都市的な景観が形成される。 

写真 8.9-1 眺望の状況（No.1：大井町駅前）

ＪＲ大井町駅 

駅ロータリー 

住宅・ホテル棟 

 

オフィス棟 
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現 
 

況 

 

工
事
の
完
了
後 

 

現  況： 計画地の西北西側約 400ｍのしなが

わ中央公園からの眺望である。 

公園のエントランス越しに品川区役

所が視認できる。 

 
 

工事の完了後： 品川区役所越しに計画建築物の上層

部が眺望できる。建築物が視野に占

める割合はわずかに増加するが、品

川区役所と相まって、都市的な景観

が形成される。また、スカイライン

に大きな変化は生じない。 

写真 8.9-2 眺望の状況（No.2：しながわ中央公園） 

しながわ中央公園 

品川区役所 

オフィス棟 
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現 
 

況 

 

工
事
の
完
了
後 

 

現  況： 計画地の北北西側約 700ｍの西の台

公園からの眺望である。 

公園の遊具や樹木、周辺の住宅越し

に高層建築物が視認できる。 

 

工事の完了後： 西の台公園の樹木や周辺の住宅越し

に計画建築物の上層部が視認でき

る。建築物が視野に占める割合はわ

ずかに増加するが、スカイラインに

大きな変化は生じない。 

写真 8.9-3 眺望の状況（No.3：西の台公園） 

西の台公園 

オフィス棟 
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現 
 

況 

 

工
事
の
完
了
後 

 
現  況： 計画地の北東側約 650ｍの二日市公

園沿いの歩道からの眺望である。 

公園の遊具や樹木、周辺の住宅が視

認できる。 

 

工事の完了後： 二日市公園の樹木や周辺の住宅越し

に計画建築物の上層部が視認でき

る。建築物が視野に占める割合はわ

ずかに増加するが、スカイラインに

大きな変化は生じない。 

写真 8.9-4 眺望の状況（No.4：二日市公園） 

二日市公園 

オフィス棟 

 

住宅・ホテル棟 
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現 
 

況 

 

工
事
の
完
了
後 

 

現  況： 計画地の北東側約1,350ｍの荏原神

社の鎮守橋からの眺望である。 

目黒川沿いには、桜並木や住宅等の

建築物が視認できる。 

 

工事の完了後： 目黒川沿いの桜並木や住宅等の建築

物越しに計画建築物の上部が視認で

きる。建築物が視野に占める割合は

わずかに増加するが、景観資源やス

カイラインに大きな変化は生じな

い。 

写真 8.9-5 眺望の状況（No.5：荏原神社付近） 

 

目黒川 

オフィス棟 
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現 
 

況 

 

工
事
の
完
了
後 

 

現  況： 計画地の東南東側約 1,350ｍの鮫洲

橋のたもとからの眺望である。 

勝島運河の背後には、高層建築物や

「しながわ花海道」の花壇等が視認

できる。 

 

工事の完了後： 勝島運河背後の建築物越しに計画建

築物の上部が視認できる。建築物が

視野に占める割合はわずかに増加す

るが、景観資源やスカイラインに大

きな変化は生じない。 

写真 8.9-6 眺望の状況（No.6：鮫洲橋） 

 

勝島運河 

オフィス棟 

 

住宅・ホテル棟 
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現 
 

況 

 

工
事
の
完
了
後 

 

現  況： 計画地の南西側約 1,050ｍの西大井

広場公園からの眺望である。 

前面の柵内敷地奥には、大井町駅方面

のシティータワー大井町等の高層建

築物が構成する街並みが視認できる。 

 

工事の完了後： 西大井広場公園前面の柵内敷地奥の

高層建築物越しに計画建築物が視認

できる。建築物が視野に占める割合

はわずかに増加するが、周辺の高層

建築物と相まって、都市的な景観が

形成される。また、スカイラインに

大きな変化は生じない。 

写真 8.9-7 眺望の状況（No.7：西大井広場公園） 

 

↓西大井広場公園 

オフィス棟 

 

シティータワー大井町 
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現 
 

況 

 

工
事
の
完
了
後 

 

現  況： 計画地の北北東側約 1,700ｍの新八

つツ山橋のたもとからの眺望であ

る。手前にＪＲ山手線等の軌道敷が

視認できる。右側に見える建築物は、

東京マリオットホテルである。 

 

工事の完了後： 鉄道路線越しに計画建築物が出現す

る。建築物が視野に占める割合はわ

ずかに増加するが、隣接する建築物

と相まって、都市的な景観が形成さ

れる。また、スカイラインに大きな

変化は生じない。 

写真 8.9-8 眺望の状況（No.8：新八ツ山橋） 

 

ＪＲ山手線等 

東京マリオットホテル 

住宅・ホテル棟 

 オフィス棟 
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現 
 

況 

 

工
事
の
完
了
後 

 

現  況： 計画地の東南東側約 1,700ｍの都立

京浜運河緑道公園からの眺望であ

る。手前の京浜運河対岸に東京モノ

レールやその背後には高層建築物等

が構成する街並みが視認できる。 

 

工事の完了後： 京浜運河対岸の東京モノレールやそ

の背後には高層建築物等が構成する

街並みが視認できる。建築物が視野に

占める割合はわずかに増加するが、周

辺の建築物と相まって、都市的な景観

が形成される。また、スカイラインに

大きな変化は生じない。 

写真 8.9-9 眺望の状況（No.9：都立京浜運河緑道公園） 

京浜運河 
東京モノレール 

住宅・ホテル棟 

 

都立京浜運河緑道公園 

オフィス棟 
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〔現  況〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔工事の完了後〕  

 

現  況：主要な建築物として、北側にファミーユ下神明、東側に品川区役所が見える。地域全体

の形態率は 5.99％である。 

工事の完了後：東側に計画建築物が見える。地域全体の形態率は 6.02％となり、現況と比較して 0.03

ポイントの増加となる。 

写真 8.9-10 圧迫感の変化（No.1：しながわ中央公園） 

北 

南 

西 東 

北 

南 

西 東 

オフィス棟 

ファミーユ下神明 

 

 

 

品川区役所 
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〔現  況〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔工事の完了後〕  

 

現  況：主要な建築物として、南側に品川区役所北、西側にファミーユ下神明が見える。地域全

体の形態率は 8.12％である。 

工事の完了後：南東側に計画建築物が見える。地域全体の形態率は 8.55％となり、現況と比較して 0.43

ポイントの増加となる。 

写真 8.9-11 圧迫感の変化（No.2：品川区役所駐車場出入口近傍） 

北 

南 

西 東 

北 

南 

西 
東 

オフィス棟 

品川区役所 

 

ファミーユ下神明 
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〔現  況〕  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔工事の完了後〕 

 

 

現  況：主要な建築物として、東側に浅間台小学校が見える。地域全体の形態率は 4.01％である。 

工事の完了後：南西側に計画建築物が見える。地域全体の形態率は 4.10％となり、現況と比較して 0.09

ポイントの増加となる。 

写真 8.9-12 圧迫感の変化（No.3：浅間台小学校近傍） 

 

北 

南 

西 東 

北 

南 

西 

東 

オフィス棟 

浅間台小学校 
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〔現  況〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔工事の完了後〕 

 

 

現  況：主要な建築物として、北側に大井町駅、西側にイトーヨーカドーが見える。地域全体の

形態率は 15.34％である。 

工事の完了後：北西側に計画建築物が見える。地域全体の形態率は 18.78％となり、現況と比較して 3.44

ポイントの増加となる。 

写真 8.9-13 圧迫感の変化（No.4：大井町駅前交差点） 

北 

南 

西 東 

北 

南 

西 東 

大井町駅 

 

オフィス棟 

住宅・ホテル棟 

イトーヨーカドー 
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大井町駅 

 

アトレ、大井町駅

 

 

アワーズイン阪急 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔現  況〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔工事の完了後〕 

 

 

現  況：主要な建築物として、北側に大井町駅、東側にアトレ及び大井町駅、西側にアワーズイ

ン阪急が見える。地域全体の形態率は 30.82％である。 

工事の完了後：北西側に計画建築物が見える。地域全体の形態率は 30.98％となり、現況と比較して 0.16

ポイントの増加となる。 

写真 8.9-14 圧迫感の変化（No.5：大井町駅前ロータリー） 

北 

南 

西 東 

北 

南 

西 東 

住宅・ホテル棟 
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ヴァースグレイシア

大井町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔現  況〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔工事の完了後〕  

 

現  況：主要な建築物として、北東側に品川区役所、南東側にブリリア大井町ラヴィアンタワー、

南西側にヴァースグレイシア大井町が見える。地域全体の形態率は 29.39％である。 

工事の完了後：東側に計画建築物が見える。地域全体の形態率は 29.91％となり、現況と比較して 0.52

ポイントの増加となる。 

写真 8.9-15 圧迫感の変化（No.6：品川区役所前交差点） 

北 

南 

西 東 

北 

南 

西 東 

ブリリア大井町 

ラヴィアンタワー 

品川区役所 

 

オフィス棟 
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8.9.3 環境保全のための措置 

(1) 予測に反映した措置 

・周辺の建物に対し山なりの統一感のあるスカイラインを形成することで、新たな都市景観

を形成する。 

・高層建築物の周辺市街地からの隔離や計画地内の立体的な緑化の推進等により、計画建築

物による圧迫感の低減を図る。 

 

