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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 ： 三菱地所株式会社 

代表者 ： 代表執行役 吉田 淳一 

所在地 ： 東京都千代田区大手町一丁目1番 1号 

 
名 称 ： 株式会社ＴＢＳホールディングス 

代表者 ： 代表取締役社長 佐々木 卓 

所在地 ： 東京都港区赤坂五丁目3番 6号 

 
2. 対象事業の名称及び種類 

名 称 ： (仮称)赤坂二・六丁目地区開発計画 

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、東京都港区赤坂二丁目及び六丁目に業務、商業、ホテル、劇場等を含む高層建築物等を建

設するものであり、その概略は表3-1に示すとおりである。 

計画地は、「東京都環境影響評価条例」(昭和55年 10月 東京都条例第96号)第 40条第 4項に規定

する「良好な環境を確保しつつ都市機能の高度化を推進する地域(特定の地域)」に位置している。 

表 3-1  対象事業の内容の概略注 1) 

計 画 地 
東京都港区赤坂二丁目14番(住居表示)の一部 

東京都港区赤坂六丁目1番(住居表示)の一部 

用 途 地 域 商業地域 

計 画 地 面 積注2) 約 17,400 m2 

敷 地 面 積注3) 約 14,200 m2 

建 築 面 積 約 9,800 m2 

延 床 面 積注4) 約 221,000 m2 

最 高 高 さ 東館 約 240 m  西館 約 120 m 

駐 車 台 数 約 500 台(協議中) 

主 要 用 途 業務、商業、ホテル、劇場、駐車場 等 

工 事 予 定 期 間 令和 4年度～令和10年度(工期 約 69ヵ月) 

供 用 予 定 年 度 令和 10年度(予定) 

注1) 本計画は現計画における予定のものであり、今後変更する可能性がある。 

注2) 計画地面積は、都市再生特別地区の区域面積を示す。 

注3) 敷地面積は、計画建築物の建築敷地面積を示す。 

注4) 延床面積は計画建築物の各階の床面積の合計であり、容積対象ではない駐車場等の床面積も含む。 
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3.1 対象事業の目的 
計画地は都道413号(赤坂通り)に接し、地下では東京メトロ千代田線赤坂駅(以下、赤坂駅という。)

に直結する立地である。計画地の都道 413 号(赤坂通り)及び赤坂駅を挟んで北側は、大規模複合開発

により劇場などの文化施設が立地するとともに、赤坂駅周辺から東京メトロ銀座線及び丸ノ内線赤坂

見附駅にかけて複数の商店街が立地し、国内外から来街者が訪れる繁華街が形成されている。また、

計画地周辺には映像や音楽などのコンテンツ制作・提供に関わるエンタテインメント関連企業が集積

している。 

計画地の位置する赤坂エリアは六本木・虎ノ門エリアに隣接しており、六本木エリアでは大規模開

発に合わせて、国際競争力を有する業務機能に加え、文化施設等の国際的な都市観光機能の集積が進

んでいる。また虎ノ門エリアにおいても複数の大規模開発が進行し、都市基盤整備や国際競争力強化

に資するビジネス支援機能の導入等が進んでいる。 

 

一方、計画地は現状、建物が老朽化しており、機能更新が進んでおらず、周辺エリアの国際性豊か

な賑わいや先進的なビジネス機能の集積を活かした都市機能整備が進んでいない。また、赤坂駅から

地上に至るバリアフリー動線が未整備であるとともに、駅の混雑や駅前空間の閉塞感など、快適で利

便性の高い駅・駅前空間の整備が課題となっている。計画地周囲の道路においては、交通混雑や舗装・

街渠の老朽化、無電柱化未整備等の課題も見られる。さらに、計画地内の既存建築物内には地域冷暖

房(ＤＨＣ)施設を有し、赤坂駅や近傍の建物に熱供給を行っているが、施設は老朽化し更新期を迎え

ている。 

 

計画地は特定都市再生緊急整備地域の「東京都心・臨海地域(環状二号線・赤坂・六本木)」に位置

し、その地域整備方針において、「にぎわいにあふれた国際性豊かな交流ゾーンの形成、地上・地下

の重層的な歩行者ネットワークの充実・強化」等が求められている。 

また、東京都の都市づくりのグランドデザインでは、赤坂エリアの将来像として、「アート・デザ

イン関連施設の集積、歩行者空間のネットワーク化などにより、回遊性が高く、活発な交流の生まれ

る地域」とされ、「駅を中心とした交通結節機能の強化」等が求められている。 

さらに、港区のまちづくりマスタープランにおいては、「地域のにぎわいを創出するイベント等が

開催できるオープンスペースの整備」や、「交通バリアフリーの推進、快適な歩行者ネットワークの

形成」等が求められている。 

 

これらを踏まえ、本計画においては、地下鉄駅を基点にまちの回遊性を高めるため、駅・駅前空間

の再編による駅とまちが一体となる空間整備や、自動車・歩行者交通環境の改善、周辺の都市観光機

能とも連携した賑わい形成に資する回遊性・アクセス性強化のための交通機能整備を行う。 

また、周辺にエンタテインメント関連企業の集積する立地を活かし、国際競争力の強化に資するエ

ンタテインメント関連産業拠点を形成する機能の導入を図る。 

更に、駅や集客施設を有するエリアとしての防災性を高めるため、災害時の帰宅困難者受入れ機能

の整備等、都市防災機能の強化を図ることにより、東京の都市再生に貢献する。 
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3.2 対象事業の内容 
3.2.1 位 置 

計画地の位置は、港区赤坂二丁目及び六丁目に位置し、図 3.2-1 に示すとおり、赤坂駅に近接し

ている。 

計画地の面積は約 17,400m2であり、北側は都道 413 号(赤坂通り)、南側は特別区道第 869 号線及

び特別区道第871号線に面しており、計画地の間には特別区道第1041号線が通っている。 

 

