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 調査事項及び選定理由 

工事の完了後における施設の存在及び換気所の存在に伴う景観への影響が考えられること

から、以下の調査項目を選定しました。 

 

ア．地域景観の特性 

イ．代表的な眺望地点及び眺望の状況 

ウ．土地利用の状況 

エ．景観の保全に関する方針等 

オ．法令による基準等 

 

 調査地域 

調査地域は工事の完了後における施設の存在及び換気所の存在に伴う景観への影響を勘案

し、対象事業地周辺としました。 

 

 調査手法 

 地域景観の特性 

地域景観の特性は「東京都景観計画 平成30年８月改定版」（東京都）等の既存資料の収

集・整理及び現地調査により把握しました。 

 

 代表的な眺望地点及び眺望の状況 

 調査地点及び調査期間 

現地調査地点は、本事業の特性を踏まえ表 8.5-1 及び図 8.5-1 に示す３地点を設定しまし

た。 

調査期間は、表 8.5-1 に示すとおりです。 

 

表 8.5-1 現地調査地点及び調査期間 

図中番号 調査地点 調査期間 

1 新金橋付近 令和元年８月８日（木） 

2 有楽橋交差点付近 令和４年６月10日（金） 

3 鍛冶橋交差点付近 令和４年７月21日（木） 

注１）図中番号は図 8.5-1の図中番号と対応しています。 

 

 調査方法 

現地写真撮影により、代表的な眺望地点及び眺望の状況を把握しました。 
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図 8.5-1 景観調査地点図 
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 土地利用の状況 

「8.1 大気汚染 8.1.1現況調査 （3）調査手法 エ.土地利用の状況」（59ページ参照）と同

様としました。 

 

 景観の保全に関する方針等 

「東京都景観計画 平成 30 年８月改定版」（東京都）等の既存資料を収集・整理しました。 

 

 法令による基準等 

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）を整理しました。 

 

 調査結果 

 地域景観の特性 

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」（東京都）において、「中枢広域拠点域」に区分されています。 

また、「千代田区景観まちづくり計画」（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。 

くわえて、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。 

対象事業地周辺の景観資源は表 8.5-2 及び図 8.5-2 に示すとおりです。 

 

 代表的な眺望地点及び景観の状況 

代表的な眺望地点として選定した３地点の状況は表 8.5-3に、選定地点からの眺望の状況

を図 8.5-3に示します。 
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表 8.5-2 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 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 8.5-2 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４年７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４年７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４年７月閲覧、千代田区ホームページ） 

 

表 8.5-3 代表的な眺望地点の状況 

図中 
番号 

眺望地点 
眺望地点 
の高さ 

所在地 
対象事業
地からの 
距離 

対象事業
地からの
方位 

1 新金橋付近 （地上） 中央区新富一丁目 約5m 西 

2 有楽橋交差点付近 （地上） 中央区銀座一丁目 約10m 南西 

3 鍛冶橋交差点付近 （地上） 千代田区八重洲二丁目 約50m 東 
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図 8.5-2 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４年７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４年７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４年７月閲覧、千代田区ホームページ） 
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新金橋付近から南東方向に、廃止を予定している京橋入口、建設を予定して

いる管理施設を眺望できる視点場です。 
新金橋は、銀座と築地を結ぶ通りであることから、不特定多数の人の利用頻

度が高い場所です。 

図 8.5-3（1） 代表的な眺望地点からの眺望の状況（１新金橋付近） 

 

 
外堀通りの有楽橋交差点付近から北東方向に、建設を予定している丸の内入

口（仮称）を眺望できる視点場です。 
外堀通りは、有楽町と東京駅や丸の内を結ぶ通りであることから、不特定多

数の人の利用頻度が高い場所です。 

図 8.5-3（2） 代表的な眺望地点からの眺望の状況 （２有楽橋交差点付近） 



228 

 

鍛冶橋交差点付近から西方向に、造り替えを予定している鍛冶橋換気所を眺

望できる視点場です。 
鍛冶橋通りは、京橋と東京駅や丸の内を結ぶ通りであることから、不特定多

数の人の利用頻度が高い場所です。 

図 8.5-3（3） 代表的な眺望地点からの眺望の状況 （３鍛冶橋交差点付近） 

 

 土地利用の状況 

「8.1大気汚染 8.1.1現況調査 （4）調査結果 エ.土地利用の状況」（66～69ページ参照）

に示すとおりです。 

 

