
 

 

 

 

 

 

 

 

8.6 史跡・文化財 
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 調査事項及び選定理由 

工事の施行中における施設の建設に伴う史跡・文化財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．文化財等の状況 

イ．埋蔵文化財包蔵地の状況 

ウ．法令による基準等 

 

 調査地域 

工事の施行中における施設の建設に伴う史跡・文化財への影響を勘案し、対象事業地及び

その周辺としました。 

 

 調査手法 

 文化財等の状況 

「東京都文化財情報データベース」（東京都）、「千代田区の文化財」（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」（中央区）等の既存資料を整理しました。 

 

 埋蔵文化財包蔵地の状況 

「東京都遺跡地図情報インターネット提供サービス」（東京都）の既存資料を整理しました。 

 

 法令による基準等 

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）等の関係法令を整理しました。 

 

 調査結果 

 文化財等の状況 

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 8.6-1 及び図 8.6-1 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９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１件、中央区民文化財が 14 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 11）及び１件の

区の有形文化財（図中番号 25）があります。 
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表 8.6-1（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(指定) 
登録有形 
文化財(建造物) 

銀座ライオンビル 中央区銀座七丁目 1 

10 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 

11 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 

12 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 

13 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 

14 都(指定) 旧跡 東京府庁舎跡 千代田区丸の内三丁目５番 

15 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 

16 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 

17 都(指定) 旧跡 蘭学事始地 中央区明石町 11 番地先 

18 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 

19 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 

20 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 

21 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 

22 都(指定) 旧跡 名水白木屋の井戸 中央区日本橋一丁目４番 

23 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 

24 区(区民) 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  

聖路加ガーデンレジデンス東側 

明石町 10 番  

聖路加国際トイスラー記念館前 

25 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 
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表 8.6-1（2） 指定・登録文化財 

図中 
番号 指定・登録 種別 名称 所在地 

26 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 

27 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 

28 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 

29 区(区民) 史跡 江戸秤座跡 
中央区日本橋三丁目７番 20 号 

ディーアイシービル 

30 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 

31 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 

銀座三越９階テラス 

32 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 

33 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) 

34 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 

35 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 

36 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 

37 区(区民) 有形文化財 門跡橋の親柱及び高欄 中央区築地三丁目 17 番８号先 

38 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 8.6-1 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４年７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４年７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４年７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４年７月閲覧、中央区ホームページ） 

「港区文化財総合目録」（令和４年７月閲覧、港区立郷土歴史館ホームページ） 
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図 8.6-1 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４年７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４年７月閲覧、東京都ホームページ) 
   「中央区文化財」(令和４年７月閲覧、中央区ホームページ) 
   「港区文化財総合目録」(令和４年７月閲覧、港区立郷土歴史館ホームページ) 

注１）：No.25、No.27、No.33 は、複数か所に存在するため、 
複数の位置を示しています。 
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 埋蔵文化財包蔵地の状況 

対象事業地周辺における埋蔵文化財包蔵地は表 8.6-2 及び図 8.6-2 に示すとおりです。 

対象事業地周辺には 86 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 8.6-2（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 8.6-2（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 8.6-2（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  

84 中央区 No.165 遺跡 中央区 日本橋兜町 屋敷  

85 八重洲一丁目遺跡 中央区 八重洲一丁目 屋敷  

86 築地市場跡遺跡 中央区 築地五丁目 
屋敷、その他（近代海軍

用地） 
 

注１）表中の図中番号は図 8.6-2 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４年７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４年７月閲覧、東京都教育委員会ホームページ) 図 8.6-2 埋蔵文化財包蔵地 
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 法令による基準等 

対象事業地沿道には、国登録の文化財として大野屋總本店店舗、中央区の区民文化財とし

て京橋の親柱があります。本事業の実施により、文化財の保存に影響を及ぼす行為をしよう

とする場合には、東京都文化財保護条例、中央区文化財保護条例（昭和63年中央区条例第29

号）に基づき、東京都教育委員会、中央区教育委員会の許可を受ける必要があります。 

また、周知の埋蔵文化財包蔵地として、対象事業地内には丸の内一丁目遺跡があり、対象

事業地沿道には、丸の内三丁目遺跡、中央区№８遺跡、八重洲二丁目（第２次）遺跡があり

ます。そのため、東京都教育委員会、千代田区教育委員会、中央区教育委員会からの指示、

関係機関との協議に基づき適切な対応を図ります。 

なお、工事の施行中に新たな埋蔵文化財等を確認した場合には、文化財保護法第 96 条第１

項に基づき、その現状を変更することなく、千代田区教育委員会、中央区教育委員会を経由し

て、東京都教育委員会に遺跡の発見届を遅延なく提出する必要があります。 

 

 

 予測事項 

 工事の施行中 

予測事項は、「計画地内の文化財の現状変更の程度又は周辺地域の文化財の損傷等の程

度」、「埋蔵文化財包蔵地の改変の程度」としました。 

 

 予測の対象時点 

 工事の施行中 

予測の対象時点は、「計画地内の文化財の現状変更の程度又は周辺地域の文化財の損傷等の

程度」、「埋蔵文化財包蔵地の改変の程度」としました。 
 

 予測地域 

 工事の施行中 

予測地域は、対象事業地及びその周辺としました。 

 

 予測手法 

 工事の施行中 

 計画地内の文化財の現状変更の程度又は周辺地域の文化財の損傷等の程度 

施工計画に基づき、計画地内の文化財の現状変更の程度又は周辺地域の文化財の損傷等の程

度を把握して予測する方法としました。 

 

 埋蔵文化財包蔵地の改変の程度 

施工計画に基づき、埋蔵文化財包蔵地の改変の程度を把握して予測する方法としました。 
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 予測結果 