3.2.2 地域の概況 

計画地が位置する港区の人口(令和 3年 1月 1日現在)は約 26万人である。計画地が所在する赤坂

二丁目の定住人口は約3千人、赤坂六丁目は約4千人である。なお、赤坂二丁目における就業人口(民

営事業所を対象)は平成28年 6月 1日現在、約2万人であり、赤坂六丁目は約7千人である。 

計画地内には現在、高層の国際新赤坂ビル(東館及び西館)、低層のホテル(インソムニア赤坂)等

が立地している。また、計画地内の低層のホテルは別途解体され、DHC他地区供給プラントが仮設設

置される。 

計画地周辺には事務所建築物、宿泊・遊興施設、専用商業施設、集合住宅、官公庁施設等が立地

している。 
計画地は商業地域に指定されており、周辺は東側、北側、西側が商業地域、南側が第二種住居地

域に指定されている。 
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図3.2-1 計画地位置図 
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3.2.3 事業の基本計画 

(1) 配置・建築計画 

本事業は、国際新赤坂ビル東館ならびに西館の建替え事業であり、東館高さ約 240 m と西館高さ約

120 mを配置する計画である。東館の低層部には商業施設等を、高層部には業務施設を導入する予定で

ある。西館の低層部には劇場等を、高層部にはホテルを導入する予定である。 

計画建築物の概要は表 3.2-1 に、配置予定図及び断面予定図は図 3.2-2、図 3.2-3(1)～(3)に示すと

おりである。 

表 3.2-1 計画建築物の概要注 1) 

項 目 東館 西館 

計 画 地 面 積 約 17,400 m2 

敷 地 面 積 約 8,800 m2 約5,400 m2 

建 築 面 積 
約 5,500 m2 

(約 3,000 m2) 
約4,300 m2 

(約 1,500 m2) 

延 床 面 積注2) 
約 179,000 m2 

(約 53,000 m2) 
約42,000 m2 

(約 33,000 m2) 

最 高 高 さ注3) 約 240m (約 140m) 約 120m (約 77m) 

階 数 

地上44階(地上 24階) 

地下 4階(地下3階) 

搭屋 1階(搭屋1階) 

地上 23階(地上 18階) 

地下 2階(地下2階) 

塔屋 1階(塔屋1階) 

構 造 
地上：鉄骨造 

地下：鉄筋鉄骨造、鉄筋コンクリート造 

主 要 な 用 途 
業務、商業、駐車場等 ホテル、劇場、ホール、駐

車場等 

駐 車 台 数 約 500 台 

注1) 本計画は現計画における予定のものであり、今後変更する可能性がある。 

注2) 延床面積は床面積の合計であり、容積対象ではない駐車場等の床面積も含む。 

注3) 東館、西館はT.P.+11.1m からの高さである。 

注4) ( )は既存建築物の情報を示す。 
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図3.2-2 配置予定図 

371　(仮称)赤坂二・六丁目地区開発計画　環境影響評価書案に係る見解書



- 7 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上記計画案は今後変更となる場合がある。 
 

図 3.2-3(1)  計画建築物西館断面予定図(東西 A-A’、南北 B-B’) 
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※上記計画案は今後変更となる場合がある。 
 

図 3.2-3(2)  計画建築物東館断面予定図(東西 C-C’) 
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※上記計画案は今後変更となる場合がある。 
 

図 3.2-3(3)  計画建築物東館断面予定図(南北 D-D’) 
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(2) 交通計画 

自動車動線計画(関係車両)は、図3.2-4 に示すとおりである。 

関連車両の出入口は、東館においては計画地南側(特別区道第869号線)に入出庫口を、西館において

は計画地北側(都道 413号(赤坂通り))に入庫口を、南側(特別区道第871号線)に出庫口をそれぞれ設置

する計画である(図 3.2-2参照)。また、リムジンバスについては西館の計画地北側(都道 413号(赤坂通

り))に入庫口を、東側(特別区道第1041号線)に出庫口を設置する計画である。 

本事業の実施による自動車の発生集中交通量は、｢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)に示される推計手順に基づき約1,105台/日と想定して

いる。 

歩行者の動線は、図3.2-5に示すとおりである。 

地上では、壁面後退によって創出される歩道状空地を計画地周囲の歩道と一体的に整備し、特別区道

第1041号線の拡幅整備と合わせてゆとりのある歩行者空間を創出する。地下では、都道413号(赤坂通

り)地下の赤坂駅地下コンコースと接続し、駅とまちを一体化させた空間を創出するとともに、地上への

ネットワークのバリアフリー化を推進する。 

これらにより、歩行者ネットワークの拡充を図り、便利で快適に歩ける利便性の高いまちづくりに貢

献する。 

 
(3) 駐車場計画 

駐車場は、地下1～4階に設ける。 

駐車台数は「東京都駐車場条例」(昭和 33年 10月 東京都条例第77号)に基づき、必要となる台数を

整備する。 
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図3.2-4 自動車動線計画 
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図3.2-5 歩行者動線計画 
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(4) 設備計画 

1) 熱源施設計画 

本事業における熱源施設計画は、表3.2-2に示すとおりである。 

本計画では計画地内に地域冷暖房(ＤＨＣ)プラントを設置し、計画建築物へ熱供給を行う。ＤＨＣの

システムはエネルギーの有効利用や環境負荷の低減に配慮した高効率なシステムを計画する。また、計

画地内でコージェネレーションシステム(ＣＧＳ)を採用し、排熱をＤＨＣプラントにて有効利用する計

画である。 

表 3.2-2 熱源計画 

設置する主な機器 主要エネルギー 

ＤＨＣ 

ターボ冷凍機 電気 
ヒートポンプチラー 電気 
排熱投入型ガス焚冷温水発生器 ＣＧＳ排熱、蒸気、電気 
ガス焚冷温水発生器 ガス 
温水ボイラ ガス 
蒸気ボイラ ガス 

