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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 調査事項及び選択理由 

項 目 選定理由 

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 

計画地周辺には旧軍施設等も存在していたことがあり、土壌汚染

のおそれがあることから、工事の施行中においては、土壌汚染の掘

削・移動等に伴う土壌の影響が考えられる。 

以上のことから、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 

「旧版地形図」（国土地理院）、「住宅地図」（株式会社ゼンリン）によると、計画地は明

治42年（1909年）には旧軍施設の敷地の一部であった。昭和31年（1956年）から昭和38年

（1963年）にかけては警察大学校の敷地の一部であり、寮、官舎、会館、倉庫、図書館及

び医務室として利用されていた。その後、計画地西側は昭和43年（1968年）から中野区役

所、計画地東側は昭和48年（1973年）から中野サンプラザとして、現在まで利用されてい

る。 

 

② 土壌汚染の状況 

ア 計画地の土壌汚染の状況 

計画地は「土壌汚染対策法」に係る要措置区域及び形質変更時要届出区域には指定され

ていない。 

 

イ 計画地周辺の土壌汚染の状況 

計画地周辺の「土壌汚染対策法」に係る要措置区域等の指定状況は表 8.3-2に、要措置

区域等の位置は図 8.3-1に示すとおりである。 

計画地周辺では、要措置区域が１ヶ所存在している。 

 

表 8.3-2 要措置区域等の指定状況 

区 分 指定番号 指定年月日 
区域が存在する 

場所 

区域の 

面積 

指定基準に適合しない 

特定有害物質 

要措置区域 指-1031 号 
平成 30 年 

12 月４日 

中野区 

新井五丁目地内 
260.7m2 

トリクロロエチレン、

ふっ素、ほう素 
資料：「要措置区域等の指定状況」（令和４年 12 月閲覧、東京都環境局ホームページ） 
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図 8.3-1 土壌汚染対策法に基づく要措置区域等の位置 
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③ 土地利用の状況 

計画地及びその周辺の用途地域図によると、計画地は商業地域に、周辺は第一種低層住

居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、近隣商業地域、商業

地域、準工業地域及び準工業地域（特別工業地区）に指定されている。 

なお、「中野区建設委員会資料」（令和２年 12月、中野区）によると、計画地北側の道

路を挟んだ「（仮称）中野四丁目西地区市街地再開発事業」の事業区域内の第一種住居地

域は商業地域に変更予定とされている。 

計画地及びその周辺の土地利用現況図によると、計画地は官公庁施設、宿泊・遊興施設

が存在している。計画地周辺では、駅周辺で住商併用建物、集合住宅を中心に、事務所建

築物、教育文化施設等が混在する市街地を形成している。また、計画地西側には大規模な

官公庁施設、教育文化施設、厚生医療施設、事務所建築物及び公園・運動場等が集積して

いる。 

計画地及びその周辺の主な公共施設等としては、教育施設、福祉施設及び都市計画公園

が存在している。 

 

④ 発生源の状況 

計画地内には土壌汚染を及ぼすような「環境確保条例」に基づく指定作業場、「下水道

法」（昭和 33年４月、法律第 79号）及び「東京都下水道条例」（昭和 34年 12月、東京都

条例 89号）に基づく届出事業場、「水質汚濁防止法」（昭和 45年 12月、法律第 138号）

に基づく届出事業場は存在しない。 

 

⑤ 法令による基準等 

ア 環境基本法等 

「環境基本法」(平成５年11月、法律第91号)に基づく土壌の汚染に係る環境基準、「ダ

イオキシン類対策特別措置法」(平成11年７月、法律第105号)に基づく土壌の汚染に係る環

境基準がある。 

 

イ 土壌汚染対策法 

「土壌汚染対策法」に基づく特定有害物質の指定基準、第二溶出量基準がある。また、

一定規模（3,000m2）以上の土地の形質変更等を行う際には「土壌汚染対策法」に基づく土

壌汚染調査・対策の流れが示されている。 

 

ウ 環境確保条例 

「環境確保条例」に基づく特定有害物質の汚染土壌処理基準値及び第二溶出量基準値があ

る。また、3,000m2以上の敷地内で土地の改変等を行う際には、「環境確保条例」に基づく

土壌汚染調査・対策の流れが示されている。 
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8.3.2 予 測 

(1) 予測事項 

・土壌汚染の掘削・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 

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・地点 

計画地内とした。 

 

(4) 予測結果 

計画地は「土壌汚染対策法」に係る要措置区域及び形質変更時要届出区域には指定され

ていないが、過去には旧軍施設、警察大学校の敷地の一部であり、施設の利用状況から、

土壌汚染のおそれは否定できないと考える。 

今後、「土壌汚染対策法」及び「環境確保条例」に基づく手続きを行い、適切に対応す

る。 

以上のことから、土壌汚染の掘削・移動等に伴う土壌への影響は生じないと予測する。 

 

8.3.3 環境保全のための措置 

(1) 予測に反映した措置 

・今後、「土壌汚染対策法」及び「環境確保条例」に基づく手続きを行い、適切に対応

する。 

 

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 

計画地は「土壌汚染対策法」に係る要措置区域及び形質変更時要届出区域には指定され

ていないが、過去には旧軍施設、警察大学校の敷地の一部であり、施設の利用状況から、

土壌汚染のおそれは否定できないと考える。 

今後、「土壌汚染対策法」及び「環境確保条例」に基づく手続きを行い、適切に対応す

る。 

以上のことから、評価の指標とした「新たな地域に土壌汚染を拡散させないこと｣を満

足すると考える。 
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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 調査事項及び選択理由 

項 目 選定理由 

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 

掘削工事及び地下構造物等の存在により、地盤に影響を及ぼすこ
とが考えられる。 

以上のことから、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 地盤の状況 

ア 既存資料調査 

計画地及びその周辺の地形分類図によると、計画地は台地・段丘（完新世段丘）で、そ

の周辺にも広く分布している。また、妙正寺川沿いや大久保通り沿いなどは、段丘に入り

込む形状で、切土地、盛土地・埋立地及び凹地・浅い谷等が分布しており、計画地及びそ

の周辺は、比較的平坦な地形を呈している。 

計画地及びその周辺の地質断面図によると、計画地及びその周辺の表層は、ローム・凝

灰質粘土に覆われている。その下位は砂礫からなる武蔵野礫層、続いて泥岩・砂岩・礫岩

からなる上総層群となっている。 

 

イ 現地調査 

調査地点は図8.4-1に、計画地内の地層構成は表8.4-2に、計画地及びその周辺の推定地

質断面図は図8.4-2に示すとおりである。 

計画地周辺の地層は、表層部からローム層（Lm）、粘土層（Lc）、武蔵野礫層（Mg）、東

京層（Toc）、東京礫層（Tog）、上総層群（Ka-s）となっている。 

また、圧密試験結果の概要は、表8.4-3に示すとおりである。 

粘土層（Lc）、東京層（Toc）及び上総層粘性土層（Ka-c1）における過圧密比（O.C.R）

は1.6～6.2であり、いずれも過圧密状態注）であった。 

  

 
注）過圧密状態の土は、過去に現在受けている有効応力より大きな先行圧密応力で圧密されており、圧密降伏応

力に達するまでは比較的圧縮性が低く、沈下しにくい。 
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図 8.4-1 地盤・地下水調査地点  
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表 8.4-2 計画地内の地層構成 

地層名 主な土質 
地層 

記号 

出現標高 

（T.P.±ｍ） 

層 厚 

（ｍ） 

Ｎ値 

(平均値) 

埋 土 
瓦礫混じり細砂、 

細砂等 
F +39.22～38.75 0.70～8.35   6.4 

新規ローム層 
ローム、 

ローム質粘土 
Lm +38.52 4.20   2.7 

凝灰質粘土層 粘土、浮石 Lc +34.32～30.40 1.80～5.85   1.6 

武蔵野 

礫層 
砂礫土質 砂礫、粘土質砂礫 Mg +28.60～28.47 5.55～6.95  59.9 

東京層 粘性土質 
粘土、 

砂混じり粘土 
To-c +23.05 2.45 － 

東京 

礫層 
砂礫土質 砂礫、粘土質砂礫 Tog +21.52～20.60 2.70～3.20  75.6 

上
総
層
群 

第一 

粘性土層 
シルト質粘土 Ka-c1 +18.32 3.85  26.0 

第一 

砂質土層 

シルト混じり細砂、

細砂等 
Ka-s1 +17.90～14.47 15.70～42.95  74.7 

第二 

粘性土層 
粘土質シルト Ka-c2 -25.05 9.85  32.6 

第一 

礫質土層 
砂礫 Ka-g1 -34.90 5.25 100.0 

第二 

砂質土層 

細砂、 

シルト質細砂 
Ka-s2 -40.15 7.90  49.9 

第三 

粘性土層 
粘土質シルト Ka-c3 -48.05 7.75  72.5 

第二 

礫質土層 

礫混じり細砂、 

砂礫 
Ka-g2 -55.80 5.35 100.0 

第三 

砂質土層 
シルト質細砂 Ka-s3 -61.15 6.85  97.1 

第四 

粘性土層 

砂質シルト、 

シルト 
Ka-c4 -68.00 8.15  73.4 

第四 

砂質土層 
礫混じり細砂 Ka-s4 -76.15 5.39 100.0 

注）Ｎ値の最大値は100として算出した。 

 

表 8.4-3 圧密試験結果の概要 

試 料 
地層 

記号 

採取深度 

（G.L-ｍ） 

推定有効土被り圧 

σv’（kN/m2） 

圧密降伏応力 

Pc（kN/m2） 

過圧密比 

O.C.R 

地点Ａ 
1 Lc  6.60～ 7.50  95.0   152.8 1.6 

2 Ka-c1 21.50～22.50 258.9 1,604.7 6.2 

地点Ｂ 
1 Lc  9.50～10.15 174.2   311.6 1.8 

2 To-c 16.00～17.10 244.2   747.7 3.1 
注）過圧密比（O.C.R）の定義は、以下のとおりである。 

  O.C.R＜1：未圧密状態 

  O.C.R＝1：正規圧密状態 

  O.C.R＞1：過圧密状態 
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断面位置 

図 8.4-2 計画地及びその周辺の推定地質断面図 
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② 地下水の状況 

ア 既存資料調査 

東京都における令和２年の地下水位等高線（被圧地下水）をみると、令和２年の地下水

位の状況は西部の地下水位が高く、東部に向かうにつれて地下水位が低くなっており、地

下水の大まかな流向としては西から東に流れていると推測される。これは地表の標高と

概ね同様の傾向を示している。計画地に最も近い観測井は新宿（百人町３丁目、百人町ふ

れあい公園南側）であり、令和２年の地下水位は T.P.+11.49ｍである。 

また、計画地及びその周辺には「東京の名湧水 57選」（令和４年６月閲覧、東京都ホー

ムページ）に選定された湧水は存在していない。 

 

イ 現地調査 

地点Ａで帯水層を分ける難透水層（東京層（To-c））の分布が不明瞭であるものの、計

画地及びその周辺では武蔵野礫層（Mg）、東京礫層（Tog）及び上総層砂質土層（Ka-s1）

が主要な帯水層と認識される。これに基づき、武蔵野礫層を第１帯水層、東京礫層を第２

帯水層、上総層砂質土層を第３帯水層とした。 

地下水位の観測結果は、表 8.4-4及び図 8.4-3に示すとおりである。 

観測井は第１帯水層～第３帯水層がカバーできるように設置し、地下水位の連続観測

を実施した。 

第１帯水層を対象とする地下水位（A-3、B-3）は T.P.+26.48～29.31ｍ、第２帯水層を

対象とする地下水位（A-2、B-2）は T.P.+26.25～28.15ｍ、第３帯水層を対象とする地下

水位（A-1、B-1）は T.P.+24.10～27.23ｍで推移している。地点Ａでは A-3と A-2の水位

の変動パターンは類似しているものの、A-3の水位は A-2よりも高い。地点Ｂについては、

B-3 と B-2 の水位差は A-3 と A-2 と比較して小さいものの、B-3 の水位は B-2 よりも高

い。また、地点Ａ及び地点Ｂともに、降雨に反応して地下水位の上昇・下降がみられる。 

 

表 8.4-4 地下水位の観測結果の概要 

調査 

地点 

観測井 

番号 
帯水層 

最高水位 

（T.P.+ｍ） 

最低水位 

（T.P.+ｍ） 

平均水位 

（T.P.+ｍ） 

変動幅 

（ｍ） 

地点Ａ 

A-1 第３帯水層 25.42 24.10 24.79 1.32 

A-2 第２帯水層 28.15 26.52 27.30 1.63 

A-3 第１帯水層 29.31 26.58 27.56 2.73 

地点Ｂ 

B-1 第３帯水層 27.23 25.70 26.53 1.53 

B-2 第２帯水層 27.79 26.25 27.05 1.54 

B-3 第１帯水層 28.15 26.48 27.31 1.67 

注）観測期間：令和３年８月27日（金）～令和４年８月26日（金） 
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注）降水量は、東京管区気象台のデータを整理した。 

図 8.4-3 地下水位の観測結果 
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③ 地盤沈下又は地盤の変形の状況 

東京都における令和２年の地盤変動量をみると、板橋区の一部で１cm 沈下した地域が

あるが、区部、多摩地域の大部分で１cm 以上沈下した地域はない。 

また、計画地周辺には、地盤変動量を測定している水準基標は存在しない。 

 

④ 土地利用の状況 

計画地及びその周辺の用途地域図によると、計画地は商業地域に、周辺は第一種低層住

居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、近隣商業地域、商業

地域、準工業地域及び準工業地域（特別工業地区）に指定されている。 

なお、「中野区建設委員会資料」（令和２年 12月、中野区）によると、計画地北側の道

路を挟んだ「（仮称）中野四丁目西地区市街地再開発事業」の事業区域内の第一種住居地

域は商業地域に変更予定とされている。 

計画地及びその周辺の土地利用現況図によると、計画地は官公庁施設、宿泊・遊興施設

が存在している。計画地周辺では、駅周辺で住商併用建物、集合住宅を中心に、事務所建

築物、教育文化施設等が混在する市街地を形成している。また、計画地西側には大規模な

官公庁施設、教育文化施設、厚生医療施設、事務所建築物及び公園・運動場等が集積して

いる。 

計画地及びその周辺の主な公共施設等としては、教育施設、福祉施設及び都市計画公園

が存在している。 

 

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」（昭和 31年６月、法律第 146号）、「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、

計画地の位置する中野区は「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」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 

・掘削工事に伴う地盤の変形の範囲及び程度 

・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 

 

② 工事の完了後 

・地下構造物等の存在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 
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(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 

地下躯体工事完了後の地盤の状況が安定した時点とした。 

 

(3) 予測地域・地点 

計画地及びその周辺とした。 

 

(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 

計画地における地質構造及び山留壁の施工計画は、図 8.4-4に示すとおりである。 

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+15ｍ（G.L.約-24ｍ）

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ソイルセメント壁を施工する計画である。なお、ソイルセメント

壁の施工にあたっては、詳細なボーリング調査をもとに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する計画である。 

以上のことから、掘削工事に伴う地盤の変形の範囲及び程度は小さいと予測する。  
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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 

本事業では、掘削範囲の周囲に遮水性の高いソイルセメント壁を T.P.約+13ｍ（G.L.約

-26ｍ）まで施工し、掘削範囲内の第１帯水層の武蔵野礫層(Mg)及び第２帯水層の東京礫

層(Tog)をソイルセメント壁で外部と分離・遮水することで、掘削範囲への地下水の湧出

を抑制する計画である。また、掘削工事にあたり掘削範囲に貯留している地下水を排水す

るが、限られた範囲の排水であることから、計画地及びその周辺の地下水位への影響はな

いと予測する。 

被圧地下水である第３帯水層の上総層砂質土層（Ka-s1）を対象とする地下水位は

T.P.+24.10～27.23ｍであり、本事業では最大 T.P.約+15ｍ（G.L約-24ｍ）まで掘削する

計画であることから、盤ぶくれが生じるおそれがある。このため、ディープウェル工法を

用いて減圧排水を行うが、計画地周辺の地下水位への影響を低減するため、減圧排水は盤

ぶくれ防止のために必要最低限の排水量及び期間となるよう配慮する。また、計画地内の

粘土層（Lc）、東京層（To-c）及び上総層粘性土層（Ka-c1）における過圧密比（O.C.R）

は 1.6～6.2 の過圧密状態であることから、盤ぶくれ防止の減圧排水等による圧密沈下が

生じる可能性は低いと予測する。 

工事の施行中においては、地盤変動と第１帯水層～第３帯水層を対象とした地下水位

のモニタリングを掘削工事着手前から地下躯体工事完了後の１年間まで実施し、継続的

に監視しながら施工を行う。なお、地下躯体工事完了後の１年間で地盤変動及び地下水の

水位の安定が確認できない場合には、地盤変動及び地下水の水位の安定が確認できるま

で継続して監視を行う。 

以上のことから、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は生じ

ないと予測する。 
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断面位置 

図 8.4-4 地質構造及び山留壁の施工計画 
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② 工事の完了後 

ア 地下構造物等の存在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を及ぼ

す可能性がある。 

既存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、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。 

 

8.4.3 環境保全のための措置 

(1) 予測に反映した措置 

・掘削工事にあたっては、山留壁として遮水性及び剛性の高いソイルセメント壁を採

用する。なお、ソイルセメント壁の施工にあたっては、詳細なボーリング調査をもと

に根入れ深さを決定する。 

・ディープウェル工法を用いて盤ぶくれ防止の減圧排水を行うが、計画地周辺の地下

水位への影響を低減するため、必要最低限の排水量及び期間となるよう配慮する。 

・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

逆打ち工法を採用する計画である。 

・工事の施行中においては、地盤変動と第１帯水層～第３帯水層を対象とした地下水

位のモニタリングを掘削工事着手前から地下躯体工事完了後の１年間まで実施し、

継続的に監視しながら施工を行う。なお、地下躯体工事完了後の１年間で地盤変動及

び地下水の水位の安定が確認できない場合には、地盤変動及び地下水の水位の安定

が確認できるまで継続して監視を行う。 

 

(2) 予測に反映しなかった措置 

・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。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。 
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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 

ア 掘削工事に伴う地盤の変形の範囲及び程度 

計画地における地質構造及び山留壁の施工計画は、図 8.4-4（p.137参照）に示したと

おりである。 

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+15ｍ（G.L.約-24ｍ）

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ソイルセメント壁を施工する計画である。なお、ソイルセメント

壁の施工にあたっては、詳細なボーリング調査をもとに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する計画である。 

以上のことから、評価の指標とした｢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｣を満足すると考える。 
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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 

