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水域利用 

  河川等の分布 

対象事業地周辺の河川等の状況は表 6.1-11 及び図 6.1-8 に示すとおりです。 

対象事業地周辺には一級河川が４河川、二級河川が３河川存在します。 

また、対象事業地周辺には「東京の湧水マップ平成 30年度調査」(平成 31年３月、東

京都環境局)に示された湧水地点はありません。 

「令和元年 都内の地下水揚水の実態(地下水揚水量調査報告書)」(令和３年３月、東

京都環境局)によると、揚水施設の設置者から報告された井戸の本数は千代田区内におい

ては 95 本、中央区内においては 30本となっています。 

なお、井戸の場所は公開されていません。 

地下水の１日当たりの地下水の用途別平均揚水量は、表 6.1-12 に示すとおりです。

千代田区においては、過去５年間を通して、その他の使用量が多くなっています。中央

区においては、過去５年間を通して、指定作業場での使用量が多くなっています。最近

５年間の地下水揚水量の推移をみると横ばい傾向にあります。 

 

表 6.1-11 河川の状況 

名称 番号 河川名 

一級河川 1 隅田川 

 2 月島川 

 3 日本橋川 

 4 亀島川 

二級河川 5 古川 

 6 築地川 

 7 汐留川 

資料：「東京都管内河川一覧表」(平成 27 年８月現在、河川部指導調整課) 
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資料：「東京都管内河川一覧表」(平成 27 年８月現在、河川部指導調整課) 

図 6.1-8 河川等の分布状況 
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表 6.1-12 １日当たりの地下水の用途別平均揚水量 

（揚水量：ｍ3／日） 

区名 項目 平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 平成 30 年 令和元年 

千代田区 全揚水量  2,079 2,002 3,210 2,058 1,887 

 用途 工場 0 0 0 0 0 

  指定作業場 206 199 1,309 152 97 

  上水道 0 0 0 0 0 

  その他 1,873 1,803 1,901 1,906 1,790 

中央区 全揚水量  189 212 247 298 255 

 用途 工場 4 9 12 10 16 

  指定作業場 176 190 212 265 210 

  上水道 0 0 0 0 0 

  その他 9 13 23 23 29 

資料：「令和元年 都内の地下水揚水の実態(地下水揚水量調査報告書)」(令和３年３月、東京都環境局) 

 

  公共下水道普及状況 

千代田区及び中央区の公共下水道の普及状況は表 6.1-13 に示すとおりです。 

千代田区及び中央区における公共下水道の普及率は 100％となっています。 

 

表 6.1-13 公共下水道の普及状況（令和元度末） 

区名 
排水区域 

人口(人) 

処理区域 
普及率(％) 

人口(人) 計画面積(ha) 処理面積(ha) 

千代田区 66,467 66,467 1,102 1,102 100 

中央区 169,629 169,629 903 903 100 

注１）普及率（％）=処理区域人口(人) /排水区域人口(人) ×100 

資料：「東京都統計年鑑 令和元年」(令和３年 10 月閲覧、東京都総務局ホームページ) 
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気象 

対象事業地周辺における気象庁地域気象観測所の位置は図 6.1-10に示すとおりです。 

対象事業地周辺における気象庁地域気象観測所としては、対象事業地の北西約 2.1km の

地点に東京気象観測所があります。 

同観測所における過去５年間の気象状況の推移は表 6.1-14 に示すとおりです。 

令和２年の東京気象観測所の気象状況として、年間降水量は 1,590.0mm、年平均気温は

16.5℃、年平均風速は 2.8m/s、最多風向は北北西、日照時間は約 1,889.5 時間となって

います。 

過去５年間では、東京気象観測所の年間降水量は約 1,400～1,900mm、平均気温は 15.8

～16.8℃、平均風速は 2.8～3.0m/s、最多風向は北北西、年間日照時間は約 1,800～2,100

時間で推移しています。 

 

表 6.1-14 気象観測所における気象状況の推移(東京気象観測所) 

