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6．対象事業の目的及び内容 

6.1 対象事業の目的 

今回の計画地である日本電子昭島製作所は、昭和36年に中神工業団地内に開設した当社の主力工

場であり、現在は、各種理科学・計測機器、産業機器、医用機器等の生産並びに新製品の開発拠点

として活用している。本工場開設後 50 余年が経過し、初期に建設した工場建屋群の老朽化が著し

く、建替えの時期を迎える状況にある。 

なお、日本電子昭島製作所が位置する中神工業団地及びその周辺地域は、「昭島市都市計画マス

タープラン」（令和３年３月改定、昭島市）において、環境に配慮した生産・流通ゾーンであり、

住・工の調和を図る地域とされている。 

当社は、老朽化した既存工場建屋群の建替えにより、工場のさらなる低騒音化や省エネ促進、ま

た、生産性向上による事業拡大により、地域経済の発展並びに住環境と操業環境の調和に資するこ

とができると考えている。 

 

6.2 対象事業の内容 

6.2.1 位置及び概況 

計画地の位置は図 6.2-1 に、計画地及びその周辺の航空写真は写真 6.2-1 に示すとおりである。 

計画地は昭島市北東部にあたる武蔵野三丁目に位置しており、計画地東側に隣接して都道59号

（多摩大橋通り）、計画地西側約 450ｍに都道 162 号が通っている。 

また、計画地南側をＪＲ青梅線が通っており、計画地南側約 650ｍに中神駅が位置している。 

現在の日本電子昭島製作所の概略は、表 6.2-1 に示すとおりである。 

 

表 6.2-1 現在の日本電子昭島製作所の概略 

項 目 内 容 

所 在 地 東京都昭島市武蔵野三丁目 

敷 地 面 積 約 49,830m2 

建 築 面 積 約 21,951m2（うち、解体予定の建築物 約 8,975m2） 

延 床 面 積 約 67,894m2（うち、解体予定の建築物 約 28,330m2） 

建 物 高 高 さ ３号館：G.L.+25.8ｍ 
 １号館：G.L.+16.7ｍ、２号館：G.L.+19.8ｍ、 

 ３号館：G.L.+25.8ｍ、開発館：G.L.+20.7ｍ、 

主 な 用 途 工場 

業 務 内 容 各種理科学・計測機器、産業機器、医用機器等の開発・製造 

工 場 稼 働 時 間 ８時間50分／日（８時30分～17時 20分）（原則として、土・日・祝日除く） 

駐 車 場 台 数 約 130 台（計画地内）、約 220 台（計画地外） 

注）各項目の内容は、現在実施中の別事業の竣工後のものである。 
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6.2.2 事業の基本方針 

本事業は、老朽化した既存工場建屋群の建替えを行うことを目的としており、更新する工場で

は 新の設備導入並びに生産性の高い生産ライン・開発環境の構築により、経営理念としている

「『創造と開発』を基本とし常に世界 高の技術に挑戦し製品を通じて科学の進歩と社会の発展

に貢献」できるものと考えている。 

また、環境に配慮した先進的な工場を目指すため、以下の事項について積極的に取り組む計画

である。 

 

(1) 周辺への環境影響の低減 

新設工場の主な騒音の発生源である送風機やコンプレッサーは屋内設置を基本とし、止むを得え

ず屋外設置が必要な場合は、低騒音機器の採用や防音・防振対策の実施、敷地境界から離れた場所

への設置を行うことにより、周辺への環境影響の低減を図る計画である。 

 

(2) 省エネ機器の導入 

地球環境への負荷低減を図るため、建材においては高断熱な屋根・外壁材の採用、導入設備にお

いては 新の省エネ基準を満たす製品並びに省エネ制御の採用を行う計画である。 

また、再生可能エネルギーの導入（太陽光発電）の積極的な検討も行う。 

 

(3) 周辺道路の交通影響の緩和 

資材搬入や製品の搬出入車両については、所定の走行ルートの周知を徹底するとともに、共同納

品や計画的な運行により、周辺道路への影響を極力抑える計画である。 

 

(4) 緑地の確保 

敷地の外周部並びに敷地内の緑地確保を積極的に推進し、周辺住環境との調和に配慮した計画で

ある。 

 

6.2.3 事業計画の内容 

(1) 施設計画 

1) 製造工程 

製造工程は、図 6.2-2 に示すとおりである。 

 

 

