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電波障害 

対象事業地及びその沿道における土地利用現況は、図 6.1-4 に示すとおりであり、主

に事務所建築物が分布しています。 

また、対象事業地及びその沿道の既存建築物の状況は、図 6.2-20 に示すとおりであ

り、４階～15階程度の中高層建築物が多く分布しています。 

なお、地上デジタル放送のテレビ電波の送信所は、対象事業地から北東に約 5.2km 離

れた東京スカイツリー(東京都墨田区押上一丁目地内)があります。 

 

風環境 

対象事業地及びその沿道における土地利用現況は、図 6.1-4 に示すとおりであり、主

に事務所建築物が分布しています。 

また、対象事業地及びその沿道の既存建築物の状況は、図 6.2-20 に示すとおりであ

り、４階～15階程度の中高層建築物が多く分布しており、一般的に強風の発生や生活環

境に及ぼす影響が生じやすくなると言われている地上約 40～50m 以上の建築物が一部立

地しています。 
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図 6.2-20 既存建築物の状況図 

資料：「東京の土地利用（平成 28 年東京都区部）」（平成 30 年５月、東京都都市整備局） 
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景観 

(1) 地域の景観特性 

対象事業地周辺は、目指すべき東京の都市の姿を明らかにした「都市づくりのグラン

ドデザイン」(平成 29 年９月、東京都)において、「中枢広域拠点域」に区分されていま

す。「東京都景観計画 平成 30 年８月改定版」（平成 30 年８月、東京都）によると、中

枢広域拠点域の景観特性は以下のとおり示されています。 

 

・明治以降、近代的な都市計画が導入され、丸の内周辺や日本橋、銀座、築地周辺など

で建てられた近代西洋的な建築物の一部は、今も都心部に残り、貴重な景観資源とな

っています。 

・明治末以降は、近代国家の建設を意識した都市づくりが行われ、首都を象徴する景観

として、皇居や東京駅などが整備されており、東京駅は夜間のライトアップが行われ

ています。 

・関東大震災後は、震災復興計画に基づく都市づくりにより、公園、街路、橋りょうの

整備などにおいて都市デザイン的要素が取り入れられています。 

・昭和 39年の東京オリンピックでは、首都高速道路の建設や幹線道路の拡幅など、イン

フラも整備され、今日もなお、レガシーとして利用されています。 

・昭和 40 年代以降になると、100m を超える建築物が建設され、東京のスカイラインの

変貌が始まり、近年は老朽化したビルが超高層建築物に建替えられ、新たなスカイラ

インが形成されています。 

・隅田川を中軸として、東京の水網都市としての性格を代表する景観となっており、ま

た、多くの橋りょうは都市のランドマークとして重要な景観資源となっています。 

 

また、「千代田区景観まちづくり計画」（令和２年３月、千代田区環境まちづくり部景

観・都市計画課）によると、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るとあります。対象事

業地の一部は、美観地域重点地区に位置し、景観形成の目標として、大街区と大規模建

築物から構成される風格ある景観が特徴であるため、皇居等からの眺めに配慮した高層

部のデザインや配置の誘導とともに、低層部がつくるゆとりのある連続的な街路景観を

形成するとされています。 

なお、中央区では、景観条例・要綱等は定められていません。 

したがって、対象事業地周辺の主要な景観構成要素としては、近代建築、大規模構造

物、橋りょうなどが挙げられます。 

なお、皇居周辺地域では、東京都景観条例（平成 18 年東京都条例第 136 号）の第 20

条に基づき、皇居周辺地域の景観誘導区域において、特に風格ある景観の保全に影響す

る大規模建築物等については、建築物のデザイン評価指針により協議を実施するものと

しています。 

 

(2) 対象事業地周辺の景観資源の状況 

対象事業地周辺の景観資源は表 6.2-25 及び図 6.2-21 に示すとおりです。 

対象事業地周辺は、市街地が広がっており、大部分が市街地における地域景観ですが、

明治以降に建てられた近代西洋的な建築物が今も都心部に残り、東京の成り立ちを伝え

る街並みが広がっています。 

なお、対象事業地沿道には、1件の景観資源（図中番号 10）が存在します。 
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表 6.2-25 景観資源の概要 