年 

降水量(mm) 気温(℃) 風速(m/s) 
最多 

風向 

年間日照

時間 

（時間） 年間 日最大 年平均 最高 最低 平均 最大 

平成 28 年 1,779.0  106.5  16.4  37.7  -2.6  2.8  12.6  北北西 1,841.7  

平成 29 年 1,430.0  147.5  15.8  37.1  -2.3  2.9  13.7  北北西 2,050.9  

平成 30 年 1,445.5  58.0  16.8  39.0  -4.0  3.0  18.2  北北西 2,112.2  

令和元年 1,874.0  209.5  16.5  36.2  -1.2  2.9  17.8  北北西 1,909.0  

令和２年 1,590.0  132.0  16.5  37.3  -2.1  2.8  13.1  北北西 1,889.5  

資料：「過去の気象データ検索」(令和３年 10 月閲覧、気象庁ホームページ) 

 

 

図 6.1-9 年降水量と年平均気温の経年変化 
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図 6.1-10 気象観測所位置図 

資料：「地域気象観測所一覧」(令和３年 10 月閲覧、気象庁ホームページ) 
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関係法令の指定・規制等 

本事業に関係する主な法令は、表 6.1-15 に示すとおりです。 

 

表 6.1-15(1) 関係法令等一覧 

分類 項目 関係法令等 

環境一般  環境基本法(平成５年法律第 91 号) 

  東京都環境基本条例(平成６年東京都条例第 92 号) 

  東京都環境影響評価条例(昭和 55 年東京都条例第 96 号) 

  都民の健康と安全を確保する環境に関する条例 

(平成 12 年東京都条例第 215 号) 

  安全で快適な千代田区の生活環境の整備に関する条例 

（平成 14 年千代田区条例第 53 号） 

公害防止 大気汚染 大気汚染防止法(昭和 43 年法律第 97 号) 

  自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域にお

ける総量の削減等に関する特別措置法(平成４年法律第 70 号) 

 騒音 騒音規制法(昭和 43 年法律第 98 号) 

 振動 振動規制法(昭和 51 年法律第 64 号) 

 水質汚濁 水質汚濁防止法(昭和 45 年法律第 138 号) 

  下水道法(昭和 33 年法律第 79 号) 

 土壌汚染 土壌汚染対策法(平成 14 年法律第 53 号) 

  ダイオキシン類対策特別措置法(平成 11 年法律第 105 号) 

 地盤 工業用水法（昭和 31 年法律第 146 号） 

  建築物用地下水の採取の規制に関する法律 

（昭和 37 年法律第 100 号） 

自然保護 自然保護 都市公園法(昭和 31 年法律第 79 号) 

  都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律 

(昭和 37 年法律第 142 号) 

  東京における自然の保護と回復に関する条例 

(平成 12 年東京都条例第 216 号) 

 鳥獣保護 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律 

(平成 14 年法律第 88 号) 

その他 道路 道路法(昭和 27 年法律第 180 号) 

  道路整備特別措置法（昭和 31 年法律第７号） 

 土地利用 国土利用計画法(昭和 49 年法律第 92 号) 

 水循環 水循環基本法(平成 26 年法律第 16 号) 

 都市計画 都市計画法(昭和 43 年法律第 100 号) 

  水辺を魅力ある都市空間に再生する条例 

(平成 27 年千代田区条例第 18 号) 

  中央区まちづくり基本条例(平成 22 年中央区条例第 16 号) 

 景観 景観法(平成 16 年法律第 110 号) 

  東京都景観条例(平成 18 年東京都条例第 136 号) 

  千代田区景観まちづくり条例(平成 10 年千代田区条例第 17 号) 

 日影 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 

(昭和 53 年東京都条例第 63 号) 
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表 6.1-15(2) 関係法令等一覧 

分類 項目 関係法令等 

その他 文化財 文化財保護法(昭和 25 年法律第 214 号) 

  東京都文化財保護条例(昭和 51 年東京都条例第 25 号) 

  千代田区文化財保護条例(昭和 58 年千代田区条例第 26 号) 

  中央区文化財保護条例(昭和 63 年中央区条例第 29 号) 

 廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号) 

  循環型社会形成推進基本法(平成 12 年法律第 110 号) 

  資源の有効な利用の促進に関する法律(平成３年法律第 48 号) 

  建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 

(平成 12 年法律第 104 号) 

  東京都廃棄物条例（平成４年東京都条例第 140 号） 

  千代田区一般廃棄物の処理及び再利用に関する条例  

（平成 11 年千代田区条例第 30 号） 

  中央区廃棄物の処理及び再利用に関する条例 

（平成 11 年中央区条例第 26 号） 

 温室効果ガス 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成 10 年法律第 117 号) 

