
 

 

6.1.5 水域利用 

(1) 流域の概況 

計画路線周辺の河川・運河は、図6.1.5-1に示すとおりである。 

計画路線の周辺には、高浜西運河、高浜運河、古川、目黒川が存在する。計画路線とは

いずれの運河、河川も交差しない。 

 

(2) 公共下水道の分布状況 

港区及び品川区の下水道普及率は、表6.1.5-1に示すとおり100％である。 

 

表 6.1.5-1 公共下水道の普及事業(令和元年度) 

区名 
総人口 

(人) 

排水区域 処理区域 
普及率 

(％) 人口 

(人) 

計画面積 

(ha) 

面積 

(ha) 

人口 

(人) 

計画面積 

(ha) 

面積 

(ha) 

港区 261,923 261,732 1,986 1,970 261,732 1,986 1,970 100 

品川区 404,823 404,439 2,051 2,045 404,439 2,051 2,045 100 

出典：「東京都統計年鑑（平成31・令和元年）」(令和3年10月 東京都総務局ウェブサイト) 
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出典：「東京港図 Port of Tokyo 2021」(令和 3 年 4 月 1 日現在、東京都港湾局) 

図 6.1.5-1 河川・運河の位置図
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表 6.1.6-1(1) 気象状況の推移(東京管区気象台、過去 10 年) 

年 
降水量 

(mm) 

気温(℃) 風向・風速(m/s) 

平均 
平均風速 最大風速 最多風向 

日平均 日最高 日最低 

平成 23 年 1479.5 16.5 20.3 13.1 2.9 16.9 北北西 

平成 24 年 1570.0 16.3 20.0 13.1 3.0 16.3 北北西) 

平成 25 年 1614.0 17.1 21.0 13.6 3.1 14.5 北北西) 

平成 26 年 1808.0 16.6 20.5 13.3 2.9 11.8 北北西) 

平成 27 年 1781.5 16.4 20.8 12.8 2.8 11.0 北北西) 

平成 28 年 1779.0 16.4 20.9 12.7 2.8 12.6 北北西 

平成 29 年 1430.0 15.8 20.4 12.1 2.9 13.7 北北西) 

平成 30 年 1445.5 16.8 21.2 13.0 3.0 18.2 北北西) 

令和元年 1874.0 16.5 20.9 12.8 2.9 17.8 北北西) 

令和２年 1590.0 16.5 21.0 12.8 2.8 13.1 北北西) 

注）「）」は統計を行う対象資料が許容範囲で欠けているが、上位の統計を用いる際は一部の例外を除いて正常値

（資料が欠けていない）と同等に扱う（準正常値）ことを示している。 

出典：「過去の気象データ検索」(令和3年10月 気象庁ウェブサイト) 

 

 表 6.1.6-1(2) 気象状況の推移(東京管区気象台、令和２年月別) 

年月 
降水量 

(mm) 

気温(℃) 風向・風速(m/s) 

平均 
平均風速 最大風速 最多風向 

日平均 日最高 日最低 

令和２年１月 135.0 7.1 11.1 3.7 2.4 8.8 北北西 

令和２年２月 15.0 8.3 13.3 4.0 2.7 10.8 北西 

令和２年３月 131.0 10.7 16.0 6.2 3.1 13.1 北西 

令和２年４月 269.5 12.8 18.2 7.9 3.2 11.0 北北西 

令和２年５月 118.0 19.5 24.0 15.6 3.1 9.8 南 

令和２年６月 212.5 23.2 27.5 19.8 2.8 12.0 南 

令和２年７月 270.5 24.3 27.7 21.8 3.1 10.2 南 

令和２年８月 61.5 29.1 34.1 25.3 2.8 8.4 南南東 

令和２年９月 117.5 24.2 28.1 21.5 2.9 10.4 北北西 

令和２年 10 月 205.0 17.5 21.4 14.4 2.4 6.1 北北西 

令和２年 11 月 14.5 14.0 18.6 10.1 2.5 9.0 北北西) 

令和２年 12 月 13.0 7.7 12.3 3.7 2.1 9.5 北北西 

注）「）」は統計を行う対象資料が許容範囲で欠けているが、上位の統計を用いる際は一部の例外を除いて正常値

（資料が欠けていない）と同等に扱う（準正常値）ことを示している。 

出典：「過去の気象データ検索」(令和3年10月 気象庁ウェブサイト) 
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6.1.7 関係法令の指定・規制等 