図中 

番号 
名称 所在地 概要 

1 東京駅丸ノ内本屋 千代田区丸の内一丁目１番３号 国指定 重要文化財（建造物） 

2 旧浜離宮庭園 中央区浜離宮庭園 国指定 特別名勝 特別史跡 

3 勝鬨橋 
中央区勝どき一丁目地内から 

中央区築地六丁目地内まで 
国指定 重要文化財 

4 築地本願寺本堂 中央区築地三丁目 15 番１号 国指定 重要文化財 

5 
ＤＮタワー２１ 

（旧第一生命館） 

千代田区有楽町一丁目 13 番１

号 

戦前最後の大作として現存する大規模

建築。外装は花崗岩を主とし、装飾を排

したシンプルなモチーフの力強いデザ

インでまとめられている。 

6 聖路加国際病院 中央区明石町 10 番１号 
居留地の名残をとどめる明石町のシン

ボル。 

7 ヨネイビルディング 中央区銀座二丁目８番 20 号 
調和性を重視した「ストリートアーキ

テクチャー」の一例。 

8 
カトリック築地教会

聖堂 
中央区明石町５番 26 号 

ギリシャ神殿風の教会として珍しい存

在。居留地時代の息吹を今に伝える建

物。 

9 中央区立泰明小学校 中央区銀座五丁目１番 13 号 

震災復興事業の一つとして建てられた

小学校。カーブを描く壁面やアーチ窓

等、全体的に表現派風の意匠をもつ建

物。 

10 鈴木ビル 中央区銀座一丁目 28 番 15 号 

公演や稽古事等に部屋を貸し出してい

た貸席建築である。外観は馬蹄形の窓

を持つ銅版葺きの屋根、デザインを変

えた窓、一階円柱の幾何学的レリーフ、

内部の壁に用いられている布目タイル

などが特徴。 

11 宮川食鳥鶏卵 中央区築地一丁目４番７号 

東京及び近県で、関東大震災以降に多

く建てられた看板建築の一つ、壁材の

銅板が青黒く見え、昭和初期の商店の

雰囲気を醸し出している。 

注１）表中の図中番号は図 6.2-21 に対応しています。 

資料：「特に景観上重要な歴史的建造物等一覧」（令和３年 10 月閲覧、東京都都市整備局ホームページ） 

「都選定歴史的建造物一覧」（令和３年 10 月閲覧、東京都都市整備局ホームページ） 

「千代田区景観まちづくり重要物件」（令和３年 10 月閲覧、千代田区ホームページ） 
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図 6.2-21 景観資源 

資料：「特に景観上重要な歴史的建造物等一覧」 
（令和３年 10 月閲覧、東京都都市整備局ホームページ） 
「都選定歴史的建造物一覧」 
（令和３年 10 月閲覧、東京都都市整備局ホームページ） 
「千代田区景観まちづくり重要物件」 
（令和３年 10 月閲覧、千代田区ホームページ） 
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史跡・文化財 

(1) 指定・登録文化財 

対象事業地周辺における国、都及び区の指定・登録文化財は表 6.2-26及び図 6.2-22

に示すとおりです。 

対象事業地周辺には国指定の文化財が８件、国登録の文化財が３件、都指定の文化財

が 10 件、中央区指定の文化財が２件、中央区民文化財が 13 件、港区登録文化財が１件

あり、対象事業地内には存在しませんが、対象事業地沿道に、１件の国の有形文化財（図

中番号 10）及び１件の区の有形文化財（図中番号 24）があります。 

 