  エネルギーの使用の合理化等に関する法律 

(昭和 54 年法律第 49 号) 

  エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業 

活動の促進に関する臨時措置法(平成５年法律第 18 号) 

  千代田区地球温暖化対策条例 

（平成 19 年千代田区条例第 29 号） 
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環境保全に関する計画等 

東京都における環境保全に関する計画等は表 6.1-16、千代田区における環境保全に関

する計画等は表 6.1-17、中央区における環境保全に関する計画等は表 6.1-18 に示すと

おりです。 

 

表 6.1-16(1) 主な環境保全に関する計画等(東京都) 

環境保全に 

関する計画 
内容 

東京の都市づくり 

ビジョン（改定） 

（平成 21 年７月） 

「首都圏メガロポリス構想」（平成 13 年４月）に示された東京圏全体を視野に

入れた都市づくりの考え方を踏襲するとともに、都が今後 10 年間の都市戦略と

して策定した「10 年後の東京」（平成 18 年 12 月）との整合を図りつつ、都市づ

くりの分野における総合的なビジョンとしての性格を有しています。都市づくり

の分野における総合的なビジョンとして、経済力の向上、安全・安心の確保に加

え、低炭素型都市への転換、水と緑のネットワークの形成、美しく風格のある景

観の創出など、「環境、緑、景観」を一層重視した都市づくりを推進していくた

め、新たな基本理念として「世界の範となる魅力とにぎわいを備えた環境先進都

市東京の創造」を定め、その基本戦略が示されています。 

道路に係るものとして、骨格的な道路ネットワークを形成し、都心に集中する

通過交通を低減させ、渋滞を緩和することにより、CO2 排出量の抑制を図ること

や、緑豊かな街路樹の整備・拡充など、地域のシンボルとなる道路の整備を推進

し、魅力と潤いのある景観を形成することが示されています。 

都市づくりの 

グランドデザイン 

（平成 29 年９月） 

平成 28 年９月に東京都都市計画審議会から出された答申「2040 年代の東京の

都市像その実現に向けた道筋について」を踏まえ、2040 年代の目指すべき東京の

都市の姿とその実現に向けた、都市づくりの基本的な方針と具体的な方策を示し

たものです。 

目指すべき東京の都市の姿とその実現に向けた都市づくりの基本的な方針と

具体的な方策が示されており、将来の社会情勢の変化に対応でき、持続可能な成

長を促すため、2040 年代を目標時期として設定しています。 

目指すべき新しい都市像の実現に向け、分野横断的な視点から都市づくりの７

つの戦略を示しています。 

①持続的な成長を生み、活力にあふれる拠点を形成 

②人・モノ・情報の自由自在な交流を実現 

③災害リスクと環境問題に立ち向かう都市の構築 

④あらゆる人々の暮らしの場の提供 

⑤利便性の高い生活の実現と多様なコミュニティの創出 

⑥四季折々の美しい緑と水を編み込んだ都市の構築 

⑦芸術・文化・スポーツによる新たな魅力を創出 

都市計画区域 

マスタープラン 

（令和３年３月） 

都市計画法に基づき、都道府県が広域的見地から都市計画の基本的な方針を定

めたものです。 

東京が目指すべき将来像を実現するための主要な都市計画の決定の方針 

・多様な住まい方・働き方を支える都市づくり 

（土地利用に関する主要な都市計画の決定の方針） 

・ゆとりある回遊性を支える都市施設 

（都市施設の整備に関する主要な都市計画の決定の方針） 

・人が集まり、交流する、魅力と活力溢れる拠点形成 

（市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針） 

・激甚災害にも負けない東京（災害に係る主要な都市計画の決定の方針） 

・緑と水の潤いある都市の構築（環境に係る主要な都市計画の決定の方針） 

・四季折々の美しい景観形成（都市景観に係る主要な都市計画に関する方針） 
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表 6.1-16(2) 主な環境保全に関する計画等(東京都) 

環境保全に 

関する計画 
内容 

「未来の東京」戦略 

（令和３年３月） 

 