 景観の保全に係る方針等 

東京都では、景観法（平成16年法律第110号）の施行及び東京都景観審議会の答申を踏ま

え、「東京都景観計画 平成30年８月改定版」（東京都）が平成19年4月から施行され、平成

30年８月に改定されています。対象事業地が位置する区部では、良好な景観の形成に関する

方針として、以下の景観の形成に関する方針が定められています。 

「都心部を中心とする風格のある景観の形成」 

・風格のある都心、個性豊かな拠点 

・歴史的・文化的資源の保全・活用 

・幹線道路沿道における風格のある街並みの形成 

・落ち着きのある良好な住環境の保全 

・無電柱化の推進 

・東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会を契機とした景観の形成 

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」（千代田区環境まちづくり部景観・都市計画課）を策定しました。 
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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。 

 
 法令による基準等 

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）に基づき、表 8.5-4に示す行為を

しようとする者は、東京都知事、又は千代田区に対して届出（国の機関又は地方公共団体が

行う場合は通知）を行う必要があります。 

また、届出に際しては、事業者の責務として表 8.5-5～表 8.5-8 に示す景観形成基準を満足

しなければなりません。  
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表 8.5-4 良好な景観形成のための行為の制限に関する概要 

種別 届出行為 
景観法による届出制度 

東京都 千代田区 

建築物の 

建築等 

建築物の新築、増築、改築若

しくは移転、外観を変更する

こととなる修繕若しくは模

様替又は色彩の変更 

高さ60m以上又は延べ面積

30,000㎡以上 

全ての建築物 

工作物の 

建設等 

工作物の新設、増築、改築若

しくは移転、外観を変更する

こととなる修繕若しくは模

様替又は色彩の変更 

煙突、鉄柱、装飾塔、記念塔、

物見塔その他これらに類する

もの 

：高さ60m以上 

昇降機、ウォーターシュート、

コースターその他これらに類

するもの（回転運動をする遊

戯施設を含む。）・製造施設、

貯蔵施設、遊戯施設、自動車車

庫（建築物であるものを除

く。）その他これらに類するも

の 

：高さ60m以上、又は築造面積

30,000㎡以上 

 

広告塔、広告板、装飾塔、記念

塔、：高さ４mを超えるもの、

煙突：高さ６mを超えるもの、

RC柱、鉄柱、木柱：高さ15mを

超えるもの、高架水槽、サイ

ロ、物見塔：高さ８mを超える

もの、擁壁：高さ２mを超える

もの、汚物処理場、ゴミ焼却

場：全て、垣、さく、金網、門、

塀、日よけ、物干し場：高さが

２m以上かつ長さが10m以上、

街灯、照明灯、その他これらに

類するもの：高さ４m以上、機

械式駐車場：三段式以上のも

の又は二段式で普通乗用車６

台以上駐車可能なもの、受水

槽、冷却塔その他これらに類

するもの：高さが６m以上、橋、

歩道橋、高速道路高架橋、鉄道

高架橋の全て 

開 発 行 為

(土地区画

形 質 の 変

更) 

都市計画法第４条第12項に

規定する開発行為（主として

建築物の建築又は特定工作

物の建設の用に供する目的

で行う土地の区画形質の変

更） 

面積40ha以上（樹林等を15ha

以上含む場合は20ha以上） 

開発区域面積3,000㎡以上 

土 地 の 開

墾、土石の

堆積、水面

の 埋 立 て

等 

土地の開墾、土石の採取、鉱

物の採掘その他の土地の形

質 の変更 

造成面積10ha以上 ― 

屋外における土石・廃棄物・

再生資源・その他の物件の堆 

積 

造成面積15ha以上 ― 

水面の埋立て又は干拓 造成面積15ha以上 ― 

注１）中央区では景観に関する独自の条例等を定めていません。 

資料：「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） 

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） 
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表 8.5-5 建築物の建築等に係る景観形成基準 

項目 景観形成基準 

配置 

・道路などの公共空間と連続したオープンスペースの確保など、公共空間との関係に配慮した

配置とする。 
・壁面の位置の連続性や適切な隣棟間隔の確保など、周辺の街並みに配慮した配置とする。 
・敷地内に歴史的な遺構や残すべき自然などがある場合は、これを生かした建築物の配置とす