コージェネレーションシステム(ＣＧＳ) ガス 

ターボ冷凍機

電力

ヒートポンプチラー 冷水

排熱投入型ガス焚冷温水発生器

ガス焚冷温水発生器

ガス 温水

蒸気ボイラ

温水ボイラ 蒸気

コージェネレーションシステム（ＣＧＳ）

：ガスを用いて蒸気を製造可能。需要家に蒸気を供給する。

：ガスを用いて温水を製造可能。需要家に温水を供給する。

蒸気ボイラ

温水ボイラ

コージェネレーションシステ

ム（ＣＧＳ）

：ガスを用いて発電し、その熱を有効活用可能なシステム。電力はビルへ供給し、熱は排温

水、蒸気として取り出し、需要家へ直接供給するか、もしくは、排熱投入型ガス焚冷温水発生

器で冷水を製造して、需要家へ供給

電力

ターボ冷凍機

ヒートポンプチラー

排熱投入型ガス焚冷温水

発生器

：電力を用いて高効率に冷水を製造可能。需要家に冷水を供給する。

：電力を用いて冷水と温水を製造可能。需要家に冷水・温水を供給する。

：コージェネレーションからの排温水とガスを用いて冷水と温水を製造。

 需要家に冷水・温水を供給する。

排温水・蒸気
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2) 電気設備計画 

東館において、電力会社より特別高圧(22kV)にて受電し、地上階に設けた特高電気室より、館内数ヵ

所の副電気室に6.6kVにて配電する。さらに、副電気室にて低圧に降圧し、各電気使用場所へ配電する。 

西館において、電力会社より高圧(6.6kV)にて受電し、地下階に設けた電気室より、ホール用電気室

及びホテル用電気室へ高圧分岐にて配電する。さらに、各電気室にて低圧に降圧し、各電気使用場所へ

配電する。 

また、各館の地上階に非常用発電機を設置し、停電時に防災設備及び重要設備に電力を供給する。 

3) 空調換気計画 

事務所部分の空調方式は、空調機注1)と単一ダクト注2)を用いる方式とする。外気の取り入れは原則2

階以上とし、排気は各階で行う。また、省エネルギーの観点から、季節に応じて外気冷房注3)も行う。 

店舗部分の空調方式は、用途別(飲食・物販等)にＦＣＵ注4)等の個別機器を組み合わせた方式とし、

各階換気を基本とする。 

地下部分は、地上に給気口、排気口を設け、機械による給排気を行う。 

なお、温室効果ガスの排出を削減するための対策、またはエネルギーの利用量を削減するための対策

として、外気冷房システム、可変風量システム注5)、可変流量システム注6)等を導入する予定である。 

4) 給排水計画 

本事業の給排水のフローは、図 3.2-6 に示すとおりである。上水は、公共上水道から東館、西館そ

れぞれに飲用水として供給を受ける。 

東館、西館共、上水の節水に配慮し、中水処理施設(雑用水再処理施設)の設置により中水を主に雑

用水(便所洗浄水等)として再利用する。中水の水源は厨房排水、雨水、空調ドレン水等を利用する。

なお、中水処理施設や特に臭気の発生源となりやすい地下の排水槽等については、悪臭等が発生しな

いよう定期的な点検・清掃を行う。 

雨水排水は汚水とともに公共下水道へ放流するが、雨水貯留槽の設置により放流量を調整し、公共

下水道への過度の負担を軽減させる。貯留した雨水は濾過等の簡易処理を行った後、雑用水槽へ移送

し、中水利用を行う。なお、雨水貯留槽へ貯留する雨水は建物屋根部分の雨水のみとし、外構部分の

雨水については直接、下水管へ放流する。 

また、雨水は「港区雨水流出抑制施設設置指導要綱」(平成 5年 11月 5港土計第 333号)に基づき、

今後、関係機関と協議を行い、貯留施設等の雨水流出抑制施設を設け、集中豪雨時の急激な雨水流出

を抑制する。 

なお、「ビルピット臭気対策マニュアル」(平成 24年 3月、東京都環境局)に基づき、適切に維持管

理を行う。 

 
注1)空調機：送風機、温度調節用熱交換器、加湿装置、空気ろ過装置等を一つのケーシング中に組み合わせて収容し、所

定の温湿度の空気を供給する装置 
注2)単一ダクト：空調機からの供給を一つのダクトで行う方式 
注3)外気冷房：エネルギーの使用量を低減する為に、春・秋・冬の時期に比較的低温な外気を取り入れ、室内の冷房に利

用する 
注4)ＦＣＵ：ファンコイルユニット。小型送風機、温度湿度調節用熱交換器、空気ろ過装置を組み合わせて一体とした小

型の温度調節空気を供給する機器 
注5)可変風量システム：室内負荷に対応させて、吹出し風量を自動的に可変しながら空調するシステム 
注6)可変流量システム：熱負荷に対応させて、冷温水の流量を制御するシステム 
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※地下の排水については一度、地下ピットの排水槽に貯留後、ポンプアップ排水を行う

東館

雨水
貯留槽

⻄館

雨水
貯留槽

雨 水

外構雨水
については

直接放流

地下ピットを利用 地下ピットを利用

外構雨水

については
直接放流

雑用水
（便所洗浄水等）

受水槽

上水
（飲用水等）

中水処理設備

雑用水槽

雑用水
（便所洗浄水等）

受水槽

上水
（飲用水等）

中水処理設備

雑用水槽

公共下水道・管 公共下水道・管

公共上水道・管 公共上水道・管

排水槽 排水槽

 

図 3.2-6 給排水フロー図 

(5) 廃棄物処理計画 

計画建築物の建設に伴い発生する廃棄物等については、「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)及び「東京都建設リサイクル推進計画」(平成 28年 4月、東京

都)等を踏まえ、不要材の減量及び再資源化の促進に努めるとともに、関係法令に係る許可を受けた処

分地に運搬して、適切な処理・処分を行う。 

供用後に発生する廃棄物等については、分別を行った上で減量化を図る。事務所で発生する廃棄物等

は、各階の廃棄物保管所で一時的に保管した上で、貨物エレベーターにより地下の塵芥処理室に運搬す

る。店舗等で発生する廃棄物等は、直接、地下の塵芥処理室まで貨物エレベーターにより運搬する。ま

た、換気、冷蔵庫等による臭気対策を施し、衛生上の配慮を行う。 

収集した廃棄物等の処理にあたっては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和 45年 12月 法