新たな都政の羅針盤として策定する都の総合計画であり、「まち・ひと・しご

と創生法」の「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」に位置付けられます。 

本戦略は、「『未来の東京』戦略ビジョン」（令和元年 12 月）で示した戦略につ

いて、新型コロナとの闘いの中で生じた社会の変化や、浮き彫りとなった新たな

課題を踏まえた検討を進め、「新しい日常」にふさわしい政策を練り上げるなど、

戦略をバージョンアップしたものです。 

・戦略 14 ゼロエミッション東京戦略 

2050 年までに、世界の CO2排出量実質ゼロに貢献する「ゼロエミッション東京」

の実現は、エネルギーや資源の大消費地である東京の責務であり、2030 年までの

今後 10 年間が、未来に向けた重要なマイルストーンとなる。「気候非常事態を超

えて行動を加速する宣言」に基づき、2030 年までに温室効果ガスを 50%削減する

目標等を実現するため、再生可能エネルギーやグリーン水素の活用など、あらゆ

る手段を用いて、具体的な取組を推進する。 

ゼロエミッション 

東京戦略 2020 

Update & Report 

（令和３年３月） 

2050 年 CO2排出実質ゼロに向けて、2030 年までの今後の 10 年間の行動が極め

て重要であり、行動の加速を後押しするマイルストーンとして、2021 年１月、東

京都は、都内温室効果ガス排出量を 2030 年までに 50％削減（2000 年比）するこ

と、再生可能エネルギーによる電力利用割合を 50％程度まで高めることを表明

しました。 

2030 年までの CO2排出量の半減、カーボンハーフの実現には、ビジネス、市民

生活、都市づくりなど、あらゆる分野の社会経済構造を、脱炭素型に移行する再

構築・再設計が必要です。このため、東京都は、2030 年カーボンハーフに向けて

必要な社会変革の姿・ビジョンとして「2030・カーボンハーフスタイル」を提起

しています。 

東京都環境基本計画 

（平成 28 年３月） 

以前の「環境基本計画」の策定から、都の環境施策に関わる状況は大きく変化

しており、東京都の将来像や、その実現に向けた政策展開を改めて都民に明らか

にしていくため策定された計画です。 

新たな計画では次の５点を政策の柱としています。 

①スマートエネルギー都市の実現 

②３Ｒ・適正処理の促進と「持続可能な資源利用」の推進 

③自然豊かで多様な生きものと共生できる都市環境の継承 

④快適な大気環境、良質な土壌と水循環の確保 

⑤環境施策の横断的・総合的な取組 

また、施策展開において留意すべき事項としては、次の３点を挙げています。 

①経済成長と環境政策の両立 

②東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会後を見据えた環境レガシ

ーの形成 

③持続可能な都市の実現に向けた新たな価値観の創出 

事業別配慮の指針(交通系施設整備)では、「エネルギー消費の抑制・温室効果

ガスの排出抑制」、「環境負荷の少ない交通」、「大気環境の向上」等の９項目につ

いて、事業が及ぼす環境の影響をできる限り小さくするための配慮事項が示され

ています。 

地域別配慮の指針では、対象事業地が位置する「センター・コア再生ゾーン」

について、以下の点が挙げられています。 

・開発等に当たっては、都市開発による温室効果ガス排出量や自動車交通量の

低減を図る。拠点開発等を効率的に進めることで、エネルギー効率の良い都

市構造としていく。 

・今後も大規模な都市開発が進行することから、高度に発達した公共交通網や

通勤・通学のみならず多様なニーズに対応する自転車を十分生かすことに留

意して、自動車交通に過度に依存しないよう計画する。 

・都市開発に当たっては、発生する自動車発生交通量の増大に留意する。 
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表 6.1-16 (3) 主な環境保全に関する計画等(東京都) 