(2) 予測に反映しなかった措置 

・計画建築物の色彩等の検討においては、「品川区景観計画」が定めている色彩基準に適合し

た計画とする。 

・高層棟の分節化に加えて、ガラス等のファサード素材を用いることで空への溶け込みを図

り、周辺への圧迫感の低減を図る。 

・計画地内には、高木等による立体的な植栽を施し、圧迫感の低減に努める。 

・A-1敷地東側のデッキ部には、計画地北側のしながわ百景である「JR東日本総合車両セン

ター」を視認できる新たな眺望地点を創出する計画である。 

 

8.9.4 評 価 

(1) 評価の指標 

地域景観の特性の変化の程度及び代表的な眺望点からの眺望の変化について、｢品川区景観計

画｣の中で都市活性化拠点に対する景観形成のための基本方針として示された『新しいまちの景

観の整備と誘導』として、「駅周辺の高度利用の促進と、駅を中心とした回遊性の確保を図る「都

市空間」の形成」、「賑わいと活気のある景観形成」並びに「大井町駅周辺地域まちづくり方針」

で示された「歩きながら視覚的に楽しめるみどり空間の形成」を評価の指標とした。 

また、圧迫感の変化の程度については｢圧迫感の軽減を図ること｣とした。 

 

(2) 評 価 

1) 主要な景観の構成要素の改変の程度及びその改変による地域景観の特性の変化の程度 

計画地は、キャッツ・シアター、スポル、興業施設及び鉄道関連施設等の商業・業務施設等

による市街地の景観特性を有しており、工事の完了後には、これらの施設は建て替えられ、新

たに計画建築物が出現するが、商業や業務施設等としての構成要素が改変されることはない。 

また、大井町駅周辺は業務、ホテル及びマンション等の高層建築物が混在する地域である

ことから、工事の完了後には、地域景観の特性として大きな変化は生じないものと考える。 

工事の完了後には、駅の拠点形成を支える業務、商業、住宅、宿泊機能等の多様な機能を

持つ建築物が建設されるとともに、多様な交通モード間の乗換えや周辺市街地への移動を円

滑にする重層的なデッキ、多種多様な活動や災害時の防災拠点として利用できる開放的な広

場空間を整備する。また、回遊性のあるオープンスペースや建築物屋上には緑化が施される

ことにより、賑わいのある、まとまった緑の空間が創出される。 

なお、計画建築物の形態・デザイン・色彩の詳細については品川区と協議を行い、周辺環境

との調和を図る計画である。 

以上のことから、「品川区景観計画」や「大井町駅周辺地域まちづくり方針」に示されてい

る景観まちづくりの基本方針との整合は図られ、評価の指標を満足するものと考える。 
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2) 代表的な眺望地点からの眺望の変化の程度 

近景域では視野に占める計画建築物の割合が比較的大きくなる地点が生じるが、隣接して視

認される建築物と相まって、新たな都市的な景観要素となり、大井町駅周辺地区の新たな顔と

しての眺望景観を形成するものと考えられる。 

中景域～遠景域においては、殆どの地点で計画建築物は視野に占める割合は小さく、眺望景

観やスカイラインに大きな変化は生じないものと考えられる。 

以上のことから、代表的な眺望地点からの眺望については、「品川区景観計画」に示されて

いる景観まちづくりの基本方針との整合は図られ、評価の指標を満足するものと考える。 

 

3) 圧迫感の変化の程度 

圧迫感の指標である形態率は、現況と比較して最大 3.44 ポイント程度増加するものと考え

られる。計画建築物の配置は敷地境界線から一定の距離をとり、計画建築物の色彩は「品川区

景観計画」に適合する色彩を用い、周辺環境に配慮する。計画地内には、高木等による立体的

な植栽を施すことにより、計画建築物による圧迫感の軽減に努める。 

以上のことから、圧迫感に対する軽減が図られ、評価の指標を満足するものと考える。 
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8.10 史跡・文化財 

8.10.1 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8.10-1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文化財の状況 
②埋蔵文化財包蔵地の状況 
③法令による基準等 

工事の施行中における施設の建設
により、史跡・文化財に影響を及ぼ
すおそれがあることから、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) 調査結果 

1) 文化財等の状況 

計画地の北側には国指定史跡の「加茂真淵墓」、「沢庵墓」及び品川区指定史跡の「渋川春海

墓」がある。東側には東京都指定旧跡の「春秋庵白雄墓」、「白井鳥酔墓」、「岩倉具視墓」及び

品川区指定史跡の「松平慶永（春嶽）墓」、「由利公正墓」、南側には品川区指定有形民俗文化

財の「天保九年銘題目供養塔」、南西側には品川区指定史跡の「元禄八年銘道標」等がある。 

2) 埋蔵文化財包蔵地の状況 

計画地には、周知の埋蔵文化財包蔵地である「（大井）権現台貝塚」が含まれている。 

なお、未周知の埋蔵文化財が存在する可能性について、掘削工事の着手前に品川区教育委員

会に確認を行う。 

3) 法令による基準等 

指定文化財については、「文化財保護法」、「東京都文化財保護条例」、「品川区文化財保護条

例」に基づき、文化財に関してその現状を変更し、また、その存在に影響を及ぼす行為をしよ

うとするときには、東京都教育委員会、品川区教育委員会への届出をし、必要な指示を受けな

ければならない。 

埋蔵文化財包蔵地については、「文化財保護法」に基づき、「埋蔵文化財発掘届」を東京都教

育委員会、品川区教育委員会へ提出することが義務づけられている。また、工事の施行中に埋

蔵文化財を発見した場合には、その現状を変更することなく、東京都教育委員会、品川区教育

委員会へ遅滞なく報告し、「文化財保護法」に基づき、適切な措置を講じる必要がある。 

 

8.10.2 予 測 

(1) 予測事項 

予測事項は、以下に示す事項とした。 

1) 埋蔵文化財包蔵地の改変の程度 

 

(2) 予測の対象時点 

予測の対象時点は、計画建築物の工事の施行中とした。 

 

(3) 予測地域 

予測地域は、計画地及びその周辺の文化財とした。 
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(4) 予測結果 

1) 埋蔵文化財包蔵地の改変の程度 

周知の埋蔵文化財包蔵地である「（大井）権現台貝塚」が、計画地に含まれていることから、

本事業の実施により影響を受ける可能性がある。 

現状の計画地内には、既往の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ある。調査の方法・範囲については品川区教育委員会

と協議を行ったうえで確定する。 

なお、未周知の埋蔵文化財が存在する可能性について、掘削工事の着手前に品川区教育委員

会、に確認を行う。 

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、品川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 

・計画地内の指定文化財及び埋蔵文化財包蔵地については、「文化財保護法」、「東京都文化

財保護条例」、「品川区文化財保護条例」に基づき、保存及び確認等適正に対処する。 

・工事の施行中に新たな埋蔵文化財を発見した場合には、「文化財保護法」に基づき、適正

に対処する。 

 

8.10.4 評 価 

(1) 評価の指標 

評価の指標は、「文化財保護法」等に定める現状変更の制限、発掘等に関する規定を遵守する

こととした。 

 

(2) 評価の結果 

1) 埋蔵文化財包蔵地の改変の程度 

周知の埋蔵文化財包蔵地が計画地に含まれていることから、本事業の実施により影響を受け

る可能性がある。 

現状の計画地内には、既往の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ある。調査の方法・範囲については品川区教育委員会

と協議を行ったうえで確定する。 

なお、未周知の埋蔵文化財が存在する可能性について、掘削工事の着手前に品川区教育委員

会に確認を行う。 

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、品川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する。 

以上のことから、埋蔵文化財包蔵地の保存に支障は生じないことから、評価の指標を満足す

るものと考える。 
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8.11 自然との触れ合い活動の場 

8.11.1 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8.11-1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 

 

(2) 調査結果 

1) 主要な自然との触れ合い活動の場の状況 

計画地及びその周辺の主要な自然との触れ合い活動の場の状況は、計画地南側の大井町線

の高架に隔てられている区役所通りには散歩道として「戸越の公園めぐりコース」、史跡め

ぐりコースとして「大井コース」や「荏原七福神めぐり」、計画地に隣接する区役所の西側

には「しながわ中央公園」がある。 

2) 地形等の状況 

計画地が位置する品川区は西から東にかけてなだらかに傾斜する武蔵野台地の東に位置し

ている。計画地は武蔵野台地南東部に切れ込んだ谷地形の末端付近に位置しており、計画地及

びその周辺は地盤面が T.P.+10.0m～+20.0mで、切土による人工的な平坦地形となっている。 

3) 土地利用の状況 

計画地内の現在の土地利用は、キャッツ・シアター、スポル、興業施設及び鉄道関連施設等

となっている。計画地南側には特例都道鮫洲大山線（区役所通り）が通り、南東側には JR 京

浜東北線、東京臨海高速鉄道りんかい線、東急大井町線の「大井町駅」が位置し、西側には品

川区役所が存在し、官公庁施設、専用工場、倉庫・運輸関係施設等から構成されている。 

4) 自然との触れ合い活動の場に係る計画等  

自然との触れ合い活動の場に関する品川区等の計画等については、表 8.11-2 に示すとおり

である。 

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自然との触れ合い活動

の場に係る計画等 

⑤法令による基準等 

工事の完了後に本事業により創出される広場及び緑地により、自

然との触れ合い活動の場の持つ機能に変化を与えることが考えられ

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。 
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表 8.11-2 自然との触れ合い活動の場に関する計画等 