る。  
・隣接する建築物の壁面の位置等を考慮する。 

高さ 

・ 

規模 

・周辺の主要な眺望点（道路、河川、公園など）からの見え方を検討し、高さは、周辺の建築

物群のスカイラインとの調和を図る。 

形態 

・ 

意匠 

・ 

色彩 

・形態・意匠は建築物全体のバランスだけでなく周辺建築物等との調和を図る。 
・色彩は、別表２の色彩基準に適合するとともに、周辺景観との調和を図る。 
・屋根・屋上に設備等がある場合は、建築物と一体的に計画するなど周囲からの見え方に配慮

する。  
・建築物に附帯する構造物や設備等は、建築物本体との調和を図る。 

公開空地 

・ 

外構 

・ 

緑化等 

・隣接するオープンスペースとの連続性を確保する。 
・敷地内はできる限り緑化を図り、周辺の緑と連続させる。 

また、屋上や壁面の緑化を積極的に行う。 
・緑化に当たっては、樹種の選定に配慮し、周辺の景観との調和を図るとともに、植物の良好

な生育が可能となるよう、植栽地盤を工夫する。 
・周囲の環境に応じた夜間の景観を検討し、周辺の景観に応じた照明を行う。 
・外構計画は、敷地内のデザインのみを捉えるのではなく、隣接する敷地や道路など、周辺の

街並みと調和を図った色調や素材とする。 
資料：「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） 

 

表 8.5-6 工作物の建築等に係る景観形成基準 

項目 景観形成基準 

配置 ・山の山頂、稜線、斜面などへの設置を避ける。 

規模 
・周囲の公園、道路、河川などから見たときに、圧迫感を感じさせないような隣棟間隔を確保

し、長大な壁面の工作物は避ける。 

形態 

・ 

意匠 

・ 

色彩 

・色彩は、別表2の色彩基準に適合するとともに、周辺景観との調和を図る（ただし、コース

ターなどの遊戯施設で、壁面と認識できる部分を持たない工作物を除く。）。 

・周囲の公園、道路、河川などの主要な眺望点から見たときに、周辺の景観と調和した形態・

意匠とする。 

資料：「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） 
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表 8.5-7 開発行為に係る景観形成基準 

項目 景観形成基準 

土地利用 

・事業地内のオープンスペースと周辺地域のオープンスペースが連続的なものとなるように

計画するなど、周辺地域の土地利用と関連付けた土地利用計画とする。 

・事業地内の将来的なまちづくりのイメージを意識し、地区ごとにまとまりのある計画とす

る。 

・事業地内に、歴史的な遺構や残すべき自然がある場合は、その場所を公園等のオープンス

ペースに取り込んだ計画とする。 

・区画割によって不整形な土地が生じる場合には、緑地や小広場として活用するなど、地域

の良好な景観の形成を図る。 

・電線類は道路を整備する際に地中化したり、目立たない場所に設置するなどの工夫をする。 

造成等 

・山の斜面や稜線等での造成は避ける。 

・大幅な地形の改変を避け、長大な擁壁や法面などが生じないようにする。 

・擁壁や法面では、壁面緑化等を行うことにより、圧迫感を軽減する。 

資料：「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） 

 

表 8.5-8 土地の開墾、土石の堆積、水面の埋立て等に係る景観形成基準 

項目 景観形成基準 

造成等 

・山の斜面や稜線等での造成は避ける。 
・埋立ての 高高さが、周囲の尾根線の 高高さを超えないようにする。 
・大幅な地形の改変を避け、長大な擁壁や法面などが生じないようにする。 
・擁壁や法面では、壁面緑化等を行うことにより、圧迫感の軽減を図る。 

緑化 

・造成後の事業地は、緑化を行うなど、できる限り原状に戻す措置を行い、事業地内外の緑

が、周辺の公園、緑地等や散策路と一体となる緑のネットワークが形成できる計画とする。 
・緑化に当たっては、周辺の植生に調和した樹種等による緑化を行う。 

資料：「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） 

 

 

 予測事項 

 工事の完了後 

予測事項は、「施設の存在及び換気所の存在に伴う主要な景観の構成要素の改変の程度及び

その改変による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」

としました。 

 

 予測の対象時点 

 工事の完了後 

予測の対象時点は、工事の完了後としました。 
 

 予測地域及び予測地点 

 工事の完了後 

予測地域は、対象事業地周辺としました。 

また、代表的な眺望地点の予測地点は、現地調査地点と同様としました。 
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 予測手法 

 工事の完了後 

 主要な景観の構成要素の改変の程度及びその改変による地域景観の特性の変化の程度 

現地調査結果と事業計画の内容を踏まえ、対象事業の実施による地域景観特性の変化の程度

を定性的に予測しました。 

 