図 6.2-2 製造工程 
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2) 製造品目及び生産量 

製造品目及び生産量（令和３年度）は、表 6.2-2 に示すとおりである。 

工場建屋の建替え後も従来と同程度の生産量を計画している。 

 

表 6.2-2 製造品目及び生産量（令和３年度） 

項 目 内 容 

製造品目 理科学・計測機器 産業機器 医用機器 

生産量（百万円） 85,145 34,003 19,258 

 

(2) 配置計画 

現況図は図 6.2-3 に、配置計画図は図 6.2-4 に示すとおりである。 

本事業は２号館二期棟及び１号館を解体し、工場として 12 号館を計画地南側に、13 号館を計画地

西側に、工場、倉庫及び展示場として 14 号館を計画地北西側に配置する計画である。 

 

(3) 建築計画 

建築計画の概要は表 6.2-3 に、建物立面図は図 6.2-5(1)～(3)に、完成イメージは図 6.2-6 に示す

とおりである。 

 

表 6.2-3 建築計画の概要 

項目 
計画建築物 残置する建築物 

全体 
12 号館 13 号館 14 号館 その他 ２号館注2) ３号館 開発館 その他 

敷地 

面積 
約 49,830m2 

建築 

面積 
約 5,000m2 約 3,200m2 約 6,100m2 約 478m2 約 2,620m2  4,668m2 2,097m2 約 3,592m2 約 27,755m2 

延床 

面積 
約45,000m2 約16,700m2 約27,000m2 約 478m2 約10,462m2 18,256m2 6,578m2 約 4,268m2 約128,742m2 

建物 

高 

高さ 

G.L.+約44ｍ G.L.+約28ｍ G.L.+約28ｍ － G.L.+19.8ｍ G.L.+25.8ｍ G.L.+20.7ｍ － 
G.L.+約44ｍ 

(12号館) 

階数
注 3) 

地上８階 

地下１階 

地上５階 

地下１階 

地上５階 

地下なし 
－ 

地上４階 

地下１階 

地上５階 

地下なし 

地上３階 

地下１階 
－ － 

構造 

鉄骨造、 

鉄筋コンク 

リート造 

鉄骨造 
鉄筋コンク 

リート造 
－ 

鉄筋コンク 

リート造 

鉄筋コンク 

リート造 

鉄筋コンク 

リート造 
－ － 

主な 

用途 
工場 

工場、 

倉庫、 

展示場 

 駐輪場、 

守衛所 
工場 

工場、 

事務所 
展示場 倉庫等 － 

業務

内容 
各種理科学・計測機器、産業機器、医用機器等の開発・製造 

用途

地域 
準工業地域 

注 1)網掛けは、本事業で建設する建築物である。 

注 2)２号館は二期棟解体後の内容である。 

注 3)地下１階は G.L.-約６～-約４ｍである。 
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図 6.2-6 完成イメージ（計画地東側より） 

 

(4) 設備計画 

設備計画の概要は、表 6.2-4 に示すとおりである。 

 

表 6.2-4 設備計画の概要 

項 目 規 格 環境対策 備 考 

モジュールチラー 定格出力：22～37kW 低騒音型機器の採用 
クリーンルーム及び 

生産エリア用空調熱源 

エアーコンプレッサー 定格出力：37kW 
低騒音型機器の採用 

屋内設置を基本 
装置駆動用 

送風機 定格出力：5.5～15kW 屋内設置を基本 
クリーンルーム及び 

生産エリア用空調用 

 

(5) エネルギー計画 

本事業において使用するエネルギーは、電気及び都市ガスである。 

 

(6) 給排水計画 

給排水フロー図は、図 6.2-7 に示すとおりである。 

給水については、既存井戸を使用し、工業用水並びに生活用水として活用する。 

製造工程で使用する冷却水の一部を雑用水として再利用する他、比較的量は少ないが発生する工

場排水は水質確認の上、「下水道法」（昭和33年４月、法律第79号）等に基づき公共下水道へ放流

する。また、雨水については敷地内での浸透処理を併用しつつ、余剰水については分流式雨水管渠

へ放流する。 

また、既存井戸の諸元は表 6.2-5 に、過去５年間（平成 28 年度～令和２年度）の揚水量は表 6.2-6

に示すとおりである。 

揚水を行っている井戸は３ヶ所であり、平成 30 年度に井戸の故障により揚水量が減少したが、そ

の他の年度の揚水量は概ね横ばいである。なお、クーリングタワーの廃止により装置用冷却水の削

減を進めるなど、節水対策を継続することで揚水量を減らしていく方針である。  

12 号館 

14 号館 

13 号館 
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図 6.2-7 給排水フロー図 

 