関係計画等 目標・施策等 

品川区まちづくりマスター

プラン －輝く笑顔 住み続

けたいまち しながわ－ 

（平成 25年 2 月） 

 

(地区計画の目標) 

【大井地区のまちづくりの目標】 

 ・「懐かしさ」と「新しさ」が感じられる品川区の中心拠点エリア 

 ・市街地の骨格形成と防災まちづくりを支える都市基盤整備 

 ・職住近接で安全・安心・快適に住み続けられる住環境 

 ・水とみどりによる快適空間 

なお、大井町駅周辺地区のまちづくり方針として「都市活性化拠点にふさわしい商

業・文化機能の息づくまちづくりを推進する」が掲げられている。 

 

新・水とみどりのネット

ワーク構想 

（平成 20年 5 月） 

目標像を「水とみどりがつなぐまち」と定め、区民、事業者、区が連携して「水とみど

りのネットワーク」が担うべき4つの機能の更新、充実を図っていくとしている。 

≪4つの機能≫ 

①観光・交流（にぎわいまちづくり） 

緑の持つ多様な機能を活用し、変化に対応した余暇時間を確保する。 

②環境（環境との共生） 

人と環境が共生する都市環境を確保する。 

③景観・アメニティ（伝え、創り、育てる） 

多様性や四季の変化のある美しい景観を形成する。 

④防犯・防災（自分で守る） 

災害防止、避難地・救援活動拠点等の機能により、都市の安全性を確保する。 

計画地が位置する「品川地区」では、整備済みの水辺や公園・緑地の利活用やそれ

に携わるボランティアの育成等、既存の資源を活かすためのソフト面の充実が重要と

している。また、地区の特徴である河川・運河に親水護岸の整備を進め、既存の公園・

緑地を結ぶネットワークを充実させる必要があるとしている。 

 
水とみどりの基本計画・行

動計画 

－水とみどりがつなぐまち－ 

（平成24年6月） 

行動計画の一部見直し 

（平成29年6月） 

「新・水とみどりのネットワーク構想」で示された方針を受け、より具体的な数値目標

を定め、平成24（2012）年度から平成33（2021）年度の10年間を計画期間とし、必要に

応じ見直しを行い、行動計画については、5年ごとに実施している「水辺とみどりの実

態調査」にあわせ、計画の進捗の確認を行うものとしている。 

 この計画では「新・水とみどりのネットワーク構想」の将来像を継承する。 

【将来像】水とみどりがつなぐまち 

【4つの基本方針とそれぞれの施策】 

 方針1：区民の安全や生き物の命を支える水とみどりを守り育てる 

(1) 防災に役立つ水とみどりの整備・活用 

(2) 広域的な環境を支える水とみどりの保全・創出 

(3) 水質の改善 

(4) 都市における生物多様性への配慮 

 方針2：水とみどりが身近にある豊かな暮らしをつくる 

(1) 水とみどりに親しめる環境の整備 

(2) 身近な公園・緑地の整備 

 方針3：品川らしい水とみどりを継承しまちづくりに活かす 

(1) 歴史・文化を伝える資源の保全・活用 

(2) 品川を特徴づける景観づくり 

(3) 特色ある公園づくり 

(4) 水とみどりを活かしたにぎわいづくり 

 方針4：区民と行政が一丸となって水とみどりを育む 

(1) 水とみどりの意識啓発 

(2) 水とみどりを守り育てる人の育成 

(3) 水とみどりを守り育てる活動の支援 
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5) 法令による基準等 

自然との触れ合い活動の場に関する法令等については、表 8.11-3に示すとおりである。 

表 8.11-3 自然との触れ合い活動の場に関する法令等 

法令・条例等 責務等 

東京における自然の保護と

回復に関する条例 

（平成 12 年条例第 216 号） 

(目的) 

第一条 この条例は、他の法令と相まって、市街地等の緑化、自然地の保護と回復、

野生動植物の保護等の施策を推進することにより、東京における自然の保護と回

復を図り、もって広く都民が豊かな自然の恵みを享受し、快適な生活を営むこと

ができる環境を確保することを目的とする。 

(開発の考え方) 

第三条 何人も開発に当たっては、都民の生活を快適にするように心がけ、損なわ

れる自然を最小限にとどめ、自然が損なわれた場合は、その回復を図らなければ

ならない。 

(事業者の責務) 

第五条 事業者は、事業活動を行うに当たっては、自然の保護と回復に自ら努めると

ともに、知事が実施する自然の保護と回復に係る施策に協力しなければならない。 

(緑化計画書の届出等) 

第十四条 千平方メートル以上の敷地(国及び地方公共団体が有する敷地にあって

は、二百五十平方メートル以上とする。)において建築物(建築基準法(昭和二十五

年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の新築、

改築、増築その他の規則に定める行為を行おうとする者は、あらかじめ、規則に

定める基準に基づき、緑化計画書(地上部及び建築物上の緑化についての計画書)

を作成し、知事に届け出なければならない。ただし、第四十七条第一項及び第五

項、第四十八条第一項並びに第四十九条第一項に定める行為については、この限

りでない。 

(緑化の義務に関する区市町村条例との関係) 

第五十七条 区市町村がその条例に基づき定める緑化の基準が、この条例と同等の

ものとして知事が認めたときは、第十四条の規定は、当該区市町村の区域には適

用しない。 

 
品川区みどりの条例 

（平成6年3月30日条例第19号

[平成13年3月、平成14年3月

改定]） 

(目的) 

第一条 この条例は、品川区（以下「区」という。）におけるみどりの保護および育

成に関し必要な事項を定めることにより、区、区民および事業者が一体となって

みどり豊かなまちづくりを図り、もって区民のうるおいと安らぎのある快適な生

活環境の確保に寄与することを目的とする。 

（区民および事業者の責務） 

第４条２ 事業者は、事業活動を行うに当たっては、みどりの保護および育成に努める

とともに、みどりの保護および育成に関する区の施策に協力しなければならない。 

（民間施設の緑化） 

第 12 条 区民および事業者は、当該住宅、事業所等の敷地について、規則で定める

基準により緑化に努めなければならない。 

（建築行為等の届出） 

第 13 条 敷地面積 300 平方メートル以上の次の各号のいずれかに該当する建築行為

等を行おうとする者は、事前にその建築行為等に係る敷地（敷地面積が 1,000 平

方メートルを超えるものにあっては、規則で定める当該建築物の屋上、壁面、ベ

ランダ等を含む。）の緑化に関する計画書（以下「緑化計画書」という。）を区長

に提出し、認定を受けなければならない。 
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8.11.2 予 測 

(1) 予測事項 

予測事項は、以下に示すとおりとした。 

1) 事業により創出される自然との触れ合い活動の場による機能の変化の程度 

 

(2) 予測の対象時点 

予測の対象時点は、施設の供用が通常状態に達した時点とした。 

 

(3) 予測地域 

予測地域は、計画地及びその周辺の自然との触れ合い活動の場とした。 

 

(4) 予測結果 

本事業では、芝生や高木植栽等による緑豊かな広場を整備するとともに、地上部及び歩行者

デッキレベル及び建物屋上などに、立体的に植栽を配置することで、まとまりのある緑の空間

を創出する。また、在来植生を基本とした樹種を植栽するなど、生物多様性に配慮し緑化の充

実を図ることで、計画地周辺の自然との触れ合い活動の場である「しながわ中央公園」や「み

どりの道」等につながる広域的なみどりのネットワークに寄与する。 

広場に面した高架下には、周辺市街地からのアクセス性等を考慮した新たな歩行者ルートを整

備することにより、計画地周辺の市街地や自然との触れ合い活動の場とのつながりを図る。 

さらに、人工地盤を含む立体的な植栽の生育に必要な基盤を確保し、適切な管理をすること

で、緑豊かな広場空間の維持に配慮する計画である。 

以上のことから、この緑空間は駅とまちが一体的に利用される歩行者ネットワークの結節点

となり、さらに賑わい拠点・防災拠点等としての広場としても活用されることから、計画施設

の利用者、就業者のみならず、地域住民にとっても利用しやすい自然との触れ合い活動の場に

なると考える。 

 

8.11.3 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 

・生物多様性に配慮し、計画地でまとまった緑の空間を整備し、かつ、地上部・歩行者デッ

キ・屋上に立体的に緑のネットワークを形成することで計画地周辺の緑のネットワーク

とつながりのある生物生息空間の保全・再生に寄与する計画である。 

・人工地盤を含む立体的な植栽の生育に必要な基盤を確保し、適切な管理をすることで、

緑豊かな広場空間の維持に配慮する。 

・駅とまちが一体的に利用される歩行者ネットワークや賑わい拠点としての広場としても

活用されることにより、計画施設の利用者・就業者・地域住民が活用できる快適な空間

を整備する。 

・広場に面した高架下には、周辺市街地からのアクセス性等を考慮した新たな歩行者ルー

トを計画する。 

2) 予測に反映しなかった措置 

・適切な土層厚を確保するとともに、エリアごとに必要な潅水設備を整えることで維持管

理を行う。 
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8.11.4 評 価 

(1) 評価の指標 

評価の指標は「東京都及び品川区が定めた計画等の中で設定している自然との触れ合い活動

の場に関する目標、方針」とした。 

 