本事業では、掘削範囲の周囲に遮水性の高いソイルセメント壁を T.P.約+13ｍ（G.L.約

-26ｍ）まで施工し、掘削範囲内の第１帯水層の武蔵野礫層(Mg)及び第２帯水層の東京礫

層(Tog)をソイルセメント壁で外部と分離・遮水することで、掘削範囲への地下水の湧出

を抑制する計画である。また、掘削工事にあたり掘削範囲に貯留している地下水を排水す

るが、限られた範囲の排水であることから、計画地及びその周辺の地下水位への影響はな

いと予測する。 

被圧地下水である第３帯水層の上総層砂質土層（Ka-s1）を対象とする地下水位は

T.P.+24.10～27.23ｍであり、本事業では最大 T.P.約+15ｍ（G.L約-24ｍ）まで掘削する

計画であることから、盤ぶくれが生じるおそれがある。このため、ディープウェル工法を

用いて減圧排水を行うが、計画地周辺の地下水位への影響を低減するため、減圧排水は盤

ぶくれ防止のために必要最低限の排水量及び期間となるよう配慮する。また、計画地内の

粘土層（Lc）、東京層（To-c）及び上総層粘性土層（Ka-c1）における過圧密比（O.C.R）

は 1.6～6.2 の過圧密状態であることから、盤ぶくれ防止の減圧排水等による圧密沈下が

生じる可能性は低いと予測する。 

工事の施行中においては、地盤変動と第１帯水層～第３帯水層を対象とした地下水位

のモニタリングを掘削工事着手前から地下躯体工事完了後の１年間まで実施し、継続的

に監視しながら施工を行う。なお、地下躯体工事完了後の１年間で地盤変動及び地下水の

水位の安定が確認できない場合には、地下躯体工事完了後の１年間以降も継続して監視

を行う。地盤変動及び地下水の水位の安定が確認できるまで継続して監視を行う。 

以上のことから、評価の指標とした｢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｣を満足すると考える。 

 

② 工事の完了後 

ア 地下構造物等の存在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を及ぼ

す可能性がある。 

既存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、評価の指標とした｢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｣を満足すると考える。 
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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 調査事項及び選択理由 

項 目 選定理由 

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、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 

掘削工事及び地下構造物等の存在により、地下水の水位、流況の
変化及び地表面流出量の変化が考えられる。 

以上のことから、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 

ア 既存資料調査 

東京都における令和２年の地下水位の状況は西部の地下水位が高く、東部に向かうに

つれて地下水位が低くなっており、地下水の大まかな流向としては西から東に流れてい

ると推測される。これは地表の標高と概ね同様の傾向を示している。 

計画地及びその周辺には「東京の名湧水 57選」に選定された湧水は存在していない。 

計画地及びその周辺の河川の状況は、１級河川荒川水系に属する神田川、妙正寺川及び

江古田川が東方向に流れている。 

 

イ 現地調査 

計画地内の地下水の観測結果は、「8.4 地盤 8.4.1 現地調査 (2) 調査結果 ② 地下

水の状況（p.132～133参照）」に示したとおりである。 

第１帯水層を対象とする地下水位（A-3、B-3）は T.P.+26.48～29.31ｍ、第２帯水層を

対象とする地下水位（A-2、B-2）は T.P.+26.25～28.15ｍ、第３帯水層を対象とする地下

水位（A-1、B-1）は T.P.+24.10～27.23ｍで推移している。地点Ａでは A-3と A-2の水位

の変動パターンは類似しているものの、A-3の水位は A-2よりも高い。地点Ｂについては、

B-3 と B-2 の水位差は A-3 と A-2 と比較して小さいものの、B-3 の水位は B-2 よりも高

い。 

また、計画地内の大部分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、地表面流出量は約 0.60m3/sである。 
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② 気象の状況 

東京管区気象台（千代田区北の丸公園 1-1）における降水量及び気温の過去 10 年間の

平均値（平成 24年～令和３年）は、年降水量の平均値は 1,694.5mm、年平均気温は 16.5℃

である。月別の降水量は６月、９月、10 月に多く、12～２月にかけて少ない。 

 
③ 地形、地質、土質等の状況 

ア 既存資料調査 

計画地及びその周辺の地形分類図によると、計画地は台地・段丘（完新世段丘）で、そ

の周辺にも広く分布している。また、妙正寺川沿いや大久保通り沿いなどは、段丘に入り

込む形状で、切土地、盛土地・埋立地及び凹地・浅い谷等が分布しており、計画地及びそ

の周辺は、比較的平坦な地形を呈している。 

計画地周辺の地質断面図によると、計画地及びその周辺の表層は、ローム・凝灰質粘土

に覆われている。その下位は砂礫からなる武蔵野礫層、続いて泥岩・砂岩・礫岩からなる

上総層群となっている。 

 

イ 現地調査 

計画地内の地層構成は表8.4-2（p.130参照）に、計画地及びその周辺の推定地質断面図

は、図8.4-2（p.131参照）に示したとおりである。 

計画地周辺の地層は、表層部からローム層（Lm）、粘土層（Lc）、武蔵野礫層（Mg）、東

京層（Toc）、東京礫層（Tog）、上総層群（Ka-s）となっている。 

また、圧密試験結果の概要は、表8.4-3（p.130参照）に示したとおりである。 

粘土層（Lc）、東京層（To-c）及び上総層粘性土層（Ka-c1）における過圧密比（O.C.R）

は1.6～6.2であり、いずれも過圧密状態であった。 

 

④ 水利用の状況 

「令和２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４年３月、東

京都環境局）によると、中野区における令和２年の地下水揚水量は 463m3/日、月別地下水

揚水量は 12,456～15,420m3/月であり、年間揚水量は 169,557m3/年であった。杉並区の令

和２年の地下水揚水量は 3,804m3/日、月別地下水揚水量は 110,670～119,811m3/月であり、

年間揚水量は 1,392,211m3/年であった。 

 

⑤ 植生の状況 

計画地及びその周辺の現存植生図によると、計画地は市街地に位置しており、周辺は大

部分が市街地で、緑の多い住宅地等が点在している。西側は路傍・空地雑草群落となって

いるが、現況は大規模な教区文化施設、事務所建築物及び公園・運動場等が集積している。 
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⑥ 土地利用の状況 

計画地及びその周辺の用途地域図によると、計画地は商業地域に、周辺は第一種低層住

居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、近隣商業地域、商業

地域、準工業地域及び準工業地域（特別工業地区）に指定されている。 

なお、「中野区建設委員会資料」（令和２年 12月、中野区）によると、計画地北側の道

路を挟んだ「（仮称）中野四丁目西地区市街地再開発事業」の事業区域内の第一種住居地

域は商業地域に変更予定とされている。 

計画地及びその周辺の土地利用現況図によると、計画地は官公庁施設、宿泊・遊興施設

が存在している。計画地周辺では、駅周辺で住商併用建物、集合住宅を中心に、事務所建

築物、教育文化施設等が混在する市街地を形成している。また、計画地西側には大規模な

官公庁施設、教育文化施設、厚生医療施設、事務所建築物及び公園・運動場等が集積して

いる。 

計画地及びその周辺の主な公共施設等としては、教育施設、福祉施設及び都市計画公園

が存在している。 

 

⑦ 法令による基準等 

計画地の位置する中野区は「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」の規制の対象地域である。 

また、「中野区雨水流出抑制施設設置指導要綱」（平成元年６月、中野区要綱第 65号）

では総合的な治水対策の一環として、公共施設及び民間施設の大規模施設における雨水

流出抑制施設の設置の推進に関して、必要な事項を定めている。 

雨水流出抑制対策量は、民間施設で敷地面積が 1,000m2 以上の場合は 6m3/100m2 と定め

られている。 

  



- 144 - 

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 

・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 

・地下構造物等の存在に伴う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 

 

(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 

ア 地下構造物等の存在に伴う地下水の水位及び流況の変化の程度 

地下躯体工事完了後の地盤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・地点 

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 

計画地における地質構造及び山留壁の施工計画は、図 8.4-4（p.137参照）に示したと

おりである。 

本事業では、掘削範囲の周囲に遮水性の高いソイルセメント壁を T.P.約+13ｍ（G.L.約

-26ｍ）まで施工し、掘削範囲内の第１帯水層の武蔵野礫層(Mg)及び第２帯水層の東京礫

層(Tog)をソイルセメント壁で外部と分離・遮水することで、掘削範囲への地下水の湧出

を抑制する計画である。また、掘削工事にあたり掘削範囲に貯留している地下水を排水す

るが、限られた範囲の排水であることから、計画地及びその周辺の地下水位への影響はな

いと予測する。 

被圧地下水である第３帯水層の上総層砂質土層（Ka-s1）を対象とする地下水位は

T.P.+24.10～27.23ｍであり、本事業では最大 T.P.約+15ｍ（G.L約-24ｍ）まで掘削する

計画であることから、盤ぶくれが生じるおそれがある。このため、ディープウェル工法を

用いて減圧排水を行うが、計画地周辺の地下水位への影響を低減するため、減圧排水は盤

ぶくれ防止のために必要最低限の排水量及び期間となるよう配慮する。 

工事の施行中においては、地盤変動と第１帯水層～第３帯水層を対象とした地下水位

のモニタリングを掘削工事着手前から地下躯体工事完了後の１年間まで実施し、継続的

に監視しながら施工を行う。なお、地下躯体工事完了後の１年間で地盤変動及び地下水の

水位の安定が確認できない場合には、地盤変動及び地下水の水位の安定が確認できるま

で継続して監視を行う。 

以上のことから、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 地下構造物等の存在に伴う地下水の水位及び流況の変化の程度 

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を及ぼ

す可能性がある。 

既存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、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。 
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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 

計画地内の地表面流出量は、表 8.5-2に示すとおりである。 

計画地内の土地利用の種別は、現況及び工事の完了後ともに建物の屋根及び舗装で構

成され、地表面流出量は現況が約 0.60m3/s、工事の完了後が約 0.63m3/sである。 

 

表 8.5-2 計画地内の地表面流出量 

区 分 
土地利用の 

種別 

面 積 

（m2） 
流出係数 平均流出係数 

地表面流出量 

（m3/s） 

現 況 

屋 根 約 7,800 0.90 

0.85 約 0.60 舗 装 約14,650 0.85 

緑 地 約  550 0.15 

工事の完了後 
屋 根 約18,100 0.90 

0.89 約 0.63 
舗 装 約 4,900 0.85 

注1)工事の完了後の屋根の面積には、デッキ部分を含む。 

注2)工事の完了後は地上部に緑地が整備される計画であるが、緑地としての浸透機能が阻害される可能性があ

るため、土地利用の種別を舗装として地表面流出量を算出した。 

注3)地表面流出量は、次式により算出した。 

  地表面流出量 ＝ 0.30864×平均流出係数×面積（ha） 

資料：「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、東京都下水道局） 

 
(ｲ) 雨水流出抑制対策量 

本事業では、「中野区雨水流出抑制施設設置指導要綱」に基づき、敷地内（地下）に雨

水流出抑制槽を設ける計画としている。 

本事業で必要となる雨水流出抑制対策量は表 8.5-3 に示すとおり、敷地面積の約

23,460m2に対する約 1,407m3である。 

雨水流出抑制槽の設置位置は図 8.5-1に、本事業における雨水流出抑制対策量は表 8.5-4に

示すとおり、本事業で必要となる雨水流出抑制対策量（約 1,407m3）を上回る 3,300m3の雨水流

出抑制槽を設置する計画である。 

 

表 8.5-3 本事業で必要となる雨水流出抑制対策量 

区 分 
雨水流出抑制対策量 

算定対象面積 

単位面積あたりの 

流出抑制対策量 
必要な流出抑制対策量 

必要量 約 23,460m2 6m3/100m2 約 1,407m3 

 

表 8.5-4 本事業における雨水流出抑制槽の設置計画 

対象施設 低層棟（地下ピット） 高層棟（B3F） 合 計 

雨水流出抑制槽 1,650m2 1,650m2 3,300m2 
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図 8.5-1 雨水流出抑制槽の設置位置 
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(ｳ) 地表面流出量の変化の程度 

計画地内の地表面流出量は、現況が約 0.60m3/s、工事の完了後が約 0.63m3/s であり、

同程度である。 

また、本事業では、「中野区雨水流出抑制施設設置指導要綱」に基づき、本事業で必要

となる雨水流出抑制対策量（約 1,407m3）を上回る 3,300m3 の雨水流出抑制槽を設置する

計画である。 

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を抑制できるものと予

測する。 

 

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 

・掘削工事にあたっては、山留壁として遮水性及び剛性の高いソイルセメント壁を採

用する。なお、ソイルセメント壁の施工にあたっては、詳細なボーリング調査をもと

に根入れ深さを決定する。 

・ディープウェル工法を用いて盤ぶくれ防止の減圧排水を行うが、計画地周辺の地下

水位への影響を低減するため、必要最低限の排水量及び期間となるよう配慮する 

・工事の施行中においては、地盤変動と第１帯水層～第３帯水層を対象とした地下水

位のモニタリングを掘削工事着手前から地下躯体工事完了後の１年間まで実施し、

継続的に監視しながら施工を行う。なお、地下躯体工事完了後の１年間で地下水の水

位の安定が確認できない場合には、地下水の水位の安定が確認できるまで継続して

監視を行う。 

 

② 予測に反映しなかった措置 

・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 

・「中野区雨水流出抑制施設設置指導要綱」に基づき、敷地内に雨水流出抑制槽を設け

る。 

 

② 予測に反映しなかった措置 

・緑地や透水性舗装等の整備により地下水の涵養に配慮する。 

・循環水利用や雨水利用等、雑用水利用を積極的に検討し、水資源の有効活用を図る。 
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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、｢地下水の水位及び流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、地下構造物等の存在に伴う地下水の水位及び流況の変化の程度に

ついては、｢地下水の水位及び流況に著しい影響を及ぼさないこと｣、土地の改変に伴う地

表面流出量の変化の程度については、「土地の改変に伴い地表面流出量に著しい影響を及

ぼさないこと」とした。 

 

(2) 評価の結果 

① 工事の施行中 

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、掘削範囲の周囲に遮水性の高いソイルセメント壁を T.P.約+13ｍ（G.L.約

-26ｍ）まで施工し、掘削範囲内の第１帯水層の武蔵野礫層(Mg)及び第２帯水層の東京礫

層(Tog)をソイルセメント壁で外部と分離・遮水することで、掘削範囲への地下水の湧出

を抑制する計画である。また、掘削工事にあたり掘削範囲に貯留している地下水を排水す

るが、限られた範囲の排水であることから、計画地及びその周辺の地下水位への影響はな

いと予測する。 

被圧地下水である第３帯水層の上総層砂質土層（Ka-s1）を対象とする地下水位は

T.P.+24.10～27.23ｍであり、本事業では最大 T.P.約+15ｍ（G.L約-24ｍ）まで掘削する

計画であることから、盤ぶくれが生じるおそれがある。このため、ディープウェル工法を

用いて減圧排水を行うが、計画地周辺の地下水位への影響を低減するため、減圧排水は盤

ぶくれ防止のために必要最低限の排水量及び期間となるよう配慮する。 

工事の施行中においては、地盤変動と第１帯水層～第３帯水層を対象とした地下水位

のモニタリングを掘削工事着手前から地下躯体工事完了後の１年間まで実施し、継続的

に監視しながら施工を行う。なお、地下躯体工事完了後の１年間で地盤変動及び地下水の

水位の安定が確認できない場合には、地盤変動及び地下水の水位の安定が確認できるま

で継続して監視を行う。 

以上のことから、評価の指標とした｢地下水の水位及び流況に著しい影響を及ぼさない

こと｣を満足すると考える。 
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② 工事の完了後 

ア 地下構造物等の存在に伴う地下水の水位及び流況の変化の程度 

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を及ぼ

す可能性がある。 

既存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、評価の指標とした｢地下水の水位及び流況に著しい影響を及ぼさない

こと｣を満足すると考える。 

 

イ 土地の改変に伴う地表面流出量の変化の程度 

計画地内の地表面流出量は現況が約 0.60m3/s、工事の完了後が約 0.63m3/s であり、同

程度である。 

また、本事業では、「中野区雨水流出抑制施設設置指導要綱」に基づき、本事業で必要

となる雨水流出抑制対策量（約 1,407m3）を上回る 3,300m3 の雨水流出抑制槽を設置する

計画である。 

以上のことから、評価の指標とした「土地の改変に伴い地表面流出量に著しい影響を及

ぼさないこと」を満足すると考える。 



- 151 - 

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 調査事項及び選択理由 

項 目 選定理由 

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こと
が考えられる。 

以上のことから、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 

計画地周辺の主要な地点（図 8.6-1参照）における現況の夏至、春分・秋分及び冬至の

日影の状況は、表 8.6-3（現況）（p.156参照）に示すとおりである。 

 

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の状況 

計画地周辺の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、教育施

設、福祉施設及び都市計画公園等が存在している。 

 
③ 既存建築物の状況 

計画地内には勤労青少年センター（中野サンプラザ：高さ約 92ｍ）があり、計画地西

側約 100ｍには中野四丁目開発計画 区域５ オフィス棟（中野セントラスパークサウ

ス：高さ約 100ｍ）、北側約 20ｍには中野サンクォーレタワー（高さ約 102ｍ）、南西側約

100ｍには NTT中野ビル（高さ約 100ｍ）がある。 

また、現在、工事中または計画中の周辺開発事業の建築物の情報が把握できるものとし

て、計画地南側約 30ｍには中野駅西側南北通路・橋上駅舎等（高さ約 29ｍ）、北側約 20

ｍには（仮称）中野四丁目西地区市街地再開発事業（高さ約 165ｍ）、北西側約 40ｍには

中野区新庁舎整備事業（高さ約 52ｍ）、南西側約 120ｍには囲町東地区第一種市街地再開

発事業（高さＡ棟：約 100ｍ、Ｂ棟：約 90ｍ）、南東側約 150ｍには中野二丁目地区第一

種市街地再開発事業（高さ住宅棟：約 147ｍ、事務所棟：約 117ｍ）がある。 

 

④ 地形の状況 

計画地及びその周辺の地形分類図によると、計画地は台地・段丘（完新世段丘）で、そ

の周辺にも広く分布している。また、妙正寺川沿いや大久保通り沿いなどは、段丘に入り

込む形状で、切土地、盛土地・埋立地及び凹地・浅い谷等が分布しており、計画地及びそ

の周辺は、比較的平坦な地形を呈している。  
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図 8.6-1 日影の調査地点  
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⑤ 土地利用の状況 

計画地及びその周辺の土地利用現況図によると、計画地の土地利用現況は官公庁施設、

宿泊・遊興施設が存在している。計画地周辺では、駅周辺で住商併用建物、集合住宅を中

心に、事務所建築物、教育文化施設等が混在する市街地を形成している。また、計画地西

側には大規模な官公庁施設、教育文化施設、厚生医療施設、事務所建築物及び公園・運動

場等が集積している。 

 

⑥ 法令による基準等 

日影規制の指定状況は、表 8.6-2及び図 8.6-2に示すとおりである。 

東京都の中高層建築物の日影規制は、「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条において、「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、対象区域及びその規制値が定められてい