 代表的な眺望地点からの眺望の変化の程度 

対象事業地及びその周辺を含めた現況写真から工事完了後の完成予想図（フォトモンタージ

ュ）の作成により予測しました。 

 

 予測結果 

 工事の完了後 

 主要な景観の構成要素の改変の程度並びにその改変による地域景観の特性の変化の程度 

対象事業は、大部分の区間にトンネル構造を採用しており、一部区間で擁壁構造を計画し

ています。また、既設の鍛冶橋換気所を現在と同じ場所に、現況以下の高さ及び幅で造り替

えることを計画しています。あわせて、都心環状線接続部付近に周辺建物より低い管理施設

を新たに設置します。これらにより、対象事業地周辺の主要な景観構成要素である、近代建

築、大規模構造物、橋りょうは改変されません。 

対象事業地周辺は、人工物が多い市街地を中心とした景観となっており、対象事業の実施に

より、地域景観の特性に変化は生じません。 

したがって、「主要な景観の構成要素の改変の程度並びにその改変による地域景観の特性の

変化の程度」は小さいと予測します。 

 

 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眺望の変化の程度は、図 8.5-4に示すとおりです。 

対象事業の実施により、新金橋付近では、一部のビル等の建築物の改変や既設の京橋入口

が廃止されるとともに、新たに管理施設が出現し、眺望に変化が生じます。有楽橋交差点付

近では、外堀通りに新たに丸の内入口（仮称）が出現し、眺望に変化が生じます。鍜治橋交

差点付近では、鍛冶橋換気所は現況で存在する換気所であり、現在と同じ場所に、現況以下

の高さ及び幅での造り替えを予定していることから、眺望の変化の程度はわずかです。 

管理施設の高さを周辺の建築物より低くするとともに、丸の内入口（仮称）の地上に出現

する構造物は擁壁構造及び表示板等の道路附属施設のみとすることで、人工物の多い周辺の

街並みと一体となった景観となります。 

したがって、「代表的な眺望地点からの眺望の変化の程度」は小さいと予測します。 
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 １新金橋付近 

現
況 

 

工
事
の
完
了
後 

 

眺
望
の
変
化 

対象事業の実施により一部のビル等の建築

物が改変され、既設の京橋入口が廃止されると

ともに、新たに管理施設が出現し、眺望に変化

が生じます。管理施設の建物高さは、周辺の建

築物より低くすることで、人工物の多い周辺の

街並みと一体となった景観になります。 
注１）管理施設の詳細な仕様等は、今後、関係機関と

の協議・調整等を経て決定します。 
 

図 8.5-4（1） 代表的な眺望地点からの眺望の変化の状況（１新金橋付近）

  

管理施設 

■：変化がみられる範囲 
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 ２有楽橋交差点付近 

現
況 

 

工
事
の
完
了
後 

 

眺
望
の
変
化 

外堀通りに、新たに丸の内入口（仮称）が出

現し、眺望に変化が生じます。 

地上に出現する構造物は、擁壁構造及び表示

板等の道路附属施設のみとすることで、人工物

の多い周辺の街並みと一体となった景観にな

ります。 
注１）道路附属施設の詳細な仕様等は、今後、関係機

関との協議・調整等を経て決定します。 
 

図 8.5-4（2） 代表的な眺望地点からの眺望の変化の状況（２有楽橋交差点付近）

  

丸の内入口（仮称） 

■：変化がみられる範囲 
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 ３鍛冶橋交差点付近 

現
況 

 

工
事
の
完
了
後 

 

眺
望
の
変
化 

鍛冶橋換気所は、現況において存在する換気

所であり、周辺の建物群と一体的な景観として

認識されていることや、現在と同じ場所に、現

況以下の高さ及び幅での造り替えを予定して

いることから、眺望の変化の程度の影響は小さ

いものとなります。なお、敷地内の植栽は、一

部改変しますが、可能な限り現況の植栽を残す

計画とします。 

注１）換気所の詳細な仕様等は、今後、関係機関との

協議・調整等を経て決定します。 
 

図 8.5-4（3） 代表的な眺望地点からの眺望の変化の状況（３鍛冶橋交差点付近） 

鍛冶橋換気所 

■：変化がみられる範囲 
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 工事の完了後 

【予測に反映した措置】 

・管理施設の建物の高さを周辺の建築物よりも低くし、人工物の多い周辺の街並みと一

体となった景観の確保に努めます。 

・丸の内入口（仮称）の地上に出現する構造物を擁壁構造及び表示板等の道路附属施設

のみとし、人工物の多い周辺の街並みと一体となった景観の確保に努めます。 

・鍛冶橋換気所を現在と同じ場所に、現況以下の高さ及び幅で造り替え、周辺の建物群

と一体的な景観の確保に努めます。 

 