 工事の施行中 

 計画地内の文化財の現状変更の程度又は周辺地域の文化財の損傷等の程度 

国登録の文化財の「大野屋總本店店舗」は、擁壁構造の区間の沿道に位置し、直接改変はあ

りません。 

中央区指定文化財の「京橋の親柱」は、トンネル構造のシールド区間の沿道に位置し、シー

ルド区間の掘削深度（約 30m）を考慮すると直接改変はないと考えられます。工事の施行中に

おける地盤及び地下水位の変化の程度については、「8.3 地盤 8.3.2 予測 （5）予測結果 ア．

工事の施行中 （イ）シールド区間」（271 ページ参照）に示すとおり、シールド区間の工事

の施行中は、地盤及び地下水位に与える影響は小さいと考えられるため、「京橋の親柱」には

影響を及ぼさないと予測します。また、シールド区間の工事の施行においては、掘削に伴う土

砂排出量の管理や、掘削回転量の調整、掘削面からの地下水湧出などに十分留意しながら工

事を行います。さらに、地盤変位等を計測することにより工事の影響を常にモニタリングし

ながら適切な施工管理を行います。 

また、対象事業地沿道の文化財等は、文化財等管理者からの指示、関係機関との協議に基

づき適切な対応を図り、文化財等への影響の低減に努めることから、「計画地内の文化財の現

状変更の程度又は周辺地域の文化財の損傷等の程度」は小さいと予測します。 

 

 埋蔵文化財包蔵地の改変の程度 

周知の埋蔵文化財包蔵地として、対象事業地内には丸の内一丁目遺跡、対象事業地沿道には、

丸の内三丁目遺跡、中央区№８遺跡及び八重洲二丁目（第２次）遺跡が存在します。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。そのため、東京都教育委員会、

千代田区教育委員会、中央区教育委員会からの指示及び関係機関との協議に基づき事前に適切

な対応を図り、埋蔵文化財包蔵地への影響の低減に努めます。 

また、工事の施行中に新たな埋蔵文化財等を確認した場合については、文化財保護法に基づ

き、関係機関と協議し適切な対応が図られることから、「埋蔵文化財包蔵地の改変の程度」は

小さいと予測します。 
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 工事の施行中 

【予測に反映した措置】 

・シールド区間の工事の施行中は、掘削に伴う土砂排出量の管理や、掘削回転量の調整、掘

削面からの地下水湧出などに十分留意しながら工事を行います。 

・シールド区間の工事の施行中は、地盤変位等を計測することにより、工事の影響を常にモ

ニタリングしながら適切な施工管理を行います。 

・対象事業地沿道の周知の文化財等及び埋蔵文化財包蔵地は、文化財等管理者、東京都教育

委員会、千代田区教育委員会、中央区教育委員会からの指示及び関係機関との協議に基づ

き事前に適切な対応を図ります。 

・工事の施行中に新たな埋蔵文化財等を確認した場合については、文化財保護法に基づき、

関係機関と協議し適切な対応を図ります。 

 

 

 評価の指標 

評価の指標は、「文化財等の保存及び管理に支障が生じないこと」とし、文化財保護法、東

京都文化財保護条例、千代田区文化財保護条例、中央区文化財保護条例等に定める現状変更

の制限、発掘等に関する規定を遵守することとしました。 

 

 評価結果 

 工事の施行中 

 計画地内の文化財の現状変更の程度又は周辺地域の文化財の損傷等の程度 

国登録の文化財の「大野屋總本店店舗」は、擁壁構造の区間の沿道に位置し、直接改変はあ

りません。 

中央区指定文化財の「京橋の親柱」は、トンネル構造のシールド区間の沿道に位置し、シー

ルド区間の掘削深度（約 30m）を考慮すると直接改変はないと考えられます。工事の施行中に

おける地盤及び地下水位の変化の程度については、「8.3 地盤 8.3.2 予測 （5）予測結果 ア．

工事の施行中 （イ）シールド区間」（271 ページ参照）に示すとおり、シールド区間の工事

の施行中は、地盤及び地下水位に与える影響は小さいと考えられるため、「京橋の親柱」には

影響を及ぼさないと予測します。また、シールド区間の工事の施行においては、掘削に伴う土

砂排出量の管理や、掘削回転量の調整、掘削面からの地下水湧出などに十分留意しながら工

事を行います。さらに、地盤変位等を計測することにより工事の影響を常にモニタリングし

ながら適切な施工管理を行います。 

また、対象事業地沿道の文化財等は、文化財等管理者からの指示、関係機関との協議に基

づき適切な対応を図り、文化財等への影響の低減に努めることから、「計画地内の文化財の現

状変更の程度又は周辺地域の文化財の損傷等の程度」は小さいと予測され、評価の指標である

「文化財等の保存及び管理に支障が生じないこと」を満足します。 

 

 埋蔵文化財包蔵地の改変の程度 

周知の埋蔵文化財包蔵地として、対象事業地内には丸の内一丁目遺跡、対象事業地沿道には、
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丸の内三丁目遺跡、中央区№８遺跡及び八重洲二丁目（第２次）遺跡が存在します。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。そのため、東京都教育委員会、

千代田区教育委員会、中央区教育委員会からの指示及び関係機関との協議に基づき事前に適切

な対応を図り、埋蔵文化財包蔵地への影響の低減に努めます。 

また、工事の施行中に新たな埋蔵文化財等を確認した場合については、文化財保護法に基づ

き、関係機関と協議し適切な対応が図られることから、「埋蔵文化財包蔵地の改変の程度」は

小さいと予測され、評価の指標である「文化財等の保存及び管理に支障が生じないこと」を満

足します。 