る。規制対象区域外の建築物であっても、高さが 10ｍを超え、かつ規制対象区域内に日

影を生じさせる場合は、規制対象区域内の規制が適用される。 

中野区は、用途地域を基本に用途地域内をさらに区分し、表中の種別 a～gのとおり、

日影規制値を定めている。 

計画地に隣接する区域については、北側の一部、東側、南側、西側は商業地域に指定さ

れており、日影規制の対象から除かれている。なお、計画地北側の道路を挟んだ「（仮称）

中野四丁目西地区市街地再開発事業」の事業区域内の第一種住居地域は「e」に指定され

ているが、「中野区建設委員会資料」によると、用途地域が第一種住居地域から商業地域

へ変更予定とされている。そのため、図 8.6-2に示している計画地北側の道路を挟んだ日

影規制についても対象外となる予定である。 

 

表 8.6-2 日影規制の指定状況 

種 別 

規制される日影時間 

規制される範囲 

（敷地境界線からの水平距離） 
測定水平面 

（平均地盤面からの高さ） 
５ｍを超える範囲 10ｍを超える範囲 

a ３時間以上 ２時間以上 

1.5ｍ b ４時間以上 2.5 時間以上 

c ５時間以上 ３時間以上 

d ３時間以上 ２時間以上 ４ｍ 

e ４時間以上 2.5 時間以上 
４ｍ又は 6.5ｍ 

f ５時間以上 ３時間以上 

g 日影時間を指定しない区域 

注）日影規制値の種別が表記されていない場所（図 8.6-2参照）は、商業地域、一部近隣商業地域または「東

京都日影による中高層の高さ制限に関する条例第２条４号」の規定により、日影規制の対象区域から除か

れる区域である。 

資料：「中野区用途地域・地区、日影規制指定図及び東京都建築安全条例第７条の３第１項に基づく区域図(令 

和４年３月１日現在）」(中野区） 

：「杉並区電子地図サービス すぎナビ」（令和４年６月閲覧、杉並区ホームページ） 
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8.6.2 予 測 

(1) 予測事項 

① 工事の完了後 

・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及び

時間数等の日影の状況の変化の程度 

 

(2) 予測の対象時点 

① 工事の完了後 

計画建築物の工事の完了後とした。 

 

(3) 予測地域・地点 

① 工事の完了後 

ア 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 

計画建築物による日影が生じると予測される範囲とした。 

 

イ 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及び時間

数等に日影に状況の変化の程度 

現地調査地点とした。 

 

(4) 予測結果 

① 工事の完了後 

ア 冬至日における日影の範囲、日影となる時刻、時間数等の日影に状況の変化の程度 

計画建築物による時刻別日影図は、図 8.6-3に示すとおりである。計画建築物による日

影が及ぶ範囲は、計画地敷地境界から８時には北西側約 1,680ｍ、12時には北側約 300ｍ、

16時には北東側約 1,760ｍと予測する。 

計画建築物による等時間日影図は、図 8.6-4に示すとおりである。計画建築物による日

影は、日影規制区域にも生じるものの、４時間以上の日影は、日影規制区域内には生じず、

2.5 時間以上の日影は、敷地境界線（計画地北側は道路に接するため、建築基準法に基づ

き、みなし境界線が適用される 注））から５ｍ以上 10ｍ以下の範囲に収まり、日影規制値

を満足すると予測する。 

  

 
注）「建築基準法施行令」第 135 条の 12 第３項第１号によると、“建築物の敷地が道路、水面、線路敷その他これ

らに類するものに接する場合においては、当該道路、水面、線路敷その他これらに類するものに接する敷地

境界線は、当該道路、水面、線路敷その他これらに類するものの幅の二分の一だけ外側にあるものとみなす。

ただし、当該道路、水面、線路敷その他これらに類するものの幅が十メートルを超えるときは、当該道路、

水面、線路敷その他これらに類するものの反対側の境界線から当該敷地の側に水平距離五メートルの線を敷

地境界線とみなす。”とされている。本事業の計画地北側は道路に接することから、上記規定に基づき、みな

し境界線を設定している（図 8.6-4 参照）。 
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注2) 日影時間には樹木や電柱などを含んでいない。

№2
中野区役所南側

夏至日
現況 約０分

冬至日
現況

約５時間30分
（約50分）

№1
中野
四季の森公園

夏至日
現況 約０分

冬至日
現況 約５時間40分

春秋分

約１時間
20分増

完了後 約７時間00分

約０分
完了後 約０分

現況 約０分
約１時間
20分増

完了後
約１時間20分

（約１時間20分）

地 点 時期
時刻（真太陽時） 日影時間(計画地内

建築物による日影時間)
日影増減

時間8 9 10 11 12 13 14 15 16

約０分
完了後 約０分

春秋分
現況 約３時間

約１時間
20分増

完了後
約４時間20分

（約１時間20分）

約１時間
10分増

完了後
約６時間40分

（約２時間00分）

約０分
完了後 約０分

約１時間
10分増

完了後
約１時間30分

（約１時間10分）

約１時間
10分増

完了後
約６時間00分

（約５時間00分）

注1)  日影時間  計画地内建築物による日影時間

№3
計画地北側

夏至日
現況 約０分

冬至日
現況

約４時間50分
(約２時間20分)

春秋分
現況 約20分

イ 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及び時間

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は表 8.6-3に示すとおりである。 

№1 では、春秋分において約１時間 20 分、計画建築物により日影時間が増加する。ま

た、冬至日において約１時間 20分、周辺開発により日影時間が増加する。 

№2 では、春秋分において約１時間 20 分、計画建築物により日影時間が増加する。ま

た、冬至日において約１時間 10分、計画建築物により日影時間が増加する。 

№3 では、春秋分において約１時間 10 分、計画建築物により日影時間が増加する。ま

た、冬至日において約１時間 10分、計画建築物により日影時間が増加する。 

なお、いずれの地点でも夏至日においては現況及び完了後ともに日影時間は約 0 分で

あった。 

 

表 8.6-3 主要な地点における日影時間の変化 
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8.6.3 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 

・長時間日影の影響を受ける範囲を極力小さくするよう高層棟を計画地南側に配置する

とともに、計画地北側は高さを抑えた計画建築物を配置した。 

 

8.6.4 評 価 

(1) 評価の指標 

① 工事の完了後 

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

規制値とした。 

 

(2) 評価の結果 

① 工事の完了後 

計画地周辺への日影の影響を低減するため、長時間日影の影響を受ける範囲を極力小

さくするよう配慮した建物配置、形状とすることにより、冬至日において、計画建築物に

よる日影は、日影規制区域にも生じるものの、４時間以上の日影は、日影規制区域内には

生じず、2.5時間以上の日影は、敷地境界線（計画地北側は道路に接するため、建築基準

法に基づき、みなし境界線が適用される）から５ｍ以上 10ｍ以下の範囲に収まると予測

する。 

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」に定める規制値を満足すると考える。 
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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 調査事項及び選択理由 

項 目 選定理由 

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、計画地周辺のテレビ電波の受信状況に
影響を及ぼすことが考えられる。 

以上のことから、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 

調査地点(40 地点)における地上デジタル放送の東京局(広域局８放送局、県域局１放送

局)の画像評価は、１地点・１放送局で「△(ブロックノイズや画面フリーズあり)」であ

ったが、その他の地点・放送局では「○(正常に受信)」であった。 

品質評価については、２地点・２放送局で「D(不良)」であったが、その他の地点・放

送局では「A(きわめて良好)」、「B(良好)」及び「C(おおむね良好)」であった。 

 

② テレビ電波の送信状況 

計画地及びその周辺におけるテレビ電波は、地上デジタル放送の東京局（広域局８放送

局、県域局１放送局）が計画地の東方向から、衛星放送（放送衛星（BS）、通信衛星（CS））

が計画地の南西から南南西の方向から送信されている。 

 

③ 高層建築物及び住宅等の分布状況 

計画地内には勤労青少年センター（中野サンプラザ：高さ約 92ｍ）があり、計画地西

側約 100ｍには中野四丁目開発計画 区域５ オフィス棟（中野セントラスパークサウ

ス：高さ約 100ｍ）、北側約 20ｍには中野サンクォーレタワー（高さ約 102ｍ）、南西側約

100ｍには NTT中野ビル（高さ約 100ｍ）がある。 

また、現在、工事中または計画中の周辺開発事業の建築物の情報が把握できたものとし

て、北側約 20ｍには（仮称）中野四丁目西地区市街地再開発事業（高さ約 165ｍ）、南西

側約 120ｍには囲町東地区第一種市街地再開発事業（高さＡ棟・約 100ｍ、Ｂ棟・約 90ｍ）、

南東側約 150ｍには中野二丁目地区第一種市街地再開発事業（高さ住宅棟：約 147ｍ、事

務所棟：約 117ｍ）がある。 

住宅等の状況としては、中野駅の北西側地区には、大規模な官公庁施設、教育文化施設、

厚生医療施設、事務所建築物及び公園・運動場等が集積している。また、駅周辺には、こ

うした施設以外に、住商併用建物の立地がみられ、さらにその周辺には、独立住宅、集合住宅

を中心に、事務所建築物、教育文化施設、公園・運動場等が混在する市街地を形成している。  
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④ 地形の状況 

計画地及びその周辺の地形分類図によると、計画地は台地・段丘（完新世段丘）で、そ

の周辺にも広く分布している。また、妙正寺川沿いや大久保通り沿いなどは、段丘に入り

込む形状で、切土地、盛土地・埋立地及び凹地・浅い谷等が分布しており、計画地及びそ

の周辺は、比較的平坦な地形を呈している。 

 
8.7.2 予 測 

(1) 予測事項 

① 工事の完了後 

・計画建築物の設置によるテレビ電波の遮へい障害及び反射障害 

 

(2) 予測の対象時点 

① 工事の完了後 

計画建築物の工事の完了後とした。 

 

(3) 予測地域・地点 

① 工事の完了後 

現地調査の調査地域と同様とした。 

 

(4) 予測結果 

① 工事の完了後 

ア 計画建築物の設置によるテレビ電波の遮へい障害及び反射障害 

計画建築物の設置による地上デジタル放送及び衛星放送の遮へい障害範囲の予測結果

は、表 8.7-2～表 8.7-3及び図 8.7-1～図 8.7-2に示すとおりである。 

また、東京スカイツリーからのテレビ電波は、計画建物（高層部）により反射するが、

デジタル放送の伝送方式が持つ特性等から、障害が予測されない（地域的な障害として図

示するまでには至らない）。 

 

表 8.7-2 地上デジタル放送の遮へい障害の予測結果 

区 分 方 向 
最大距離注） 

（ｍ） 

最大幅 

（ｍ） 

東京局広域局 

（ﾃﾞｼﾞﾀﾙ 21～27ch） 
西  約 50 約 150 

東京局県域局 

（ﾃﾞｼﾞﾀﾙ 16ch） 
西 約 105 約 150 

注）計画地敷地境界からの最大距離を示す。 

 

表 8.7-3 衛星放送の遮へい障害の予測結果 

区 分 方 向 
最大距離注） 

（ｍ） 

最大幅 

（ｍ） 

BS110°・CS110° 北東 約 320 110 

JCSAT-3 北北東 約 195  90 

JCSAT-4 北北東 約 220  95 
注）計画地敷地境界からの最大距離を示す。 
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図 8.7-1 地上デジタル放送の遮へい障害予測範囲  
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図 8.7-2 衛星放送の遮へい障害予測範囲  
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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 

・クレーンの未使用時にはクレーンのブームを電波到来方向に平行に向け、テレビ電

波の受信障害の発生を極力防止するように配慮する。 

・工事の進捗に応じて電波障害が発生すると予想される場合には、障害が発生する前

に適切な対策を講じる。 

・工事の進捗により、本工事に起因する障害が発生した場合は、受信状況に応じて適切

な対策を講じる。 

・テレビ電波の受信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の受信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。 

・テレビ電波の受信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、受信状況に応じて適切な対策を講じる。 

・テレビ電波の受信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 

① 工事の完了後 

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 

① 工事の完了後 

ア 計画建築物の設置によるテレビ電波の遮へい障害及び反射障害 

計画建築物の設置による地上デジタル放送については、計画地の西側の一部の地域に

おいて遮へい障害が生じると予測するが、この地域に住宅等は存在しないため、受信障害

の影響を及ぼすおそれはないと考える。衛星放送については、計画地の北東側及び北北東

側の一部の地域において遮へい障害が生じると予測するが、工事の進捗により衛星放送

の受信障害が発生すると予測される場合には、障害が発生する前に適切な対策を講じる

とともに、工事の進捗や計画建築物により、本事業に起因する受信障害が発生した場合に

は、受信状況に応じて適切な対策を講じる。 

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 調査事項及び選択理由 

項 目 選定理由 

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
ことが考えられる。 

以上のことから、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 

調査地域は、計画建築物が風環境に影響を及ぼすと考えられる地域とし、図 8.8-1 に

示すとおり、計画建築物の最高高さの２倍程度の範囲（計画地中心から約 500ｍ）とし

た。 

① 地域の風の状況 

ア 上空風の状況 

旧東京管区気象台（東京都千代田区大手町 1-3-4）で観測された 10 年間（平成９年１

月～平成 18年 12月）の風向出現頻度は、１m/s以上の風速の場合、最多風向は北北西で

あり、次いで北、南西となっている。５m/s 以上の風速の場合、最多風向は北北西であ

り、次いで南西、北となっている。 

 

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（建設前の風環境）は、

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 

計画地周辺における風の影響に特に配慮すべき施設等としては、教育施設、福祉施設

及び都市計画公園が存在している。なお、調査地域内に登録・指定文化財は分布してい

ない。 
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図 8.8-1 風環境の調査地域  
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③ 風環境について考慮すべき建築物の状況 

計画地周辺の高層建築物の状況としては、北側にサンクォーレタワー（26 階建約 102

ｍ）、北東側にザ・パークハウス中野タワー（24 階建約 89ｍ）、西側に中野セントラルパ

ークサウス（22階建約 100ｍ）、NTTドコモ中野ビル（18階建約 100ｍ）、南側に中野ツイ

ンマークタワー（29 階建約 102ｍ）等が存在している。 

また、現在、工事中または計画中の周辺開発事業の建築物の情報が把握できたものと

して、北側約 20ｍには（仮称）中野四丁目西地区市街地再開発事業（高さ約 165ｍ）、南

西側約 120ｍには囲町東地区第一種市街地再開発事業（高さＡ棟・約 100ｍ、Ｂ棟・約 90

ｍ）、南東側約 150ｍには中野二丁目地区第一種市街地再開発事業（高さ住宅棟：約 147

ｍ、事務所棟：約 117ｍ）がある。 

 

④ 地形の状況 

計画地及びその周辺の地形分類図によると、計画地は台地・段丘（完新世段丘）で、そ

の周辺にも広く分布している。また、妙正寺川沿いや大久保通り沿いなどは、段丘に入り

込む形状で、切土地、盛土地・埋立地及び凹地・浅い谷等が分布しており、計画地及びそ

の周辺は、比較的平坦な地形を呈している。 

 

⑤ 土地利用の状況 

計画地及びその周辺の用途地域図によると、計画地は商業地域に、周辺は第一種低層

住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、近隣商業地域、

商業地域、準工業地域及び準工業地域（特別工業地区）に指定されている。 

なお、「中野区建設委員会資料」（令和２年 12月、中野区）によると、計画地北側の道

路を挟んだ「（仮称）中野四丁目西地区市街地再開発事業」の事業区域内の第一種住居地

域は商業地域に変更予定とされている。 

計画地及びその周辺の土地利用現況図によると、計画地は官公庁施設、宿泊・遊興施

設が存在している。計画地周辺では、駅周辺で住商併用建物、集合住宅を中心に、事務

所建築物、教育文化施設等が混在する市街地を形成している。また、計画地西側には大

規模な官公庁施設、教育文化施設、厚生医療施設、事務所建築物及び公園・運動場等が

集積している。 
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8.8.2 予 測 

(1) 予測事項 

① 工事の完了後 

・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 

 

(2) 予測の対象時点 

① 工事の完了後 

計画建築物の工事の完了後（本事業による植栽等が安定した時点）とした。 

 

(3) 予測地域・地点 

① 工事の完了後 

ア 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 

現地調査地域と同様とした。 

 

(4) 予測結果 

① 工事の完了後 

ア 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 

予測は、風洞実験により実施した。実験に使用した模型は、写真 8.8-1 に示すとおり

である。模型の縮尺は 1/500 とし、調査地域である計画地周辺の半径 500ｍの範囲を再

現し、半径 500～750ｍの範囲には図 8.8-1に示す高層建築物のみ再現した。 

また、実験は、建設前、計画建築物の建設後（対策前）及び防風植栽等を考慮した計

画建築物の建設後（対策後）の３ケースについて実施した。測定高さは、地上、デッキ

等から２ｍ相当とした。 

 

[全景：計画地南側より]           [計画建築物南西側より] 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

写真 8.8-1風洞実験模型 
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(ｱ) 平均風向、平均風速の変化する地域の範囲及び変化の程度 

旧東京管区気象台において、冬季の主風向である北北西及び夏季の主風向である南西

の風向について風速比ベクトルを予測した。 

風向 NNW（建設前から建設後（対策前）の変化）では、計画建築物の高層棟の風下側

にあたる中野通りの歩道上の測定点において、建設前後で風向が大きく変化し、風速比

も増加する測定点が多く見られた。 

風向 SW（建設前から建設後（対策前）の変化）でも、高層棟の風下側にあたる中野通

りで風向の変化が大きい測定点が多く見られた。もともと風速比の大きい測定点が多い

ものの、建設後（対策前）は、さらに風速比が大きくなる地点も見られた。 

建設後（対策後）は、防風植栽の周辺の測定点では風速比が若干低下する風向も見ら

れたものの、全体的には建設後からの大きな変化は見られなかった。 

 

(ｲ) 平均風速及び日最大平均風速が変化する地域の範囲及びその程度 

年間平均風速に相当する累積頻度 55％の風速と、日最大平均風速の年間の平均値に相

当する累積頻度 95％の風速について、風工学研究所の提案による風環境評価指標（表

8.8-2参照）により、総合的に評価した。 

建設前、建設後（対策前）、建設後（対策後）の各測定点の風環境評価の領域は、図

8.8-2～図 8.8-4 に示すとおりである。 

また、実験に考慮した防風対策等の配置予定図は、図 8.8-5に示すとおりである。 

 

表 8.8-2 風環境評価指標（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 
平均風速 

（累積頻度 55％の風速） 

日最大平均風速 

（累積頻度 95％の風速） 

領域Ａ 
住宅地相当 

住宅地で見られる風環境 
≦1.2ｍ/秒 ≦2.9ｍ/秒 

領域Ｂ 

低中層市街地相当 

領域Ａと領域Ｃの中間的

な街区で見られる風環境 

≦1.8ｍ/秒 ≦4.3ｍ/秒 

領域Ｃ 

中高層市街地相当 

オフィス街で見られる風

環境 

≦2.3ｍ/秒 ≦5.6ｍ/秒 

領域Ｄ 
強風地域相当 

好ましくない風環境 
＞2.3ｍ/秒 ＞5.6ｍ/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） 

 