(2) 評価の結果  

本事業では、芝生や高木植栽等による緑豊かな広場を整備するとともに、地上部及び歩行者

デッキレベル及び建物屋上などに、立体的に植栽を配置することで、まとまりのある緑の空間

を創出する。また、在来植生を基本とした樹種を植栽するなど、生物多様性に配慮し緑化の充

実を図ることで、計画地周辺の自然との触れ合い活動の場である「しながわ中央公園」や「み

どりの道」等につながる広域的なみどりのネットワークに寄与する。 

広場に面した高架下には、周辺市街地からのアクセス性等を考慮した新たな歩行者ルートを整

備することにより、計画地周辺の市街地や自然との触れ合い活動の場とのつながりを図る。 

さらに、人工地盤を含む立体的な植栽の生育に必要な基盤を確保し、適切な管理をすること

で、緑豊かな広場空間の維持に配慮する計画である。 

この緑空間は、駅とまちが一体的に利用される歩行者ネットワークの結節点となり、さらに賑

わい拠点・防災拠点等としての広場としても活用されることから、計画施設の利用者、就業者の

みならず、地域住民にとっても利用しやすい自然との触れ合い活動の場になると考える。 

以上のことから、計画地周辺市街地等とつながりのある緑豊か新たな自然との触れ合い活動

の場が創出されることから、評価の指標を満足するものと考える。 
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8.12 廃棄物 

8.12.1 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 8.12-1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 

➀建設発生土の状況 
②特別管理廃棄物の状況 
③廃棄物の処理の状況 
④法令による基準等 

本事業の実施により、工事の施行中の建設廃
棄物及び建設発生土の発生、施設の供用に伴う
一般廃棄物及び産業廃棄物の発生が考えられ
るため、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) 調査結果 

1) 建設発生土の状況 

計画地の地層は、表層部から順に武蔵野礫層（砂礫：Mg）、東京層（粘土：Toc）、東京礫層

（砂礫：Tog）、上総層群（泥岩・砂岩・礫岩：Ka）となっている。 

2) 特別管理廃棄物の状況 

アスベストについては、現在、計画地内では施設が供用中ではあるが、これまでの調査の結

果、アスベストの使用は確認されていない。既存構造物の解体工事は、今後、現在の建物所有

者により別事業として行われるが、「労働安全衛生法」(昭和 17 年法律第 47 号)における「石

綿障害予防規則」（平成 17 年 厚生労働省令第 21号）に基づき、「建築物の解体等に係る石綿

（アスベスト）飛散防止対策マニュアル」等に従い、解体工事着手前に石綿含有建材の使用状

況を調査する等、現建物所有者により適切に処分が行われる計画である。 

廃 PCB については、現在の建物所有者により別事業として行われる解体工事において、PCB

含有の可能性がある機器等について調査を行い、含有が確認された場合には、「ポリ塩化ビフ

ェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(平成 13年法律第 65号)に基づき、所

有者が適切に保管・管理する等、現建物所有者により適切に処分が行われる計画である。 

その他の特別管理廃棄物についても、現在の建物所有者により別事業として行われる解体工

事においてその存在が確認された場合には、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等関係法

令に基づき、現建物所有者により適切に処理する。 

3) 廃棄物の処理の状況 

ア.一般廃棄物 

品川区におけるごみ収集量の経年変化は、収集量の総計は平成 30 年度まで減少傾向であ

るが、令和元年度に増加している。 

イ. 産業廃棄物 

平成 30年度の東京都内における建設業による産業廃棄物の排出量は、10,078千 tであり、

そのうち、がれき類が 53.1％（5,353千ｔ）、汚泥が 32.4％（3,262千ｔ）を占めている。 

4) 法令による基準等 

ア. 廃棄物に係る法令 

廃棄物に係る法令等としては、「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」、「建設リサイクル法」、「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」等があり、廃棄物の適正処理並

びに発生抑制・減量や資源の循環利用にかかわる事業者の責務が示されている。 
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イ. 廃棄物に係る計画等 

廃棄物に係る国や自治体の発行する計画等としては、「建設リサイクル推進計画 2015」、「港

区廃棄物の処理及び再利用に関する条例」、「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)」等がある。 

 

8.12.2 予 測 

(1) 予測事項 

予測事項は、以下に示すとおりとした。 

1) 工事の施行中 

ア. 建設工事に伴う建設発生土及び建設廃棄物の排出量、再資源化量、再利用量及び処理・処

分の方法 

2) 工事の完了後 

ア. 施設の供用に伴う廃棄物の種類、排出量、再資源化量、再利用量及び処理・処分の方法 

 

(2) 予測の対象時点 

1) 工事の施行中 

ア. 建設工事に伴う建設発生土及び建設廃棄物の排出量、再資源化量、再利用量及び処理・処

分の方法 

工事期間における建設廃棄物及び建設発生土が排出される時点または期間とした。 

2) 工事の完了後 

ア. 施設の供用に伴う廃棄物の種類、排出量、再資源化量、再利用量及び処理・処分の方法 

施設の供用が通常状態に達した時点とした。 

 

(3) 予測地域 

予測地域は、計画地内とした。 

 

(4) 予測結果 

1) 工事の施行中 

ア. 建設工事に伴う建設発生土及び建設廃棄物の排出量、再資源化量、再利用量及び処理・処

分の方法 

(ｱ) 建設発生土の発生量  

建設発生土の発生量は、約 315,000m3と予測する。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うえで場外搬出することにより、適正に処理する計画である。 

目標とする再利用率は、「東京都建設リサイクル推進計画」より、88％とする。 

(ｲ) 建設汚泥の発生量 

建設汚泥は、山留工事及び杭工事の実施に伴い発生する。建設汚泥の発生量は、

約 40,000m3と予測する。建設汚泥は、産業廃棄物として適正に処理する計画である。 

目標とする再資源化率は、「東京都建設リサイクル推進計画」より、96％とする。 

(ｳ) 建設工事に伴い生じる廃棄物の発生量 

建設工事に伴い生じる廃棄物の発生量は、約 7,770t と予測する。建設廃棄物は分別収

集し、再利用可能なものについては可能な限り再利用材として再利用を図る。 

目標とする再資源化率は、コンクリート塊、アスコン、木くずで 99％、ガラス陶磁器、
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廃プラスチック、金属くず、紙くず、石膏ボード、その他で 98％、混合廃棄物で 83%とす

る。なお、目標とする再資源化率の設定は、コンクリート塊、アスコン、木くず、混合廃

棄物については、「東京都建設リサイクル推進計画」において品目別に示されている再資

源化率（アスファルト・コンクリート塊、コンクリート塊、建設発生木材で 99％、建設混

合廃棄物で 83％）を参考とし、これ以外の品目は、「東京都建設リサイクル推進計画」に

おいて示されている建設廃棄物全体の再資源化率 98％を参考とした。 

2) 工事の完了後 

ア. 施設の供用に伴う廃棄物の種類、排出量、再資源化量、再利用量及び処理・処分の方法 

施設の供用に伴う事業系廃棄物の排出量は、合計で約 13,768kg/日と予測する。また、品

川区で目標とする再資源化率(31％)を踏まえた廃棄物の最終処分量は約 9,500kg/日と予測

する。 

発生した廃棄物は分別回収を行い、廃棄物処理業の許可を得た業者に委託して再資源化を

行う計画である。 

 

8.12.3 環境保全のための措置 

(1) 工事の施行中 

1) 予測に反映しなかった措置 

・計画建築物の建設に伴い発生する建設廃棄物については、分別収集し、再利用可能なもの

については、極力、再利用を図る。 

・コンクリート型枠材については、非木材系型枠の採用や部材のプレハブ化等により木材系

型枠材の使用量を低減する。 

・建設廃棄物の排出量を低減するような施工計画を検討し、施工業者に遵守させる。 

・「建設リサイクル法」に基づく特定建設資材廃棄物については現場内で分別解体を行い、

可能な限り現場内利用に努め、現場で利用できないものは現場外で再資源化を行う。 

・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

図る。再利用できないものは、運搬・処分の許可を得た業者に委託して処理・処分を行い、

その状況はマニフェストにより確認する。 

・施設整備にあたっては、リサイクル材料を積極的に使用する。 

 