表 6.2-26 (1) 指定・登録文化財 

図中 

番号 
指定･登録 種別 名称 所在地 

1 国(指定) 特別史跡 江戸城跡 千代田区千代田一丁目 

2 国(指定) 重要文化財 東京駅丸ノ内本屋 千代田区丸の内一丁目１番３号 

3 国(指定) 重要文化財 明治生命保険相互会社本社本館 千代田区丸の内二丁目１番１号 

4 国(指定) 特別名勝 旧浜離宮庭園 中央区浜離宮庭園 

5 国(指定) 重要文化財 勝鬨橋 中央区築地六丁目、勝どき一丁目 

6 国(指定) 重要文化財 築地本願寺本堂 中央区築地三丁目 1501 番 

7 国(指定) 重要文化財 髙島屋東京店 中央区日本橋二丁目４番１号 

8 国(指定) 史跡 旧新橋停車場跡 港区東新橋一丁目 

9 国(登録) 有形文化財 新富町躍金楼店舗 中央区新富町一丁目 11 番３号他 

10 国(登録) 有形文化財 大野屋總本店店舗 中央区新富二丁目６番 13 号 

11 国(登録) 有形文化財 繭山龍泉堂店舗 中央区京橋二丁目５番 60 号他 

12 都(指定) 旧跡 南町奉行所跡 
千代田区有楽町二丁目７番及び８番

付近 

13 都(指定) 旧跡 東京府庁舎跡 千代田区丸の内三丁目５番 

14 都(指定) 旧跡 林大学頭邸跡 千代田区丸の内二丁目１番及び２番 

15 都(指定) 旧跡 間新六供養塔 
中央区築地三丁目 15 番１号 築地本

願寺内 

16 都(指定) 旧跡 蘭学事始地 中央区明石町 11 番地先 

17 都(指定) 旧跡 浅野内匠頭邸跡 
中央区明石町 10 番及び 11 番 

聖路加国際病院内 

18 都(指定) 旧跡 浴恩園跡 
中央区築地五丁目２番１号 

東京中央卸売市場内 

19 都(指定) 旧跡 酒井抱一墓 
中央区築地三丁目 15 番１号 築地本

願寺内 

20 都(指定) 旧跡 土生玄碩墓 
中央区築地三丁目 15 番１号 

築地本願寺内 

21 都(指定) 旧跡 名水白木屋の井戸 中央区日本橋一丁目４番 

22 区(指定) 有形文化財 明治屋京橋ビル 中央区京橋二丁目２番８号 

23 区(指定) 有形文化財 アメリカ公使館跡の記念碑 
中央区明石町８番 

聖路加国際病院 
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表 6.2-26(2) 指定・登録文化財 

図中 

番号 
指定・登録 種別 名称 所在地 

24 区(区民) 有形文化財 京橋の親柱 

中央区京橋三丁目及び 

銀座一丁目(旧京橋橋詰) 

１.京橋三丁目５番先 

旧京橋北東側橋詰位置 

２.銀座一丁目２番先 

旧京橋南西側橋詰位置 

３.銀座一丁目 11 番先 

旧京橋南東側橋詰位置 

25 区(区民) 
有形 

民俗文化財 
波除稲荷神社の獅子頭 

中央区築地六丁目 20 番 37 号 

波除稲荷神社 

26 区(区民) 有形文化財 海運橋親柱 

中央区日本橋一丁目及び 

日本橋兜町 

１.日本橋一丁目 20 番先 

２.日本橋兜町３番先 

27 区(区民) 
有形 

民俗文化財 
波除稲荷神社の天水鉢 

中央区築地六丁目 20 番 37 号 

波除稲荷神社 

28 区(区民) 史跡 江戸秤座跡 
中央区日本橋三丁目７番 20 号 

ディックビル 

29 区(区民) 
有形 

民俗文化財 
森孫右衛門供養塔 

中央区築地三丁目 15 番１号 

築地本願寺 

30 区(区民) 
有形 

民俗文化財 
銀座出世地蔵尊 

中央区銀座四丁目６番 

三越銀座店屋上 

31 区(区民) 有形文化財 カトリック築地教会聖堂 中央区明石町５番 26 号 

32 区(区民) 有形文化財 
海幸橋の親柱 附 

橋梁竣工図面 

中央区築地 

五丁目及び六丁目 

１.築地五丁目２番先 

(旧海幸橋北西位置 鋼鉄製親柱) 

２.築地五丁目２番先 

(旧海幸橋南西位置 石造親柱) 

３.築地六丁目 20 番先 

(旧海幸橋南東位置 鋼鉄製親柱) 

４.築地六丁目 27 番先 

(旧海幸橋北東位置 石造親柱) 