環境保全に 

関する計画 
内容 

都市計画公園・緑地

の整備方針 

（令和２年７月改

定） 

都市計画公園・緑地の計画的な整備促進と、整備効果の早期発現に向けた取組

の方針を明らかにしたものです。 

・都市計画公園・緑地整備の目標 

１ ネットワークの形成  

２ 災害に強い都市の実現  

３ 良好な都市環境の形成  

４ 質の高い生活環境の創出 

５ 地域の資源を生かした個性ある地域づくり  

・実現化の基本方針 

１ 事業化計画に基づく事業の重点化  

２ 民間事業者を含めた多様な主体の連携 

緑確保の総合的な方

針 

（令和２年７月改

定） 

減少傾向にある民有地の緑の保全やあらゆる都市空間への緑化推進等を、計画

的に推進していくことを主な目的として、都と区市町村（島しょを除く。）が合

同で策定したものです。本方針では、10 年間の計画期間内に確保する緑などを明

らかにするほか、緑確保の取組等を更に進めるための新たな施策を提示していま

す。 

東京都自動車排出窒

素酸化物及び自動車

排出粒子状物質総量

削減計画 

（平成 25 年７月） 

自動車排出窒素酸化物及び粒子状物質の総量の削減に係る各種対策を国、都、

特別区、市、町、事業者、都民が連携し、総合的に推進するために、「自動車から

排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関す

る特別措置法」(通称、自動車 NOX・PM 法。平成４年法律第 70 号)に基づき策定さ

れたものです。 

本計画の目標は、以下のとおりです。 

○平成 32 年までに対策地域において二酸化窒素に係る大気環境基準及び浮遊

粒子状物質に係る大気環境基準を確保することを目標とします。 
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表 6.1-16(4) 主な環境保全に関する計画等(東京都) 

環境保全に 

関する計画 
内容 

東京都景観計画 

（平成 30 年８月 

変更） 

景観法の施行及び東京都景観審議会の答申（平成 18 年１月）を踏まえ策定さ

れ、美しく風格のある首都東京を実現するための具体的な施策を示したもので

す。景観法(平成 16 年法律第 110 号)の考え方に以下の事項を加えて、今後の景

観形成を進めていく上での基本理念としています。 

①都民、事業者等との連携による首都にふさわしい景観の形成 

②交流の活発化・新たな産業の創出による東京のさらなる発展 

③歴史・文化の継承と新たな魅力の創出による東京の価値の向上 

東京都資源循環・ 

廃棄物処理計画 

（令和３年９月） 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の第５条の５の規定に基づき策定された

計画です。また、『未来の東京』戦略（令和３年３月策定）及び東京都環境基本計

画（平成 28 年３月策定）で掲げる個別分野の計画であり、その主要な施策を示

すものです。 

主な施策として、「資源ロスの更なる削減」、「廃棄物の循環利用の更なる促進」、

「廃棄物処理システムの強化」、「健全で信頼される静脈ビジネスの発展」、「社会

的な課題への的確な対応」を挙げています。 

なお、本計画は大きな社会変革の時期においても、廃棄物処理・リサイクルシ

ステムのより一層の発展を図るため、「持続可能な資源利用の実現」、「廃棄物処

理システムのレベルアップ」及び「社会的課題への果敢なチャレンジ」の三本の

柱を掲げた、新たな「東京都資源循環・廃棄物処理計画」として令和３年９月に

改定されました。 

東京都建設 

リサイクル推進計画 

（平成 28 年４月） 

国の計画及び関東地域の計画並びに東京都の環境分野の計画に基づく東京都

廃棄物処理計画と相まって、都内における建設資源循環を推進するために策定さ

れたものです。 

都内における建設資源循環の仕組みを構築するとともに、本計画に基づき、都

内の建設資源循環に係る全ての関係者が一丸となって、計画的かつ統一的な取組

を推進することにより、環境に与える負荷の軽減とともに、東京の持続ある発展

を目指すために策定されたものです。 

建設廃棄物の再資源化・縮減率、建設混合廃棄物の排出率に加えて、建設発生

土の有効利用率を目標指標としており、国の計画及び関東地域の計画における目

標年度である平成 30 年度末及び東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大

会開催年までの令和２年度末までに達成すべき目標値を定めています。 

東京都建設リサイク

ルガイドライン 

（令和３年４月） 

「東京都建設リサイクル推進計画」に基づき策定されたものです。東京都建設

リサイクル推進計画を着実に推進するため、建設資源循環に関する各種の施策

(事前調査、リサイクル計画、情報システム活用、利用調整、適正な分別解体等及

び再資源化等、建設グリーン調達、実施状況の把握)の実施について必要な事項

を定めたものです。 

都は、建設工事の計画、設計、施工、維持管理等に当たって、ガイドラインに

基づき建設リサイクル推進施策を実施し、都内における建設資源循環の促進を図

ることとしています。 
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表 6.1-17(1) 主な環境保全に関する計画等(千代田区) 