律第 137 号)、「資源の有効な利用の促進に関する法律」(平成 3年 4月 法律第 48 号)、「東京都廃

棄物条例」(平成 4 年 6 月 東京都条例第 140 号)、｢港区一般廃棄物の処理及び再利用に関する条例｣

(平成 11年 11月 港区条例第33号)に基づき、ビル利用者に協力を呼びかけ、排出量の抑制に努める

とともに分別回収を徹底し、資源の有効利用と廃棄物の減量化を図る。 
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(6) 緑化計画 

緑化計画は、「東京における自然の保護と回復に関する条例」(平成 12年 12月 東京都条例第216

号)の主旨に基づくとともに、地域の上位計画である「港区まちづくりマスタープラン」(平成 29年 3

月、港区)、「港区緑と水の総合計画」(平成 23 年 3 月、港区)、「港区みどりを守る条例」(昭和 49

年 6月 港区条例第29号)等と整合させた計画とする(図 3.2-7参照)。 

上記上位計画を踏まえ、都道 413 号(赤坂通り)沿いは「沿道緑化と多くの人が集う賑わい空間」と

して、沿道と一体となって緑のネットワーク形成に寄与するとともに、にぎわいの拠点形成に寄与す

る良質なオープンスペースを提供する。また、計画地東側は「緑に満ちた憩いの空間」として、特別

区道第1041号線(一ツ木通り)の街路樹に因るみどりのネットワークを延伸し、憩いの空間を形成する

とともに、豊かな緑量によって生物多様性の実現に寄与する緑化空間とする。また、そのほか計画地

外周は、周辺環境に配慮した「豊かな緑陰を与える沿道緑化」として周辺街区に快適な豊かな歩行空

間を提供する(図 3.2-8参照)。 

表 3.2-3 緑化に関する基準等 

基準等 適用される基準の概要注1) 緑化計画の概要注2) 

東京における自然の保護と回復 
に関する条例 

①、②、④ 地上部、建築物上の緑化面積や接
道部の緑化長さについて、各種基
準に準じた緑化を行う。 港区みどりを守る条例 ③、④ 

注1)適用される基準の概要に示す番号は、次のとおりである。 

①：地上部の緑化面積     (敷地面積－建築面積)×35% 

②：建築物上の緑化面積    (屋上の面積)×35% 

③：計画地における緑化面積  (敷地面積)×8%＋(延床面積)×2.5% 

④：接道部の緑化長さ     (接道長)×60% 

注 2)緑化計画及び基準緑化面積・基準接道緑化長さは、環境影響評価書案時点のものであり、今後の事業計画の進捗により

変更する可能性がある。 

 

表3.2-4 緑化に関する基準と計画地における緑化ボリューム 
(東京における自然の保護と回復に関する条例に基づく算定) 

 地上部 建物上 

緑化面積 接道部の緑化長さ 緑化面積 

計画地 約 6,370m2 (＞約 2,180m2) 約 350m(＞約 340m) 約 1,980m2(＞約 1,970m2) 

注1)上記表の( )内の数値は、表3.2-3の基準に基づき算定された基準緑化面積又は基準接道緑化長さを示す。 

注2)緑化計画及び基準緑化面積・基準接道緑化長さは、環境影響評価書案時点のものであり、今後の事業計画の進捗により

変更する可能性がある。 

 

表3.2-5 緑化に関する基準と計画地における緑化ボリューム 
(港区みどりを守る条例に基づく算定) 

 緑化面積 接道部の緑化長さ 

東棟 約 4,950m2(＞約 4,945m2) 約 165m(＞約 160m) 

西棟 約 1,420m2(＞約 1,410m2) 約 185m(＞約 180m) 

注1)上記表の( )内の数値は、表3.2-3の基準に基づき算定された基準緑化面積又は基準接道緑化長さを示す。 

注2)緑化計画及び基準緑化面積・基準接道緑化長さは、環境影響評価書案時点のものであり、今後の事業計画の進捗により

変更する可能性がある。 
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図 3.2-7 水と緑の配置イメージ(港区緑と水の総合計画) 

 

：計画地 
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図 3.2-8 

緑化ゾーニング図 
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3.3 施工計画及び供用の計画 
3.3.1 施工計画 

(1) 工事工程 

本事業に係る全体工事工程は表3.3-1に示すとおりである。 

工事期間は、令和4年度から令和10年度の約 69ヵ月を計画している。 

本事業は、東街区の工事(令和 4 年度から令和 10 年度)として、現存している国際新赤坂ビル(東館)

の解体工事及び計画建築物(東館)の建設を行う。また、西街区の工事(令和 4年度から令和9年度)とし

て、国際新赤坂ビル(西館)の解体工事及び計画建築物(西館)の建設を行う。 

表 3.3-1 全体工事工程 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注)既存建築物(インソムニア赤坂)の地上解体及びDHC他地区供給プラントの仮設設置は、当該事業に先行して別途実施され

る予定である。  

  期間は、準備を含めて約18ヵ月を想定。 

6 12 18 24 30 36

全体工事

準備工事

解体工事

山留工事

杭・構真柱工事

土工事

躯体工事(地下・地上)

仕上工事

外構工事

全体工事

準備工事

解体工事

山留工事

杭・構真柱工事

土工事

躯体工事(地下・地上)

仕上工事

外構工事

42 48 54 60 66 72

全体工事

準備工事

解体工事

山留工事

杭・構真柱工事

土工事

躯体工事(地下・地上)

仕上工事

外構工事

全体工事

準備工事

解体工事

山留工事

杭・構真柱工事

土工事

躯体工事(地下・地上)

仕上工事

外構工事

東街区
東館工事

西街区
西館工事

工事区分
延月

東街区
東館工事

西街区
西館工事

工事区分
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(2) 施工方法の概要 

1) 準備工事 

敷地境界の外周に防音壁を兼ねた鋼製仮囲い(高さ3m)を設置し、仮設事務所の設置等を行う。 

 