(2) 工事の完了後 

1) 予測に反映しなかった措置 

・発生する廃棄物は、建物内に設置する保管場所に分別、保管する。 

・事業系廃棄物は、廃棄物処理業の許可を受けた業者に委託し、適正に処理する。 

・廃棄物の発生量を抑制するため、テナント等への啓発活動を行う。 

・清掃車両がスムーズに出入りできる環境整備を行う。 

・廃棄物保管庫については、計画の詳細が確定した段階で関係機関との協議に基づき、基準

を満足する面積を確保する。 
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8.12.4 評 価 

(1) 評価の指標 

1) 工事の施行中 

評価の指標について、建設工事に伴う建設発生土及び建設廃棄物の排出量、再資源化量、再

利用量及び処理・処分の方法については「東京都建設リサイクル推進計画」に示される各対象

品目の目標値（平成 32年度（2020年度））」とした。 

2) 工事の完了後 

評価の指標について、施設の供用に伴う事業系廃棄物の種類及び排出量、再利用量及び処

理・処分の方法については「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）とした。 

 

 (2) 評価の結果 

1) 工事の施行中 

ア. 建設工事に伴う建設発生土及び建設廃棄物の排出量、再資源化量、再利用量及び処理・処

分の方法 

(ｱ) 建設発生土の発生量 

建設発生土の発生量は、約 315,000m3と予測する。建設発生土は、受入機関の受入基準

への適合を確認したうえで場外搬出することにより適正に処理する計画とし、「建設リサ

イクル法」等の関係法令に示される事業者の責務を果たすことで、「東京都建設リサイク

ル推進計画」の目標値（88％）を達成するものと考える。 

(ｲ) 建設汚泥の発生量 

建設汚泥の発生量は、約 40,000m3と予測する。建設汚泥は、産業廃棄物として適正に処

理する計画であるが、「建設リサイクル法」等の関係法令に示される事業者の責務を果た

すことで、「東京都建設リサイクル推進計画」の目標値（96％）を達成するものと考える。 

(ｳ) 建設工事に伴い生じる廃棄物の発生量 

建設工事に伴い生じる廃棄物の発生量は、約 7,770t と予測する。これらの建設廃棄物

は分別を徹底し、種類に応じて保管、排出、再利用促進及び不用材の減量等を図る等、「建

設リサイクル法」等の関係法令に示される事業者の責務を果たすことで、「東京都建設リ

サイクル推進計画」の目標値（アスファルト・コンクリート塊、コンクリート塊、建設発

生木材 99％、建設混合廃棄物 83％、建設廃棄物 98％）を達成するものと考える。なお、

これ以外の品目についても不要材の減量や分別の徹底に努める。 

2) 工事の完了後 

ア. 施設の供用に伴う廃棄物の種類、排出量、再資源化量、再利用量及び処理・処分の方法 

施設の供用に伴い事業系廃棄物が約 13,768kg/日発生するが、「廃棄物の処理及び清掃に関

する法律」、「東京都廃棄物条例」、「品川区廃棄物の処理及び再利用に関する条例」等の法令

等を遵守し、廃棄物を適正分別して保管場所の管理を徹底する等、関係法令に示される事業

者の責務を果たすことで、「品川区一般廃棄物処理基本計画(第 3 次)」に示される資源化率

の目標値（平成 34年度（令和 4年度））(31％)は達成するものと考える。 
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8.13 温室効果ガス 

8.13.1 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 8.13-1に示すとおりである。 

表8.13-1 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地域内のエネルギー資源の状況 
④温室効果ガスを使用する設備機器の状況 
⑤法令による基準等 

工事の完了後において、施設の
供用に伴う環境への温室効果ガ
スの排出が考えられるため、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) 調査結果 

1) 原単位の把握  

ア. エネルギー消費原単位 

計画建築物で予定されている用途（業務、宿泊、商業）のエネルギー消費原単位は、表 8.13-2

に示すとおりである。 

表 8.13-2 エネルギー消費原単位 

用途 
エネルギー消費原単位 

(MJ/m2・年) 

業務 2,390 

宿泊 2,830 

商業 2,941 

資料：「東京都の建築物による一次エネルギー消費データベースの作成」 

(平成 30 年 2 月 鷲津 明由，中野 諭) 

 

イ. 電力・都市ガスの二酸化炭素排出原単位 

電力・都市ガスの二酸化炭素排出原単位は、表 8.13-3に示すとおりである。 

表 8.13-3 電力・都市ガスの二酸化炭素排出原単位 

種類 二酸化炭素排出原単位 その他換算係数 

電力 0.489   t-CO2/MWh 9.76 GJ/MWh 

都市ガス 
0.0499  t-CO2/GJ 

（0.0136  t-C/GJ） 
－ 

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

(令和 2年 4 月 東京都環境局) 

 

2) 対策の実施状況 

温室効果ガスの排出量を削減するための対策及びエネルギー使用量削減のための対策につ

いて、既存施設において一般的に実施されている対策は以下のとおりである。 

ア. 電力使用量を低減するインバータ装置の設置 

消費電力を適正に規制・管理し、使用量の削減に努めている。 

イ. 高効率な個別熱源方式の導入 

高効率な個別熱源(トップランナー機器)の採用によるエネルギー使用量の削減や全熱交
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換器の採用による室内排気と導入外気の熱交換による外気負荷の低減により、CO2 の削減に

努めている。 

3) 地域内のエネルギー資源の状況 

「地域冷暖房計画区域区市別一覧（令和 2年 4月現在）」（令和 3年 1月閲覧 東京都環境局

ホームページ）によると、品川区内では 5つの地域冷暖房計画区域が存在する。 

計画地は、いずれの地域冷暖房計画区域とも重複しない。 

4) 温室効果ガスを使用する設備機器の状況 

ア. 工事の完了後の温室効果ガスを使用する設備機器の状況 

工事の完了後の計画建築物においては、個別空調機器（パッケージ空調機）、電動式ター

ボ冷凍機及び空冷ヒートポンプチラーに HFC(ハイドロフルオロカーボン)を用いる他、受変

電設備に六フッ化硫黄（SF6）を使用する計画である。 

5) 法令による基準等 

ア. 法令に規定される「事業者の責務」等 

「温対法」では、温室効果ガスを多量に排出する者（特定排出者）に、自らの温室効果ガ

スの排出量を算定し、国に報告することが義務付けられている。 

「省エネ法」では、エネルギー使用量の合計が原油換算で年間 1,500kL以上の事業者に対

し、届け出を義務付けている。 

「建築物省エネ法」では、建築物の省エネ性能の向上を図るため、外壁などの外皮性能

(PAL*)を評価する基準並びに設備機器等の一次エネルギー消費量を評価する基準の 2つの基

準が定められている。 

また、「環境確保条例」では、「建築物環境計画書制度」や「温室効果ガス排出総量削減義

務と排出量取引制度」等が導入されている。 

イ. 「建築物省エネ法」に基づく基準等 

「建築物省エネ法」では、建築物の省エネ性能の向上を図るため、①大規模非住宅建築物

の省エネ基準適合義務等の規制措置、②省エネ基準に適合している旨の表示制度及び誘導基

準に適合した建築物の容積率特例の誘導措置を講じている。非住宅の省エネ性能の評価には、

窓や外壁などの外皮性能(PAL*)を評価する基準並びに設備機器等の一次エネルギー消費量

を評価する基準の 2つの基準が定められている。 

また、「非住宅建築物に係る省エネルギー性能の表示のための評価ガイドライン」（平成

25(2013)年 10 月 国土交通省）に基づく建築物省エネルギー性能表示制度（BELS）では、

建築物エネルギー消費性能等を星による 5段階のマークにより表示しており、非住宅の建築

物における 5段階のマークとその BEI値の水準を定めている。 

ウ．地球温暖化対策に係る計画等 

国の計画等としては、「地球温暖化対策計画」等がある。 

東京都では、「東京都地球温暖化対策指針」(令和元年 7 月 東京都)を策定している。ま

た、「東京都建築物環境配慮指針」(平成 14 年 東京都)等を策定するとともに、「温室効果

ガス排出総量削減義務と排出量取引制度」、「建築物環境計画書制度」等を展開し、地球温暖

化対策を推進している。 

品川区では、「品川区地球温暖化対策地域推進計画」において、2050 年度までを視野に入

れつつ取り組みを推進するものとし、平成 32 年(2020 年)度までに、区内全体の CO2排出量

を平成 18年(2006年)度比で 25％削減することを目標として、達成するための施策や推進体

制を示している。 
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エ. 「東京都建築物環境配慮指針」に基づく評価基準 

「東京都建築物環境配慮指針」では、環境配慮のための措置の取り組み状況についての評

価基準を定めており、住宅以外の用途での建築物の熱負荷の低減（PAL*低減率）並びに設備

システムのエネルギー利用の低減率(ERR)による評価を行っている。 

 

8.13.2 予 測 

(1) 予測事項 

予測事項は、施設の供用に伴う環境への温室効果ガスの排出量又はエネルギーの使用量の程度

及びそれらの削減の程度とした。 

 

(2) 予測の対象時点 

予測の対象時点は、工事の完了後で、施設の供用が通常状態に達した時点とした。 

 

(3) 予測地域 

予測地域は、計画地内（住宅・駐車場は除く）とした。 

 

(4) 予測結果 

1) 二酸化炭素の排出量 

ア. 基準建築物のエネルギー消費量及び二酸化炭素排出量 

基準建築物のエネルギー消費量は約 519,684GJ/年で、二酸化炭素排出量は約 26,025t-CO2/年

と予測する。 

イ. 計画建築物のエネルギー消費量及び二酸化炭素排出量 

計画建築物のエネルギー消費量は、約 415,747GJ/年で、二酸化炭素排出量は

約 20,820t-CO2/年と予測する。 

2) 二酸化炭素の削減量 

基準建築物の二酸化炭素排出量は約 26,025t-CO2/年、計画建築物の二酸化炭素排出量は

約 20,820t-CO2/年、削減量は約 5,205t-CO2/年、削減率は約 20.0％と予測する。 

 