  



- 170 - 

a 建設前における風環境の状況 

建設前における風環境は、予測地点の 74％にあたる 78 地点が領域Ａであり、領域Ｂ

は 26％にあたる 27地点であった。領域Ｃ、領域Ｄはみられなかった。 

 

b 建設前から建設後（対策前）における風環境の変化の程度 

建設後（対策前）における風環境は、予測地点の約 44％にあたる 48 地点が領域Ａで

あり、領域Ｂは約 53％にあたる 58 地点、領域Ｃは約３％にあたる３地点であった。領

域Ｄはみられなかった。 

建設前から建設後（対策前）で共通の 87地点の風環境の変化は、建設前と比べ、領域

が１段階増加した地点は 21地点（Ａ→Ｂ）、２段階増加した地点は１地点（Ａ→Ｃ）、１

段階減少した地点（Ｂ→Ａ）は１地点であった。 

領域Ａから領域Ｂに変化した地点は、計画地外周部沿いで多くみられた。 

 

c 建設前から建設後（対策後）における風環境の変化の程度 

建設後（対策後）における風環境は、予測地点の約 45％にあたる 49 地点が領域Ａで

あり、領域Ｂは約 55％にあたる 60 地点であった。領域Ｃ、領域Ｄは見られなかった。

建設後（対策前）において領域Ｃであった３地点は、いずれも防風対策により、領域Ｂ

に変化した。 

建設前から建設後（対策後）で共通の 87地点における風環境の変化は、建設前と比べ、

領域が１段階増加した地点は 22地点（Ａ→Ｂ）で、２段階増加した地点はなかった。１

段階減少した地点（Ｂ→Ａ）は２地点であった。 

領域Ａから領域Ｂに変化した地点は、計画地外周部沿いで多くみられた。  
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図 8.8-2 風環境指標に基づく風環境の状況（建設前） 
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図 8.8-3 風環境指標に基づく風環境の状況（建設後（対策前）） 
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図 8.8-4 風環境指標に基づく風環境の状況（建設後（対策後））  
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図 8.8-5 防風対策等の配置予定図 
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8.8.3 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 

・高層棟低層部の形状、庇等の形状を風環境に配慮した形状とする。 

・計画地内に防風植栽及び防風スクリーンを適切に配置する。 

 

② 予測に反映しなかった措置 

・防風植栽は、耐風性のある常緑樹を選定する。 

・防風植栽は、設置当初から十分に生長した樹木とし、良好な生育が可能となるよう、

十分な根入深さの確保に努めるとともに、樹木支柱による倒木を防ぐ対策の実施を検

討する。 

・防風植栽による効果が十分に得られるよう、適切な維持管理を行う。 

・工事の完了後の事後調査結果を踏まえ、必要に応じて、状況に応じた対応を検討する。 

 

8.8.4 評価 

(1) 評価の指標 

① 工事の完了後 

評価の指標は、「風工学研究所の提案による風環境評価指標に基づき風環境に著しい影

響を与えないこと」とした。 

 

(2) 評価の結果 

① 工事の完了後 

計画建築物建設前における計画地周辺の風環境は、概ね領域Ａ（住宅地相当）であり、

領域Ｂ（低中層市街地相当）も見られる。 

計画建築物建設後（対策前）は、概ね領域Ａ（住宅地相当）または領域Ｂ（低中層市

街地相当）であるが、一部において領域Ｃ（中高層市街地相当）が新たに生じる。しか

し、防風対策を適切に講じることにより、領域Ｃ（中高層市街地相当）はすべて領域Ｂ

（低中層市街地相当）になると予測する。 

以上のことから、計画建築物の存在に対し、計画地周辺における風環境は、変化はあ

るものの防風対策を実施することで領域Ａまたは領域Ｂを確保できることから「風工学

研究所の提案による風環境評価指標に基づき風環境に著しい影響を与えないこと」を満

足すると考える。 
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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 調査事項及び選択理由 

項 目 選定理由 

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、計画地周辺の景観に影響を及ぼすこ
とが考えられる。 

以上のことから、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 

計画地周辺は、計画地南側にＪＲ中野駅が位置しており、にぎわいの拠点となってい

る。計画地東側は主要幹線道路（都道 420 号・中野通り）に隣接し、沿道には低中層建

築物が立ち並ぶとともに、街路樹が植栽されている。計画地西側には中野四季の森公園

や中高層建築物が存在している。 

主な景観構成要素としては、建築物、道路等、鉄道、公園・緑地等があげられる。 

 

② 代表的な眺望地点及び眺望の状況 

代表的な眺望地点は表 8.9-2 及び図 8.9-1 に示すとおり、景観に影響を及ぼすと予想

される範囲内の計画建築物等が容易に見渡せると予想される地点、眺望が良い地点、不

特定多数の人の利用度や滞留度が高い地点、周辺住民が慣れ親しんだ身近な景観が望め

る地点等の代表的な地点とし、12 地点を選定した。 

代表的な眺望地点からの眺望の状況は、写真 8.9-1～12（現況）（p.182～193参照）に

示すとおりである。 

 

③ 圧迫感の状況 

主要な地点において撮影した天空写真から、圧迫感の指標のひとつである形態率を算

定する方法とした。 

調査地点は、図 8.9-2に示すとおりである。 

主要な地点における現況の形態率は、表 8.9-3（現況）（p.194 参照）に示すとおりで

ある。 
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表 8.9-2 代表的な眺望地点 

区

分 
調査地点 

計画地中心 

からの距離 

計画地 

からの

方角 

選定理由 

近
景 

№1 新井交差点 約  250ｍ 北 
計画地の北側に位置する。交差点
として、不特定多数の人々が利用
する場所である。 

№2 打越公園 約  400ｍ 東 
計画地の東側に位置する。公園と
して、不特定多数の人々が利用・
滞留する場所である。 

№3 
なかの ZERO 
(もみじ文化センター) 

約  725ｍ 南東 
計画地の南東側に位置する。文化
施設等として、不特定多数の人々
が利用する場所である。 

№4 中野四季の森公園 約  275ｍ 西 
計画地の西側に位置する。公園と
し、不特定多数の人々が利用・滞
留する場所である。 

中
景 

№5 平和の森公園 約 1,025ｍ 北 
計画地の北側に位置する。公園と
して、不特定多数の人々が利用・
滞留する場所である。 

№6 文園公園 約 1,125ｍ 東 
計画地の東側に位置する。公園と
して、不特定多数の人々が利用・
滞留する場所である。 

№7 杉山公園交差点 約 1,200ｍ 南 
計画地の南側に位置する。交差点
として、不特定多数の人々が利用
する場所である。 

№8 蚕糸の森公園  約 1,375ｍ 南南西 
計画地の南南西側に位置する。公
園として、不特定多数の人々が利
用・滞留する場所である。 

№9 高円寺南歩道橋 約  925ｍ 西南西 
計画地の西南西側に位置する。歩
道橋として、不特定多数の人々が
利用する場所である。 

遠
景 

№10 東中野駅西口駅前広場 約 1,675ｍ 東 
計画地の東側に位置する。駅前広
場として、不特定多数の人々が利
用する場所である。 

№11 遊び場 118 番 約 1,825ｍ 西 
計画地の西側に位置する。公園と
して、不特定多数の人々が利用・
滞留する場所である。 

近
景 

№12 中野駅北口駅前広場 約  200ｍ 南東 
計画地の南東側に位置する。駅前
広場として、不特定多数の人々が
利用する地点である。 
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図 8.9-1 代表的な眺望地点  
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図 8.9-2 圧迫感の調査地点 
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④ 土地利用の状況 

計画地及びその周辺の土地利用現況図は、計画地は官公庁施設、宿泊・遊興施設が存

在している。計画地周辺では、駅周辺で住商併用建物、集合住宅を中心に、事務所建築

物、教育文化施設等が混在する市街地を形成している。また、計画地西側には大規模な

官公庁施設、教育文化施設、厚生医療施設、事務所建築物及び公園・運動場等が集積し

ている。 

 

⑤ 都市の景観の保全に関する方針等 

「東京都景観計画」（平成 30 年８月改定、東京都都市整備局）、「中野区都市計画マス

タープラン」（令和４年６月、中野区）、「中野区景観方針」（令和４年６月、中野区）、

「中野駅周辺まちづくりグランドデザイン Ver.3」（平成 24 年６月、中野区）、「中野四

丁目新北口地区まちづくり方針」（平成 30年３月、中野区）がある。 

ここで、「中野四丁目新北口地区まちづくり方針」では、本地区における景観形成の考

え方としてシンボリックな景観の方針が示されている。 
 

＜シンボリックな景観形成＞ 

・中野駅周辺に立地する高層建築物群や大規模なアリーナをはじめとする複数の集客

交流施設、オープンスペースなどにより、一体的なまとまりをもった東京西部都市

圏の新たなシンボル、ランドマークとなることを考慮した景観を形成する。また、

中野通りやけやき通り沿道などにおける中高層部の調和にも配慮した景観形成を誘

導する。 

 
資料：「中野四丁目新北口地区まちづくり方針（平成30年３月、中野区）」 

図8.9-3 中野四丁目新北口地区における景観形成(シンボリックな景観形成)のイメージ図 
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⑥ 法令による基準等 

「景観法」（平成 16年６月、法律第 110号）、「東京都景観条例」（平成 18年 10月、東

京都条例第 136号）がある。 

 

8.9.2 予 測 

(1) 予測事項 

① 工事の完了後 

・主要な景観構成要素の改変の程度及び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 

 

(2) 予測の対象時点 

① 工事の完了後 

計画建築物の工事の完了後とした。 

 

(3) 予測地域・地点 

① 工事の完了後 

現地調査の調査地域・地点と同様とした。 

 

(4) 予測結果 

① 工事の完了後 

ア 主要な景観構成要素の改変の程度及び地域景観の特性の変化の程度 

主要な景観の構成要素は、現況では、計画地内は中高層の建築物、計画地周辺は中高

層の建築物の他、鉄道や公園等である。工事の完了後は、計画地や周辺地区での再開発

事業等により高度利用が図られるが、主要な景観の構成要素の改変の程度は、現況と同

じ中高層の建築物の他、鉄道や公園等であり、大きく変化しないと予測する。 

また、計画建築物は最高高さ約 260ｍの高層建築物であり、中野駅前の新たなシンボ

ル拠点となり、本事業により賑わいを創出するまちにひらかれた広場空間や緑を創出す

ることにより、活気と賑わいにあふれたまちづくりに寄与するものと予測する。 

 

イ 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 8.9-1～12

に示すとおりである。 
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写真 8.9-1 眺望の状況（№1新井交差点）  

現
況 

 

工
事
の
完
了
後 

 
現況： 

計画地北側(計画地中心から約 250ｍ)か

らの眺望であり、道路沿道の建築物等の後

方に計画地内の既存建築物（中野サンプラ

ザ）の一部を視認できる。 

 

工事の完了後： 

道路沿道の建築物等の後方に計画建築物

（高層棟）の一部を視認できる。計画建築

物は沿道建築物の一部として認識される。 

計画建築物 
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写真 8.9-2 眺望の状況（№2打越公園）  

現
況 

 

工
事
の
完
了
後 

 
現況： 

計画地東側(計画地中心から約 400ｍ)か

らの眺望であり、計画地周辺の建築物等の

後方に計画地内の既存建築物（中野サンプ

ラザ）の一部を視認できる。 

 

工事の完了後： 

計画地周辺の建築物等の後方に計画建築

物（高層棟）を視認できる。計画建築物は

中野駅前の新たなランドマークとして認識

される。 

計画建築物 
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写真 8.9-3 眺望の状況（№3なかの ZERO（もみじ文化センター））  

現
況 

 

工
事
の
完
了
後 

 
現況： 

計画地南東側(計画地中心から約 725ｍ)

からの眺望であり、計画地周辺の建築物等

の後方に計画地内の既存建築物（中野サン

プラザ）の一部を視認できる。 

 

工事の完了後： 

計画地周辺の建築物等の後方に計画建築

物（高層棟）を視認できる。計画建築物は

中野駅前の新たなランドマークとして認識

される。 

計画建築物 （仮称）中野四丁目 

西地区市街地再開発事業 

囲町東地区第一種市

街地再開発事業 
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写真 8.9-4 眺望の状況（№4中野四季の森公園）  

現
況 

 

工
事
の
完
了
後 

 
現況： 

計画地西側(計画地中心から約 275ｍ)からの

眺望であり、中野四季の森公園周囲の建築物が

視認でき、都市のオープンスペースであること

が認識される。 

 

工事の完了後： 

公園周囲の建築物の後方に計画建築物（高層

棟）を視認できる。計画建築物は中野駅前の新

たなランドマークとして認識される。 

計画建築物 中野二丁目地区第一

種市街地再開発事業 
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写真 8.9-5 眺望の状況（№5平和の森公園）  

現
況 

 

工
事
の
完
了
後 

 
現況： 

計画地北側(計画地中心から約 1,025ｍ)

からの眺望であり、平和の森公園周囲の建

築物が視認でき、都市のオープンスペース

であることが認識される。 

 

工事の完了後： 

公園周囲の建築物の後方に計画建築物

（高層棟）の一部を視認できる。計画建築

物は周辺開発事業の建築物とともに、中野

駅前の新たなランドマークとして認識され

る。 

計画建築物 

（仮称）中野四丁目 

西地区市街地再開発事業 
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写真 8.9-6 眺望の状況（№6文園公園）  

現
況 

 

工
事
の
完
了
後 

 
現況： 

計画地東側(計画地中心から約 1,125ｍ)

からの眺望であり、文園公園周囲の建築物

や樹木等が視認できる。 

 

工事の完了後： 

公園周囲の樹木等の後方に計画建築物

（高層棟）の一部を視認できる。計画建築

物は中野駅前の新たなランドマークとして

認識される。 

計画建築物 （仮称）中野四丁目 

西地区市街地再開発事業 
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写真 8.9-7 眺望の状況（№7杉山公園交差点）  

現
況 

 

工
事
の
完
了
後 

 
現況： 

計画地南側(計画地中心から約 1,200ｍ)

からの眺望であり、沿道の建築物等が視認

できる。 

 

工事の完了後： 

計画建築物は沿道の建築物等に隠れ、視

認できない。 

計画建築物 
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写真 8.9-8 眺望の状況（№8蚕糸の森公園）  

現
況 

 

工
事
の
完
了
後 

 
現況： 

計画地南南西側(計画地中心から約 1,375

ｍ)からの眺望であり、蚕糸の森公園周囲

の樹木や建築物等を視認できる。 

 

工事の完了後： 

計画建築物は公園周囲の樹木の後方に隠

れ、視認できない。 

計画建築物 
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写真 8.9-9 眺望の状況（№9高円寺南歩道橋）  

現
況 

 

工
事
の
完
了
後 

 
現況： 

計画地西南西側(計画地中心から約 925

ｍ)からの眺望であり、前方の道路や沿道

の建築物等の後方に中野駅周辺の建築物の

一部を視認できる。 

 

工事の完了後： 

前方の道路や沿道の建築物等の後方に計

画建築物（高層棟）の一部を視認できる。

計画建築物は中野駅前の新たなランドマー

クとして認識される。 

計画建築物 囲町東地区第一種

市街地再開発事業 
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写真 8.9-10 眺望の状況（№10東中野駅西口駅前広場）  

現
況 

 

工
事
の
完
了
後 

 
現況： 

計画地東側(計画地中心から約 1,675ｍ)

からの眺望であり、前方の道路や建築物等

の後方に中野駅周辺の建築物の一部を視認

できる。 

 

工事の完了後： 

前方の道路や建築物等の後方に計画建築

物（高層棟）を視認できる。計画建築物は

中野駅前の新たなランドマークとして認識

される。 

計画建築物 

囲町東地区第一種

市街地再開事業 

中野二丁目地区第一

種市街地再開発事業 

（仮称）中野四丁目 

西地区市街地再開発事業 
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写真 8.9-11 眺望の状況（№11遊び場 118番）  

現
況 

 

工
事
の
完
了
後 

 
現況： 

計画地西側(計画地中心から約 1,825ｍ)

からの眺望であり、遊び場周囲の建築物等

の後方に中野駅周辺の建築物の一部を視認

できる。 

 

工事の完了後： 

遊び場周囲の建築物等の後方に計画建築

物（高層棟）の一部を視認できる。計画建

築物は中野駅前の新たなランドマークとし

て認識される。 

計画建築物 

（仮称）中野四丁目 

西地区市街地再開発事業 
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写真 8.9-12 眺望の状況（№12中野駅北口駅前広場）  

現
況 

 

工
事
の
完
了
後 

 
現況： 

計画地南東側(計画地中心から約 200ｍ)

からの眺望であり、駅前のデッキや庇、広

場周囲の建築物の後方に、計画地内の既存

建築物（中野区役所及び中野サンプラザ）

の一部を視認できる。 

 

工事の完了後： 

駅前のデッキや庇、広場周囲の建築物の

後方に計画建築物を視認できる。計画建築

物は中野駅前の主要な構成要素として認識

される。 

計画建築物 

（仮称）中野四丁目 

西地区市街地再開発事業 

囲町東地区第一種

市街地再開発事業 

中野駅橋上駅舎等 

整備事業 
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ウ 圧迫感の変化の程度 

予測地点における圧迫感の変化の程度は、表 8.9-3に示すとおりである。 

工事の完了後の地域全体の形態率は、現況と比較して 3.2～23.7％増加すると予測す

る。また、工事の完了後の計画建築物の形態率は、8.7～32.1％であると予測する。 
 

表 8.9-3 圧迫感の変化の程度 

地 点 

現 況 工事の完了後 変化量 

地域全体 
うち 

計画地内 
地域全体 

うち 

計画地内 
地域全体 

うち 

計画地内 

地点 a 計画地北側 37.6％  4.3％ 51.1％  8.7％ ＋13.5％ ＋ 4.4％ 

地点 b 計画地北東側 63.6％ 17.3％ 66.8％ 15.1％ ＋ 3.2％ － 2.2％ 

地点 c 計画地南東側 46.6％  6.3％ 70.3％ 32.1％ ＋23.7％ ＋25.8％ 

地点 d 
計画地南側歩

道橋上 
 9.6％  2.4％ 30.7％ 18.8％ ＋21.1％ ＋16.4％ 

地点 e 計画地西側 50.5％ 12.1％ 65.3％ 20.9％ ＋14.8％ ＋ 8.8％ 

 

8.9.3 環境保全のための措置 

(1) 工事の完了後 

① 予測に反映しなかった措置 

・外壁面等の色彩や素材等については、周辺の街並みとの調和に配慮する。 

・屋上緑化の整備、沿道の緑化の推進を図る。 

・中野四季の都市エリアや新庁舎との一体感のある落ち着いた、みどり豊かな街並み

景観の形成を図る。 

・みどりのネットワークの形成及びオープンスペースの創出を図る。 

・中野通り側の街路樹と連続するみどりのネットワークを形成し、施設の賑わいとみ

どりによるヒューマンスケール豊かな歩行者空間の創出を図る。 

・高層部と低層部を大庇により分節し､低層部に視線や意識を集め､圧迫感の軽減を図る。 

 