33 区(区民) 有形文化財 
聖路加国際病院   

トイスラー記念館 
中央区明石町 10 番 

34 区(区民) 有形文化財 

燈臺 北村西望作  

銅造彫刻 附 

石造台座 

中央区銀座四丁目１番２号 

数寄屋橋公園 

35 区(区民) 有形文化財 為替バンク三井組柱頭 
中央区京橋二丁目 16 番１号  

清水建設株式会社 

36 区(区民) 有形文化財 門跡橋の親柱及び高欄 中央区築地三・四丁目と六丁目の間 

37 区登録 有形文化財 新橋親柱 港区新橋一丁目６番 10 号 

注１）表中の図中番号は図 6.2-22 に対応しています。 

資料：「国指定文化財等データベース」(令和３年 10 月閲覧、文化庁ホームページ) 

   「東京都文化財情報データベース」(令和３年 10 月閲覧、東京都ホームページ) 

   「千代田区行政基礎資料集(令和３年版)」(令和３年８月、千代田区) 

「千代田区の文化財」(令和３年 10 月閲覧、千代田区立日比谷図書文化館ホームページ) 

   「中央区文化財」(令和３年 10 月閲覧、中央区ホームページ) 

   「港区文化財総合目録」(令和３年 10 月閲覧、港区立郷土歴史館ホームページ) 
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図 6.2-22 指定・登録文化財位置図 

資料：「国指定文化財等データベース」(令和３年 10 月閲覧、文化庁ホームページ) 
   「東京都文化財情報データベース」(令和３年 10 月閲覧、東京都ホームページ) 
   「千代田区行政基礎資料集(令和３年版)」(令和３年８月、千代田区) 
   「中央区文化財」(令和３年 10 月閲覧、中央区ホームページ) 
   「港区文化財総合目録」(令和３年 10 月閲覧、港区立郷土歴史館ホームページ) 

注１）：No.24、No.26、No.32 は、複数箇所に存在するため、 
複数の位置を示しています。 
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(2) 埋蔵文化財 