表 6.2-5 既存井戸の諸元 

地 点 口 径 深 度 

Ａ 300mm 150ｍ 

Ｂ 300mm 210ｍ 

Ｃ 350mm 200ｍ 

注）既存井戸は、昭和 37～39 年に設置されたものである。 

 

表 6.2-6 揚水量の推移 

単位：m3 

項 目 平成 28 年度 平成 29 年度 平成30年度注） 
平成 31 年度 

（令和元年度） 
令和２年度 

揚水量 189,976 168,613 132,561 166,444 171,165 

注）平成 30 年度は井戸の故障により、極端に揚水量が減少した。 

  

井水 受水槽

装置用冷却水 トイレ用水

手洗い

【12号館・13号館・14号館】

装置

公
共
下
水
道

装置用冷却水 トイレ用水

手洗い

【既存建物】

装置

排
水
モ
ニ
タ
ー

水質監視

部品洗浄等

部品洗浄等
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(7) 緑化計画 

計画緑化面積は表 6.2-7 に、緑化計画図は図 6.2-8 に、「工場立地法」（昭和 34 年３月、法律第

24号）並びに「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、都条例第216号）

に基づく緑化基準は表 6.2-8 に示すとおりである。 

本事業では、敷地の外周部並びに敷地内の通路に植栽を行い、緑化基準を満足する緑化面積を確

保する計画である。また、植栽にあたっては、「植栽時における在来種選定ガイドライン～生物多

様性に配慮した植栽を目指して～」（平成 26 年５月、東京都環境局）を参考として緑化を行う。 

 

表 6.2-7 計画緑化面積 

単位：m2 

区 分 計画緑化面積 

地上部の緑化面積 約 6,090 
約 6,090 

建築物上の緑化面積 0 

 

表 6.2-8 法令等に基づく必要緑化面積 

法令等 区 分 算定式 必要緑化面積 

工場立地法 緑化面積※1 
敷地面積×0.15※2 

＝約 49,830m2×0.15＝約 7,475m2 
約 7,475m2 

東京における 

自然の保護と回

復に関する条例 

地上部の 

緑化面積※3 

(いずれか

小さい方) 

(敷地面積－建築面積)×0.25※4 

＝(約 49,830－約 27,755)×0.25＝約 5,519m2 

約 5,482m2 (敷地面積－(敷地面積×建ぺい率×0.8))×0.25※4 

＝(約 49,830－(約 49,830×0.7※5×0.8))×0.25 

＝約 5,482m2 

建築物上の 

緑化面積※3 

屋上面積※6×0.25※4 

＝539.64×0.25＝約 135m2 
約 135m2 

合 計 
地上部の緑化面積＋建築物上の緑化面積 

＝約 5,482m2＋約 135m2＝約 5,617m2 
約 5,617m2 

※1 緑化面積は、工場立地法に定められた既存工場に対する弾力的措置に基づき段階的な改善を図り、

終的には工場立地法に関する準則に定められた基準を達成するための取り組みを継続する。 

※2 工業専用地域・工業地域・準工業地域の場合 

※3 地上部において緑化面積を満たすことが困難な場合は、不足する面積相当分を建築物上の緑化に振り

替えることができる。ただしこの振替え分については、樹木により緑化するものとする。壁面緑化に

は振り替えられない。建築物上において緑化面積を満たすことが困難な場合は、不足する面積相当分

を地上部の緑化に振り替えることができる。ただしこの振替え分については、樹木により緑化するも

のとする。 

※4 敷地面積が 5,000 平方メートル以上の場合 

※5 計画地の建ぺい率は準工業地域が60％であるが、計画地は特定行政庁が指定した角地に該当するため

10％加算され、緑化面積の算定に当たっては、建ぺい率70％を用いた。 

※6 屋上（建築物の屋根部分で、人の出入り及び利用可能な部分）のうち、ソーラーパネルや空調設備等

を除いた面積 
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(8) 廃棄物処理計画 

供用後に発生する廃棄物等は、分別を行ったうえで減量化を図る。また、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）等に基づき、許

可を受けた産業廃棄物処理業者に委託し適正に処理する。 

 