8.9.4 評 価 

(1) 評価の指標 

① 工事の完了後 

ア 主要な景観構成要素の改変の程度及び地域景観の特性の変化の程度 

評価の指標は、「中野区都市計画マスタープラン」の方針から計画地を含む「中央部地

域」のまちづくり方針を踏まえ、「中野の顔としてまた東京の新たな顔としてふさわしい、

活気とにぎわいにあふれた拠点を形成すること」とした。 
 

イ 代表的な眺望地点からの眺望の変化の程度 

評価の指標は、「中野四丁目新北口地区まちづくり方針」の中野四丁目新北口地区にお

ける景観形成の考え方を踏まえ、「新たなシンボル、ランドマークとなることを考慮した

景観を形成すること」とした。 
 

ウ 圧迫感の変化の程度 

評価の指標は、「圧迫感の軽減を図ること」とした。 
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(2) 評価の結果 

① 工事の完了後 

ア 主要な景観構成要素の改変の程度及び地域景観の特性の変化の程度 

主要な景観の構成要素は、現況では、計画地内は中高層の建築物、計画地周辺は中高

層の建築物の他、鉄道や公園等である。工事の完了後は、計画地や周辺地区での再開発

事業等により高度利用が図られるが、主要な景観の構成要素の改変の程度は、現況と同

じ中高層の建築物の他、鉄道や公園等であり、大きく変化しないと予測する。 

また、計画建築物は最高高さ約 260ｍの高層建築物であり、中野駅前の新たなシンボ

ル拠点となり、本事業により賑わいを創出するまちにひらかれた広場空間や緑を創出す

ることにより、活気と賑わいにあふれたまちづくりに寄与するものと予測する。 

以上のことから、評価の指標とした「中野の顔としてまた東京の新たな顔としてふさ

わしい、活気とにぎわいにあふれた拠点を形成すること」を満足すると考える。 

 

イ 代表的な眺望地点からの眺望の変化の程度 

工事の完了後には、近景域～遠景域の多くの地点で計画建築物（高層棟）を視認でき、

中野駅前における新たなランドマークとして認識されるものと予測する。 

以上のことから、評価の指標とした「新たなシンボル、ランドマークとなることを考

慮した景観を形成すること」を満足すると考える。 

 

ウ 圧迫感の変化の程度 

工事の完了後の地域全体の形態率の変化量は、現況と比較して 3.2～23.7％増加する。

また、工事の完了後の計画建築物の形態率は 8.7～32.1％であると予測するが、屋上緑

化の整備、沿道の緑化の推進、高層部と低層部を大庇により分節を図る等の環境保全措

置を実施することで、圧迫感の軽減が図られるものと予測する。 

以上のことから、評価の指標とした「圧迫感の軽減を図ること」を満足すると考える。 
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8.10 自然との触れ合い活動の場 

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 調査事項及び選択理由 

項 目 選定理由 

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 

工事の施行中の施設の建設、工事の完了後の施設の供用及び関
連車両の走行に伴い計画地周辺の自然との触れ合い活動の場であ
るウォーキングコース（中野四季の森公園～中部スポーツ・コミ
ュニティプラザコース）に影響を及ぼすことが考えられる。 

以上のことから、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。 
 

 

(1) 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 

「公園マップ・公園一覧」（中野区）、「中野区ウォーキングマップ」（平成 30年３月、

中野区）によると、計画地周辺の自然との触れ合い活動の場は、都市計画公園が６ヶ所、

都市公園・緑地等が 35ヶ所、ウォーキングコースが６コース存在している。 

 

イ 現地調査 

計画地周辺に位置するウォーキングコースのうち、計画地を通るコースで本事業の実

施により影響を及ぼすと考えられる範囲（図 8.10-1参照）を対象に、現地調査によりコ

ースの状況、利用状況を把握した。 

調査範囲におけるウォーキングコースの状況は、中野駅付近から中野四季の森公園ま

で歩車分離の歩道や横断歩道が整備されており、歩行者の往来に支障はない状況であっ

た。また、調査地点におけるウォーキングコース等の利用者数は、表 8.10-4(1)～(4)に

示すとおりである。調査結果の整理にあたっては、ランニング・ウォーキング、親子連

れ、犬の散歩での利用者をウォーキングコース利用者数とし、通勤、通学、その他（利

用者の種別の判断が困難な場合）での利用者数と区分した。 

調査地点では、通勤・通学等の利用者数も多かったが、ウォーキングコース利用者数

については、以下のような状況であった。 

ウォーキングコース利用者の合計は、秋季の平日で469人/12時間、休日で1,660人/12

時間、春季の平日で266人/12時間、休日で831人/12時間であり、秋季・春季とも休日の

利用者が多かった。 
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表 8.10-2(1) ウォーキングコース等の利用者数（秋季・平日） 

種 別 

 

時間帯 

ｳｫｰｷﾝｸﾞｺｰｽ利

用者注 2）(人) 

 通勤 

（スーツ・作業服） 

(人) 

通学注 2） 

 

(人) 

その他注 3） 

 

(人) 

合 計 

 

(人) 

割合 

(％) 

6：00～ 7：00  89   19.0    62   1    17    169 

7：00～ 8：00  43    9.2   216   5    59    323 

8：00～ 9：00   8    1.7   168  40   245    461 

9：00～10：00  31    6.6    74   8   197    310 

10：00～11：00  26    5.5    44  79   207    356 

11：00～12：00  47   10.0    61  15   241    364 

12：00～13：00  53   11.3   452  90   365    960 

13：00～14：00  41    8.7   141  13   316    511 

14：00～15：00  31    6.6    31  15   195    272 

15：00～16：00  27    5.8    39  21   181    268 

16：00～17：00  33    7.0    29  53   169    284 

17：00～18：00  40    8.5    72  24   136    272 

合 計 469 100.0 1,389 364 2,328  4,550 
注1)調査日：令和３年11月24日（水） 

注2)ウォーキングコース利用者は、ランニング・ウォーキング、親子連れ、犬の散歩を対象とした。 

注3)通学は、学生服を着た方や大学生（年代や服装、持ち物より判別）とみられる方とした。 

注4)その他は、利用者の種別の判断が困難な場合にその他としてカウントした。 

 

表 8.10-2(2)  ウォーキングコース等の利用者数（秋季・休日） 

種 別 

 

時間帯 

ｳｫｰｷﾝｸﾞｺｰｽ利

用者注 2）(人) 

 通勤 

（スーツ・作業服） 

(人) 

通学注 2） 

 

(人) 

その他注 3） 

 

(人) 

合 計 

 

(人) 

割合 

(％) 

6：00～ 7：00    64    3.9 12 2    43    121  

7：00～ 8：00   111    6.7  3 0    42    156  

8：00～ 9：00    53    3.2  6 0   120    179  

9：00～10：00   141    8.5  0 0   252    393  

10：00～11：00   214   12.9  2 0   351    567  

11：00～12：00   214   12.9  0 0   411    625  

12：00～13：00   195   11.7  0 0   475    670  

13：00～14：00   224   13.5  0 0   447    671  

14：00～15：00   178   10.7  0 0   424    602  

15：00～16：00   160    9.6  0 0   337    497  

16：00～17：00    74    4.5  0 0   265    339  

17：00～18：00    32    1.9  0 0   166    198  

合 計 1,660  100.0 23 2 3,333  5,018  
注1)調査日：令和３年11月21日（日） 

注2)ウォーキングコース利用者は、ランニング・ウォーキング、親子連れ、犬の散歩を対象とした。 

注3)通学は、学生服を着た方や大学生（年代や服装、持ち物より判別）とみられる方とした。 

注4)その他は、利用者の種別の判断が困難な場合にその他としてカウントした。なお、当日は中野四季の森

公園にて、終日フリーマーケットが開催されており関係者の出入りが多数あった。 

 

 

 

 

 

 

  



- 198 - 

表 8.10-2(3)  ウォーキングコース等の利用者数（春季・平日） 

種 別 

 

時間帯 

ｳｫｰｷﾝｸﾞｺｰｽ利

用者注 2）(人) 

 通勤 

（スーツ・作業服） 

(人) 

通学注 2） 

 

(人) 

その他注 3） 

 

(人) 

合 計 

 

(人) 

割合 

(％) 

6：00～ 7：00  56   21.1     4   3    18     81 

7：00～ 8：00  22    8.3   242  15    31    310 

8：00～ 9：00  18    6.8   129  48   100    295 

9：00～10：00  15    5.6    49  16    35    115 

10：00～11：00  28   10.5    13  27    39    107 

11：00～12：00  30   11.3    85  22    78    215 

12：00～13：00  11    4.1   415  51   244    721 

13：00～14：00  14    5.3   174  13   155    356 

14：00～15：00  23    8.6    40  16    53    132 

15：00～16：00  21    7.9    13  31    76    141 

16：00～17：00   5    1.9    43  42    82    172 

17：00～18：00  23    8.6    83  15    90    211 

合 計 266  100.0 1,290 299 1,001  2,856 
注1)調査日：令和４年４月13日（水） 

注2)ウォーキングコース利用者は、ランニング・ウォーキング、親子連れ、犬の散歩を対象とした。 

注3)通学は、学生服を着た方や大学生（年代や服装、持ち物より判別）とみられる方とした。 

注4)その他は、利用者の種別の判断が困難な場合にその他としてカウントした。 

 

表 8.10-2(4)  ウォーキングコース等の利用者数（春季・休日） 

種 別 

 

時間帯 

ｳｫｰｷﾝｸﾞｺｰｽ利

用者注 2）(人) 

 通勤 

（スーツ・作業服） 

(人) 

通学注 2） 

 

(人) 

その他注 3） 

 

(人) 

合 計 

 

(人) 

割合 

(％) 

6：00～ 7：00  60    7.2  1  0    11     72  

7：00～ 8：00  56    6.7  1  1    10     68  

8：00～ 9：00  34    4.1  0  1    29     64  

9：00～10：00  50    6.0  1  0    30     81  

10：00～11：00  56    6.7  0  0    73    129  

11：00～12：00 103   12.4  1  4   124    232  

12：00～13：00  92   11.1  9  0   276    377  

13：00～14：00 113   13.6  8  5   281    407  

14：00～15：00  71    8.5  1  2   179    253  

15：00～16：00  52    6.3  1  1   165    219  

16：00～17：00  72    8.7  1  2   174    249  

17：00～18：00  72    8.7  0  0   126    198  

合 計 831  100.0 24 16 1,478  2,349  
注1)調査日：令和４年４月17日（日） 

注2)ウォーキングコース利用者は、ランニング・ウォーキング、親子連れ、犬の散歩を対象とした。 

注3)通学は、学生服を着た方や大学生（年代や服装、持ち物より判別）とみられる方とした。 

注4)その他は、利用者の種別の判断が困難な場合にその他としてカウントした。 
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図 8.10-1 主要な自然との触れ合い活動の場の利用状況等調査地点  
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② 地形等の状況 

計画地及びその周辺の地形分類図によると、計画地は台地・段丘（完新世段丘）で、

その周辺にも広く分布している。また、妙正寺川沿いや大久保通り沿いなどは、段丘に

入り込む形状で、切土地、盛土地・埋立地及び凹地・浅い谷等が分布しており、計画地

及びその周辺は、比較的平坦な地形を呈している。 

 

③ 土地利用の状況 

計画地及びその周辺の土地利用現況図によると、計画地は官公庁施設、宿泊・遊興施

設が存在している。計画地周辺では、駅周辺で住商併用建物、集合住宅を中心に、事務

所建築物、教育文化施設等が混在する市街地を形成している。また、計画地西側には大

規模な官公庁施設、教育文化施設、厚生医療施設、事務所建築物及び公園・運動場等が

集積している。 

 

④ 自然との触れ合い活動の場に係る計画等 

「中野区都市計画マスタープラン」（令和４年６月、中野区）、「中野駅周辺まちづくり

グランドデザイン Ver.3」（平成 24 年６月、中野区）、「中野四丁目新北口地区まちづく

り方針」（平成 30 年３月、中野区）、「中野区みどりの基本計画」（平成 31 年１月、中野

区）がある。 

 

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 12 月、東京都条例第 216

号）、「中野区みどりの保護と育成に関する条例」（昭和 53年 12月、中野区条例第 42号）

がある。 

 

8.10.2 予 測 

(1) 予測事項 

① 工事の施行中 

・施設の建設に伴う自然との触れ合い活動の場が持つ機能の変化の程度 

 

② 工事の完了後 

・施設の供用及び関連車両の走行に伴う自然との触れ合い活動の場が持つ機能の変化

の程度 
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(2) 予測の対象時点 

① 工事の施行中 

施設の建設に伴い計画地内を通るウォーキングコース（歩道）への影響が最大となる

期間とした。 

 

② 工事の完了後 

施設の供用が定常の状態に達した時点（令和 11年度）とした。 

 

(3) 予測地域・地点 

計画地及びその周辺のウォーキングコース上（中野四季の森公園～中部スポーツ・コ

ミュニティプラザコース）で本事業の実施より影響を及ぼすと考えられる範囲とした。 

 

(4) 予測結果 

① 工事の施行中 

ア 施設の建設に伴う自然との触れ合い活動の場が持つ機能の変化の程度 

本事業では、工事開始１～15 ヶ月目まで地上部の解体工事を行い、その後、工事開始

16 ヶ月目から計画建築物の建設工事に着手する計画である。建設工事の着手後の工事開

始 16～33ヶ月目までは計画地内のウォーキングコース（中野四季の森公園～中部スポー

ツ・コミュニティプラザコース）の一部が利用できなくなる予定であるが、この期間は

図 8.10-2に示すように中野駅前と中野四季の森公園を往来できる歩行者用の暫定通路を

確保する予定である。なお、この期間に中野駅前と中野四季の森公園を往来できる歩行

者デッキが整備され、工事開始 34ヶ月目以降は歩行者デッキを利用できるようになる予

定である。 

このため、ウォーキングコースの利用者は工事開始 16～33ヶ月目において暫定通路を

利用することになるが、中野駅前と中野四季の森公園間の歩行者用の動線は確保される

ため、自然との触れ合い活動の場が持つ機能（ウォーキングコースの利用性）の変化は

少ないと予測する。 
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② 工事の完了後 

ア 施設の供用及び関連車両の走行に伴う自然との触れ合い活動の場が持つ機能の変化の程度 

「中野四丁目新北口地区まちづくり方針」に位置付けられているように、中野新北口

駅前から中野四季の森公園の間には、図 8.10-2に示すように本事業に合わせて歩行者デ

ッキが整備される計画である。 

このため、将来のウォーキングコース利用者は、主に歩行者デッキを利用すると予想

され、歩行者は車道を横断せずに中野駅前と中野四季の森公園の間を移動できるように

なり、安全性や回遊性が高まると期待できるため、自然との触れ合い活動が持つ機能

（ウォーキングコースの利用性）は向上すると予測する。 

また、将来のウォーキングコース利用者は、上述のように主に歩行者デッキを利用す

ることになると予想されるため、関連車両の走行による自然との触れ合い活動が持つ機

能（ウォーキングコースの利用性）への影響は少ないと予測する。 

さらに、緑化計画においては、計画建築物と駅前の区所有の公共施設である広場と一

体となる部分と、中野通りに面した北側でホールの前面に広場を設け、そこに樹木等の

植栽を行うとともに、計画建築物を敷地境界からセットバックさせ十分な歩行者空間を

確保し樹木の植栽等を行うなど、緑豊かなゆとりと潤いある周辺地区と連携した緑のネ

ットワークを創出することにより、計画建築物周りの自然との触れ合い活動の機能が向

上すると予測する。 

 

 

 

 

図 8.10-2 中野駅前と中野四季の森公園間の利用ルートの変化  

現 況 

工事の施行中 

工事の完了後 

現在設定されている 

ウォーキングコース 

のルート 

歩行者用の 

暫定通路（予定） 

歩行者デッキの 

利用想定ルート 
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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 

・計画地内の既存の歩道は、本事業の工事に伴い利用できなくなるため、歩行者用の

暫定通路を確保する。 

 

② 予測に反映しなかった措置 

・工事用車両出入口に交通誘導員を配置し、ウォーキングコースの利用経路に支障を

与えないようにする。 

 

(2) 工事の完了後 

① 予測に反映した措置 

・中野駅や中野四季の都市にアクセス可能な歩行者デッキを整備し、地区内外の回遊

性の向上を図る。 

・緑化計画においては、計画建築物と駅前の区所有の公共施設である広場と一体とな

る部分と、中野通りに面した北側でホールの前面に広場を設け、そこに樹木等の植

栽を行うとともに、計画建築物を敷地境界からセットバックさせ十分な歩行者空間

を確保し樹木の植栽等を行うなど、緑豊かなゆとりと潤いある周辺地区と連携した

みどりのネットワークを創出する。 

 

8.10.4 評 価 

(1) 評価の指標 

① 工事の施行中 

ア 施設の建設に伴う自然との触れ合い活動の場が持つ機能の変化の程度 

評価の指標は、「自然との触れ合い活動の場が持つ機能に対し、著しい影響を及ぼさな

いこと」とした。 

 

② 工事の完了後 

ア 施設の供用及び関連車両の走行に伴う自然との触れ合い活動の場が持つ機能の変化の程度 

評価の指標は、「自然との触れ合い活動の場が持つ機能に対し、極力影響を及ぼさない

こと」とした。 
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(2) 評価の結果 

① 工事の施行中 

ア 施設の建設に伴う自然との触れ合い活動の場が持つ機能の変化の程度 

本事業では、工事開始１～15 ヶ月目まで地上部の解体工事を行い、その後、工事開始

16 ヶ月目から計画建築物の建設工事に着手する計画である。建設工事の着手後の工事開

始 16～33ヶ月目までは計画地内のウォーキングコース（中野四季の森公園～中部スポー

ツ・コミュニティプラザコース）の一部が利用できなくなる予定であるが、この期間は

中野駅前と中野四季の森公園を往来できる歩行者用の暫定通路を確保する予定である。

なお、この期間に中野駅前と中野四季の森公園を往来できる歩行者デッキが整備され、

工事開始 34ヶ月目以降は歩行者デッキを利用できるようになる予定である。 

このため、ウォーキングコースの利用者は工事開始 16～33ヶ月目において暫定通路を

利用することになるが、中野駅前と中野四季の森公園間の歩行者用の動線は確保される

ため、自然との触れ合い活動の場が持つ機能（ウォーキングコースの利用性）の変化は

少ないと予測する。 

以上のことから、評価の指標とした「自然との触れ合い活動の場が持つ機能に対し、

著しい影響を及ぼさないこと」を満足すると考える。 

 