環境保全に 

関する計画 
内容 

ちよだみらいプロジ

ェクト-千代田区第

３次基本計画 2015- 

（平成 27 年３月） 

「千代田区第３次基本構想（平成 13 年 10 月策定）」が描く平成 30 年代の将来

像「都心の魅力にあふれ、文化と伝統が息づくまち千代田」の実現に向けて、（改

定）千代田区第３次基本計画（平成 22 年９月策定）に基づき、さまざまな取組

みを展開してきました。このプロジェクトでは、今後 10 年間に区が取り組むべ

き施策について、現状と課題や課題解決の方向性を取りまとめ、将来像として目

指すべき 10 年後の姿と、それを実現するための主な取組を明らかにしています。 

基本構想の施策のみちすじとして、以下の４つの柱を示しています。 

・安全で安心できる、いつまでも住み働き続けられるまち 

・福祉の心が通いあう、安心と支え合いのまち 

・心豊かに学び、文化を創り出すまち 

・人と人とのふれあいを大切にする、個性あふれるまち 

千代田区都市計画 

マスタープラン 

（令和３年５月改

定） 

都市計画法第 18 条の２に規定する「都市計画に関する基本的な方針」として、

まちの将来像や目指すべき方向性、まちづくりの方針や取り組みについての考え

方を示すものです。まちづくりの理念である「歴史に育まれた豊かな都心環境を

次世代に継承し、世界の人に愛されるまち、千代田」や将来像、基本方針などを

実現するために、テーマに基づいた具体的なまちづくりを進めていく必要があり

ます。そのために以下のとおり７つのテーマを設定し、それぞれの方針を定めて

います。 

テーマ１ 豊かな都心生活と住環境を守り、育てるまちづくり 

テーマ２ 緑と水辺がつなぐ良質な空間をつくり、活かすまちづくり 

テーマ３ 都心の風格と景観、界隈の魅力を継承・創出するまちづくり 

テーマ４ 道路・交通体系と快適な移動環境がつながるまちづくり 

テーマ５ 多様性を活かすユニバーサルなまちづくり 

テーマ６ 災害にしなやかに対応し、回復力の高い強靭なまちづくり 

テーマ７ 高水準の環境・エネルギー対策を進めるまちづくり 

千代田区景観 

まちづくり計画 

（令和２年３月） 

千代田区は平成 31 年４月１日に景観法に基づく景観行政団体となり、地域の

良好な景観形成に主体的に取り組むため、令和２年３月に新たに景観形成の指針

となる「千代田区景観まちづくり計画」を策定しました。 

千代田区の景観は、東京のみならず、日本を代表する重要な景観であり、長い

歴史に育まれた個性的な界隈で形成されています。景観を保全創出するのは、地

域を構成する人々の営みの集積であり、景観は個々の敷地の中での建築意匠論で

なく、地域の歴史や街並みのつながりという地域のコンセンサスの中で、敷地を

越えリレーのようにつながり、まちづくりとして形成されるべきものとされてい

ます。 

本計画では、千代田区の景観まちづくりとして「５つの目標」を設定していま

す。 

目標１「江戸から引き継がれたまちの歴史的構造を活かす」 

目標２「江戸一東京の歴史を伝える水辺と緑の自然を守り、活かす」 

目標３「山の手と下町に展開する多様な界隈の個性を活かす」 

目標４「都心に生きる人々に活気とやさしさを与える」 

目標５「首都として風格ある都心の美しさを創出する」 

千代田区緑の 

基本計画 

（令和３年７月改

定） 

本計画は、都市緑地法第４条第１項に規定される「緑地の保全および緑化の推

進に関する基本計画」です。 

区における緑とオープンスペースの確保に関する具体的な指針として、目指す

緑の方向性、緑の配置、施策展開等が体系的に定められています。 

なお、本計画は、計画策定から約 20 年が経過し、社会状況や緑の役割等が変

化する中、令和３年７月に改定されました。 
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表 6.1-17(2)  主な環境保全に関する計画等(千代田区) 

環境保全に 

関する計画 
内容 

千代田区緑化推進 

要綱 

（平成 10 年 10 月） 

本要綱は、「千代田区緑の基本計画」に基づき、建築物及びその他の施設を設

置し、管理する際の緑化に関する必要事項を定めることにより、千代田区におけ

る緑豊かな都市景観の創出と良好な生活環境の保全及び改善を図ることを目的

としています。 

・緑化計画の届出対象行為 

・建築基準法第 18 条第２項に規定する通知を必要とする公共施設の建築行為 

・敷地面積が 250 ㎡以上で、建築基準法第６条第１項に規定する確認を必要と

する民間施設の建築行為 
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表 6.1-18 主な環境保全に関する計画等(中央区) 