2) 解体工事 

既存建築物躯体等の解体・撤去は、ジャイアントブレーカー、油圧破砕機等の解体用建設機械を併

用して実施する。なお、既存建築物(インソムニア赤坂)の地上解体は、当該事業に先行して実施され

る予定である。 

 

3) 山留工事 

山留は工事中の地下水流入や土砂の崩壊を防止するため、遮水性･剛性の高い山留工法(ソイルセメ

ント柱列壁工法等)を採用する。 

既存建築物地下躯体が存在する部分は、多軸減速機等により先行掘削し、地中障害を撤去しながら

山留工事を行う。 

 

4) 杭・構真柱工事 

計画建築物は掘削深さが深く地下面積が広いため、工期の短縮や工事の安全性の確保を図り、かつ

計画地及び周辺への工事による影響の少ない工法を採用する。逆打工法を採用する範囲については、

床組等を支持する杭(構真柱)を施工する。杭はアースドリルを使用する場所打ちコンクリート杭を用

いる。 

 

5) 土工事 

地表面より-約 29m(東街区：東館 -約 29m 西街区：西館 -約 23.5m)まで掘削を行う。掘削はバッ

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搬出する。 

 

6) 地下躯体工事・地上躯体工事 

東街区東館は逆打工法を採用し、既存建築物地下躯体の撤去、根切工事にあわせて、計画建築物の

躯体を 1 階より順次下階に向けて構築する。西街区西館は順打工法を採用し、計画建築物の躯体を地

下2階から順次上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。 

また、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。 

 

7) 仕上工事・設備工事 

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、給排水設備、空調設備、電気設備等の設備工事を実施する。 

 

8) 外構工事 

建物周辺の植栽、舗装等の外構工事を、主に躯体完了後に実施する。 
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(3) 建設機械及び工事用車両 

1) 建設機械 

主な工種毎の主な建設機械は、表3.3-2 に示すとおりである。 

建設機械の稼働台数のピークは、工事開始後36ヵ月目であり、東館新築工事として解体工事、杭・

構真柱工事、土工事、西館新築工事として土工事を行っている時期である。建設機械の同時稼働台数(電

動式の建設機械を除く)は最大で78台を予定している。 

使用する建設機械は排出ガス対策型や、低騒音型等の低公害型のものを極力採用するとともに、効

率的な施工計画を立案し、工事工程の平準化や建設機械の効率的な稼働に努める等、周辺環境への影

響の低減を図る。 

表 3.3-2 主な工種毎の主な建設機械 

工事工程 主な建設機械 

解体工事 バックホウ、ジャイアントブレーカー、油圧破砕機、全回転ジャッキ 

山留工事 バックホウ、多軸減速機、クローラークレーン 

杭・構真柱工事 バックホウ、アースドリル、クローラークレーン 

土工事 バックホウ、クラムシェル、ブルドーザー 

地上躯体工事 

地下躯体工事 
クローラークレーン 

仕上工事 

設備工事 
クローラークレーン 

外構工事 バックホウ 

注)電動式の建設機械や工事用車両は除く。 

2) 工事用車両 

工事用車両台数のピークは工事開始後52ヵ月目であり、東館新築工事として解体工事、土工事、躯

体工事、仕上工事、西館新築工事として躯体工事を行っている時期である。工事用車両(片道)の最大

想定台数は、1,376台/日(工事開始後52ヵ月目：大型車 1,176台/日、小型車 200台/日)を予定し

ている。 

工事用車両台数のピーク時期における工事用車両の主な走行ルートは、図 3.3-1 に示すとおりであ

る。 

工事用車両出入口は、工事状況に応じたきめ細かな出入口管理をすることにより、周辺道路への影響

の軽減を図る。また、工事用車両は極力左折による出入りを原則とする。 
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図3.3-1 

工事用車両ルート 
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(4) 建設廃棄物等の処分 

建設廃棄物等については、「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)及び「東京都建設リサイクル推進計画」(平成 28年 4月、東京都)に基づき、再利用・再生を

図り、目標値が設定されている項目については、目標値を考慮した施工計画を検討する。再利用ができ

ないものについては、その他の関係法規及び各監督官庁の指導を遵守し、収集・運搬・処分の許可を持

った業者等に委託して適切な処理・処分を行う。 

なお、既存建築物の撤去にあたり、吹付け石綿が確認された場合は、「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」(平成 29年 12月、東京都環境局)等に基づき適切に処理する。 

 

(5) 土壌汚染調査 

本事業では、3,000m2 以上の土地の形質変更を行うことから、各街区の着工に先立ち「土壌汚染対策

法」(平成14年 5月 法律第 53号)第 4条に基づく届出や、「環境確保条例」第117条に基づく届出な

ど、必要となる手続きを実施する。なお、土壌汚染については予測・評価の項目とならないが、上記の

対応状況は事後調査報告書で報告を行う。 
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3.3.2 供用の計画 

(1) 計画建築物において整備する施設 

計画建築物は、業務、商業、ホテル、劇場、駐車場等で構成される。東館には業務施設、商業施設等

の機能を持つ。西館には低層部には劇場等、高層部にはホテルの機能を持つ。また、駐車場は地下に整

備する。 
 

(2) 延床面積及び最高高さ 

延床面積は約221,000m2、最高高さは約240mを計画している。 

 

(3) 関連車両の台数 

関連車両の台数は、｢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)に示される推計手順に基づき、約1,105台/日(2,210台 T.E./日)と想定している。 

 

(4) 熱源計画 

本事業では計画地内にＤＨＣプラントを設置し、計画建築物へ熱供給を行う計画である。 

 