② 工事の完了後 

ア 施設の供用及び関連車両の走行に伴う自然との触れ合い活動の場が持つ機能の変化の程度 

「中野四丁目新北口地区まちづくり方針」に位置付けられているように、中野新北口

駅前から中野四季の森公園の間には、本事業に合わせて歩行者デッキが整備される計画

である。 

このため、将来のウォーキングコース利用者は、主に歩行者デッキを利用すると予想

され、歩行者は車道を横断せずに中野駅前と中野四季の森公園の間を移動できるように

なり、安全性や回遊性が高まると期待できるため、自然との触れ合い活動が持つ機能

（ウォーキングコースの利用性）は向上すると予測する。 

また、将来のウォーキングコース利用者は、上述のように主に歩行者デッキを利用す

ることになると予想されるため、関連車両の走行による自然との触れ合い活動が持つ機

能（ウォーキングコースの利用性）への影響は少ないと予測する。 

さらに、緑化計画においては、計画建築物と駅前の区所有の公共施設である広場と一

体となる部分と、中野通りに面した北側でホールの前面に広場を設け、そこに樹木等の

植栽を行うとともに、計画建築物を敷地境界からセットバックさせ十分な歩行者空間を

確保し樹木の植栽等を行うなど、緑豊かなゆとりと潤いある周辺地区と連携した緑のネ

ットワークを創出することにより、計画建築物周りの自然との触れ合い活動の機能が向

上すると予測する。 

以上のことから、評価の指標とした「自然との触れ合い活動の場が持つ機能に対し、

極力影響を及ぼさないこと」を満足すると考える。 
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8.11 廃棄物 

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 調査事項及び選択理由 

項 目 選定理由 

①撤去建造物及び伐採樹木等
の状況 

②建設発生土の状況 
③特別管理廃棄物の状況 
④廃棄物の処理の状況 
⑤法令による基準等 
 

工事の施行中においては、既存建築物の解体に伴う廃棄物、計画
建築物の建設に伴う建設廃棄物及び建設発生土の発生が考えられ
る。 

工事の完了後においては、施設の供用に伴う廃棄物の発生が考え
られる。 

以上のことから、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 撤去構造物及び伐採樹木等の状況 

計画地の主な解体予定建築物は、表 8.11-2及び図 8.11-1に示すとおりである。 

解体予定建築物は、中野サンプラザ及び中野区役所である。ここで、中野区役所用地の

一部の区域（計画地外となる区域）は、別事業者により解体工事が行われ、その後、駅前

広場が整備される予定である。このため、環境影響評価において解体工事に伴う影響を予

測・評価する際は、計画地内における中野区役所用地の解体工事のみを対象とした。 

また、計画地の伐採樹木の状況は、表 8.11-3に示すとおりである。 

 

表 8.11-2 主な解体予定建築物の概要 

名 称 施工床面積(m2) 

中野サンプラザ 
地上部 34,633 

地下部 16,376 

中野区役所 
地上部 19,104 

地下部  6,757 

 

表 8.11-3 伐採樹木の状況 

樹 種 伐採本数及び面積 

高木扱い樹木 約 118 本 

中木扱い樹木 約 10 本 

低木扱い樹木 約 1,449m2 
注）高木扱い樹木：樹高５ｍ以上 

  中木扱い樹木：樹高５ｍ未満３ｍ以上 

  低木扱い樹木：樹高３ｍ未満 
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図 8.11-1 現況の建築物と主な解体予定建築物  
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② 建設発生土の状況 

本工事による掘削深度は最大約 24ｍであり、この範囲の主な地層は、表層部からロー

ム層（Lm）、粘土層（Lc）、武蔵野礫層（Mg）、東京礫層（Tog）となっており、これらに対

応した建設発生土が想定される。 

 
③ 特別管理廃棄物の状況 

アスベスト含有製品（建材）は、吹付け材、保湿材等、成形板等の３つに分類され、吹

付け材と保湿材等が飛散性アスベスト、成形板等は非飛散性アスベストである。 

吹付け材は昭和 30年頃から使用され始め、昭和 47年頃が最需要期とされている。アス

ベスト含有率の高いものは、昭和 50年に使用が原則禁止となり、含有率の低いものも概

ね昭和 62年には製造中止となっている。保湿材等は概ね平成３年までに、成形板等は平

成 16年までに製造中止または製造禁止となっている。既存建築物の竣工時期は中野サン

プラザが昭和 48 年竣工、中野区役所が昭和 43 年竣工であり、アスベストの使用を否定

できない。また、同時期に建設された建築物に使用される変圧器・コンデンサーには絶縁

油に PCBが使用されたものがあり、PCB の使用を否定できない。 

アスベストについて、「平成 23年度アスベスト管理台帳」（中野区提供資料）によると、

中野区役所では、機械室等の天井や壁等でアスベスト（吹付石綿）の使用が確認されてお

り、現状では封じ込めまたは除去の処理が施されている。また、本事業において令和４年

２月に実施した外壁塗装材におけるアスベスト調査では、中野サンプラザ及び中野区役

所ともにアスベストは検出されなかった。今後、「石綿障害予防規則」（平成 17年２月、

厚生労働省令第 21号）に基づいた「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛

散漏えい防止対策徹底マニュアル」（令和３年３月、厚生労働省）等に基づき、解体工事

着手前までに中野サンプラザ及び中野区役所ともにアスベストの使用状況を調査し、関

係法令に基づき適切に処理・処分を行う計画である。 

含 PCB廃棄物については、解体工事着手前までに使用状況の調査を実施し、PCBの含有

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６月、法律第 65号）に基づき、適切に処理・処分を行う計画である。 
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④ 廃棄物の処理の状況 

ア 一般廃棄物 

中野区におけるごみ排出量等の推移(平成 28年度～令和２年度)は、令和２年度の総ご

み排出量は約 93,545ｔであり、令和元年度までは減少傾向であったが、令和２年度は増

加している。 

また、令和２年度のリサイクル率（総資源化量÷総ごみ排出量）は約 25％であり、増

加傾向である。 

 

イ 産業廃棄物 

東京都における建設業の産業廃棄物の排出量の推移（平成 26年度～平成 30年度）は、

平成 30年度の建設業の産業廃棄物排出量は 10,078千ｔであり、平成 29年度まで増加傾

向であったが、平成 30年度は減少している。平成 30年度の排出量の割合をみると、最も

多い種類は「がれき類」（約 53％）、次いで「汚泥」（約 32％）である。 

 

⑤ 法令による基準等 

関係法令に示される事業者の責務は、「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）、「循環型社会形成推進基本法」（平成 12年６月、法律第 110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）等がある。また、

関係計画に示される目標・施策等は、「建設リサイクル推進計画」（令和２年９月、国土交

通省）、「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）等がある。 

 
8.11.2 予 測 

(1) 予測事項 

① 工事の施行中 

・解体工事に伴う廃棄物の排出量、再資源化量、再利用量及び処理・処分の方法 

・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 

・特別管理廃棄物の処理・処分の方法、保管方法及び運搬方法 

 

② 工事の完了後 

・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 

解体工事に伴う廃棄物、建設工事に伴う建設廃棄物及び建設発生土が排出される時点

及び期間とした。 

また、特別管理廃棄物は解体工事着手前とした。 
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② 工事の完了後 

施設の供用が定常状態に達した時点とした。 

 

(3) 予測地域・地点 

計画地内とした。 

 

(4) 予測結果 

① 工事の施行中 

ア 解体工事に伴う廃棄物の排出量、再資源化量、再利用量及び処理・処分の方法 

(ｱ) 解体工事に伴う廃棄物の排出量 

解体工事に伴う廃棄物の排出量は、約 133,393ｔと予測する（表 8.11-4参照）。 

 

(ｲ) 再資源化量、再利用量及び処理・処分方法 

解体工事に伴う廃棄物の再資源化等量は、約 131,847ｔと予測する（表 8.11-4 参照）。 

再資源化が困難な場合は、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。 

 

表 8.11-4 解体工事に伴う廃棄物の排出量及び再資源化等量 

区 分 排出量（ｔ） 再資源化等率 再資源化等量（ｔ） 

アスファルト塊 約   1,717 99％ 約   1,700 

コンクリ―ト塊 約 110,224 99％ 約 109,122 

鉄類（鉄骨・鉄筋） 約  10,992 98％ 約  10,772 

内装材（ボード他） 約   5,624 98％ 約   5,512 

内装材（木くず） 約     184 99％ 約     182 

外装ガラス 約     156 98％ 約     153 

伐採樹木 約   2,652 98％ 約   2,599 

混合廃棄物 約   1,844 98％ 約   1,807 

総排出量 約 133,393 － 約 131,847 

 

イ 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) 建設発生土及び建設汚泥の排出量 

計画建築物の建設工事に伴う建設発生土の排出量は、約 448,103m3、建設汚泥の排出量

は約 23,697m3と予測する（表 8.11-5～表 8.11-6参照）。 

 

(ｲ) 建設廃棄物（建設汚泥以外）の排出量 

計画建築物の建設工事に伴う建設廃棄物（建設汚泥以外）の排出量は、約 9,323ｔと予

測する（表 8.11-7 参照）。 
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(ｳ) 再資源化量、再利用量及び処理・処分方法 

計画建築物の建設工事に伴う建設発生土の再利用量は約 394,330m3、建設汚泥の再資源

化等量は約 22,749m3、建設廃棄物（建設汚泥以外）の再資源化等量は約 9,175ｔと予測す

る（表 8.11-5～表 8.11-7 参照）。 

廃棄物等は分別を徹底し、「東京都建設リサイクル推進計画」に示される令和６年度の

達成基準値を踏まえて可能な限り再資源化等を図る計画であり、建設工事に伴う廃棄物

排出量（総計）の再資源化率は約 98％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し、再

利用する計画である。その他の建設発生土は、法令に基づき、適正に処理・処分する。 

建設廃棄物は、再資源化等が困難な場合は、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。 

 

表 8.11-5 計画建築物の建設工事に伴う建設発生土の再利用量 

区 分 

排出量 

（m3） 

① 

再利用率 

（％） 

② 

再利用量 

（m3） 

③＝①×② 

建設発生土 約 448,103 88 約 394,330 

 

表 8.11-6 計画建築物の建設工事に伴う建設汚泥の再資源化等量 

区 分 

排出量 

（m3） 

④ 

再資源化等率 

（％） 

⑤ 

再資源化等量 

（m3） 

⑥＝④×⑤ 

建設汚泥 約 23,697 96 約 22,749 

 

表 8.11-7 計画建築物の建設工事に伴う建設廃棄物（建設汚泥以外）の再資源化量 

区 分 

排出量 

（ｔ） 

⑦ 

再資源化等率 

（％） 

⑧ 

再資源化等量 

（ｔ） 

⑨＝⑦×⑧ 

コンクリ―ト塊 2,407 99 2,383 

アスファルト・コンクリート塊   597 99   591 

ガラス・陶磁器   433 98   424 

廃プラスチック類   493 98   483 

金属くず   536 98   525 

木くず   920 99   911 

紙くず   368 98   361 

石膏ボード   636 98   623 

その他 1,001 98   981 

混合廃棄物 1,932 98 1,893 

合 計 9,323 － 9,175 
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ウ 特別管理廃棄物の処理・処分の方法 

(ｱ) アスベスト廃棄物 

計画地内には、昭和 40年代以降に建設された既存建築物（中野サンプラザ、中野区役

所）が存在し、「平成 23年度アスベスト管理台帳」（中野区提供資料）によると、中野区

役所では機械室等の天井や壁等でアスベスト（吹付石綿）の使用が確認されており、中野

サンプラザでもアスベストが使用されていることが想定される。 

既存建築物に使用されているアスベストについては、解体工事に先立ち、｢石綿障害予

防規則｣、｢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｣に従い、

既存建築物設計図による調査、現地での目視調査等を実施し、必要に応じて材質分析調査

を併用して、状況に応じた対策を講じながら除去作業を実施する。 

除去したアスベストについては、｢石綿障害予防規則｣、｢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｣に従い、粉じんが発生しないよう、堅固な容器や確

実な包装を施し、運搬するまでの間、隔離作業場外に設けた一時保管場所に適切に保管す

る。 

アスベストの運搬・処分にあたっては、「建築物の解体又は改修工事において発生する

石綿を含有する廃棄物の適正処理に関する指導指針」に従い、許可を得た業者に委託する

とともに、マニフェストにより確認する。 

 

(ｲ) PCB 廃棄物 

計画地内には、昭和 40 年代以降に建設された既存建築物が存在し、PCB 廃棄物が使用

されていることが想定される。 

既存建築物にある PCB廃棄物については、「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」に基づき、法令で定められた処分期間中に速やかに処分する。 

PCB廃棄物の運搬にあたっては、「PCB 廃棄物収集・運搬ガイドライン」に従い、許可を

得た業者に委託するとともに、マニフェストにより確認する。 
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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 

(ｱ) 施設の供用に伴う廃棄物の種類、排出量 

施設の供用に伴う住宅以外からの事業系廃棄物の排出量は約 8,581kg/日、住宅からの

家庭廃棄物の排出量は約 3,323kg/日と予測する（表 8.11-8参照）。 

 

(ｲ) 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再資源化等量は、約 3,571kg/日と予測する（表 8.11-8 参

照）。 

事務所、店舗等から発生する事業系廃棄物は分別して廃棄物保管施設に保管を行い、廃

棄物処理業の許可を得た業者に委託して、再資源化を含め適正に処理・処分を行う。住宅

から発生する家庭廃棄物は、分別して廃棄物保管施設に保管し、中野区の収集により、適

正に処理される計画である。 

また、本事業では、「中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例」、「集合住宅の建築

及び管理に関する条例」等に基づき、計画の詳細が確定した段階で関係機関との協議を踏

まえ、飛散防止等の環境保持と分別保管に配慮した適切な廃棄物保管施設を確保する。 

 

表 8.11-8 施設の供用に伴う廃棄物の再資源化量 

廃棄物排出量（kg/日） 再資源化等率 

（％） 

再資源化等量 

（kg/日） 住宅以外 住 宅 合 計 

① ② ③=①＋② ④ ⑤=③×④ 

約 8,581  約 3,323  約 11,904  約 30％ 約 3,571 
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8.11.3 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し、再

利用する。その他の建設発生土は、法令に基づき、適正に処理・処分する。 

・建設工事に伴う廃棄物は、関係法令に基づき、分別、再資源化の推進等適正処理する。

再資源化等が困難な場合は、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。 

・既存建築物に使用されているアスベストについては、解体工事に先立ち、｢石綿障害予

防規則｣、｢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｣に従い、

既存建築物設計図による調査、現地での目視調査等を実施し、必要に応じて材質分析調

査を併用して、状況に応じた対策を講じながら除去作業を実施する。 

・除去したアスベストについては、｢石綿障害予防規則｣、｢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｣に従い、粉じんが発生しないよう、堅固な容器や

確実な包装を施し、運搬するまでの間、隔離作業場外に設けた一時保管場所に適切に保

管する。 

・アスベストの運搬・処分にあたっては、「建築物の解体又は改修工事において発生する

石綿を含有する廃棄物の適正処理に関する指導指針」に従い、許可を得た業者に委託す

るとともに、マニフェストにより確認する。 

・既存建築物にある PCB廃棄物については、「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」に基づき、法令で定められた処分期間中に速やかに処分する。 

・PCB 廃棄物の運搬にあたっては、「PCB 廃棄物収集・運搬ガイドライン」に従い、許可

を得た業者に委託するとともに、マニフェストにより確認する。 

 

② 予測に反映しなかった措置 

・解体工事に伴う廃棄物、建設工事に伴う建設発生土及び建設廃棄物の発生抑制計画を検

討し、排出量を抑制する施工計画となるよう努める。 
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(2) 工事の完了後 

① 予測に反映した措置 

・事業系廃棄物は、分別して保管を行い、廃棄物処理業の許可を得た業者に委託して、再

資源化を含め適正に処理・処分を行う。 

・「中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例」、「集合住宅の建築及び管理に関する条

例」等に基づき、計画の詳細が確定した段階で関係機関との協議を踏まえ、飛散防止等

の環境保持と分別保管に配慮した適切な廃棄物保管施設を確保する。   

 
② 予測に反映しなかった措置 

・廃棄物の発生量を抑制するため、居住者や施設関係者等への啓発活動を行う。 

・定期的に廃棄物の排出量を種類毎に集計し、排出量の抑制に努める。 

 
8.11.4 評 価 

(1) 評価の指標 

① 工事の施行中 

評価の指標は、「廃棄物処理法」、「循環型社会形成推進基本法」、「建設工事に係る資材

の再資源化等に関する法律」、「東京都廃棄物条例」等に定める事業者の責務（廃棄物を自

らの責任において適正に処理すること）及び「東京都建設リサイクル推進計画」に示され

る令和６年度達成基準値とした。また、特別管理廃棄物の処理・処分の方法、保管方法及

び運搬方法については、「石綿障害予防規則」、「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」等に示される事業者の責務を果たすこととした。 

 
② 工事の完了後 

評価の指標は、「第４次中野区一般廃棄物処理基本計画」の目標とする資源化率（令和

12（2030）年度目標値）とした。 

 

(2) 評価の結果 

① 工事の施行中 

ア 解体工事に伴う廃棄物の排出量、再資源化量、再利用量及び処理・処分の方法 

解体工事に伴う廃棄物の排出量は、約 133,393ｔと予測する。 

廃棄物等は分別を徹底し、「東京都建設リサイクル推進計画」に示される令和６年度達

成基準値を踏まえて可能な限り再資源化等を図る計画である。 

再資源化等が困難な場合は、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。 

以上のことから、評価の指標とした「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」

等に基づく事業者の責務を果たし、「『東京都建設リサイクル推進計画』に示される令和６

年度達成基準値」を満足すると考える。 
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イ 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) 建設発生土及び建設汚泥 

計画建築物の建設工事に伴う建設発生土の排出量は約 448,103m3、建設汚泥の排出量は

約 23,697m3と予測する。 

これらの廃棄物は、「東京都建設リサイクル推進計画」に示される令和６年度達成基準

値を踏まえて可能な限り有効利用及び再資源化を図る計画である。 

なお、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。その他の建設発生土は法令に基づき、適正に処理・処分する。 

また、建設廃棄物は再資源化が困難な場合は、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。 

以上のことから、評価の指標とした「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」

等に基づく事業者の責務を果たし、「『東京都建設リサイクル推進計画』」に示される令和

６年度達成基準値」を満足すると考える。 

 

(ｲ) 建設廃棄物（建設汚泥以外） 

計画建築物の建設工事に伴う建設廃棄物（建設汚泥以外）の排出量は、約 9,323ｔと予

測する。 

これらの廃棄物は分別を徹底し、種類に応じて保管、排出、再資源化の促進及び不要材

の減量を図るとともに、「東京都建設リサイクル推進計画」に示される令和６年度達成基

準値を踏まえて可能な限り再資源化等を図る計画である。 

なお、建設廃棄物（建設汚泥以外）は再資源化が困難な場合は、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。 

以上のことから、評価の指標とした「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」

等に基づく事業者の責務を果たし、「『東京都建設リサイクル推進計画』に示される令和６

年度達成基準値」を満足すると考える。 
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ウ 特別管理廃棄物の処理・処分の方法、管理方法及び運搬方法 