(9) 交通計画 

関連車両の主な走行ルートは、図 6.2-9 に示すとおりである。 

関連車両（搬出入車両）は主に都道 59 号（多摩大橋通り）を経由して、計画地東側、西側及び南

西側の出入口を利用する予定である。 

関連車両（搬出入車両）の台数は、工場建屋の建替え後も従来と同程度の台数を想定している。 

なお、現状の関連車両（搬出入車両）の台数（入場）は約 105 台/日である。 

 

(10) 駐車場計画 

駐車場は計画地内及び計画地外の平面駐車場を利用する予定であり、駐車場の台数は計画地の北

東側に約 80 台を確保しており、近傍に約 50 台の分散配置を計画している。また、計画地外に約 220

台を確保している（図 6.2-4（p.17）参照）。 
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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 

工事工程の概要は表 6.3-1 に、工事ステップ図は図 6.3-1 に示すとおりである。 

工事は令和５年（2023 年）に着工し、工事完了は令和 19 年（2037 年）を予定している。 

工事の順序として、12 号館の建設工事を令和５年（2023 年）に着工する。次に、２号館二期棟の

解体工事を令和９年（2027 年）に行い、２号館二期棟の解体跡地で 13 号館の建設工事を令和 10 年

（2028年）に着工する。その後、１号館の解体工事を令和15年（2033年）に行い、１号館の解体跡

地で 14 号館の建設工事を令和 16 年（2034 年）に着工する。供用開始は 12 号館が令和７年（2025

年）、13 号館が令和 12 年（2030 年）、14 号館が令和 19 年（2037 年）を予定している。 

工事期間中の作業時間帯は、原則として７～19 時（12～13 時は除く）とし、日曜日・祝日は工事

を行わない予定である。なお、騒音・振動による周辺への影響を及ぼさない作業、作業の中断が困

難な工種や緊急時には、上記の作業時間帯以外においても、必要に応じて作業を行う場合がある。

また、特定建設作業及び指定建設作業については関係法令等を遵守し、10 時間以内とする。 

 



 

-
 2
8 
- 

工　種

仮設工事

山留工事

根切工事

躯体工事

仕上工事

仮設工事

解体工事

整地等

仮設工事

山留工事

解体工事

根切工事

躯体工事

仕上工事

仮設工事

解体工事

整地等

山留工事

解体工事

根切工事

躯体工事

仕上工事

外構工事

【STEP4】
１号館解体工事

【STEP5】
14号館建設工事

令和17年
（2035年）

令和18年
（2036年）

令和19年
（2037年）

【STEP1】
12号館建設工事

【STEP2】
２号館二期棟解体工事

【STEP3】
13号館建設工事

令和９年
（2027年）

令和10年
（2028年）

令和11年
（2029年）

令和12年～令和14年
（2030年～2032年）

令和15年
（2033年）

令和16年
（2034年）工　事

令和５年
（2023年）

令和６年
（2024年）

令和７年
（2025年）

令和８年
（2026年）

c

表 6.3-1 工事工程の概要 
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(2) 施工方法 

1) 仮設工事 

工事区域の外周部に鋼製仮囲い（高さ約３ｍ）を設置する。また、工事用電源、仮設事務所等の

設置を行う。 

 

2) 山留工事 

山留は親杭横矢板を採用する。地下水については、根伐底に設けた釜場よりポンプアップにて排

水を行う。 

 

3) 解体工事 

１号館、２号館二期棟及び既存地下躯体の解体・撤去は、ジャイアントブレーカー、油圧破砕機

等を使用して実施する。 

 

4) 根切工事 

掘削はバックホウ等を使用して実施する。 

 

5) 躯体工事 

躯体工事はトラッククレーンを使用し、鉄筋工事・コンクリート工事等を施工する。 

 

6) 仕上工事 

躯体工事が完了した階から順次内装建具等の仕上工事を実施する。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。 

 

7) 外構工事 

建物周辺の植栽、構内道路の舗装等の外構工事を実施する。 

 

(3) 建設機械 

工事工程ごとの主な建設機械は、表 6.3-2 に示すとおりである。 

12 号館建設工事、２号館二期棟解体工事及び 13 号館建設工事、１号館解体工事及び 14 号館建設

工事において、建設機械の稼働台数がそれぞれ 大となるのは、12 号館建設工事中が工事開始２ヶ

月目で 10台/日、13 号館建設工事中が工事開始 59ヶ月目で 10 台/日、14号館建設工事中が工事開始

125 ヶ月目で８台/日を計画している（資料編 p.14～16 参照）。 

使用する建設機械は、排出ガス対策型や低騒音型等の建設機械を極力採用する。 

  