8.13.3 環境保全のための措置 

(1) 予測に反映した措置 

・ERR（設備システムのエネルギー利用低減率）は、建物全体で 20％(段階 2)達成とし、さら

にそれ以上を目標とする。 

 

(2) 予測に反映しなかった措置 

・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％(段階 2)達成とし、

さらにそれ以上を目標とする。 

・自然換気、雨水利用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とする。 

・太陽光エネルギーの利用についても積極的な活用を検討する。 

 



- 162 - 

8.13.4 評 価 

(1) 評価の指標 

評価の指標は、｢地球温暖化対策の推進に関する法律｣、「環境確保条例」及び｢東京都建築物環

境配慮指針｣に示される事業者の責務等を満足することとした。 

 

(2) 評価の結果 

施設の供用に伴う温室効果ガス排出量は約 20,820t-CO2/年、削減量は約 5,205t-CO2/年、削減

率は約 20.0％と予測する。設備システムの省エネルギー措置、効率化設備の省エネルギー措置等

により温室効果ガスの発生量の削減に努めることから、温室効果ガスの排出抑制が図られるもの

と考える。 

以上のことから、｢地球温暖化対策の推進に関する法律｣、「環境確保条例」及び｢東京都建築物

環境配慮指針｣に示される「事業者の責務」の内容を満足するものと考える。 
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9. 当該対象事業の実施が環境に影響を及ぼすおそれがある地域を管轄する特別区の名称及びその地

域の町名 

本事業の実施が環境に影響を及ぼすと予想される地域は、事業区域中心から約800mまでの範囲（景

観の現地調査の近景域）及び電波障害遮へい障害範囲とし、図9-1に示す範囲である。 

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

表9-1 当該地域を管轄する特別区の名称及びその町名 

特別区の名称 町  名 

品川区 

 

広町一丁目の一部、広町二丁目の一部、 

南品川四丁目の一部、南品川五丁目の一部、南品川六丁目、 

東大井三丁目の一部、東大井四丁目の一部、東大井五丁目、東大井六丁目の一部、 

大井一丁目、大井二丁目、大井三丁目の一部、大井四丁目の一部、大井五丁目の一部、 

大井七丁目の一部、 

西大井一丁目の一部、西大井二丁目の一部、西大井三丁目の一部、 

二葉一丁目の一部、二葉二丁目の一部、 

豊町二丁目の一部、豊町三丁目の一部、 

西品川一丁目の一部、西品川二丁目の一部、西品川三丁目の一部 

 

大田区 

 

山王一丁目の一部、山王二丁目の一部 
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図 9-1 

環境に影響を及ぼすおそれがある

地域 
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10. 調査計画書の修正の経過及びその内容 

10.1 修正の経過 

調査計画書の修正箇所、修正事項、修正内容及び修正理由は、表 10.1-1 に示すとおりである。

調査計画書審査意見書に記載された知事の意見、都民の意見及び周知地域区長の意見を勘案すると

ともに、事業計画の具体化に伴い、調査計画書の内容を修正したものである。 

 

表 10.1-1 調査計画書の修正の経過及びその内容 

修正箇所 修正事項 修正内容及び修正理由 

主なページ 

調査 

計画書 
評価書案 

3.対象事業の 

内容の概略 

敷地面積 事業計画の具体化に伴い、敷地面積を

「約 30,700m2」から「約 29,430m2」に

変更した。 

1 １ 

6.対象事業の目的及び内容   

 6.1 事業の目的 計画地範囲 事業の具体化に伴い、計画地の範囲を

更新した。 
3 12 

6.2 事業の内容 計画地範囲 
事業の具体化に伴い、計画地の範囲を

更新した。 

5, 6, 7, 

10,11,13, 

14 

14,15,16, 

19,20,23, 

26 

建築計画 事業計画の具体化に伴い、A-1 敷地面

積を「約 23,600m2」から「約 22,340m2」、

A-2 敷地面積を「約 7,100m2」から「約

7,090m2」に変更した。 

9 18 

建物形状を変更した。 10,11 19,20 

発生集中交通量 事業の具体化に伴い、発生集中交通量

を「4,290 台/日」から「4,200 台/日」

に変更した。 

知事意見を踏まえ、関連車両台数の低

減に向けた取組を追記した。 

12 22 

歩行者動線計画 事業の具体化に伴い、計画地と区役所通

りとの歩行者動線を 3箇所増やした。 

また、建物形状を変更した。 

14 26 

緑化計画 事業の具体化に伴い、緑化計画を更新

した。 
15 27～31 

6.3 施工計画及び

供用の計画 

工事用車両の走

行ルート 

知事意見を踏まえ、工事用車両台数の

低減に向けた取組を追記した。 
17 35 

事業の具体化に伴い、計画地の範囲を

更新した。 
18 36 

8.環境に及ぼす影

響の内容及び程度

並びにその評価 

計画地範囲 

大気汚染、騒音・

振動、地盤、日影、

景観 

事業の具体化に伴い、計画地の範囲を

更新した。 

91,95,100, 

106,113,114 

59,130,196, 

235,295,296 

9.当該対象事業の実施が環境に影響を

及ぼすおそれがある地域を管轄する

特別区の名称及びその地域の町名 

事業の具体化に伴い、計画地の範囲を

更新した。 
123 382 
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10.2 調査計画書審査意見書に記載された知事の意見 

調査計画書審査意見書に記載された知事の意見は、以下に示すとおりである。 

 

項 目 大気汚染、騒音・振動 共通 

工事用車両及び関連車両の唯一の搬出入路である区役所通りは、片側一車線であり、また、大井町

駅前に通じる道路であることから、交通量の増加による影響が懸念されるため、大気汚染及び騒音・

振動の影響に十分に配慮した適切な環境保全措置を講じること。 

 

 

10.3 調査計画書に対する都民の意見書及び周知地域区長の意見の概要 

調査計画書の内容について提出された都民の意見書及び周知地域区長の意見の内訳は、表 10.3-1

に示すとおりである。 

表 10.3-1 意見の内訳 

意見等 件 数 

都民の意見書 11 件 

周知地域区長の意見 1 件 

計 12 件 

 

10.3.1 都民からの意見書の概要 

都民から、調査計画書の内容について、環境の保全の見地からの 11件の意見書が提出された。

その意見の概要は、以下に示すとおりである。 

 

項 目 大気汚染 

・当該地は補助 26号線が近くにあり、将来現在よりも交通量が増大する可能性がある。しかも 26号

線は JR 京浜東北線の跨線橋部分で幅が狭くなっており、今よりも渋滞を発生させる可能性が大き

い。渋滞車両の排気ガスにより周辺大気が悪化することも予測されます。 

 

項 目 土壌汚染 

・調査事項及びその選択理由に「計画地内の南側の一部に形質変更時要届け出区域が指定されており、

本事業の実施により、土壌に影響を及ぼすおそれがある」と示されている。現時点で「おそれ」が

どのようなものか全くわからないこともあり、区民にとっては不安である。調査の結果については、

専門性を全く持たない人を念頭に「一般区民」が理解できるような評価報告で示してほしい。 

 

項 目 地盤 

・表 8.2-14（P.99）で調査時期・期間等が甚だ不明瞭。地盤の状況は「地盤の状況を把握できる適切

な時期とする」、地下水の状況は「年間を通した地下水の状況を適切に把握できる期間とする」で

は、結局いつどれくらいの期間調査されるのか全く不明である。 

調査の結果を踏まえた評価報告の際には、結果だけでなく調査期間や時期についても「適切に把握

できる期間」とした根拠とともに報告をすることを求める。 
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項 目 水循環 

・表 8.2-18（P.102）の調査時期・期間等は上記した地盤と全く同様である。従って、調査報告につ

いても同様のことを求める。 

・表 8.2-19（P.103）評価の方法で＜評価の指標＞とする中に「品川区雨水流出抑制施設の設置に関

する指導要綱」が挙げられている。この指導要綱については評価しているが、近年の気侯変動によ

る「想定外の大雨」を想定しておらず、今後の環境影響評価の指標としては不十分と考える。評価

に際してはもう一段高い雨水流出抑制の考え方が必要と考える。 

 

項 目 日影 

・計画にある超高層ビルは圧迫感があり、日照も悪くなる。居住環境は悪くなることが予想される。 

 