(ｱ) アスベスト廃棄物 

計画地内には、昭和 40年代以降に建設された既存建築物（中野サンプラザ、中野区役

所）が存在し、「平成 23年度アスベスト管理台帳」（中野区提供資料）によると、中野区

役所では機械室等の天井や壁等でアスベスト（吹付石綿）の使用が確認されており、中野

サンプラザでもアスベストが使用されていることが想定される。 

既存建築物に使用されているアスベストについては、解体工事に先立ち、｢石綿障害予

防規則｣、｢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｣に従い、

既存建築物設計図による調査、現地での目視調査等を実施し、必要に応じて材質分析調査

を併用して、状況に応じた対策を講じながら除去作業を実施する。 

除去したアスベストについては、｢石綿障害予防規則｣、｢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｣に従い、粉じんが発生しないよう、堅固な容器や確

実な包装を施し、運搬するまでの間、隔離作業場外に設けた一時保管場所に適切に保管す

る。 

アスベストの運搬・処分にあたっては、「建築物の解体又は改修工事において発生する

石綿を含有する廃棄物の適正処理に関する指導指針」に従い、許可を得た業者に委託する

とともに、マニフェストにより確認する。 

以上のことから、評価の指標とした「石綿障害予防規則」、等に示される事業者の責務

を満足すると考える。 

 

(ｲ) PCB 廃棄物 

計画地内には、昭和 40 年代以降に建設された既存建築物が存在し、PCB 廃棄物が使用

されていることが想定される。 

既存建築物にある PCB廃棄物については、「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」に基づき、法令で定められた処分期間中に速やかに処分する。 

PCB廃棄物の運搬にあたっては、「PCB 廃棄物収集・運搬ガイドライン」に従い、許可を

得た業者に委託するとともに、マニフェストにより確認する。 

以上のことから、評価の指標とした、「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」等に示される事業者の責務を満足すると考える。 
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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 

施設の供用に伴う廃棄物の排出量は、約 11,904kg/日と予測する。 

事務所、店舗等から発生する事業系廃棄物は分別して廃棄物保管施設に保管を行い、廃

棄物処理業の許可を得た業者に委託して、再資源化を含め適正に処理・処分を行う。住宅

から発生する家庭廃棄物は、分別して廃棄物保管施設に保管し、中野区の収集により、適

正に処理される計画であるとともに、「第４次中野区一般廃棄物処理基本計画」に示され

る令和 12（2030）年度の目標値を踏まえて可能な限り再資源化を図る計画である。 

以上のことから、評価の指標とした「第４次中野区一般廃棄物処理基本計画」の目標と

する資源化率（令和 12（2030）年度目標値）を満足すると考える。 
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8.12 温室効果ガス 

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 調査事項及び選択理由 

項 目 選定理由 

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は、施設の供用に伴う温室効果ガスの排出
が考えられる。 

以上のことから、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 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規模及び用途（事務所、物販、飲食店、ホテル、ホール）

のエネルギー消費原単位は、「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」に示される規模階級及び面積区分、規模階級別のエネルギー消費原単位より、計画

建築物の規模（用途別延床面積）をもとに表 8.12-2に示すとおり設定した。 

ここで、「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」に示される

エネルギー消費原単位は、2007～2012 年度における東京都が含まれる地域の建築物用途

別の原単位となっている。 

 

表 8.12-2 計画建築物で予定されている規模及び用途のエネルギー消費原単位 

参考資料の 

用途名称 

計画建築物の 

規模（用途別延床面積） 

及び用途 

平均一次エネルギー消費原単位 

(MJ/m2・年) 

事務所建築物 
事務所 

（113,100m2） 
2,390 

商業施設 

（郊外型大型施設を除

く）23 区、島嶼に 

適用 

物 販 

（16,700m2） 
2,889 

飲食店 

（8,700m2） 
3,045 

ホテル・旅館 
ホテル 

（8,700m2） 
2,567 

劇場・ホール 
ホール 

（15,300m2） 
1,362 

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） 
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イ 電力の一次エネルギー換算係数 

電力の一次エネルギー換算係数は、表 8.12-3に示すとおりである。 

 

表 8.12-3 電力の一次エネルギー換算係数 

時間区分 換算係数 

昼夜不明 9,760kJ/kwh 

昼間（８～22 時）の場合 9,970kJ/kWh 

夜間（22～８時）の場合 9,280kJ/kWh 
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３年４月、東京都環境局） 

ウ 電気消費量あたりの二酸化炭素排出原単位 

電気消費量あたりの二酸化炭素排出原単位は、表 8.12-4に示すとおりである。 

 

表 8.12-4 電気消費量あたりの二酸化炭素排出原単位 

時間区分 換算係数 

他人から供給された電気の排出係数 0.489t-CO2/千 kWh 

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３年４月、東京都環境局） 

 

エ ガスの二酸化炭素排出原単位 

ガスの単位エネルギー消費量あたりの二酸化炭素排出原単位は、表 8.12-5に示すとお

りである。 

 

表 8.12-5 ガスの二酸化炭素排出原単位 

燃料の種類 二酸化炭素排出原単位 

都市ガス（13A） 0.0136t-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３年４月、東京都環境局） 

 

オ 二酸化炭素排出量の電気とガスの構成比率 

二酸化炭素排出量の電気とガスの構成比率は、表 8.12-6 に示すとおりである。「建築物

エネルギー消費量調査報告（第 44報）ダイジェスト版」をもとに、計画建築物の用途別

に設定した。 

 

表 8.12-6 エネルギー消費量に占める電気・ガス配分比率 

参考資料 

用途名称 

計画建築物の 

用途 

エネルギー使用量の配分比率 

電 気 ガ ス 

事務所 事務所 89％ 11％ 

デパート・スーパー 物 販 88％ 12％ 

店舗・飲食店 飲食店 90％ 10％ 

ホテル ホテル 74％ 26％ 

その他 ホール 89％ 11％ 

資料：「建築物エネルギー消費量調査報告（第44報）ダイジェスト版」 

（令和４年６月、一般社団法人日本ビルエネルギー総合管理技術協会） 
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② 対策の実施状況 

建築物の温室効果ガス排出削減対策として実施されている主な対策の内容は、表

8.12-7に示すとおりである。 
 

表 8.12-7 温室効果ガス排出削減対策 

項 目 主な対策の内容 

建 築 
ブラインド・カーテンの有効活用、窓ガラスへの熱反射フィル

ム採用、二重サッシ・ペアガラスの採用等 

設 備 
高効率ランプへの取り組み、全熱交換器の採用、エレベータ用

電気機のインバーター化等 

建築の運用 
室内機のエアフィルターの定期清掃、廊下、ホールの消灯・間

引き、エネルギーデータの把握・検討等 
資料：「建築物エネルギー消費量調査報告（第44報）ダイジェスト版」 

（令和４年６月、一般社団法人日本ビルエネルギー総合管理技術協会） 
 

③ 地域内のエネルギー資源の状況 

「地域冷暖房区域区市別一覧｣（令和４年７月現在、東京都環境局）によると、中野区

において地域冷暖房区域は指定されていない。 

 

④ 温室効果ガスを使用する設備機器の状況 

計画地内においては、既存建築物に空調機器が存在しており、ハイドロクロロフルオロ

カーボン(HCFC)等の使用が想定される。今後、計画地内の既存建築物の地上躯体の解体に

先立ち調査を行い、使用が確認された場合は関連法令等の定めに従い、適切に撤去する計

画である。 

 

⑤ 法令による基準等 

ア 関係法令に示される事業者の責務等 

「地球温暖化対策の推進に関する法律」（平成 10年 10月、法律第 117号）、「エネルギ

ー使用の合理化に関する法律」（昭和 54 年 6 月、法律第 49 号）（以下「省エネ法」とい

う。）、「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、東京都条例第

215 号）「中野区地球温暖化防止条例」（平成 23 年７月、中野区条例第 35 号）等がある。 

 
イ 「省エネ法」に基づく建築主の判断基準 

非住宅建築物の省エネ法に基づく建築主の判断基準がある。 

 

ウ 地球温暖化対策に係る計画等 

「地球温暖化対策計画」（令和３年５月、閣議決定）、「温室効果ガス排出総量削減義務

と排出量取引制度」（令和３年 4月、東京都）等がある。 

 
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む状況についての

評価基準を定めており、住宅用途では設備システムの評価は付帯設備の省エネ性能に基

づく評点評価である。住宅以外の用途では、建築物の熱負荷の低減（PAL*低減率）及びエ

ネルギー利用の低減率（ERR）による評価に基づき行っている。 
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8.12.2 予 測 

(1) 予測事項 

① 工事の完了後 

・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 

 

(2) 予測の対象時点 

① 工事の完了後 

施設の供用が定常状態に達した時点とした。 

 

(3) 予測地域・地点 

① 工事の完了後 

計画地内（住宅部分は除く）とした。 

 

(4) 予測結果 

① 工事の完了後 

ア 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 

予測は、本事業における排出削減量を求めるため、本事業と同用途の建築物を非住宅建

築物の環境関連データベースより「基準建築物」として設定し、対策を実施する本事業の

「計画建築物」との比較を行う方法とした。 

「基準建築物」のエネルギー消費量は、「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」より 2007～2012年度における東京が含まれる地域の本事業と同用途

の建築物のエネルギー消費原単位を用いて算出した。 

「計画建築物」のエネルギー消費量は、東京都環境局ホームページ「建築物環境計画制

度」のデータベースより抽出した同用途の建築物のエネルギー消費量を用いて算出した。 

各用途における基準建築物及び計画建築物の二酸化炭素排出量については、用途別延

床面積と算出した各用途別のエネルギー消費原単位を「建築物エネルギー消費量調査報

告（第 44報）ダイジェスト版」を参考に電気とガスの構成比率に割り振り、電気、ガス

それぞれの消費による排出量を算出した。 

電気による二酸化炭素排出量は、電気分のエネルギー消費量に、電力の一次エネルギー

換算係数、単位エネルギー消費量あたりの二酸化炭素排出原単位を乗じて算出した。 

ガスによる二酸化炭素排出量は、ガス分のエネルギー消費量に、単位エネルギー消費量

あたりの二酸化炭素排出原単位（二酸化炭素の分子量（44）/炭素の分子量（12））を乗じ

て算出した。 
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(ｱ) 基準建築物及び計画建築物のエネルギー消費量 

基準建築物のエネルギー消費量は 388,218GJ/年、計画建築物のエネルギー消費量は

228,312GJ/年、削減量は 159,906GJ/年と予測する。 

 

(ｲ) 基準建築物及び計画建築物の二酸化炭素排出量 

基準建築物の二酸化炭素排出量は 19,440t-CO2/年、計画建築物の二酸化炭素排出量は

11,432t-CO2/年であり、削減量は 8,007t-CO2/年、削減率は約 41.2％と予測する（表 8.12-8

参照）。 

 

表 8.12-8 基準建築物及び計画建築物の二酸化炭素排出量とその削減量（住宅部分は除く） 

用 途 

基準建築物からの

二酸化炭素排出量 

（t-CO2/年） 

① 

計画建築物からの

二酸化炭素排出量 

（t-CO2/年） 

② 

二酸化炭素排出量

の削減量 

（t-CO2/年） 

③=①-② 

二酸化炭素排出量

の削減率 

（％） 

④=(③/①)×100 

事務所 13,536  7,397 6,139 45.4 

物 販  2,416  1,735   681 28.2 

飲食店  1,327    799   528 39.8 

ホテル  1,118    860   258 23.1 

ホール  1,044    642   401 38.5 

計 19,440 11,432 8,007 41.2 
注）二酸化炭素排出量及び削減量は四捨五入してあるため、合算した値は合計値と異なる場合がある。 

 

8.12.3 環境保全のための措置 

(1) 工事の完了後 

① 予測に反映しなかった措置 

本予測では類似事例のエネルギー消費量を基に計画建築物のエネルギー消費量及び二

酸化炭素排出量を算出しているため、下記の措置を予測には反映していないものの、本事

業では下記の措置を採用し、エネルギー消費量及び二酸化炭素排出量の削減に努める。 

また、本計画では、「新しい都市づくりのための都市開発諸制度活用方針」（令和２年 12

月改定、東京都都市整備局）の高度利用地区における評価基準・誘導水準を踏まえ、以下

のとおり環境目標値を設定して推進する。 

・住宅の環境目標値については｢誘導水準｣とし､目標数値についてはシミュレーション

を行い､全住戸の外皮平均熱貫流率 ≦0.75(W/(㎡･K))､ERR≧5%とする。 

・非住宅の環境目標値については｢誘導水準｣とし､目標数値についてはシミュレーショ

ンを行い､PAL*の低減率≧20%､ERR≧25%とする。 

・大規模建築物として環境へ与える負荷の低減を図るため､熱負荷低減や設備システム

の省エネルギーに係る取組を計画するとともに、今後の設計段階においても PAL*､

ERRともにより高い数値を目標として検討する｡ 
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ア 建物全体 

●エネルギーの効率的利用 

・高効率なコージェネレーションシステムを導入する。 

・LED照明を設置する。 

 

●建築物の熱負荷の低減 

・複層 Low-eガラスを採用する。 

・屋上緑化を実施する。 

 

イ 住宅用途 

●エネルギーの効率的利用 

・節湯器具を採用する。 

・潜熱回収型給湯器を採用する。 

・人感センサー（非居室）を採用する。 

 

●建築物の熱負荷の低減 

・高断熱外装の計画を図る。 

 

ウ 非住宅（業務・商業等）用途 

●エネルギーの効率的利用 

・BEMS（ビルエネルギー管理システム）を設置する。 

・外気冷房制御を行う。 

・自然換気システムを導入する。 

・照明のゾーニング制御を採用する。 

 

●建築物の熱負荷の低減 

・高断熱外装の計画を図る。 

・ブラインドの設置を実施する。 

 

●資源の有効利用 

・太陽光発電を導入する。 

・雨水再利用を実施する。 
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8.12.4 評 価 

(1) 評価の指標 

① 工事の完了後 

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」等に示される

事業者の責務（温室効果ガスの排出の抑制等のための措置を講ずること等）を満足するこ

ととした。 

 

(2) 評価の結果 

① 工事の完了後 

計画建築物の二酸化炭素排出量は 11,432t-CO2/年であり、削減量は 8,007t-CO2/年、削

減率は約 41.2％と予測する。 

本事業では、各用途で建築的手法による省エネルギー措置、設備エネルギーの省エネル

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。 

以上のことから、評価の指標とした「地球温暖化対策の推進に関する法律」、「環境確保

条例」等に示される事業者の責務を満足すると考える。 
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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 

本事業の実施による大気汚染、騒音・振動、土壌汚染、地盤、水循環、日影、電波障害、

風環境、景観、自然との触れ合い活動の場、廃棄物及び温室効果ガスが環境に影響を及ぼ

すおそれがある地域は、景観の近景域（計画地の中心から約 800ｍの範囲）を考慮して、

図 9-1に示す範囲とした。 

当該地域を管轄する特別区の名称及びその地域の町名は、表 9-1に示すとおりである。 

 

表 9-1 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各地域の町名 

特別区の名称 町 名 

中野区 

中野一丁目の一部、中野二丁目の一部、中野三丁目の一部、 
中野四丁目、中野五丁目、中野六丁目の一部、中央四丁目の一部、
中央五丁目の一部、上高田二丁目の一部、新井一丁目、新井二丁目、
新井三丁目の一部、新井四丁目の一部、新井五丁目の一部、 
野方一丁目の一部、野方二丁目の一部 

杉並区 
高円寺北一丁目の一部、高円寺南一丁目の一部、 
高円寺南五丁目の一部 
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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 

環境影響評価書案の作成に当たっては、調査計画書審査意見書に記載された知事の意

見、都民の意見書及び周知地域区長（中野区長、杉並区長）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。 

調査計画書の修正内容及びその理由は、「5 調査計画書の修正の経過及びその内容の

概要」の表 5-1（p.11～12）に示すとおりである。 

 

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、表 10.2-1に示すとおりである。 

 

表 10.2-1 調査計画書審査意見書に記載された知事の意見 

意見 

環境影響評価の項目及び調査等の手法を選定するに当たっては、条例第 47 条第１項の規定に基

づき、調査計画書に係る都民及び周知地域区長の意見等を勘案するとともに、次に指摘する事項

について留意すること。 

【景観】 

計画地近傍の中野駅北口付近は、歩行者デッキ等が整備され、不特定多数の人の利用頻度や滞

留度が高い場所と考えられることから、必要に応じて景観の調査地点の追加を検討すること。 

その他 

調査等の手法について、事業計画の具体化に伴い変更等が生じた場合には、環境影響評価書案

において対応すること。 
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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 

調査計画書に対する都民の意見書及び周知地域区長の意見の件数は、表 10.3-1に示す

とおりである。都民からの意見書が２件、周知地域区長である中野区長からの意見が１件、

杉並区長からの意見が１件であった。 

都民の意見書に記載された意見の概要は表 10.3-2(1)～(2)に、周知地域区長の意見の

概要は表 10.3-3(1)～(2)に示すとおりである。 

なお、都民の意見書に記載された意見及び周知地域区長の意見については、意見の全文

を記載した。 

 

表 10.3-1 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件数 

意見書 件 数 

都民からの意見 ２件 

周知地域区長からの意見 ２件 

 

表 10.3-2(1) 調査計画書に対する都民の意見書に記載された意見の概要 

風環境 

今でも、風があるとき NTT ビルやサンプラザの横を通ると、かなりな強風を感じます。 

少しの風の時は、NTT ビルの横は強風、強風の時は超強風で体が倒されそう、危険を感じます。

強風の時は NTT ビルの横は危なくて通れません。サンプラザの横もそうです。 

現在の NTT ビルやサンプラザでもこのような状態なのに、今の倍程のビルが出来たら、大変で 

す。「風の吹く日は高齢は歩けない」街が、「住みやすい街」でしょうか。 

景観 

高円寺北１丁目から中の方向を見ると、今でも、高層ビル（キリン本社ビル、明治大学、帝京

大学、NTT ビル、サンプラザ）が建ち、空を狭くしています。しかし上の方は空いています。昨秋

の月食の時は、ビルの間に浮かぶ月を見られるところに近所の人たちが集まり月食を眺めました。 

今度出来るサンプラザは、キリンビルの 2.5 倍の高さ、中野駅前広場から区道 22-70 までとい

う巨大な壁が空を覆います。もう東方の月を見ることはできないでしょう。 

毎日の暮らしのなかで、景観は大事です。私がこの地に引っ越してきた 40 年前には、高層ビル

はありませんでした。今は中野の四季の森に高層ビルが建ち空が狭くなりました。今度はサンプ

ラザの超高層超巨大ビル化計画です。これ以上空を狭くしないでください。 

その他 

私は「環境に影響を及ぼすと予想される」地域である高円寺北１丁目に住んでいます。最寄り

駅は中野で、生活圏は中野駅を中心とした地域です。 

サンプラザが建て替えになるという噂は聞いていましたが、「内容の概略」を見て驚きました。

高さは「キリンビール本社ビル(100ｍ)の２倍半、NTT のビルよりかなり高い」、面積は現在のサ

ンプラザと中野区役所と駅前広場を含む、中野駅から区道 22-70 まで達する広大なものです。 

このような超高層超巨大ビルは、は、そこに住む住民にとって、「百害あって一利なし」です。 

サンプラザの「超高層超巨大化」に反対します。以下に、「百害」の一部を述べます。 

高円寺北１丁目は木造住宅の地域です。中野も木造住宅の多い街だと思います。住民にとって

超高層ビルは何のプラスにもなりません。膨大な床面積にして利益をあげたい人たちや企業のた

めに、行政は力をかすのでしょうか。 

再開発のために、巨額の税金が使われます。そこに住む住民にとってプラスにならないごとに

私たちの税金が使われることに反対します。 
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表 10.3-2(2) 調査計画書に対する都民の意見書に記載された意見の概要 