- 31 - 

表 6.3-2 工事工程ごとの主な建設機械 

工事工程 主な建設機械 

仮設工事 バックホウ 

山留工事 多軸減速機、バックホウ、トラッククレーン 

解体工事 ジャイアントブレーカー、油圧破砕機、バックホウ 

根切工事 バックホウ、トラッククレーン 

躯体工事 トラッククレーン、タワークレーン 

仕上工事 バックホウ、ブルドーザー、トラッククレーン 

外構工事 バックホウ、ブルドーザー、トラッククレーン、ロードローラー 

注）電動式の建設機械は除く。 

 

(4) 工事用車両 

工事用車両の主な走行ルートは、図 6.3-2 に示すとおりである。 

工事用車両は主に都道 59 号（多摩大橋通り）を経由して、12 号館建設工事は計画地南側、２号館

二期棟解体工事、13 号館建設工事、１号館解体工事及び 14 号館建設工事は計画地西側の出入口を利

用する予定である。 

工事用車両の走行台数が 大となる時点は12号館建設工事中の工事開始５ヶ月目で往復354台/日

（大型車：314 台/日、小型車：40 台/日）を計画している（資料編 p.14～16 参照）。 

また、工事用車両は可能な限り 新の排出ガス規制適合車の使用に努める。 

 

(5) 廃棄物処理計画 

工事の施行中に発生する建設廃棄物等は、「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」（令和４年４月、東京都

都市整備局）に基づき、再利用・再生を図る。 

また、本事業の撤去構造物である２号館二期棟、１号館に非飛散性アスベストが残存することか

ら、解体にあたっては、「建築物の解体等に係るアスベスト飛散防止対策マニュアル」（平成 27 年

８月、東京都環境局）に基づき、適切に処理する。 

 

(6) 土壌汚染調査 

「土壌汚染対策法」（平成14年５月、法律第53号）第３条、第４条及び「都民の健康と安全を確

保する環境に関する条例」（平成 12年 12 月、都条例第 215 号）第 116 条、第 117 条に基づく手続き

を実施する。なお、汚染土壌が確認された場合には、「土壌汚染対策法」等に基づき、適切に処

理・処分を行う。 

 

6.3.2 供用の計画 

供用の計画の概要は、表 6.3-3 に示すとおりである。 

施設の年間稼働日数は 236 日、稼働時間帯は８時 30 分～17 時 20 分である。供用開始は 12 号

館が令和７年（2025 年）、13 号館が令和 12 年（2030 年）、14 号館が令和 19 年（2037 年）を予

定している。 
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表 6.3-3 供用の計画の概要 

項 目 12 号館 13 号館 14 号館 

延 床 面 積 約 45,000m2 約 16,700m2 約 27,000m2 

年間稼働日数 
236 日 

※クリーンルームは常時稼働 
236 日 236 日 

稼 働 時 間 帯 ８時 30 分～17 時 20 分 ８時 30 分～17 時 20 分 ８時 30 分～17 時 20 分 

供用開始予定 令和７年（2025 年） 令和 12 年（2030 年） 令和 19 年（2037 年） 
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6.4 環境保全に関する計画等への配慮の内容 

東京都の環境保全に関する計画等への配慮の内容は表 6.4-1(1)～(4)、昭島市の環境保全に関す

る計画等への配慮の内容は表 6.4-2(1)～(2)に示すとおりである。 

 

表 6.4-1(1) 東京都の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 配慮する内容 

「未来の東京」戦略 

（令和３年３月、 

東京都政策企画局） 

■水と緑溢れる東京戦略 

・開発の機会をとらえてより一

層の緑地を推進し、憩える空

間や緑を創出していく。 

 

 

■ゼロエミッション東京戦略 

・省エネ・再エネ設備の導入促

進や、エネルギーの地産地

消・再生可能エネルギーの利

用拡大を推進する。 

・「工場立地法」、「東京にお

ける自然の保護と回復に関す

る条例」に基づき、敷地の外

周部並びに敷地内の通路等に

植栽を行う。 

 

