
 

 

第６章 地域の概況 

調査対象地域は、港区及び品川区とし、項目ごとに事業計画等を勘案して統計資料等の整

理を行った。 

 

6.1 一般項目 

6.1.1 人口 

計画路線周辺における令和３年10月１日現在の町丁目別の人口及び世帯数は、表6.1.1-

1に示すとおりであり、合計人口は153,020人、合計世帯数は84,474世帯である。 

それらのうち、港区の人口が97,982人、世帯数が53,089世帯、品川区の人口が55,038人、

世帯数が31,385世帯である。 

表 6.1.1-1 計画路線周辺の町丁目別の人口及び世帯数 

区名 町丁名 
人口

（人） 

世帯数

（戸） 
区名 町丁名 

人口

（人） 

世帯数

（戸） 

港区 

三田 2 丁目 4,486 2,392 

港区 

白金 3 丁目 3,847 2,304 

三田 3 丁目 1,654 1,069 白金 4 丁目 1,501 779 

三田 4 丁目 3,606 2,012 白金 5 丁目 1,655 1,053 

三田 5 丁目 6,050 3,357 白金 6 丁目 3,837 2,044 

南麻布 2 丁目 3,970 2,523 白金台 1 丁目 1,008 470 

南麻布 3 丁目 3,158 1,748 白金台 2 丁目 2,883 1,547 

南麻布 4 丁目 3,599 1,949 白金台 3 丁目 3,876 1,900 

高輪 1 丁目 6,831 3,792 白金台 4 丁目 1,946 1,071 

高輪 2 丁目 6,359 3,568 白金台 5 丁目 1,937 1,094 

高輪 3 丁目 4,728 2,539 芝浦 4 丁目 17,003 8,252 

高輪 4 丁目 4,279 2,286 港南 1 丁目 366 219 

白金 1 丁目 4,228 2,518 港南 2 丁目 2,599 1,341 

白金 2 丁目 2,576 1,262    

小計 97,982 53,089 

品川区 

北品川 1 丁目 3,340 2,170 

品川区 

東五反田 3 丁目 2,255 1,270 

北品川 5 丁目 6,855 3,284 東五反田 4 丁目 2,483 1,395 

北品川 6 丁目 827 415 東五反田 5 丁目 3,521 1,934 

東品川 1 丁目 4,381 2,571 西五反田 1 丁目 738 540 

上大崎 1 丁目 3,242 1,831 西五反田 2 丁目 2,006 1,454 

上大崎 2 丁目 3,905 2,186 西五反田 3 丁目 6,201 3,466 

上大崎 3 丁目 4,444 2,574 西五反田 7 丁目 1,062 750 

東五反田 1 丁目 2,741 1,725 大崎 5 丁目 2,315 1,329 

東五反田 2 丁目 4,722 2,491    

小計 55,038 31,385 

合計 153,020 84,474 

注)令和3年10月1日現在 

出典：「各月1日現在の各総合支所管内別の町丁目別人口・世帯数」(令和3年10月 港区ウェブサイト) 

   「世帯と人口‐例月表 【地区別、町丁別、地域センター別】」(令和3年10月 品川区ウェブサイト) 
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6.1.3 交通 

(1) 鉄道 

計画路線周辺の鉄道網は、図6.1.3-1に示すとおりであり、計画路線近傍には、東京メ

トロ南北線及び都営三田線の白金高輪駅、白金台駅、都営浅草線の高輪台駅、都営浅草線

及び東急電鉄池上線の五反田駅、京浜急行本線の泉岳寺駅、品川駅、北品川駅、JR東海道

本線、京浜東北線、山手線、横須賀線、上野東京ライン及び東海道新幹線の品川駅、JR山

手線の五反田駅が存在している。 

計画路線周辺に位置する駅における平均乗降人員数（人/日）は、表6.1.3-1に示すとお

りである。 

表 6.1.3-1 計画路線周辺の駅における平均乗降人員数(令和２年度) 

路線名 駅名 
計画路線周辺の駅における 

平均乗降人員数(人/日) 

東京メ

トロ 

南北線※1 白金高輪 27,250 

 白金台 11,311 

その他 

の鉄道 

JR 京浜東北線、JR 山手線 高輪ゲートウェイ 13,570 

JR 東海道本線、JR 京浜東北線、 

JR 山手線、JR 横須賀線、 

JR 上野東京ライン 

品川 441,860 

東海道新幹線※3  72,000 

山手線 五反田 184,508 

都営三田線※4 白金高輪 17,795 

 白金台 6,895 

都営浅草線※4 泉岳寺 136,738 

 高輪台 10,410 

 五反田 47,946 

東急電鉄池上線※5  78,253 

京浜急行電鉄線※6 泉岳寺 120,072 

 品川 168,324 

 北品川 7,093 

注1）JR線のデータは、乗車人員を公表しているため、２倍した人員数を示した。 
注2）東海道新幹線品川駅の乗降人員数は、令和元年の値である。 
注3）京浜急行電鉄線の泉岳寺駅の人員は都営線の乗り入れ旅客を含む。 
出典：※1「各駅の乗降人員ランキング(2020年度)」(令和3年10月 東京地下鉄株式会社ウェブサイト) 

※2「各駅の乗車人員（2020年度）」（令和3年10月 東日本旅客鉄道株式会社ウェブサイト） 
※3「財務・輸送の状況(時系列データ)」（令和3年10月 東海旅客鉄道株式会社ウェブサイト） 
※4「各駅乗降者数（2020年4月～2021年3月）」(令和3年10月 東京都交通局ウェブサイト) 
※5「2020年度乗降人員」(令和3年10月 東急電鉄株式会社ウェブサイト) 
※6「駅別1日平均乗降人員(2020年度)」(令和3年10月 京浜急行電鉄株式会社ウェブサイト) 
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(2) 道路 