本事業に関係する主な法令の一覧は、表6.1.7-1に示すとおりである。 

表 6.1.7-1 主な関係法令の一覧 

分類 項目 関係法令 

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 年都条例第 92 号) 

東京都環境影響評価条例（昭和 55 年都条例第 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 年都条例第 215

号) 

港区環境基本条例（平成 10 年港区条例第 28 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浮遊粒子状物質の特定地域にお

ける総量の規制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) 

悪臭防止法(昭和 46 年法律第 91 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） 

自然保護 自然保護 東京における自然の保護と回復に関する条例（平成 12 年都条例第 216

号） 

港区みどりを守る条例（昭和 49 年港区条例第 29 号） 

品川区みどりの条例（平成 6 年品川区条例第 19 号） 

その他 

 

鉄道の建設 鉄道事業法(昭和 61 年法律第 92 号) 

都市計画 都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号） 

地盤 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） 

水循環 水循環基本法(平成 26 年法律第 16 号) 

日影 建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号) 

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 年都

条例第 63 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 年都条例第 136 号) 

港区景観条例（平成 21 年港区条例第 9 号） 

品川区景観条例（平成 22 年品川区条例第 31 号） 

文化財等 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 年都条例第 25 号) 

港区文化財保護条例（昭和 53 年港区条例第 24 号） 

品川区文化財保護条例（昭和 52 年品川区条例第 18 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 年都条例第 140 号) 

港区廃棄物の処理及び再利用に関する条例（平成 11 年港区条例第 33 号） 

品川区廃棄物の処理および再利用に関する条例（平成 11 年品川区条例

第 24 号） 

その他 道路法（昭和 27 年法律第 180 号） 

港区中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例 

（昭和 54 年港区条例第 15 号） 

品川区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例 

（昭和 53 年品川区条例第 44 号） 
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6.1.8 環境保全に関する計画等 

本事業に関係する環境保全に関する計画等の一覧は、表6.1.8-1に示すとおりである。 

 

表 6.1.8-1(1) 主な環境保全に関する計画等（都） 

計画等の名称 計画等の概要 

東

京

都 

「未来の東京」戦略 

version up 2022 

（令和4年2月） 

東京2020大会と、新型コロナとの闘いの中で生じた様々な変化変革を踏まえ、未来を切り拓

く取組をさらに加速するため、「『未来の東京』戦略 version up 2022」が令和４年（2022

年）２月に策定された。 

 「『未来の東京』戦略 version up 2022」は、令和３年３月に発出した「『未来の東京』

戦略」と一体として、「まち・ひと・しごと創生法」（平成26年法律第136号）第９条第１項

にいう「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」に位置付けられている。 

 2030年に向け20＋１の「戦略」を提示するとともに、戦略実行のための122の「推進プロ

ジェクト」を掲げ、「成長」と「成熟」が両立した持続可能な都市を創り上げることを目標と

している。 

「未来の東京」戦略 に盛り込んだ 122 のプロジェクトとしては、以下が挙げられている。 

■東京ベイeSGプロジェクト ■ゼロエミッション東京・水素社会実現プロジェクト 

■「国際金融都市・東京」実現プロジェクト ■TOKYO Data Highwayプロジェクト 

■新たな「東京型教育モデル」推進プロジェクト ■「みんなの居場所」創出プロジェクト 

■人中心の歩きやすいまちづくりプロジェクト ■無電柱化 推進プロジェクト など 

広域交通ネットワー

ク計画について 

（平成27年7月） 

東京圏の鉄道の課題を整理し、これを基に広域交通ネットワークの形成に向けて取り組む

べき４つの政策目標と、目標への寄与度を定量的に評価するための19の指標が設定されてい

る。 

４つの目標 

・高齢者を含めた誰もが快適に移動できる都市づくり 

・都市の活力の維持向上 

・災害に強く、環境にやさしい都市づくり 

・地域の課題への対応 

37路線において、整備効果や収支採算性・費用便益比等を検討し、都心部・品川地下鉄構

想については、「整備について検討すべき路線」に位置づけている。 

東京の都市づくり 

ビジョン（改定） 

（平成21年7月） 

本ビジョンでは、経済活力の向上、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「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」を基本理念とし、取り組む施策の方向性として、７つの基本戦略が示されている。 