(5) ヒートアイランド現象の緩和 

本事業は都心部における高層建築物の新築事業であることから、ヒートアイランド対策に資する事業

となるよう、今後積極的に検討を進めていく。 

排熱の抑制に資するよう、エネルギー消費機器や空調システムの高効率化により、建物排熱を削減す

るほか、地域冷暖房(ＤＨＣ)の活用、地下接続及びバリアフリー化による公共交通機関の利用促進・自

動車の利用抑制を図る。 

さらに、周辺の緑との調和に配慮した沿道緑化や空地部の歩道における保水性舗装の採用などにより

ヒートアイランド現象の緩和を図る。 

なお、エネルギーの使用の合理化、資源の適正利用等についても建築確認申請の時点において建築物

環境計画書を知事に提出する。 

 

(6) 建築物の供用時期 

本事業の計画建築物は、東館西館ともに令和10年秋以降の供用の開始を予定している。 
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3.4 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計画等として、「東京都環境基本計画」、「東京の都市づくり

ビジョン(改定)」等があり、これらの計画に基づき、本事業で環境保全に関する計画等に配慮した事

項は、表3.4-1(1)～(5)に示すとおりである。 

表 3.4-1(1) 環境保全に関する計画等への配慮 

環境保全に関する 

計画等 
計画等の内容 配慮する内容 

東京都 
環境基本計画2016 
(平成28年3月) 

【大気汚染、騒音・振動】 
●大気環境等のさらなる向上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【水循環】 
●水環境・熱環境の向上 

 
 
【廃棄物】 
●3R・適正処理の促進と「持続可能な資源利用」の推進 
・「持続可能な資源利用」の推進 
・静脈ビジネスの発展及び廃棄物の適正処理の促進 

 
【植栽】 
●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 

・生物多様性の保全・緑の創出 
 
【温室効果ガス】 
●スマートエネルギー都市の実現 
・省エネルギー対策・エネルギーマネジメント等の推進 
・再生可能エネルギーの導入拡大 

 
●発生集中交通量の分散処理と自動車交通
の円滑化を図ることにより、大気汚染の軽
減を図る。 

●工事中の工事用車両について、最新規制適
合車の使用に努め、車両走行ルートの限
定、速度制限の遵守を徹底し、大気汚染の
低減に努める。 

●工事中の工事用車両について、最新規制適
合車の使用に努め、車両の走行ルートの限
定、速度制限の遵守を徹底し、騒音及び振
動の低減に努める。 

●高層部の配置や形状を工夫することによ
り、長時間日影の影響を受ける範囲をでき
るだけ小さくする。 

●計画建築物の形状の工夫や、周囲への植栽
などにより、風による歩行者への影響を和
らげる。 

●本計画に起因する電波障害が明らかにな
った場合には、地域の状況を考慮し、CATV
の活用、アンテナ設備の改善等速やかに適
切な措置を講じる。 

 
 
 
●中水処理施設や雨水貯留槽を設置するこ
とにより、水の有効利用を図る。 

 
 
●建物内で発生するごみについては、ごみの
削減と資源ごみの分別回収を徹底し、資源
の有効利用と廃棄物の減量化を図る。 

 
 
●周辺の緑との調和に配慮し、敷地内緑化に
努める。 

 
 
 
●エネルギーマネジメントシステムの導入
により、設備管理やエネルギー制御を行う
ことで、環境性及び省エネ性の改善に努め
る。 

●高効率機器を導入し、エネルギー消費量の
低減・CO2 排出の抑制、環境負荷の低減に
配慮した計画とする。 
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表 3.4-1(2) 環境保全に関する計画等への配慮 

環境保全に関する 

計画等 
計画等の内容 配慮する内容 

東京の都市づくり
ビジョン(改定) 
(平成21年7月) 

【低炭素型都市への転換】 
●最先端省エネ技術の導入、エネルギーの効率的利用の
促進、未利用・再生可能エネルギーの積極的活用、交
通ネットワークの充実による環境負荷低減を図る 

 
【水と緑のネットワークの形成】 
●「グリーンロード・ネットワーク」の形成(街路樹・
公園・水辺空間)、屋上・壁面などあらゆる都市空間
の緑化を図る 

 
【美しい都市空間の創出】 
●皇居周辺における首都東京にふさわしい世界に誇れ
る景観の形成、首都東京を象徴する建築物の眺望保全
と風格ある景観の形成、観光資源としての価値を高
め、魅力を発揮する都市空間を創出 

 

 
●高効率機器を導入し、エネルギー消費量の
低減・CO2 排出の抑制、環境負荷の低減に
配慮した計画とする。 

 
 
●周辺の緑との調和に配慮し、敷地内緑化に
努める。 

 
 
 
●より広域的な観点からの象徴的な拠点を
形成する。 

 

「未来の東京」戦略
ビジョン 
(令和元年12月) 

【水と緑】 
●緑を確保し、魅力ある都市空間を形成する 
●外濠や河川、運河などの水辺空間を生かした魅力ある
都市の顔づくりを進める 

 
●周辺の緑との調和に配慮し、敷地内緑化に
努める。 

●中水処理施設や雨水貯留槽を設置するこ
とにより、水の有効利用を図る。 

 

「未来の東京」戦略
ビジョン 
ゼロエミッション
東京 
(令和元年12月) 

【温室効果ガス】 
●2050 年までに、都内の CO2 排出量は実質ゼロを実現
し、都市活動に伴う国内外のCO2削減にも大きく貢献 

●再生可能エネルギーを基幹電源としたゼロエミッシ
ョン住宅・事業所、ZEVの普及 

●ライフスタイルの転換やイノベーションにより、プラ
スチック等の 3R や食品ロス削減等が進み、製造・流
通・廃棄段階でCO2排出量実質ゼロに貢献する持続可
能な資源利用が実現 

 
●エネルギーマネジメントシステムの導入
により、設備管理やエネルギー制御を行う
ことで、環境性及び省エネ性の改善に努め
る。 

●高効率機器を導入し、エネルギー消費量の
低減・CO2 排出の抑制、環境負荷の低減に
配慮した計画とする。 

●建物内で発生するごみについては、ごみの
削減と資源ごみの分別回収を徹底し、資源
の有効利用と廃棄物の減量化を図る。 

 

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7月) 