・建材は高断熱な屋根・外壁材

を採用する計画である。 

・設備は 新の省エネ基準を満

たす製品並びに省エネ制御を

採用する計画である。 

・再生可能エネルギーの導入

（太陽光発電）の積極的な検

討を行う。 

 

都市づくりのグランドデザイン 

（平成 29 年９月、 

東京都都市整備局） 

■災害リスクと環境問題に立ち

向かう都市の構築 

・都市全体でエネルギー負荷を

減らす 

・持続可能な循環型社会を実現

する 

・建材は高断熱な屋根・外壁材

を採用する計画である。 

・設備は 新の省エネ基準を満

たす製品並びに省エネ制御を

採用する計画である。 

・再生可能エネルギーの導入

（太陽光発電）の積極的な検

討を行う。 

・製造工程で使用する冷却水の

一部を雑用水として再利用す

る。 

・建設廃棄物は、発生抑制に努

めるとともに可能な限り再資

源化を図る。 

・建設発生土は、可能な限り場

内で再利用する。 

 

東京都環境基本計画 

（平成 28 年３月、 

東京都環境局） 

■エネルギー消費の抑制・温室

効果ガスの排出抑制 

・エネルギー利用の高効率化・

適化を推進し、エネルギー

消費の低減を図る 

・温室効果ガス（CO2 及びその

他のガス）の削減を図る 

・建材は高断熱な屋根・外壁材

を採用する計画である。 

・設備は 新の省エネ基準を満

たす製品並びに省エネ制御を

採用する計画である。 

・再生可能エネルギーの導入

（太陽光発電）の積極的な検

討を行う。 
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表 6.4-1(2) 東京都の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 配慮する内容 

東京都環境基本計画 

（平成 28 年３月、 

東京都環境局） 

■持続可能な資源利用の推進／

廃棄物の適正処理 

・エコマテリアルの利用の促進 

・廃棄物の循環利用の更なる促

進 

・廃棄物の適正処理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■大気環境の向上 

・自動車環境対策 

・アスベストの飛散防止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■化学物質、土壌汚染などによ

る環境リスクの低減 

・合理的な土壌汚染対策 

 

 

 

■騒音・振動・悪臭対策等 

・騒音・振動対策（自動車、建

設機械、工事車両） 

・建設廃棄物は、発生抑制に努

めるとともに可能な限り再資

源化を図る。また、発生した

建設廃棄物は、適正に処理・

処分を行う。 

・建設発生土は、可能な限り場

内で再利用する。場外へ搬出

する際は受入基準に合致して

いることを確認の上、適正に

処理・処分を行う。 

・供用後に発生する廃棄物は、

種類ごとに分別・回収を行

い、可能な限り再資源化等を

行う。 

 

・排出ガス対策型の建設機械を

採用する。 

・ 新の排出ガス規制適合車の

工事用車両の使用に努める。 

・工事に伴う粉じんの発生抑制

に努める。 

・建設機械及び工事用車両のア

イドリングストップを励行

し、周知・徹底する。 

・解体にあたっては、法令等に

基づき、適切に処理する。 

 

・土壌汚染の有無を確認し、汚

染が確認された場合には、

「土壌汚染対策法」等に基づ

き、適切に処理・処分を行

う。 

 

・低騒音型の建設機械を採用す

る。 

・施工区域の外周に仮囲いを設

置する。 

・低騒音工法及び低振動工法の

選択、建設機械の配置への配

慮等の適切な工事方法を検討

する。 

・工事用車両に対して規制速度

の遵守を指導し、影響の低減

を図る。 

・建設機械及び工事用車両のア

イドリングストップを励行

し、周知・徹底する。 
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表 6.4-1(3) 東京都の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 配慮する内容 

東京都環境基本計画 

（平成 28 年３月、 

東京都環境局） 

■騒音・振動・悪臭対策等 

・周辺地域への日照障害、電波

障害、光害、風害への配慮 

 

 

■生物多様性の保全・緑の創出 

・新たな緑の創出 

■暑さ対策 

・緑化 

 

 

■水循環の再生と水辺環境の向

上 

・水の循環利用 

・水資源の有効活用 

 

■景観形成・歴史的・文化的遺

産の保全・再生 

・景観への配慮 

 

・計画建築物による日照障害、

電波障害の影響が小さくなる

よう建物配置、形状及び高さ

を配慮する。 

 