項 目 風環境 

・風害が懸念される。大井 2丁目の一本橋交差点付近の通り沿いに高層マンションが建って以来、風

が吹いている時は、強風にあおられ恐怖を感じる時がある。広町地区計画は超高層ビルが 2棟であ

り、一本橋通り以上の強風となると考えられる。人の行き来が激しい付近で、子ども高齢者には危

険な場所になる。 

・私の住んでいる東大井５丁目 14 一帯は 10 数年前、用途変更で道路沿いに 14 階のビルが建ち、そ

のうしろに住んでいる我々の家は強風（ビル風）にみまわれている。この開発で超高層ビルがいく

つも建てば、きっと強風が吹くことはまちがいない。やめるべきだ。 

・年間の強風出現頻度を予測し、それぞれの対応する空間用途にあてはめる「村上方式」で測られて

いるが、それでは、現状より強風が吹く日が増加したとしても空間用途に応じた許容範囲内であれ

ば風害はないものとされてしまう。建築前後の風環境の変化を具体的に示す調査方法に改善すべき

である。 

・実験方法が「調査地域の現状の地形や建物状況を模型に再現し、風洞装置を用いて・・・」とある

が、この調査は第一段階に過ぎないと考える。これまでの様々な超高層建築物を含んだ再開発地区

では様々な風の被害が起きている。風洞調査をするのは当然として、様々な地域での風速を測定し、

特に影響を受けやすい高齢者や障がい者、幼児を連れた女性への影響を検証すべきである。 

 

項 目 景観 

・P.112～115 でも表記されている通り、圧迫感の検証とその軽減を図るための「景観」の検証を行う

わけだが、当初から圧迫感が必須なものを想定して検証する。圧迫感は感性の部分での評価が中心に

据えられると考えるが、実施が既定路線と考えての景観検証など行ってどれほどの意味があるのか。 

超高層建築は、いずれをとっても街の豊かな景観生成に寄与するものではない。 

・P.69 で、当事業地域の方針として「駅前のランドマーク」「大井町の良さ・親しみやすさを演出」

なる 2点が掲げられ、品川区の顔として、楽しくくつろげる景観形成が目標であるとされている。

超高層建築が果たしてそれを満たすのか。 

 

項 目 温室効果ガス 

・これまで建物がなく人口も 0人だった地域にオフィスを含む複数の高層ビルが建つので、温室効果

ガスの排出量は必ず増加する。現在の当該地域内で排出される量と、建築後の量とを比較するべき

であるが、その調査が無いのは問題である。 

・「大井町駅周辺広町地区開発」を行う事で、品川区環境基本計画にある品川区温室効果ガス排出量

〔目標平成 39(2027)年度〕1,573 千 t-ＣＯ2を達成できるのか。 

P.82 で、予測事項は「施設の供用に伴う温室効果ガスの排出量の程度」とあるが、オフィス、そ

の他の施設面積が決定されているのに関わらず全く数量計算されていない。 
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項 目 事業計画等 

・つい最近、品川区の「大井町駅周辺地域まちづくり方針（素案）」が公表され、今回の「大井町駅

周辺広町地区」を含めて更なる議論の必要性が問われている段階で、環境影響評価が縦覧された事

について唐突すぎる印象が否めない。段階を踏んだ議論検討があって、然るべき周知を徹底した上

で為されなければならないのが巨大開発・再開発事業である。 

・この広町地区に隣接する南側 E地区、東側 C地区は、再開発の前駆的事業が進行中であり、とくに

C 地区では、再開発そのものに必要性がないとして反対運動が展開されている最中である。核とな

る広町地区が環境アセスなる一段階を進展させることは、地域全体の開発を加速させる要因となる

のは間違いない。拙速な事業推進に関しては、当該地区隣接地区を含めて断固反対である。 

・終始、情報公開・住民参加が一切なく計画されてきた事業計画を進めるための手続きの一環である

環境影響評価調査計画書を提出することは認められない。 

 

項 目 その他 

・事業計画地である広町二丁目はこれまで広町社宅があったところで、解体後の現在は「スポル」や、

大規模な区立保育圏が建っている。ここに計画書にあるような高層建築物が建つことにより、日

照・風害・駅混雑・保育園などのインフラ不足など、周辺住環境に様々な悪影響が出てくることは

明白である。 

・JR大井町駅やりんかい線の駅、大井町線の駅はこの開発で大変混雑が予想される。今でも相当朝夕

は混雑するが、その対策はどうなるのか不安である。 

・大井町は人口的に飽和状態だと思う。ここに高層ビルや商業ビルを作ると、大井町駅が混雑し、ま

た、災害が発生した場合、緊急避難場所として広町が重要な地になる。緑豊かな広い公園を造って

はどうか。広町地区に植樹や水と緑のある人と自然が一体となる様な発想をしてほしい。 

・50 年、60 年先に超高層ビル群の老朽化の問題が必ず発生する。同時に地震大国である日本の都市

を震度 6強、7クラスの直下型大地震が襲った場合、本当に超高層ビルが安全なのか。 

・隣に JR 東京総合車両センターがあり、かなり事業用車両の出入りがある。人が多く集まり交通事

故等の危険性があるのではないか。 
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10.3.2 周知地域区長の意見 

周知地域区長から、調査計画書の内容について、環境の保全の見地から品川区長から 1件の意

見が提出された。その内容は、以下に示すとおりである。なお、太田区長からの意見はなかった。 

 

(1) 品川区長の意見 

項 目 環境全般 

・「大井町駅周辺地域まちづくり方針」に基づき、周辺市街地の環境も考慮した評価計画のもと、ま

ちづくりを進めるよう配慮してください。 

 

項 目 騒音 

・工事施工中は、関係法令の基準を遵守するとともに、低騒音型の建設機械・工法の採用を図り、騒

音の低減に努めてください。また、夜間を含めた作業期間や時間については、周辺住民への影響を

最小限にとどめるよう配慮してください。 

・供用開始後に周辺住民からの苦情が発生しないよう、事前に利用方法・対策を慎重に検討のうえ、

適切な予測・評価を行ってください。 

・万が一、苦情等が発生した場合は、迅速かつ真摯に対応してください。 

 

項 目 史跡・文化財 

・埋蔵文化財の包蔵地に該当しますので、調査にあたっては十分注意するとともに、庶務課文化財係

まで事前にご相談ください。 

 

項 目 その他 

・区内において調査等を実施する際は、当区の所管部門と連携し、事前に十分な住民説明を実施して

ください。 

・計画に変更等が生じた場合には、当区の所管部門および企画調整課まで速やかにお知らせください。 
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11. その他 

11.1 対象事業に必要な許認可等及び根拠法令 

対象事業に必要な主な許認可等及び根拠法令は、表 11.1-1に示すものを想定している。 

表 11.1-1 対象事業に必要な主な許認可等及び根拠法令 

許認可等 根拠法令 

建築物の確認 建築基準法 第 6条第 1項 

地区計画（再開発等促進

区含む） 都市計画法第 12 条の 5 

景観に関する届出 景観法第 16 条 
 

 

11.2 調査等を実施した者及び委託を受けた者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

 

〔調査等を実施した者〕 

名 称：東日本旅客鉄道株式会社 

代表者：代表取締役社長 深澤 祐二 

所在地：東京都渋谷区代々木二丁目 2 番 2 号 

 
〔受託者〕 

名 称：日本工営株式会社 

代表者：代表取締役社長  有元 龍一 

所在地：東京都千代田区麹町五丁目 4番 
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11.3 環境影響評価書案を作成するに当たって参考とした資料の目録 

(1)「都市づくりのグランドデザイン－東京の未来を創ろう－」（平成29年9月 東京都） 

(2)「新しい都市づくりのための都市開発諸制度活用方針」（平成31年3月改定 東京都） 

(3)「品川区まちづくりマスタープラン」（平成25年2月 品川区） 

(4)「大井町駅周辺地域まちづくり方針」（令和2年11月策定 品川区） 

(5)「大規模開発地区関連交通計画マニュアル 改訂版」（平成26年6月 国土交通省都市計画課） 

(6)「建築物における排水槽等の構造、維持管理等に関する指導要綱」 

（昭和61年6月61清環産第77号東京都） 

(7)「ビルピット臭気対策マニュアル」（平成24年3月 東京都） 

(8)「ビルの新築に伴う地下排水層（ビルピット）設計の手引き」 

（平成31年1月 東京都ビルピット問題連絡協議会） 

(9)「東京都雨水貯留・浸透施設技術指針」（平成21年2月 東京都総合治水対策協議会） 

(10)「品川区雨水流出抑制施設の設置に関する指導要綱」（平成25年3月区長決定要綱第69号 品川区） 

(11)「水の有効利用促進要綱」（平成15年7月15都市政広第122号東京都都市整備局） 

(12)「東京都再開発等促進区を定める地区計画運用基準」（令和3年3月 東京都都市整備局） 

(13)「「未来の東京」戦略ビジョン」（令和元年12月 東京都） 

(14)「ゼロエミッション東京戦略」（令和元年12月 東京都） 

(15)「東京の都市づくりビジョン（改定）－魅力とにぎわいを備えた環境先進都市の創造－」 

（平成21年7月 東京都） 

(16)「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（都市計画区域マスタープラン）」 

（平成26年12月 東京都） 

(17)「東京都環境基本計画」（平成28年3月 東京都） 

(18)「東京都住宅マスタープラン」（平成29年3月 東京都） 

(19)「緑の東京計画」（平成12年12月 東京都） 

(20)「みどりの新戦略ガイドライン」（平成18年1月 東京都） 

(21)「東京が新たに進めるみどりの取組」（令和元年5月 東京都） 

(22)「在来種選定ガイドライン」（平成26年5月 東京都） 

(23)「東京都自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質総量削減計画」（平成25年8月 東京都） 