対象事業地周辺における埋蔵文化財包蔵地は表 6.2-27 及び図 6.2-23 に示すとおり

です。 

対象事業地周辺には 83 件の埋蔵文化財包蔵地が存在しており、対象事業地内には１

件（図中番号 5）が、対象事業地沿道には３件（図中番号 3、12、82）が存在しています。 

なお、対象事業地及びその沿道は、江戸遺跡の範囲内に位置しています。 
 

表 6.2-27(1) 埋蔵文化財包蔵地 

図中 
番号 

遺跡名 所在地 遺跡の種別 備考 

1 江戸城跡 
千代田区 千代田 皇居外
苑 北の丸公園 

城館 国指定特別史跡 

2 千代田区№51 遺跡 千代田区 丸の内一丁目 墓地跡  

3 丸の内三丁目遺跡 千代田区 丸の内三丁目 城館・屋敷・その他（道）  

4 千代田区№53 遺跡 千代田区 有楽町一丁目 社寺・上水跡  

5 丸の内一丁目遺跡 千代田区 丸の内一丁目 城館  

6 東京駅八重洲北口遺跡 千代田区 丸の内一丁目 包蔵地・屋敷  

7 有楽町二丁目遺跡 千代田区 有楽町二丁目 屋敷  

8 日本橋一丁目遺跡 中央区 日本橋一丁目 包蔵地  

9 京橋二丁目遺跡 中央区 京橋二丁目 屋敷・ その他（上水路跡）  

10 八丁堀三丁目（第２次）遺跡 中央区 八丁堀三丁目 社寺・屋敷  

11 京葉線八丁堀遺跡 
中央区 八丁堀三丁目  
八丁堀四丁目 

社寺・屋敷（武家屋敷・町屋）  

12 中央区№８遺跡 中央区 八重洲二丁目 屋敷  

13 浜御殿遺跡 中央区 浜離宮庭園 庭園  

14 中央区№10 遺跡 中央区 銀座三丁目 その他（上水路跡）  

15 中央区№11 遺跡 中央区 銀座四丁目 その他（上水路跡）  

16 明石町（第３次）遺跡 中央区 明石町 屋敷  

17 中央区№14 遺跡 中央区 明石町 その他（上水路跡）  

18 中央区№16 遺跡 中央区 築地三丁目 その他（上水路跡）  

19 日本橋二丁目遺跡 中央区 日本橋二丁目 屋敷（武家屋敷・町屋）  

20 明石町遺跡 中央区 明石町 屋敷（武家屋敷）  

21 中央区№19 遺跡 中央区 明石町 屋敷  

22 中央区№20 遺跡 中央区 築地四丁目 社寺  

23 中央区№22 遺跡 中央区 八丁堀二丁目 社寺・屋敷  

24 中央区№23 遺跡 中央区 八丁堀三丁目 社寺  

25 中央区№31 遺跡 中央区 日本橋二丁目 屋敷  

26 中央区№35 遺跡 中央区 銀座八丁目 その他の墓・その他（町屋）  

27 八丁堀三丁目遺跡 中央区 八丁堀三丁目 社寺・屋敷  

28 八丁堀二丁目遺跡 中央区 八丁堀二丁目 社寺・屋敷  

29 中央区№41 遺跡 中央区 銀座八丁目 その他の墓  

30 中央区№43 遺跡 中央区 八丁堀三丁目 社寺  

31 中央区№45 遺跡 中央区 築地四丁目 社寺  

32 中央区№47 遺跡 中央区 八丁堀二丁目 社寺・屋敷  

33 中央区№48 遺跡 中央区 八丁堀四丁目 その他（上水木樋）  

34 中央区№49 遺跡 中央区 明石町 屋敷（武家屋敷）  

35 中央区№51 遺跡 中央区 八丁堀三丁目 社寺・屋敷（町屋）  

36 湊一丁目遺跡 中央区 湊一丁目 屋敷  
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表 6.2-27(2) 埋蔵文化財包蔵地 

図中 
番号 

遺跡名 所在地 遺跡の種別 備考 

37 中央区№54 遺跡 中央区 八丁堀四丁目 屋敷跡（武家地・町地）  

38 中央区№56 遺跡 中央区 八丁堀三丁目 屋敷跡（武家地・町地）  

39 八丁堀二丁目（第２次）遺跡 中央区 八丁堀二丁目 社寺・屋敷（武家・町屋）  

40 八丁堀三丁目（第３次）遺跡 中央区 八丁堀三丁目 屋敷（武家・町屋）  

41 中央区№62 遺跡 中央区 築地四丁目 社寺  

42 中央区№64 遺跡 中央区 八丁堀四丁目 屋敷（武家・町屋）  

43 八丁堀三丁目遺跡 中央区 八丁堀三丁目 
屋敷（武家屋敷） 
その他（明地） 

 

44 中央区№72 遺跡 中央区 明石町 屋敷  

45 中央区№74 遺跡 中央区 京橋二丁目 屋敷（町屋屋敷）  

46 中央区№75 遺跡 中央区 八重洲二丁目 屋敷（町屋屋敷）  

47 中央区№76 遺跡 中央区 銀座四丁目 屋敷  

48 中央区№80 遺跡 中央区 八丁堀三丁目 屋敷  

49 中央区№82 遺跡 中央区 京橋三丁目 屋敷  

50 京橋二丁目（第２次）遺跡 中央区 京橋二丁目 屋敷  

51 築地五丁目遺跡 中央区 築地五丁目 屋敷（武家）  

52 明石町（第４次）遺跡 中央区 明石町 
屋敷（武家） 
その他（近代） 

 

53 中央区№91 遺跡 中央区 京橋二丁目 屋敷（町屋）  

54 中央区№97 遺跡 中央区 築地四丁目 社寺  

55 京橋二丁目（第３次）遺跡 中央区 京橋二丁目 
屋敷（町屋） 
その他（道路） 

 