このうち、環境保全に係る戦略としては、「低炭素型都市への転換」、「水と緑のネットワ

ークの形成」、「美しい都市空間の創出」が示されている。 

都市づくりのグラン

ドデザイン‐東京の

未来を創ろう‐ 

（平成29年9月） 

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

が示されている。2040年代を目標時期とし、「セーフシティ」、「ダイバーシティ」、「スマ

ートシティ」の実現の礎となる都市づくりを推進している。「活力とゆとりある高度成熟都

市」を目標に、環境への配慮、社会への貢献、都市のマネジメントの概念も取り込み、最先端

技術も活用しながらゼロエミッション東京を目指している。 

緑施策の新展開 

～生物多様性の保全

に向けた基本戦略～ 

（平成24年5月） 

生物多様性の危機を背景に、緑施策のこれまでの取組と生物多様性の視点から強化する将

来的な施策の方向性を取りまとめた戦略である。 

また、生物多様性基本法が規定する生物多様性地域戦略の性格を併せ持つものである。 

東京の将来像として、次の三つが示されている。 

① 四季折々の緑が都市に彩りを与え、地域ごとにバランスのとれた生態系を再生し、人と

生きものの共生する都市空間を形成している。 

② 豊かな緑が、人々にうるおいややすらぎを与えるとともに、延焼防止や都市水害の軽減、

気温や湿度の安定等に寄与し、都民の安心で快適な暮らしに貢献している。 

③ 東京で活動する多様な主体が生物多様性の重要性を理解し、行動している。 

更に、2020年の目標として、「まもる（緑の保全強化）」「つくる（緑のネットワーク化）」

「利用する（緑の持続可能な利用の促進）」が示されている。 
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 表 6.1.8-1(2) 主な環境保全に関する計画等（都） 

計画等の名称 計画等の概要 

東
京
都 

東京地域公害防止 

計画 

（平成24年3月） 

東京都では昭和30年代から昭和40年代にかけての高度経済成長期において、多種多様な公

害現象が顕在化し、都民の生命や健康を脅かすに至ったため、昭和47年に第１次の公害防止

計画を策定して以降、平成22年度までに８回にわたり計画を策定し、公害防止に関する諸施

策を推進してきた、しかし、東京湾の水質及び一部の河川の底質に問題が残るため、第９次

の公害防止計画を策定した。本計画において、特に重点的に解決を図るべき主要課題として、

「東京湾の水質汚濁」、「横十間川のダイオキシン類汚染」が示されており、実施期間は、

平成23年度から平成32年度までの10年間としている。 

東京都環境基本計画 

（平成28年3月） 

環境政策と経済成長を両立させた「世界一の環境先進都市・東京」の将来像、その実現に

向けた政策展開を示したものである。 

本計画においては、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、良質な土壌と水環境の確保、⑤環境施策の横断的・総合的な取組の５点を政策

の柱と位置付けている。 

施策展開において留意すべき事項として、①経済成長と環境政策の両立、②東京2020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の創出の３

点が示されている。 

「都市づくりにおける配慮の指針」では、都や民間事業者等が都市づくりに関する計画策

定や事業実施の際に配慮すべき事項を地域別や事業別に示している。事業別配慮の指針で

は、「エネルギー消費の抑制・温室効果ガスの排出抑制」、「騒音・振動、悪臭等」、「工

事期間中の配慮」など９項目について配慮事項が示されている。 

東京都景観計画 

(改定) 

（平成30年8月） 

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ある。景観法の

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が示されてい

る。 

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更なる発展 

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 

区部では、東京都市計画区域を対象に次の良好な景観の形成に関する方針が示されてい

る。 

・都心部を中心とする風格のある景観の形成 

・水辺を生かした魅力的な都市空間の創出 

・水や緑と調和した潤いのある住宅地の形成 

東京都資源循環・ 

廃棄物処理計画 

（令和3年9月） 

本計画は、廃棄物処理法の規定に基づいて策定する計画で、都の廃棄物行政の基本的な方

向を示すもので、東京都環境基本計画に基づく個別分野の計画である。 

東京都廃棄物処理計画は、平成13年度に一般廃棄物と産業廃棄物を合わせた計画として初

めて策定され、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」として改定が行われたものである。 

東京都建設リサイク

ル推進計画 

（平成28年4月） 

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、東京に持続ある発展を目指すために策定された

ものである。 

建設廃棄物の再資源化・縮減率に加え、建設発生土の有効利用率を目標指標としており、

特定建設資材廃棄物の再資源化等の目標年度である平成30年度に向けて、達成すべき目標値

をそれぞれの対象品目に対して定めている。 
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 表 6.1.8-1(3) 主な環境保全に関する計画等（都） 