環境保全に 

関する計画 
内容 

中央区基本計画 

2018 

（平成 30 年３月） 

本計画は、中央区基本構想に掲げた将来像の実現に向けて、施策のみちすじに

基づいた取組を総合的かつ計画的に展開していくため、平成 30 年度を計画の初

年度として、今後 10 年間を見据えた具体的な施策や取組内容を示した計画とな

ります。 

将来像の実現に向けた基本的な方向性 

（１）「中央区スタイル」を確立し、世界に輝く東京を創造   

（２）歴史と伝統を継承し、多彩な魅力があふれる美しいまちを形成  

（３）誰もがあこがれ、住みたい・働きたい都心の実現  

（４）未来を切り拓く力を育む「創造の場」の構築  

（５）多様な絆が融合した「プロアクティブ・コミュニティ」の確立 

東京駅前地域のまち

づくりガイドライン 

2018 

（平成 30 年４月） 

 

本ガイドラインは、「都市再生緊急整備地域の地域整備方針」、「東京の都市づ

くりビジョン」、「中央区基本計画 2018」などに示されているまちづくりのビジ

ョンを具体化し、東京駅前地域のまちづくりの方向性を示すことにより、地域

全体が統一したコンセプトのもとにまちづくりが進められ、目標とする「安全

で快適な回遊性の高い国際都市東京の玄関口」が形成されるよう、中央区の基

本的な考えを示しています。 

基本的な考え方 

・国際都市東京の玄関口に相応しい風格ある顔づくり 

・交通結節点の機能強化 

・交通ネットワークの充実・強化 

・国際観光都市としての魅力的な商業・文化・観光機能等の充実 

中央区環境行動 

計画 2018 

（平成 30 年３月） 

環境基本法第 36 条および地球温暖化対策の推進に関する法律第 19 条第２項

に規定されている「地方公共団体の施策」を受けて策定する計画であり、「中央

区基本構想」および「中央区基本計画」を環境施策の側面から補完するものです。

本計画の基本目標は、区の地域特性を踏まえた望ましい環境像を実現するため、

下記に示すように、５つの基本目標を定め、区民、事業者と連携のうえ、各目標

の達成に向けた施策を着実に推進していくこととしています。 

基本目標１ 低炭素社会 ～地球にやさしいまちづくり～ 

→施策：家庭・事業所における省エネルギー行動の促進など 

基本目標２ 循環型社会 ～限りある資源を大切にするまちづくり～ 

→施策：３Ｒに対する意識啓発と発生抑制・再使用の促進など 

基本目標３ 自然共生社会 ～水とみどりにかこまれた豊かなまちづくり～ 

→施策：水とみどりのネットワークの形成 

基本目標４ 安全安心な社会 ～安心とやすらぎが実感できるまちづくり～ 

→施策：ヒートアイランド対策の推進など 

基本目標５ 学びと行動の輪(わ)～みんなで環境活動に取り組むまちづくり～ 

→施策：環境保全意識の普及・啓発など 

中央区緑の基本計画 

（平成 31 年３月） 

「中央区基本構想」および「中央区基本計画 2018」が示す公園や緑に関する方

針・施策を補完するものです。本計画は、中央区における今後 10 年間の緑地の

保全と緑化推進に関する目標や施策、都市公園の整備や管理などの方針を定める

「中央区緑の基本計画」（平成 21 年３月）を平成 31 年３月に改定したものです。

本計画では、現状と課題から計画の理念と４つの基本方針を定めた上で、17 の取

組方針を挙げ、今後の施策の方向性と取り組みが示されています。計画期間は、

令和元年度から令和 10 年度までの 10 年間です。 

中央区花と緑の 

まちづくり推進要綱 

（令和２年４月） 

本要綱は、中央区における緑豊かな都市景観を創出し、良好な生活環境の保全

やヒートアイランド現象の緩和を目的として、区内の住宅、事務所、学校等の施

設用地の緑化を推進するため、緑化指導の技術的基準及び助成金の交付基準を定

めています。 

 