【大気】 
●交通量対策 
・発生交通量の抑制や集中の平滑化など交通需要の調
整、低減する各種取組みの展開 

 
●地上・地下の歩行者ネットワークの拡充を
図り、鉄道利用の促進を図る。 

●発生集中交通量の分散処理と自動車交通
の円滑化を図ることにより、大気汚染の軽
減を図る。 

ヒートアイランド
対策ガイドライン 
(平成17年7月) 

【ヒートアイランド対策】 
●可能な限り自然的被覆に近い材料を使用して、地表面
温度上昇を抑制 

●樹木緑化を実施することで、木陰を創出し、地表面温
度上昇を抑制するとともに、歩行者の熱環境を改善 

●設備の省エネ化及び外部からの熱の侵入を抑制する
ことにより、人工排熱を削減 

 

 
●周辺の緑との調和に配慮し、敷地内緑化に
努める。 

●高効率機器を導入し、エネルギー消費量の
低減・CO2 排出の抑制、環境負荷の低減に
配慮した計画とする。 
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表 3.4-1(3) 環境保全に関する計画等への配慮 

環境保全に関する 

計画等 
計画等の内容 配慮する内容 

緑の東京計画 
(平成12年12月) 

【景観】 
●市街地の緑の回復 
●屋上緑化や公開空地の確保などにより新たに緑を創
出する〔都心ゾーン〕 

 
●空地部分への植栽により豊かな環境形成
に努める。 

●既存の街路樹や周辺地区と一体となるよ
う緑化を行う。 

 緑の東京10年 
プロジェクト 
(平成19年6月) 

【景観】 
●都民・企業が主人公の「緑のムーブメントの展開」 
●街路樹の倍増などの緑のネットワークの充実 
●校庭芝生化を核に地域における緑の拠点づくり 
●あらゆる工夫による緑の創出と保全 

東京都都市景観 

マスタープラン 

(平成6年5月) 

【景観】 
●東京都を代表する都心景観の創造 
●それぞれの個性を伸ばす副都心景観の創造 
●歴史的・文化的な景観資源の保全と活用 
●美しいスカイラインの形成 

 
●象徴的で魅力のある景観の再構築に努め
る。 

●周囲の緑との調和に配慮した緑化計画と
する。 

●計画建築物周囲に、植栽を配置することに
よって、計画建築物による圧迫感の低減を
図る。 

●計画建築物の形態、色彩、素材等について、
計画建築物からの直接的な圧迫感を和ら
げるよう配慮する。 

東京都景観計画 

(平成30年8月) 

【景観】 
●首都にふさわしい風格のある街並みの形成 
・都市デザインに配慮した計画の誘導 
・地域全体としてまとまりのあるスカイラインや景観
の形成 

・新たな個性や魅力ある景観の創出(都市再生) 
・良好な景観の形成に配慮した表示(屋外広告物) 
●水辺を生かした魅力的な都市空間の創出 

東京都資源循環・廃
棄物処理計画 
～Sustainable 
Design Tokyo～ 

(平成28年3月) 

【廃棄物】 
●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 

 
●建物内で発生するごみについては、ごみの
削減と資源ごみの分別回収を徹底し、資源
の有効利用と廃棄物の減量化を図る。 

東京都建設リサイ
クル推進計画 
(平成28年4月) 

【廃棄物】 
●コンクリート塊等の建設廃棄物を活用する 
●建設汚泥・建設発生土を活用する 
●建設グリーン調達を推進する 
●建築物等を長期使用する 

 
●建設廃棄物の発生抑制及び発生した建設
資材の再使用に努める。 

●建設資材に係る分別解体等及び建設資材
廃棄物の再資源化等を促進する。 
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表 3.4-1(4) 環境保全に関する計画等への配慮 

環境保全に関する 

計画等 
計画等の内容 配慮する内容 

港区基本計画 

港区実施計画 
-平成30年度～平成
32年度- 
(平成30年3月) 

【廃棄物】 
●循環型社会の構築による活力ある都心づくり 
【水循環、生態系】 
●緑や水辺を保全・創造 

【地球温暖化、ヒートアイランド対策】 
●環境負荷の少ない都心づくり 

 
●地域冷暖房プラントを設置し、熱融通によ
る面的エネルギー利用を行う。また、地域
冷暖房プラントには高効率機器を採用す
る。 

●空地部分への植栽により豊かな環境形成
に努める。 

港区基本計画 
赤坂地区版計画書 
-平成30年度～平成
32年度- 
(平成30年3月) 

【都市環境】 
●公共空間の安全性・快適性を確保 
●地域の安全・環境美化を推進 
●災害に強いまちづくり 
●地域の一体的発展をめざしたまちづくり 

 
●地上・地下の歩行者ネットワークの拡充を
図り、鉄道等公共交通機関の利用促進を図
る。 

●空地部分への植栽により豊かな環境形成
に努める。 

●より広域的な観点からの象徴的な拠点を
形成する。 

●建物内で発生するごみについては、ごみの
削減と資源ごみの分別回収を徹底し、資源
の有効利用と廃棄物の減量化を図る。 

●地域冷暖房プラントを設置し、熱融通によ
る面的エネルギー利用を行う。また、地域
冷暖房プラントには高効率機器を採用す
る。 

●電力引き込みの多重化や非常用発電機、コ
ージェネ等の設置により電源系統の信頼
性を向上させる。 

 

港区環境基本計画 
平成 30 年度～平成
32年度 
(平成30年2月) 

【地球温暖化、ヒートアイランド対策】 
●低炭素・省エネルギー社会の実現 
【廃棄物】 
●協働による循環型社会の形成 

【大気汚染、騒音、振動など】 
●健康で安全に暮らすことのできる生活環境の保全 
●快適で魅力ある都市環境の形成 

【水循環、生態系】 
●自然や生きものと共存できる、質の高い緑と水の保
全・創出 

 
●空地部分への植栽により豊かな環境形成
に努める。 

●生物多様性に配慮した植栽計画を行う。 
●雨水流出抑制による都市型水害対策に資
する雨水貯留槽を設置する。 

●地域冷暖房プラントを設置し、熱融通によ
る面的エネルギー利用を行う。また、地域
冷暖房プラントには高効率機器を採用す
る。 

港区緑と水に関す
る基本方針 
(平成18年3月) 