計画等の名称 計画等の概要 

東

京

都 

「ゼロエミッション 

東京戦略2020  

Update & Report」 

（令和3年3月） 

東京都が、2019年12月に、2050年CO2排出実質ゼロに向けた「ゼロエミッション東京戦略」

を公表してから1年あまり、新型コロナの猛威により世界が未曽有の危機に直面する中で、気

候危機の状況は一層深刻化している。 

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、令和3年1月、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た。 

 

【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】 

2030・カーボンハーフスタイル 

 

“今こそ、行動を加速する時：TIME TO ACT”を合言葉に、ゼロエミッション東京に向け、

「2030・カーボンハーフスタイル」の実現へ 

 

 表 6.1.8-1(4) 主な環境保全に関する計画等（港区） 

計画等の名称 計画等の概要 

港

区 

港区基本構想 

（平成14年12月） 

本構想は、策定後10年ないし15年後を展望し、目標とすべき将来像を描き、その実現のた

めの施策の大綱を示すものであるとともに、計画的に区政運営を進めるにあたっての指針と

なるべきものである。区は、この基本構想に基づき全ての施策を総合的かつ体系的に推進し

ていく。将来像の実現に向けて、次の三つの基本目標を掲げ、区が取り組む施策の方向が示

されている。 

① かがやくまち（街づくり・環境） 

② にぎわうまち（コミュニティ・産業） 

③ はぐくむまち（福祉・保健・教育） 

港区基本計画・

港区実施計画 

（令和3年1月） 

本計画では、踏まえるべき社会変化を見据え、以下の6つの基本的な考え方に基づき、「分

野別計画」と「実施計画」により取組を着実に推進することで、めざすまちの姿を実現して

いく。 

計画の期間は、基本計画は令和3（2021）年度から令和8（2026）年度までの6か年、実施

計画は令和3（2021）年度から令和5（2023）年度までの3か年としている。 

 

＜基本的な考え方＞ 

1.新たな時代を切り拓く区政運営への転換 

 2.SDGsの達成に向けた取組の推進 

 3.あらゆる危機から区民を守る安全・安心なまちづくりの推進 

 4.将来需要を的確に捉えた公共施設整備の推進 

 5.行政、区民、民間、全国各地域の4つの力を生かした区政運営の展開 

 6.PDCAサイクルの効果的な運用 

港区まちづくり

マスタープラン 

（平成29年3月） 

本マスタープランは、「人にやさしい良質な都市空間・居住環境を皆で維持し、創造し、

運営していく」ことを基本理念とし、「うるおいある国際生活都市」を将来都市像とし、ま

ちづくりの方針や取り組みの考え方を示している。都市計画に関連する土地利用の規制・誘

導や道路・公園などの都市施設の整備などハード分野を中心として、防災、環境、国際化、

観光、福祉、子育て、教育、文化、健康促進など幅広いソフト分野の視点も取り入れた、将

来のまちづくりの方向性を示している。 

計画期間は、平成 29 年度からおおむね 20 年後としている。 

  

-44-



 

 表 6.1.8-1(5) 主な環境保全に関する計画等（港区） 

計画等の名称 計画等の概要 

港

区 

港区環境基本計画 

（令和 3年 2 月） 

港区環境基本計画は、区の総合計画である「港区基本計画」の基本政策の実現を図るた

めの環境分野の計画であり、区の環境に関する取組の基本的な方向性を示すものである。 

令和 3（2021）年度からの 6 年間を計画期間とする本計画では、環境分野における総合

的・横断的な施策の強化を図るため、これまで個別計画として策定してきた「港区地球温

暖化対策地域推進計画」、「港区環境率先実行計画」、「港区生物多様性地域戦略」に加

え、「港区気候変動適応計画」、「港区環境教育等行動計画」も新たに位置付けられた。 

 

＜めざす環境像＞ 

多様な暮らし・活気・自然が調和する 持続可能な都市 みなと 

 