・「工場立地法」、「東京にお

ける自然の保護と回復に関す

る条例」に基づき、敷地の外

周部並びに敷地内の通路等に

植栽を行う。 

 

・製造工程で使用する冷却水の

一部を雑用水として再利用す

る。 

 

 

・計画建築物の外壁の形状、材

質や色彩等は、周辺環境との

調和に配慮した計画とする。 

 

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８月、 

東京都環境局） 

■自動車単体対策の強化等 

・車両の点検・整備の促進 

・アイドリングストップの徹底 

・工事用車両の整備・点検を徹

底し、良好な状態で使用する

ことにより、汚染物質の排出

を極力少なくするよう努め

る。 

・工事用車両に対してアイドリ

ングストップを周知・徹底す

るため、工事区域内にはアイ

ドリングストップの看板を設

置する。 

 

東京が新たに進めるみどりの取

組 

（令和元年５月、 

東京都都市整備局） 

■特色あるみどりが身近にある 

・緑化計画書合種の制度による

緑の創出・在来種植栽の推進 

・「工場立地法」、「東京にお

ける自然の保護と回復に関す

る条例」に基づき、敷地の外

周部並びに敷地内の通路等に

植栽を行う。 

 

植栽時における在来種選定ガイ

ドライン～生物多様性に配慮し

た植栽を目指して～ 

（平成 26 年５月、 

東京都環境局） 

■生物多様性に配慮した植栽の

推進 

・地域本来の在来種を用いる 

■在来動物の生育空間のネット

ワーク化 

・新たに生み出した植栽を活用

して細分化された緑地のネッ

トワークを形成し、生物の生

育空間を回復 

 

・「工場立地法」、「東京にお

ける自然の保護と回復に関す

る条例」に基づき、敷地の外

周部並びに敷地内の通路等に

植栽を行う。 

・生物多様性に配慮して樹種を

選定するよう努める。 
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表 6.4-1(4) 東京都の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 配慮する内容 

東京都景観計画 

（平成 30 年８月改定、 

東京都都市整備局） 

■良好な景観形成に関する方針 

・多摩 

丘陵地の豊かな緑を背景にし

た市街地の形成 

 

・計画建築物の外壁の形状、材

質や色彩等は、周辺環境との

調和に配慮した計画とする。 

東京都資源循環・廃棄物処理計

画 

（令和３年９月、 

東京都環境局） 

■資源ロスの削減 

・廃棄物の発生抑制 

 

 

■廃棄物の循環利用の更なる促

進 

・事業者による循環利用促進

（重点） 

・再生品の利用促進 

・供用後に発生する廃棄物の発

生抑制・分別を従業員等へ周

知・徹底する。 

 

・供用後に発生する廃棄物は、

種類ごとに分別・回収を行

い、可能な限り再資源化等を

行う。 

・建設廃棄物は、発生抑制に努

めるとともに可能な限り再資

源化を図る。 

・建設発生土は、可能な限り場

内で再利用する。 

 

東京都建設リサイクル推進計画 

（令和４年４月、 

東京都都市整備局） 

■建設資源循環を促進するため

の個別計画 

・コンクリート塊等を活用する 

・建設発生木材を活用する 

・建設泥土を活用する 

・建設発生土を活用する 

・廃棄物を建設資材に活用する 

 

・建設廃棄物は、発生抑制に努

めるとともに可能な限り再資

源化を図る。 

・建設発生土は、可能な限り場

内で再利用する。 

ゼロエミッション東京戦略 2020 

Update & Report 

（令和３年３月、東京都環境

局） 

 

■ゼロエミッションビルの拡大 

・ゼロエミッション事業所の拡

大 

 

 

 

 

 

 

■３Ｒの促進 

・再生資源の循環的な利用促進 

■プラスチック対策 

・共感を広げ、行動変容を促進 

・建材は高断熱な屋根・外壁材

を採用する計画である。 

・設備は 新の省エネ基準を満

たす製品並びに省エネ制御を

採用する計画である。 

・再生可能エネルギーの導入

（太陽光発電）の積極的な検

討を行う。 

 

・供用後に発生する廃棄物の発

生抑制・分別を従業員等へ周

知・徹底する。また、種類ご

とに分別・回収を行い、可能

な限り再資源化等を行う。 

 

東京都気候変動適応計画 

（令和３年３月、 

東京都環境局） 

■健康 

・暑さ対策 

・「工場立地法」、「東京にお

ける自然の保護と回復に関す

る条例」に基づき、敷地の外

周部並びに敷地内の通路等に

植栽を行う。 
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表 6.4-2(1) 昭島市の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 配慮する内容 