【ヒートアイランド対策】 
●屋上緑化・壁面緑化等の推進 
●都市計画制度の活用による地域単位での緑量の増強 
●大規模な開発における緑化基準の強化 

 
●空地部分への植栽により豊かな環境形成
に努める。 

●既存の街路樹や周辺地区と一体となるよう
緑化を行う。 
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表 3.4-1(5) 環境保全に関する計画等への配慮 

環境保全に関する 

計画等 
計画等の内容 配慮する内容 

港区緑と水の総合
計画 
(平成23年3月) 

【生態系】 
●緑化の普及・啓発 
●緑の拠点をめぐるネットワーク形成 
●多様な動植物の生息・生育環境の保全 
【景観】 
●景観資源、大規模な緑の拠点を活かす連続性ある緑・
オープンスペースの創出 

 
●より広域的な観点からの象徴的な拠点を
形成する。 

●空地部分への植栽により豊かな環境形成
に努める。 

●生物多様性に配慮した植栽計画を行う。 
 

港区まちづくりマ
スタープラン 
(平成29年3月) 

【水循環、生態系】 
●都市の基盤となる緑と水のネットワークの形成 
●生物多様性に資する自然回復の場づくり 
●緑と水の魅力をいかしたにぎわいの場の創出 

【景観】 
●地形の特徴や地域資源等をいかした景観の形成 
●まちの個性を感じる魅力ある街並みの形成 

【低炭素化、地球温暖化】 
●先進技術の導入とエネルギーの効率的・面的な利用の
促進 

●地球温暖化対策の推進 
●環境に配慮した交通環境の形成 

港区景観計画平成

27 年度(2015 年)改

定 

(平成27年12月) 

【景観】 
●水と緑のネットワークを強化し、潤いある景観形成を
進める 

●歴史や文化を伝える景観を守り、生かす 
●誰もが楽しく歩ける、にぎわいや風格のある通りを創
る 

●地域の個性を活かした魅力ある街並みを育む 
●区民・企業等・行政の協働で景観形成を推進する 

 
●象徴的で魅力のある景観の再構築に努め
る。 

●周囲の緑との調和に配慮した緑化計画と
する。 

●計画建築物周囲に、植栽を配置することに
よって、計画建築物による圧迫感の低減を
図る。 

●計画建築物の形態、色彩、素材等について、

計画建築物からの直接的な圧迫感を和ら

げるよう配慮する。 

みなとクリーンプ

ラン21(第2次) 

港区一般廃棄物処

理基本計画 

中間年度改訂版 

(平成29年3月) 

【廃棄物】 
●ごみを出さないライフスタイル・ビジネススタイルの
意識の醸成 

●限りある資源の循環利用 
●ごみの適切で効率的な収集・運搬・処理 

 
●建設廃棄物の発生抑制及び発生した建設
資材の再使用に努める。 

●建設資材に係る分別解体等及び建設資材
廃棄物の再資源化等を促進する。 

●建物内で発生するごみについては、ごみの

削減と資源ごみの分別回収を徹底し、資源

の有効利用と廃棄物の減量化を図る。 

港区地球温暖化対

策地域推進計画 

【平成 30 年度～平

成32年度】 
(平成30年2月) 

【地球温暖化、ヒートアイランド対策】 
●省エネワークスタイルの推進 
●事業系ごみの削減と資源化の推進 
●建築物等の環境性能の向上 
●エネルギーの面的利用 
●公共交通、自転車の利用促進 
●緑の保全・創出 
●熱をためにくいまちづくり 

 
●地域冷暖房プラントを設置し、熱融通によ
る面的エネルギー利用を行う。また、地域
冷暖房プラントには高効率機器を採用す
る。 

千代田区まちづく

り景観計画 
(令和2年3月) 

【景観】 
●江戸から引き継がれたまちの歴史的構造を活かす 
●江戸－東京の歴史を伝える水辺と緑の自然を守り、活
かす 

●山の手とした街に展開する多様な界隈の個性を活か
す 

●都心に生きる人々に活気とやさしさを与える 
●首都として風格ある都心の美しさを創出する 
 
 

 
●象徴的で魅力のある景観の再構築に努め
る。 

●周囲の緑との調和に配慮した緑化計画と
する。 

●計画建築物周囲に、植栽を配置することに
よって、計画建築物による圧迫感の低減を
図る。 

●計画建築物の形態、色彩、素材等について、
計画建築物からの直接的な圧迫感を和ら
げるよう配慮する。 
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3.5 事業計画の策定に至った経過 
計画地は平成 14 年に都市再生緊急整備地域、東京都心・臨海地域(環状二号線新橋周辺・赤坂・六

本木)に位置付けられ、平成24年には特定都市再生緊急整備地域に指定された。 

平成 29年 3月に策定された港区まちづくりマスタープランにおいては、都市活力創造ゾーンに位置

付けられ、同 9 月に策定された東京都の都市づくりのグランドデザインにおいては、中枢広域拠点域

の中の国際ビジネス交流ゾーンに位置付けられた。 

平成 31年 1月には、事業者により、本事業において、国際的なビジネス拠点やメディア発信拠点と

して赤坂の新たな顔となる象徴的な空間の創出に加え、都道 413 号(赤坂通り)をはさみ近接する TBS

本社・劇場・ホール・商業施設等及びメディア系企業の集積との相乗効果を生み出すための面的連携、

赤坂駅に直結する立地特性を活かした空間づくりや最先端の技術等を駆使した新たなエンタテインメ

ント・サービスを体験することのできる施設の計画を推進することを発表した。 

さらに、令和元年12月の国家戦略特区区域会議において、本事業が都市再生プロジェクトに追加さ

れ、エンタテインメント施設やエンタメ関連産業成長のための支援機能の整備及び、駅・駅前空間の

再編による駅まち一体の空間形成を図ることが示された。 
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