56 中央区№106 遺跡 中央区 京橋二丁目 屋敷（町屋）  

57 中央区№117 遺跡 中央区 明石町 14 番 屋敷  

58 京橋一丁目遺跡 中央区 京橋一丁目 屋敷  

59 中央区№122 遺跡 中央区 銀座七丁目 屋敷  

60 八丁堀三丁目（第５次）遺跡 中央区 八丁堀三丁目 屋敷（町屋・武家屋敷）  

61 京橋二丁目（第４次）遺跡 中央区 京橋二丁目 屋敷（町屋）  

62 中央区 No.128 遺跡 中央区 京橋二丁目 屋敷（町屋）  

63 中央区 No.130 遺跡 中央区 八丁堀二丁目 町屋（屋敷）  

64 中央区 No.131 遺跡 中央区 築地三丁目 屋敷（武家屋敷）  

65 中央区 No.135 遺跡 中央区 京橋三丁目 屋敷  

66 日本橋兜町遺跡 中央区 日本橋兜町 屋敷  

67 中央区 No.139 遺跡 中央区 築地三丁目 屋敷  

68 港区№98 遺跡 港区 東新橋一丁目 大名屋敷跡  

69 港区№118 遺跡 港区 東新橋一丁目 包蔵地  

70 中央区 No.152 遺跡 中央区 入船一丁目 屋敷  

71 中央区 No.150 遺跡 中央区 八丁堀三丁目 屋敷  

72 中央区 No.149 遺跡 中央区 八丁堀三丁目 屋敷  

73 中央区 No.147 遺跡 中央区 八丁堀三丁目 道路跡  

74 中央区 No.143 遺跡 中央区 八丁堀二丁目 屋敷  

75 中央区 No.148 遺跡 中央区 日本橋兜町 屋敷  

76 八重洲二丁目遺跡 中央区 八重洲二丁目 屋敷  

77 中央区 No.154 遺跡 中央区 築地六丁目 屋敷  

78 中央区 No.157 遺跡 中央区 築地三丁目 屋敷  
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表 6.2-27(3) 埋蔵文化財包蔵地 

図中 
番号 

遺跡名 所在地 遺跡の種別 備考 

79 中央区 No.159 遺跡 中央区 入船一丁目 屋敷  

80 中央区 No.151 遺跡 中央区 銀座八丁目 屋敷  

81 京橋一丁目（第２次）遺跡 中央区 京橋一丁目 その他（町屋）  

82 八重洲二丁目（第２次）遺跡 中央区 八重洲二丁目 屋敷  

83 中央区 No.163 遺跡 中央区 京橋一丁目 屋敷  

注１）表中の図中番号は図 6.2-23 に対応しています。 

資料：「東京都遺跡地図情報インターネット提供サービス」(令和３年 10 月閲覧、東京都教育委員会ホームページ) 
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資料：「東京都遺跡地図情報インターネット提供サービス」 
(令和３年 10 月閲覧、東京都教育委員会ホームページ) 図 6.2-23 埋蔵文化財包蔵地 
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自然との触れ合い活動の場 

対象事業地及びその周辺における自然との触れ合い活動の場は表 6.2-28 及び図 

6.2-24 に示すとおりです。 

対象事業地及びその周辺には皇居外苑、浜離宮恩賜庭園のほか、公園が 19 か所、児

童遊園が８か所、緑道が１か所、ウォーキングコースが２か所存在します。対象事業地

内には、楓川新富橋公園、新金橋児童遊園及び築地川亀井橋公園が存在しています。 

 

