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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（資料編 p.23 参照）。 

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 
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(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）。 

注） 

 

注）道路と面する地上部（T.P.+11.3m）。 
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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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 31 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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(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。 
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表 6.4-1(4) 環境保全に関する計画等への配慮の内容 

計画等の名称 計画等の概要 本事業で配慮した事項 

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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