(24)「東京都資源循環・廃棄物処理計画」（平成28年3月 東京都） 

(25)「東京都建設リサイクル推進計画」（平成28年4月 東京都） 

(26)「東京都建設リサイクルガイドライン（民間事業版）」（令和2年4月 東京都） 

(27)「東京都景観計画」（平成19年4月[平成30年8月改定] 東京都） 

(28)「品川区長期基本計画 令和2（2020）年度～令和11（2029）年度」（令和2年4月 品川区） 

(29)「品川区環境基本計画 みんなで創り育てる環境都市 平成30（2018）年度～平成39（2027）年

度」（平成30年3月 品川区） 

(30)「新・水とみどりのネットワーク構想」（平成20年5月 品川区） 

(31)「水とみどりの基本計画・行動計画－水とみどりがつなぐまち－」（平成24年6月 品川区） 

(32)「しながわ景観ガイドプラン」（平成17年6月 品川区） 

(33)「品川区景観計画」（平成23年1月 品川区） 

(34)「品川区地球温暖化対策地域推進計画」（平成22年3月 品川区） 

(35)「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） 

(36)「大井町駅周辺地区まちづくり構想」（平成23年6月策定 品川区） 

(37)「大気汚染常時監視測定局」（令和3年1月閲覧 東京都ホームページ） 

(38)「大気汚染調査」（令和3年1月閲覧 品川区ホームページ） 

(39)「地上気象観測指針」（平成14年 気象庁） 

(40)「大気汚染測定結果ダウンロード」（令和3年1月閲覧 東京都ホームページ） 

(41)「数値地図25000（土地条件）」（平成28年9月 国土地理院） 
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(42)「土地分類基本調査（垂直調査）」（令和3年1月閲覧 国土交通省ホームページ） 

(43)「平成30年 建築統計年報 2019年版」（令和元年12月 東京都） 

(44)「東京都統計年鑑（平成26年～平成30年）」（令和3年1月閲覧 東京都ホームページ） 

(45)「品川区統合型地図情報提供サービス（用途地域等指定図）」 

（令和3年1月閲覧 品川区ホームページ） 

(46)「東京都土地利用現況図（建物用途別）平成28年現在」（令和3年1月閲覧 東京都ホームページ） 

(47)「品川区ガイドマップ」（令和元年7月 品川区） 

(48)「子ども・教育」（令和3年1月閲覧 品川区ホームページ） 

(49)「施設案内」（令和3年1月閲覧 品川区ホームページ） 

(50)「学校一覧」（令和3年1月閲覧 東京都ホームページ） 

(51)「私立学校」（令和3年1月閲覧 東京都ホームページ） 

(52)「社会福祉施設等一覧」（令和3年1月閲覧 東京都ホームページ） 

(53)「医療機関名簿 令和元年」（令和元年9月 東京都） 

(54)「地形図」（平成30年５月 国土地理院） 

(55)「平成27年度 道路交通センサス一般交通量調査結果」（令和3年1月閲覧 東京都ホームページ） 

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

(57)「令和元度版 建設機械等損料表」（令和2年 日本建設機械化協会） 

(58)「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等） 

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

(60)「自動車交通騒音・振動調査結果（平成30年度）」（令和3年1月閲覧 東京都ホームページ） 

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

(62)「水準基標測量成果」（令和3年1月閲覧 東京都ホームページ） 

(63)「平成30年 公害苦情調査総括表」（令和3年1月閲覧 東京都ホームページ） 

(64)「建設工事騒音の予測モデル ASJ CN-Model 2007」（（社）日本音響学会 平成20年7月） 

(65)「建設作業振動対策マニュアル」（社団法人日本建設機械化協会 平成6年4月） 

(66)「要措置区域等の指定状況」（令和3年1月閲覧 東京都ホームページ） 

(67)「1/10000品川(明治42年測図)」（国土地理院1909年） 

(68)「1/10000品川(大正10年測図)」（国土地理院1921年） 

(69)「1/10000品川(昭和30年測図)」（国土地理院1955年） 

(70)「住宅地図1963年」（㈱ゼンリン（使用許諾番号：Z18K-第6001号）） 

(71)「住宅地図1972年」（㈱ゼンリン（使用許諾番号：Z18K-第6001号）） 

(72)「住宅地図1980年」（㈱ゼンリン（使用許諾番号：Z18K-第6001号）） 

(73)「住宅地図1987年」（㈱ゼンリン（使用許諾番号：Z18K-第6001号）） 

(74)「住宅地図1995年」（㈱ゼンリン（使用許諾番号：Z18K-第6001号）） 

(75)「住宅地図2003年」（㈱ゼンリン（使用許諾番号：Z18K-第6001号）） 

(76)「住宅地図2010年」（㈱ゼンリン（使用許諾番号：Z18K-第6001号）） 

(77)「住宅地図2018年」（㈱ゼンリン（使用許諾番号：Z18K-第6001号）） 

(78)「土壌汚染対策法の概要」（令和3年1月閲覧 東京都環境局ホームページ） 

(79)「土壌汚染の調査及び対策について」（平成31年4月1日版 東京都環境局） 

(80)「平成30年度 土壌汚染対策法の施行状況及び土壌汚染調査・対策事例等に関する調査結果」 

（環境省ホームページ 令和3年1月時点） 

(81)「東京の湧水マップ（平成30年度調査）」（令和3年1月閲覧 東京都ホームページ） 

(82)「基盤地図情報 数値地図5mメッシュ標高」（令和元年7月 国土地理院 

(83)「東京都の代表的な湧水」（令和3年1月閲覧 環境省ホームページ） 

(84)「しながわ観光協会」（令和3年1月閲覧 一般社団法人しながわ観光協会ホームページ） 

(85)「水とみどりの基本計画・行動計画－水とみどりがつなぐまち－行動計画の一部見直し」 
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（平成29年6月 品川区） 

(86)「平成30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2年3月 東京都環境局） 

(87)「第6回・第7回自然環境保全基礎調査 植生調査 情報提供ホームページ」 

（令和3年1月閲覧 環境省ホームページ） 

(88)「令和元年度 品川区みどりの実態調査報告書」（令和2年3月 品川区） 

(89)「東京都雨水浸透指針」（平成13年7月 東京都） 

(90)「品川区統合型地図情報提供サービス（区内施設地図）」（令和3年1月閲覧 品川区ホームページ） 

(91)「東京都文化財情報データベース」（令和3年1月閲覧 東京都ホームページ） 

(92)「建造物によるテレビ受信障害調査要領（地上デジタル放送）改訂版」 

（平成22年3月 （社）日本CATV技術協会） 

(93)「デジタル中継局開局情報」（令和3年1月閲覧 総務省ホームページ） 

(94)「衛星放送の概要」（令和3年1月閲覧 総務省ホームページ） 

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

(96)「高層建築物による受信障害解消についての指導要領」（昭和51年 郵政省電波監理局長通達） 

(97)「土地条件図」（昭和56年 国土地理院） 

(98)「品川区の指定文化財」（令和3年1月閲覧 品川区ホームページ） 

(99)「東京都遺跡地図情報インターネット提供サービス」（令和3年1月閲覧 東京都ホームページ） 

(100)「市街地の風の性状」（昭和61年第9回風工学シンポジウム論文 （株）風工学研究所） 

(101)「国指定文化財等データベース」（令和3年1月閲覧 文化庁ホームページ） 

(102)「品川区ウォーキングマップ」（平成28年4月 品川区） 

(103)「しながわの史跡めぐり」（平成17年12月 品川区） 

(104)「公園」（令和3年1月閲覧 品川区ホームページ） 

(105)｢東京都都市計画情報等インターネット提供サービス｣（令和3年1月閲覧 東京都） 

(106)「品川区のごみ・資源収集実績量(～令和元年度)」（令和3年1月閲覧 品川区ホームページ） 

(107)「東京都産業廃棄物経年変化実態調査報告書（平成30年度実績）」（令和2年2月 東京都環境局） 

(108)「建設リサイクル推進計画2015（関東地域版）」 

（平成27年7月 関東地方建設副産物再利用方策等連絡協議会） 

(109)「建設系混合廃棄物の原単位調査報告書」（平成24年11月 社団法人建築業協会） 

(110)「東京都の建築物による一次エネルギー消費データベースの作成」 

（平成30年2月 鷲津 明由，中野 諭） 

(111)「建築物エネルギー消費量調査報告書【第42 報】」（令和2年4月 （一社）日本ビルエネルギー

総合管理技術協会） 

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

（令和2年4月 東京都環境局） 

(113)「地域冷暖房計画区域区市別一覧」（令和3年1月閲覧 東京都環境局ホームページ） 

(114)「地球温暖化対策計画」（平成28年5月13日 閣議決定） 

(115)「東京都地球温暖化対策指針」（令和元年7月 東京都） 

(116)「非住宅建築物に係る省エネルギー性能の表示のための評価ガイドライン」 

（平成25（2013）年10月 国土交通省） 

(117)「東京都建築物環境配慮指針」（平成14年 東京都） 





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

本書に掲載した次のページの地形図は、国土地理院の電子地形図 25000 オンラインを使用し

たものです。 
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