表 6.2-28 自然との触れ合い活動の場（公園及び緑道等） 

図中 
番号 

名称 所在地 

1 皇居外苑 皇居外苑 

2 浜離宮恩賜庭園 中央区浜離宮恩賜庭園一丁目１番 

3 楓川久安橋公園 中央区京橋一丁目 19 番 13 号先 

4 水谷橋公園 中央区銀座一丁目 12 番６号 

5 京橋公園 中央区銀座一丁目 25 番２号 

6 数寄屋橋公園 中央区銀座四丁目１番２号、銀座五丁目１番１号 

7 築地川釆女橋公園 中央区銀座六丁目 18 番１号 

8 楓川新富橋公園 中央区新富二丁目１番 14 号先 

9 桜川公園 中央区入船一丁目１番１号 

10 築地川亀井橋公園 中央区築地一丁目 6 番１号先 

11 築地川祝橋公園 中央区築地一丁目 11 番 13 号先 

12 築地川銀座公園 中央区築地一丁目 13 番 20 号 

13 築地川公園 中央区明石町 10 番２号 

14 市場橋公園 中央区築地四丁目 15 番２号 

15 築地川千代橋公園 中央区築地五丁目１番１号先 

16 はとば公園 中央区築地六丁目 19 番 24 号 

17 あかつき公園 中央区築地七丁目 19 番１号 

18 楓川宝橋公園 中央区八丁堀二丁目１番 12 号先、八丁堀三丁目 1 番 20 号先 

19 楓川弾正橋公園 中央区八丁堀三丁目２番先、八丁堀四丁目 1 番 12 号先 

20 坂本町公園 中央区日本橋兜町 15 番３号 

21 楓川新場橋公園 中央区日本橋兜町 11 番 15 号先、日本橋兜町 18 番 14 号先 

22 紺屋橋児童遊園 中央区八重洲二丁目 11 番９号 

23 弾正橋北西児童遊園 中央区京橋二丁目 18 番１号先 

24 新金橋児童遊園 中央区新富一丁目１番９号 

25 桜橋南西児童遊園 中央区新富一丁目２番９号 

26 桜橋南東児童遊園 中央区新富一丁目 13 番 27 号 

27 西八丁堀児童遊園 中央区八丁堀三丁目１番４号 

28 弾正橋北東児童遊園 中央区八丁堀三丁目２番４号 

29 中ノ橋北東児童遊園 中央区八丁堀四丁目 11 番 24 号 

30 明石町緑道 中央区明石町付近 

31 京橋コース（銀座・築地） 京橋駅～浜離宮恩賜庭園～築地魚河岸 

32 京橋コース（銀座・新川・新富） 八丁堀駅～シーボルトの胸像～銀座駅 

注１）表中の図中番号は図 6.2-24 に対応しています。 

資料:「公園・児童遊園・緑道」(令和３年 10 月閲覧、千代田区ホームページ) 

「水とみどりのふれあいマップ」(令和３年 10 月閲覧、中央区ホームページ) 

「公園・広場一覧」(令和３年 10 月閲覧、中央区ホームページ) 

「中央区ウォーキングマップ」（令和３年 10 月閲覧、中央区ホームページ） 
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資料：「公園・児童遊園・緑道」(令和３年 10 月閲覧、千代田区ホームページ) 
   「水とみどりのふれあいマップ」(令和３年 10 月閲覧、中央区ホームページ) 
   「公園・広場一覧」(令和３年 10 月閲覧、中央区ホームページ) 
   「中央区ウォーキングマップ」（令和３年 10 月閲覧、中央区ホームページ） 

図 6.2-24 自然との触れ合い活動の場(公園及び緑道等)の分布状況 
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廃棄物 

東京都では、「東京都建設リサイクル推進行動計画」（平成 10 年 11 月、東京都）を策

定し、都関連工事から発生する建設副産物の計画的なリサイクルを推進するための施策

を実施しています。同計画は平成 28 年度に改定され、「東京都建設リサイクル推進計

画」(平成 28 年４月、東京都)によると、都関連工事の再資源化率等の実績値(平成 24 年

度)及び目標値(平成 30年度及び 32年度)は、表 6.2-29 に示すとおりです。 

平成 24 年度の都関連工事における再資源化率等の実績値は、建設廃棄物が 98％とな

っています。 

 

表 6.2-29 都関連工事の再資源化率等の実績値及び目標値 

対象品目 
実績値 

(平成 24 年度) 

目標値 

(平成 30 年度) 

目標値 

(平成 32 年度) 

建設廃棄物 98％ 99％ 99％ 

 アスファルト・コンクリート塊 99％ 99％以上 99％以上 

 コンクリート塊 99％ 99％以上 99％以上 

 建設発生木材 95％ 99％以上 99％以上 

 建設泥土 87％ 97％ 98％ 

 建設混合廃棄物 排出率 - 1.0％未満 1.0％未満 

  再資源化・縮減率 - 82％ 83％ 

建設発生土 - 99％以上 99％以上 

資料：「東京都建設リサイクル推進計画」(平成 28 年４月、東京都) 
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温室効果ガス 

