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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) 調査地域 

調査地域は計画地及びその周辺とした。 

 

(3) 調査方法 

1) 主要な自然との触れ合い活動の場の状況 

主要な自然との触れ合い活動の場の調査として、「地形図」（平成 30 年 5 月 国土地理院）、

「品川区ウォーキングマップ」（平成 28 年 4 月 品川区）、「しながわの史跡めぐり」（平成 17

年 12月 品川区）及び「公園」（令和 3年 1月閲覧 品川区ホームぺージ）等を用い、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を整理した。 

 

2) 地形等の状況 

地形等の状況の調査として、「地形図」（平成 30 年５月 国土地理院）等の既存資料を整理

した。 

 

3) 土地利用の状況 

土地利用の状況の調査として、｢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 東京都ホームページ）、｢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）、｢品川区統合型地図情報提供サービス｣（令和 3

年 1月閲覧 品川区ホームページ）等の既存資料を整理した。 

 

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係る計画等の調査として、｢品川区まちづくりマスタープラン｣

（平成 25 年 2 月 品川区）、｢水とみどりの基本計画・行動計画｣（平成 24 年 6 月 品川区）

等の既存資料を整理した。 

 

5) 法令による基準等 

｢東京における自然の保護と回復に関する条例｣（平成12年 東京都）、｢品川区みどりの条

例｣（平成6年3月 品川区）等の条例における自然との触れ合い活動の場にかかわる指定状況、

基準等を整理した。 

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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(4) 調査結果 

1) 主要な自然との触れ合い活動の場の状況 

ア. 既存資料調査 

計画地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、表8.11-2及び図8.11-1

に示すとおりである。 

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。 

 

表8.11-2 計画地周辺の主要な自然との触れ合い活動の場 

注）散歩道の（ ）内は、起点から終点の距離を示す。 

資料：「品川区ウォーキングマップ」（平成 28年 4 月 品川区） 

  「しながわの史跡めぐり」（平成 17年 12 月 品川区） 

    「公園」（令和 3年 1 月閲覧 品川区ホームページ） 

「しながわの公園」（平成 29年度 品川区） 

区分 名称 状況 

散歩道 
桜の御殿山コース 

（2.3 ㎞） 

新馬場駅を起点に、桜の名所である御殿山・御殿山の坂や品川

神社、沢庵和尚の墓をめぐり、新馬場駅に戻るコース。 

 東海道品川宿コース 

（3.0 ㎞） 

大井町駅を起点に、品川寺、荏原神社等の歴史的な建造物や史

跡をめぐり、新馬場駅に至るコース。 

 仙台坂と品川シーサイドコース 

（3.4 ㎞） 

青物横丁駅を起点に、くらやみ坂（仙台坂）から京浜運河沿い

をめぐり、青物横丁駅に戻るコース。 

 戸越銀座と 3 神社コース 

（2.6 ㎞） 

大崎駅を起点に、居木神社、貴船神社、戸越銀座商店街、戸越

八幡神社をめぐり、戸越銀座駅に至るコース。 

 戸越の公園めぐりコース 

（2.1 ㎞） 

大井町駅を起点に、しながわ中央公園、文庫の森等の公園をめ

ぐり、戸越公園駅に至るコース。 

 大森貝塚と品川歴史館コース 

（3.7 ㎞） 

大井町駅を起点に、大森貝塚遺跡庭園、品川歴史館等の史跡を

めぐり、大井町駅に戻るコース。 

 荏原七福神コース 

（6.7 ㎞） 

大井町駅を起点に、東光寺、小山八幡神社等の寺社をめぐり、

西小山駅に至るコース。 

史跡めぐり 

コース 

大崎・戸越コース 
大崎駅を起点に、観音寺、居木神社、西品川三丁目石造庚申供

養塔等をめぐり、戸越公園駅に至るコース。 

品川神社・東海寺周辺コース 
新馬場駅を起点に、品川神社、板垣退助墓、細川家墓所、東海

寺等をめぐり、新馬場駅に戻るコース。 

南品川・東大井コース 
大井町駅を起点に、高村智恵子記念詩碑、泊船寺、山内豊信（容

堂）墓等をめぐり、鮫洲駅に至るコース。 

大井コース 
大井町駅を起点に、大井蔵王権現神社、清護稲荷神社、大井庚

申堂等をめぐり、大森海岸駅に至るコース。 

二葉・西大井コース 
下神明駅を起点に、杜松斎景湖墓、金子家のカキ、鬼門除け地

蔵堂等をめぐり、西大井駅に至るコース。 

東海七福神めぐり 
新馬場駅を起点に、品川神社（大黒天）、養願寺（布袋尊）、一

心寺（寿老人）等をめぐり、大森海岸駅に至るコース。 

荏原七福神めぐり 
大井町駅を起点に、大井蔵王権現神社（福禄寿）、東光寺（毘沙

門天）、養玉院（布袋尊）等をめぐり、西小山駅に至るコース。 

公園等 

子供の森公園 

（約 7,600m2） 

樹林環境の中に遊具等が整備されている。 

しながわ中央公園 

（約 28,600m2） 

スポーツ広場と児童向け広場があり、桜の名所にもなっている。 

大井公園 

（約 9,000m2） 

遊戯・休憩型の公園と多目的広場があり、桜の名所にもなって

いる。 

しながわ花海道水辺広場 

（約 24,300m2） 

水辺広場。桜の名所となっているほか、菜の花、コスモスが植

栽された遊歩道がある。 

大井町緑地児童公園 

（約 1,296m2） 

大井町駅西口ロータリーから立会道路沿いに続く細長い児童遊

園で、サクラ等の多数の樹木が植えられた緑道である。 
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図 8.11-1 

自然との触れ合い活動の場位置図 
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2) 地形等の状況 

地形の状況については、「8.4 地盤 8.4.1 現況調査 (4) 調査結果 1) 地盤の状況 ア．

地形の状況」（p.197）に示したとおりである。 

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。 

計画地の建物用途は、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。 

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。 
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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 8.11-8 に示すとおり

である。 

表 8.11-8 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 8.11-9に示すとおりである。 

表 8.11-9 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) 予測手法 

事業計画を基に、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

を予測する。 

 

(5) 予測結果 

本事業では、図6.2-9（P.30）及び図8.11-2に示すとおり、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（図8.11-3参照）。 

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（図

8.11-4参照）。 

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。 
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図8.11-2 計画地内の各階緑化部重ね合わせ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図8.11-3 計画地と周辺の緑のネットワーク（p.31再掲） 
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図 8.11-4 
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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。 

 

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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