計画路線周辺の主要道路網及び交通量の状況は、表6.1.3-2及び図6.1.3-2に示すとおり

である。 

平成27年度全国道路・街路交通情勢調査（道路交通センサス）一般交通量調査によると、

計画路線周辺の一般国道又は都道で交通量の多いのは、地点番号14030（一般国道15号）

の57,459台/日、地点番号10060（一般国道1号）の37,077台/日である。 

表 6.1.3-2 計画路線周辺の主要道路の交通量 

地点 

番号 
道路種別 路線名 通称道路名 観測地点名 

平日 12 時間 

自動車交通量

(台) 

平日 24 時間 

自動車交通量

(台) 

5410 

都市高速道路 

高速 2号目黒線 
首都高速 2号

目黒線 

天現寺出入口～一ノ橋 JCT 
34,390 49,524 

5420 
高速 2号目黒線 

首都高速 2号

目黒線 

目黒出入口～天現寺出入口 
26,783 37,858 

5430 
高速 2号目黒線 

首都高速 2号

目黒線 

荏原出入口～目黒出入口 
16,523 23,786 

10060 
一般国道 

国道１号 桜田通り 品川区東五反田 3－1 24,554 37,077 

14030 国道 15 号 第一京浜 港区高輪 2-14 37,811 57,459 

41060 

都道 

 

都道 305 号 － 港区白金 6-1-1 6,676 8,746 

41671 都道 312 号 目黒通り 港区白金台 5-22-11 14,945 20,325 

41880 都道 316 号 旧海岸通り 港区港南 2-10-9 16,271 21,966 

42080 都道 317 号 山手通り 品川区東五反田 3-20 14,369 19,686 

60490 都道 409 号 － 港区芝浦 3-4 21,987 31,002 

60770 都道 416 号 明治通り 港区南麻布 4-13-1 24,779 35,186 

60810 都道 418 号 － 品川区上大崎 2-13-22 22,702 31,783 

60820 都道 418 号 － 品川区上大崎 2-2-6 15,982 21,576 

60830 都道 418 号 外苑西通り 港区白金 6-23-4 21,031 29,443 

出典：「平成 27 年度全国道路・街路交通情勢調査（道路交通センサス）一般交通量調査集計表」 

（令和 3 年 10 月 国土交通省ウェブサイト） 

「平成 27 年度道路交通センサスについて」(令和 3 年 10 月 東京都建設局ウェブサイト) 
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(3) バス 

計画路線周辺のバスの運行状況は、表6.1.3-3及び図6.1.3-3に示すとおりである。計画

路線周辺では都バス、ちぃばすが運行している。 

 

表 6.1.3-3 バス路線一覧 

会社等 系統番号等 起点 経由等 行先 

東京都交通局

（都バス） 

反 96 五反田駅 麻布十番駅 六本木ヒルズ 

品 93 大井競馬場 品川駅高輪口 目黒駅 

品 97 
品川車庫、 

品川駅高輪口 
天現寺橋 新宿駅西口 

品 98 甲・乙・丙 品川駅港南口 5 号バース 
大井埠頭バンプール、 

大田市場 

品 91 品川駅港南口 
八潮パークタウン 

(循環) 
品川駅港南口 

品 96 乙 品川駅港南口 天王洲アイル 
りんかい線 

天王洲アイル駅 

品 96 甲 品川駅港南口 天王洲アイル(循環) 品川駅港南口 

田 92 品川車庫 高浜橋 田町駅東口 

浜 95 品川車庫 田町駅東口 東京タワー 

田 99 品川駅港南口 芝浦埠頭 田町駅東口 

品 99 品川駅港南口 品川埠頭(循環) 品川駅港南口 

都 06 渋谷駅 天現寺橋 新橋駅 

田 87 渋谷駅 恵比寿駅 田町駅 

橋 86 目黒駅 愛育クリニック前 東京タワー、新橋駅 

黒 77 目黒駅 西麻布 千駄ヶ谷駅 

反 94 五反田駅 高輪台駅 赤羽橋駅 

東急バス 
反 01 五反田駅 

中延駅前・馬込駅前・ 

多摩川大橋 
川崎駅ラゾーナ広場 

反 02 五反田駅 中延駅前・馬込駅前 池上警察署 

反 11 五反田駅 武蔵小山駅・学芸大学駅 世田谷区民会館 

反 12 五反田駅 武蔵小山駅・学芸大学駅 東京医療センター 

渋 72 渋谷駅東口 目黒不動尊 五反田駅 

港区 

(ちいバス) 
高輪ルート 品川駅港南口 

高輪三丁目、 

芝浦中央公園入口 
浅草線三田駅前 

麻布西ルート 六本木けやき坂 六本木五丁目、天現寺橋 麻布十番駅前 

芝浦港南 

ルート 
品川駅港南口 

港南一丁目、 

芝浦中央公園入口 
田町駅東口 

出典：「路線図（みんくるガイド）」（令和2年4月現在 東京都交通局） 

   「都バス運行情報サービス」(令和3年10月 東京都交通局ウェブサイト） 

   「弦巻営業所所管路線図」(2021年4月1日現在 東急バス) 

   「目黒営業所所管路線図」(2018年9月8日現在 東急バス) 

   「荏原営業所所管路線図」(2018年4月1日現在 東急バス) 

   「ちぃばす」路線図・時刻表」(令和3年10月 港区ウェブサイト) 
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