東京都における二酸化炭素排出量の状況は、表 6.2-30 に示すとおりです。 

平成 30年度の東京都における総CO2排出量は5,733万 t-CO2であり、平成12年度に比

べて 2.7％の減少となっています。部門別の増減率は業務部門で 23.5％、家庭部門で

28.3％の増加となっており、産業部門で 39.1％、運輸部門で 45.4％の減少となってい

ます。 

また、平成29年度と比べると産業部門で4.4％、業務部門で0.9％、家庭部門で3.8％、

運輸部門で 1.8％の減少となっています。 

千代田区及び中央区における二酸化炭素排出量の状況は、表 6.2-31 及び表 6.2-32

に示すとおりです。 

平成 30年度の千代田区における CO2排出量は合計で 240.4 万 t-CO2、平成 26年度の中

央区における CO2排出量は合計で 225.8 万 t-CO2となっています。 

 

表 6.2-30 東京都における総CO2排出量 

部門 

二酸化炭素排出量(万 t-CO2) 伸び率(％) 

平成 12 
年度 

平成 17 
年度 

平成 22 
年度 

平成 27 
年度 

平成 29 
年度 

平成 30 
年度 

平成 12 
年度比 

平成 22 
年度比 

平成 29 
年度比 

 （産業・業務部門） 2,727 3,049 2,890 3,074 2,985 2,943 7.9% 1.8% -1.4% 

  産業部門 679 537 456 431 433 414 -39.1% -9.2% -4.4% 

  業務部門 2,048 2,511 2,435 2,643 2,553 2,529 23.5% 3.9% -0.9% 

 家庭部門 1,283 1,464 1,559 1,663 1,712 1,646 28.3% 5.6% -3.8% 

 運輸部門 1,765 1,518 1,206 1,128 982 964 -45.4% -20.1% -1.8% 

エネルギー起源 CO2 5,775 6,031 5,656 5,865 5,679 5,553 -3.8% -1.8% -2.2% 

非エネルギー起源 CO2 120 100 156 169 176 180 50.2% 15.6% 2.2% 

総 CO2 5,895 6,131 5,812 6,034 5,855 5,733 -2.7% -1.3% -2.1% 

注１）家庭部門には、自動車(マイカー)の排出量は含みません(運輸部門に計上)。 

注２）運輸部門については、自動車は都内交通量を、鉄道、船舶、航空は都内運行量を基準に算定しています。 

注３）端数処理の都合上、合計値とその内訳の合計は必ずしも一致しません。 

資料：「都における最終エネルギー消費及び温室効果ガス排出量総合調査」(令和３年３月、東京都環境局) 

 

表 6.2-31 千代田区におけるCO2排出量 

部門 
二酸化炭素排出量(万 t-CO2) 

平成２年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

 産業部門 17.5 6.0 5.4 5.0 4.3 4.2 

 業務部門 163.5 172.9 170.9 180.3 180.6 185.0 

 家庭部門 10.6 9.9 10.2 11.1 11.4 11.8 

 運輸部門 57.3 39.5 38.4 39.7 39.6 39.4 

合計 249.0 228.3 224.9 236.0 235.9 240.4 

注１）端数処理の都合上、合計値とその内訳の合計は必ずしも一致しません。 

資料：「二酸化炭素排出量」(令和３年 10 月閲覧、千代田区ホームページ) 
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表 6.2-32 中央区におけるCO2排出量 

部門 
二酸化炭素排出量(万 t-CO2) 

平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

 産業部門 5.8 11.1 7.0 7.4 8.0 6.0 

  農業 0 0 0 0 0 0 

  建設業 3.9 9.6 4.1 5.6 6.2 4.7 

  製造業 1.9 1.5 2.9 1.7 1.8 1.3 

 民生部門 169.6 168.3 174.5 199.1 196.7 185.0 

  家庭 21.9 22.2 25.2 28.4 28.0 27.5 

  業務 147.7 146.1 149.3 170.7 168.7 157.5 

 運輸部門 36.0 31.0 31.9 30.9 30.3 30.0 

  自動車 32.6 27.1 27.4 25.8 25.2 25.1 

  鉄道 3.4 3.8 4.4 5.1 5.1 4.8 

 廃棄物部門 3.7 4.5 4.4 4.7 5.0 4.7 

合計 215.1 214.9 217.8 242.1 239.9 225.8 

資料：「オール東京６２市区町村共同事業「みどり東京・温暖化防止プロジェクト」2018 年度温室効果ガス排出量

（推計）算定結果について」(令和３年５月、オール東京６２市区町村共同事業) 

 