その他 

今回の中野駅北口開発は杉並区高円寺北１丁目に多大な影響がある。 

高円寺北１丁目は、第１種低層住居専用地域で高さ制限 10ｍの閑静な住宅街である。それにも

かかわらずすぐ隣の中野区で過去には、多くの住民の反対の声を無視して警察大学校跡地開発が

行われた。その影響は、騒音、風害、日影増など多くあるが、これを進めた中野区、東京都など

は責任もとらない。２つの大学による影響も、すべて住民が犠牲を押し付けられている。 

その上、今後の中野駅北口開発のために超高層ビルを乱立させることができるようにする今回

の事業は、221 号線の拡幅、通過車両の増加、風害、日影増などの問題がますます増大することに

なる。これ以上、開発区域周辺の住民から「幸せな生活」をむしばむ事業は直ちにやめるべきで

ある。 

中野駅周辺開発は、ディベロッパー・ゼネコンが莫大な利益を得ることになるが、周辺住民の

利益にはならない。そればかりか、開発への行政の前のめりの支援は、当該開発そのもの、開発

後の関連開発等で、多額の税金が還流することになる。それは、将来の行政の財政を圧迫につな

がり、社会保障サービス経費の削減、周辺住民にとっては生活水準の低下になる。これは、住環

境の悪化と合わせて、２重の犠牲を押し付けるもので、行政がやることではない。 

この事業はディベロッパー・ゼネコンへの利益が増えても、周辺住民には何らの恩恵もない。

ディベロッパー・ゼネコンへ投資している投資家の配当が増えるだけである。日本の経済力が高

まるわけでもなく、むしろ行政による支援にたよる安易な仕事確保が、日本経済の競争力を衰退

させている。一日も早く、この行政ぐるみのディベロッパー・ゼネコン支援の仕組みを解体すべ

きである。 

コロナパンデミックの教訓は、大企業に税金を還流させて大儲けさせるという従来型の税金の

使い方では国民の命を守ることにはならない、国民の幸せにはつながらいということを明らかに

した。これからの行政がやるべことは国民をケアするサービス基盤を充実させることである。国

民の住環境を守り、幸せな生活への道を示し、消費購買力を高めることである。 

行政は、税金、まちづくりの仕組みを国民生活の向上にこそ使うという本来の姿に立ち返るよ

う求める。 
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表 10.3-3(1) 周知地域区長の意見（中野区） 

全体的な要望 

住民や自治体などからの意見や専門的立場からの審査により、事業実施による環境への影響を

できるだけ少なくするための一連の手続きの仕組みを定めた、環境影響評価制度（環境アセスメ

ント制度）の趣旨を踏まえ、計画地周辺の区民や関係自治体等からの意見や要望等を真摯に受け

止め、対応していただくよう求めます。 

また、環境影響評価の目的、制度について、今後も様々な機会を通じて周知していただくとと

もに、事業内容については、区民や関係行政機関に対し分かりやすい説明と情報提供をお願いし

ます。 

騒音・振動 

工事の完了後における「熱源施設等」の稼働に伴う騒音・振動に関しては、「今後の事業計画及

び設備計画が具体化する中で、必要な場合には予測する事項として検討を行う。」とされている。 

騒音規制法及び振動規制法が規定する特定施設を設置する場合は、当該法の規制基準に適合す

る必要があり、また、それら以外の機器については都民の健康と安全を確保する環境に関する条

例（略称：環境確保条例）の規制基準に適合する必要がある。こうしたことから、当該機器から

発生する騒音・振動についての環境影響評価を行うよう要望する（ただし、機器の種類、規模、

設置場所《送風機等については吸・排気口の場所を含む》等から明白に周辺の環境に支障を生じ

ないと予測される場合は除く）。また評価基準については、環境基準だけでなく関係法令の規制基

準も考慮し対応されたい。 

廃棄物 

廃棄物の調査の使用資料には「中野区一般廃棄物処理基本計画」及び「一般廃棄物処理実施計

画」もご使用いただき、事業所部分だけではなく、住宅部分の居住者から排出される廃棄物及び

資源についても調査されたい。 

その際には、「中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例」中の「事業者の責務」以外に、同

条例中の「区民の責務」及び「中野区集合住宅の建築及び管理に関する条例」についても参照さ

れたい。 

温室効果ガス 

最新の高効率機器等を積極的に導入するとともに、建築物の高断熱化に取り組むこと。 

国の温室効果ガス削減目標及び区のゼロカーボンシティ宣言をふまえ、長期的な視点での二酸

化炭素の排出削減を行うこと。 

その他 

＜道路環境＞ 

次に掲げる懸念があるため、道路管理者及び交通管理者と協議されたい。 

①計画建築物から生じる日陰による長期の路面凍結や積雪 

②興行施設や商業施設設置による違法駐車・違法駐輪の発生 
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表 10.3-3(2) 周知地域区長の意見（杉並区） 

全体的な意見 

(1)住民への説明等 

区民に対し、環境影響評価の目的、意義またその内容を図書の縦覧や説明会での説明だけでな

く、様々な機会を設けて区民にわかりやすく周知をしていただくよう求めます。 

(2)区民の意見・要望等 

計画地周辺の住民及び関係者等からの意見・要望等を尊重し真摯にご対応ください。 

(3)公害等の防止に向けた法令等規制値への対応 

①法令等による公害防止の規制基準を遵守することを求めます。 

②事業において使用する重機等は、窒素酸化物や浮遊粒子状物質、騒音・振動等の低減が見込

まれる最新技術の設備・機器等を使用するとともに、最新工法の採用等により、公害対策に

万全を期することを求めます。 

③既存の建築物及び工作物等の解体にあたっては、アスベストに関する事前調査を確実に実施

し、アスベストを含有する場合は、飛散性アスベスト、非飛散性アスベストとともに適切に

処理することを求めます。 

(4)杉並区における環境保全に関する計画等 

①杉並区基本構想について、令和３年 10 月に新たな基本構想を策定しましたので、その内容の

反映をお願いいたします。 

②杉並区環境基本計画についても、現在新たな計画を策定しているところであり、今後評価書

案等を作成するにあたっては、それらを反映した内容でご対応願います。 

大気汚染、騒音・振動 

計画地周辺では、他の事業が施行、計画等されていることから、周辺事業の実施に伴う工事用

車両及び関連車両の影響について、可能な限り把握するよう求めます。 

また、一般車の通行に影響を与えないよう、走行ルート等の設定などについて関係機関と十分

協議し、交通渋滞の防止や地域住民への交通安全の確保に努められるよう求めます。 

電波障害 

①工事完了後だけでなく、工事の施行中においてもテレビの電波の受信に影響を及ぼすことが

考えられるので、施行中も予測の対象時点としていただくよう求めます。 

②対象事業の実施に伴う電波障害を可能な限り回避し、又は低減するための措置について、工

事の施行中及び工事の完了後にわたり検討を行っていただくよう求めます。 

景観 

景観法・杉並区景観条例に基づき策定された杉並区景観計画の方針に沿い、景観特性に適した

景観形成に努められるよう求めます。 

日影 

季節・時間帯によっては、建物の７倍以上の日影が生じる場合があることから、いつでも住民

等に説明できるようにご配慮願います。 

その他 

①高層建築物の外装材などによる反射光等の環境影響がないようご留意願います。また、

照明の設置や配光についても、景観や環境への十分な配慮を求めます。 
②選定した環境影響評価の項目及び調査等の手法について、事業計画の具体化に伴い、追加や

変更等が生じた場合には、環境影響評価書案においてご対応ください。 
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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 

対象事業に必要な許認可等及び根拠法令は、表 11.1-1に示すとおりである。 

 

表 11.1-1 対象事業に必要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 

第一種市街地再開発事業 
都市計画法 第 12 条第１項 
都市再開発法 第７条の９ 

高度利用地区 都市計画法 第８条 

都市計画の変更 都市計画法 第 21 条第１項 

 

11.2 調査等を実施した者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに調査等の委託

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：野村不動産株式会社 

代表者：代表取締役社長 松尾 大作 

所在地：東京都新宿区西新宿一丁目 26番２号 

 

名 称：東急不動産株式会社 

代表者：代表取締役社長 岡田 正志 

所在地：東京都渋谷区道玄坂一丁目 21番１号 

 

名 称：住友商事株式会社 

代表者：代表取締役 兵頭 誠之 

所在地：東京都千代田区大手町二丁目３番２号 

 

名 称：ヒューリック株式会社 

代表者：代表取締役社長 前田 隆也 

所在地：東京都中央区日本橋大伝馬町７番３号 

 

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 

 

〔調査等の委託を受けた者〕 

名 称：株式会社ポリテック・エイディディ 

代表者：代表取締役社長 望月 宣典 

所在地：東京都中央区新富一丁目１８番８号 ＲＢＭ築地スクエア 
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11.3 評価書案を作成するに当たって参考とした資料の目録 

・「中野駅周辺まちづくりグランドデザイン Ver.3」（平成 24年６月、中野区） 

・「中野四丁目新北口地区まちづくり方針」（平成 30年３月、中野区） 

・「中野駅周辺まちづくりパンフレット」（令和３年２月、中野区） 

・「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） 

・「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） 

・「「未来の東京」戦略 version up 2022」（令和４年２月、東京都） 

・「東京都の都市づくりビジョン（改定）」（平成 21年７月、東京都） 

・「都市づくりのグランドデザイン」（平成 29年９月、東京都） 

・「東京都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針－サステナブル・リカバリー東京

の新しい都市づくり－（都市計画マスタープラン）」（令和３年３月、東京都） 

・「東京都環境基本計画」（令和４年９月、東京都） 

・「東京都住宅マスタープラン」（平成 29年３月、東京都） 

・「緑の東京計画」（平成 12年 12月、東京都） 

・「みどりの新戦略ガイドライン」（平成 18年１月、東京都） 

・「緑施策の新展開」（平成 24年５月、東京都） 

・「東京が新たに進めるみどりの取組」（令和元年５月、東京都） 

・「東京都景観計画（改定）」（平成 30年８月、東京都） 

・「東京都資源循環・廃棄物処理計画」（令和３年９月、東京都） 

・「東京都建設リサイクル推進計画」（令和４年４月、東京都） 

・「ゼロエミッション東京戦略 2020 Update & Report」（令和３年３月、東京都） 

・「東京都気候変動適応方針」（令和元年 12月、東京都） 

・「中野区基本構想」（令和３年３月改定、中野区） 

・「中野区基本計画」（令和３年９月、中野区） 

・「中野区都市計画マスタープラン」（令和４年６月改定、中野区） 

・「第４次中野区環境基本計画 令和３年度（2021年度）～令和 12年度（2030 年度）」（令和３

年９月改定、中野区） 

・「中野区みどりの基本計画」（平成 31年１月改定、中野区） 

・「中野区景観方針」（令和４年６月、中野区） 

・「第４次中野区一般廃棄物処理基本計画」（令和３年９月、中野区） 

・「令和４年度中野区一般廃棄物処理実施計画」（令和４年４月、中野区） 

・「第３次中野区地球温暖化対策地方公共団体実行計画（事務事業編）」（令和３年９月、中野区） 

・「杉並区基本構想」（令和４年１月、杉並区） 

・「杉並区まちづくり基本方針（杉並区都市計画マスタープラン）」（平成 25年８月、杉並区） 

・「杉並区環境基本計画 令和４年度～令和 12 年度（2022～2030 年度）」（令和４年５月、杉並区） 

・「杉並区みどりの基本計画－なみすけ みどりプラン－」（平成 22年５月、杉並区） 

・「杉並区景観計画 みどり豊かな美しい住宅都市を目指して」（平成 28 年６月改定、杉並区） 
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・「杉並区一般廃棄物処理基本計画 令和４～12 年度（2022～2030 年度）」（令和４年５月、杉

並区） 

・「大気汚染常時監視測定局測定結果報告（2020（令和２）年度年報）」（令和３年 12月、東京都

環境局） 

・「平成 17年度 道路交通センサス 全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査」（平成 19年

８月、一般社団法人 交通工学研究会） 

・「平成 22年度道路交通センサス一般交通量調査結果」（平成 23年９月、東京都建設局） 

・「平成 27年度道路交通センサス一般交通量調査結果」（平成 29年６月、東京都建設局） 

・「杉並区環境白書 資料編（平成 29年度版）」（平成 29年９月、杉並区） 

・「杉並区環境白書 資料編（平成 30年度版）」（平成 30年９月、杉並区） 

・「杉並区環境白書 資料編（令和元年度版）」（令和元年９月、杉並区） 

・「杉並区環境白書 資料編（令和２年度版）」（令和２年９月、杉並区） 

・「杉並区環境白書 資料編（令和３年度版）」（令和３年９月、杉並区） 

・「中野区建設委員会資料」（令和２年 12月、中野区） 

・「土地条件図 平成 25年度版（平成 22年度調査）」（令和４年６月閲覧、国土地理院ホームペ

ージ） 

・「中野区用途地域・地区、日影規制指定図及び東京都建築安全条例第７条の３第１項に基づく

区域図 令和３年３月１日現在」（中野区） 

・「杉並区電子地図サービス すぎナビ」（令和４年６月閲覧、杉並区ホームページ） 

・「土地利用現況図〔建物用途別〕区部 平成 28年現在」（東京都都市整備局） 

・「中野区わたしの便利帳（2019・2020 年度版）」（令和元年 11月、中野区） 

・「すぎなみくらしの便利帳」（令和３年 11月、杉並区） 

・「医療機関名簿 令和３年」（令和３年 10月、東京都） 

・「公園マップ・公園一覧」（令和４年６月閲覧、中野区ホームページ） 

・「ぱーくまっぷ 杉並区公園マップ」（令和３年 10月、杉並区） 

・「令和４年度版 建設機械等損料表」（令和４年５月、（一社）日本建設機械施工協会） 

・「窒素酸化物総量規制マニュアル（新版）」（平成 12年 12月、公害研究対策センター） 

・「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

研究所 独立行政法人土木研究所） 

・「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） 

・「中野区の環境～中野区環境白書～ 令和４（2022）年度版」（令和４年８月、中野区） 

・「中野区内における騒音の環境基準、および自動車騒音と振動の要請限度について」（令和４

年６月閲覧、中野区ホームページ） 

・「建設工事に伴う騒音振動対策ハンドブック 第３版」（平成 13年２月、(社)日本建設機械化

協会） 

・「地域の音環境計画」（平成９年４月、(社)日本騒音制御工学会） 

・「建設作業振動対策」（平成６年４月、(社)日本建設機械化協会） 

・「建設騒音及び振動の防止並びに排除に関する調査試験報告書」（昭和 54 年 10 月、建設省土
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木研究所） 

・「旧版地形図」（国土地理院） 

・「住宅地図」（株式会社ゼンリン） 

・「要措置区域等の指定状況」（令和４年 12月閲覧、東京都環境局ホームページ） 

・「環境確保条例関係 工場・指定作業場名簿」（中野区） 

・「下水道法及び東京都下水道条例に基づく届出事業場名簿」（東京都下水道局） 

・「水質汚濁防止法に基づく届出事業場名簿」（東京都環境局） 

・「土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン（改訂第３版）」（平成 31 年３

月、環境省） 

・「土壌汚染対策法の概要」（令和４年６月閲覧、東京都環境局ホームページ） 

・「環境確保条例の概要」（令和４年６月閲覧、東京都環境局ホームページ） 

・「土地分類基本調査（垂直調査）」：（令和４年６月閲覧、国土交通省 GISホームページ） 

・「令和２年地盤沈下調査報告書」（令和３年７月、東京都土木技術支援・人材育成センター） 

・「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

京都水道局） 

・「過去の気象データ検索」（令和４年６月閲覧、気象庁ホームページ） 

・「令和２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４年３月、東京都環境

局） 

・「第６・７回自然環境保全基礎調査 植生調査 情報提供サービス」（令和４年６月閲覧、環境

省ホームページ） 

・「中野区登録文化財・指定文化財一覧」（令和４年６月閲覧、中野区ホームページ） 

・「令和２年 建築統計年報 2021年版」（令和４年２月、東京都都市整備局） 

・「中野区用途地域・地区、日影規制指定図及び東京都建築安全条例第７条の３第１項に基づく

区域図(令和４年３月１日現在）」(中野区） 

・「中野区建設委員会資料」（令和２年 12月、中野区） 

・「杉並区電子地図サービス すぎナビ」（令和４年６月閲覧、杉並区ホームページ） 

・「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 30 年６月改訂、

(一社)日本 CATV技術協会） 

・資料：「全国デジタルテレビジョン・FM・ラジオ放送局一覧」（日本放送協会・日本民間放送連

盟監修・NHK アイテック編） 

・「衛星放送の現状〔令和４年度第１四半期版〕」（令和４年４月、総務省情報流通行政局衛星・

地域放送課）（令和４年６月閲覧） 

・「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） 

・「建造物障害予測の手引き（改訂版）」（平成７年９月、（社）日本 CATV技術協会） 

・「中野区ウォーキングマップ」（平成 30年３月、中野区） 

・「中野駅地区整備基本計画」（平成 30年 11月、中野区） 

・「清掃事業年報（東京 23 区）令和２年度」（令和３年８月、東京二十三区清掃一部事務組合） 

・「ごみ収集量および資源回収量について」（令和４年２月、中野区環境部） 
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・「東京都産業廃棄物経年変化実態調査報告書（平成 26年度実績～平成 30年度実績）」（東京都

環境局） 

・「建設リサイクル推進計画」（令和２年９月、国土交通省） 

・「再利用対象物保管場所設置届兼廃棄物保管場所等設置届の提出時期および作成要領」（平成

23年９月、中野区清掃事務所） 

・「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） 

・「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

３年４月、東京都環境局） 

・「建築物エネルギー消費量調査報告（第 44報）ダイジェスト版」（令和４年６月、一般社団法

人日本ビルエネルギー総合管理技術協会） 

・「地域冷暖房区域区市別一覧」（令和４年７月現在、東京都環境局） 

・「地球温暖化対策計画」（令和３年５月、閣議決定） 
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