第五次昭島市総合基本計画 

（基本構想・基本計画） 

（平成 23 年５月、昭島市） 

■環境をつなぐあきしま 

・民間施設の緑化 

・地球温暖化対策の推進 

・ごみの減量とリサイクルの推

進 

・「工場立地法」、「東京にお

ける自然の保護と回復に関す

る条例」に基づき、敷地の外

周部並びに敷地内の通路等に

植栽を行う。 

・建材は高断熱な屋根・外壁材

を採用する計画である。 

・設備は 新の省エネ基準を満

たす製品並びに省エネ制御を

採用する計画である。 

・再生可能エネルギーの導入

（太陽光発電）の積極的な検

討を行う。 

・供用後に発生する廃棄物は、

種類ごとに分別・回収を行

い、可能な限り再資源化等を

行う。 

・建設廃棄物は、発生抑制に努

めるとともに可能な限り再資

源化を図る。 

・建設発生土は、可能な限り場

内で再利用する。 

 

昭島市環境基本計画 

（平成 24年３月改定、昭島市） 

■水と自然を大切にするまち 

・水の循環を維持する 

 

 

■緑とふれあう文化のまち 

・まちの緑を保全する 

 

 

 

 

■健康な暮らしを守るまち 

・生活環境を守る 

・製造工程で使用する冷却水の

一部を雑用水として再利用す

る。 

 

・「工場立地法」、「東京にお

ける自然の保護と回復に関す

る条例」に基づき、敷地の外

周部並びに敷地内の通路等に

植栽を行う。 

 

・排出ガス対策型の建設機械を

採用する。 

・ 新の排出ガス規制適合車の

工事用車両の使用に努める。 

・工事に伴う粉じんの発生抑制

に努める。 

・低騒音型の建設機械を採用す

る。 

・施工区域の外周に仮囲いを設

置する。 

・低騒音工法及び低振動工法の

選択、建設機械の配置への配

慮等の適切な工事方法を検討

する。 
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表 6.4-2(2) 昭島市の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 配慮する内容 

昭島市環境基本計画 

（平成 24年３月改定、昭島市） 

■健康な暮らしを守るまち 

・生活環境を守る 

 

 

 

 

 

■地球にかける負担の少ないま

ち 

・省エネ・創エネを推進する 

・低炭素社会を推進する 

・ごみを減らしリサイクルを推

進する 

・工事用車両に対して規制速度

の遵守を指導し、影響の低減

を図る。 

・建設機械及び工事用車両のア

イドリングストップを励行

し、周知・徹底する。 

 

・建材は高断熱な屋根・外壁材

を採用する計画である。 

・設備は 新の省エネ基準を満

たす製品並びに省エネ制御を

採用する計画である。 

・再生可能エネルギーの導入

（太陽光発電）の積極的な検

討を行う。 

・建設機械及び工事用車両のア

イドリングストップを励行

し、周知・徹底する。 

・供用後に発生する廃棄物は、

種類ごとに分別・回収を行

い、可能な限り再資源化等を

行う。 

・建設廃棄物は、発生抑制に努

めるとともに可能な限り再資

源化を図る。 

・建設発生土は、可能な限り場

内で再利用する。 

 

昭島市水と緑の基本計画 

（平成 23 年３月、昭島市） 

■まちの水と緑を守り育てる 

・民有地の緑化 

・「工場立地法」、「東京にお

ける自然の保護と回復に関す

る条例」に基づき、敷地の外

周部並びに敷地内の通路等に

植栽を行う。 
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6.5 事業計画の策定に至った経過 

日本電子昭島製作所は、昭和 36 年に開設した工場であり、開設後 50 余年が経過し、初期に建設

した工場建屋群の老朽化が著しく進んでいる状況にある。また、事業拡大に伴い工場建屋の生産ス

ペース不足も喫緊の経営課題として顕在化する状況にある。 

そうした中、平成 23 年（2011 年）に発生した東日本大震災を契機に重要建屋の強度調査並びに

設備の老朽化度合いを基にリニューアルの方向性の再検討を行った結果、事業継続及び企業の社会

的な責任の観点から、また、今後更なる事業拡大にも対応できるよう生産スペース確保のために今

回の建替え計画を推進する運びとなった。 
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