【予測に反映しなかった措置】 

・換気所、管理施設、道路附属施設の色彩、意匠、外構等については、景観法、東京都

景観条例、千代田区景観まちづくり条例に基づく必要な手続き等を実施するととも

に、関係機関との協議を踏まえ、地域の景観づくりに寄与するように、今後、詳細な

検討を行い景観に配慮します。 

 

 

 評価の指標 

評価の指標は、「公共事業景観形成指針（公共事業の景観づくり指針）」（東京都都市整備

局）に定められた道路・鉄道・モノレールに係る景観づくり指針に基づき、「景観の連続性に

配慮しながら、快適性や個性（地域の特性）の創出を工夫すること」及び建築物に係る景観

づくり指針に基づき、「地域のシンボルとなる建物については、周辺景観との調和を図りつつ、

地域の景観を先導する新たな空間を形成するよう工夫すること」としました。 

 

 評価結果 

 工事の完了後 

 施設の存在及び換気所の存在に伴う主要な景観の構成要素の改変の程度及びその改変によ

る地域景観の特性の変化の程度 

対象事業は、大部分の区間にトンネル構造を採用しており、一部区間で擁壁構造を計画し

ています。また、既設の鍛冶橋換気所を現在と同じ場所に、現況以下の高さ及び幅で造り替

えることを計画しています。あわせて、都心環状線接続部付近に周辺建物より低い管理施設

を新たに設置します。これらにより、対象事業地周辺の主要な景観構成要素である、近代建

築、大規模構造物、橋りょうは改変されません。 

対象事業地周辺は、人工物が多い市街地を中心とした景観となっており、対象事業の実施

により、地域景観の特性に変化は生じません。 

さらに、環境保全のための措置として、換気所、管理施設、道路附属施設の色彩、意匠、

外構等については、景観法、東京都景観条例、千代田区景観まちづくり条例に基づく必要な

手続等を実施するとともに、関係機関との協議を踏まえ、地域の景観づくりに寄与するよう

に、今後、詳細な検討を行い景観に配慮します。 
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したがって、「主要な景観の構成要素の改変の程度及びその改変による地域景観の特性の変

化の程度」は小さいと予測します。 

以上のことから、評価の指標とした「景観の連続性に配慮しながら、快適性や個性（地域

の特性）の創出を工夫すること」及び「地域のシンボルとなる建物については、周辺景観と

の調和を図りつつ、地域の景観を先導する新たな空間を形成するよう工夫すること」を満足

します。 

 

 施設の存在及び換気所の存在に伴う代表的な眺望地点からの眺望の変化の程度 

対象事業の実施により、新金橋付近では、一部のビル等の建築物の改変や既設の京橋入口

が廃止されるとともに、新たに管理施設が出現し、眺望に変化が生じます。有楽橋交差点付

近では、外堀通りに新たに丸の内入口（仮称）が出現し、眺望に変化が生じます。鍜治橋交

差点付近では、鍛冶橋換気所は現況で存在する換気所であり、現在と同じ場所に、現況以下

の高さ及び幅での造り替えを予定していることから、眺望の変化の程度はわずかです。 

管理施設の高さを周辺の建築物より低くするとともに、丸の内入口（仮称）の地上に出現

する構造物は擁壁構造及び表示板等の道路附属施設のみとすることで、人工物の多い周辺の

街並みと一体となった景観となります。 

したがって、「代表的な眺望地点からの眺望の変化の程度」は小さいと予測します。 

さらに、環境保全のための措置として、換気所、管理施設、道路附属施設の色彩、意匠、

外構等については、景観法、東京都景観条例、千代田区景観まちづくり条例に基づく必要な

手続等を実施するとともに、関係機関との協議を踏まえ、地域の景観づくりに寄与するよう

に、今後、詳細な検討を行い景観に配慮します。 

以上のことから、評価の指標とした「景観の連続性に配慮しながら、快適性や個性（地域

の特性）の創出を工夫すること」及び「地域のシンボルとなる建物については、周辺景観と

の調和を図りつつ、地域の景観を先導する新たな空間を形成するよう工夫すること」を満足

します。 