基本目標 1 脱炭素社会の実現と気候変動への適応による安全・安心なまち 

基本目標 2 ごみを減らして資源が循環するまち 

基本目標 3 健康で快適に暮らせるまち 

基本目標 4 水と緑のうるおいと生物多様性の恵みを大切にするまち 

基本目標 5 環境保全に取り組む人がつながり行動を広げるまち 

港区緑と水の総合

計画 

（令和3年3月） 

本計画では、めざす将来像である「緑と水と人がはぐくむ うるおいある国際生活都市」

を構成する、以下の 5つの「緑と水によってめざすまちの姿」が示されている。 

計画期間は、21 世紀半ばを見据えた上で、令和 3（2021）年度から令和 12（2030）年度ま

での 10 年間としている。 

 

＜緑と水によってめざすまちの姿＞ 

・環境負荷の少ないまちが形成されている 

・暮らしやすい生活環境が形成され、健康が向上している 

・安全・安心（防災・減災）が確保されている 

・人々の交流や地域コミュニティが活性化されている 

・まちの魅力・風格が向上している 

港区一般廃棄物処理

基本計画 

（第3次） 

（令和3年2月） 

本計画は、基本理念「環境に配慮した持続可能な社会をめざして、循環型社会・低炭素社

会形成への総合的な取組を、区民・事業者とともに推進します」のもと、区民・事業者・区

がそれぞれの役割と責任を果たし、リデュース（ごみの発生抑制）、リユース（再使用）、

リサイクル（再生利用）の 3R をこれまで以上に強力に進めていく内容としている。 

計画期間は、令和 3（2021）年度から令和 14（2032）年度までの 12 年間が示されている。 

以下に示した、本計画で掲げた 12 項目の数値目標の達成に向けて、施策を着実に推進し、

SDGs の目標達成にも貢献していく。 

＜数値目標＞ 

1. 総排出量 

2. 区収集可能ごみ量 

3. 可燃ごみへの資源混入割合 

4. 食品ロス発生量 

5. プラスチック排出量 

6. 資源化率 

7. 資源回収量 

 

8. 集団回収による資源回収量 

9. ごみと資源の分別状況 

10. 持込ごみ量 

11. 再利用計画書上の再利用率 

12. 温室効果ガスの排出量 

港区景観計画 

平成27年度（2015

年度）改定 

（平成27年12月） 

港区は、平成 21 年 6 月に景観行政団体となったことで、居住環境に密接に関わる良好な

景観形成を目指して、法的根拠を持ってきめ細かな景観施策を展開するため、「港区景観計

画」を策定した。 

本計画は、区全域を対象区域とし、この区域を景観計画区域としている。 

港区の景観特性及びこれまでの景観に関する取組を踏まえ、景観形成の基本方針として以

下の五つが示されている。 

 

基本方針 1 水と緑のネットワークを強化し、潤いある景観形成を進める 

基本方針 2 歴史や文化を伝える景観を守り、生かす 

基本方針 3 誰もが楽しく歩ける、にぎわいや風格のある通りを創る 

基本方針 4 地域の個性を生かした魅力ある街並みを育む 

基本方針 5 区民・企業等・行政の協働で景観形成を推進する 
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 表 6.1.8-1(6) 主な環境保全に関する計画等（品川区） 

計画等の名称 計画等の概要 

品

川

区 

品川区基本構想 

（平成20年4月） 

将来のあるべき品川区を実現するためには、本構想で、区政の基本的な重点施策で

ある福祉や防災、健康づくりや教育などの水準を更に向上させることが必要であり、

そのことを前提とした上で、三つの理念を掲げて、品川区の向かうべき基本的な方向

が示されている。 

 

①暮らしが息づく国際都市、品川区をつくる 

②伝統と文化を育み活かす品川区をつくる 

③区民と区との協働で、「私たちのまち」品川区をつくる 

品川区長期基本計画 

（令和2年4月） 

本計画は、区内外の社会経済状況の変化や今後の将来動向を考慮した上で、新しい

長期基本計画として策定したものである。 

新計画では、「未来につなぐ4つの視点」と「地域」「人」「安全」の3つの政策分野

により施策を推進していくものとしている。 

 

＜未来につなぐ4つの視点＞ 

(1) 超長寿社会に対応する視点 

(2) 多文化・多様な生き方を尊重する視点 

(3) 強靭で魅力あるまちを未来につなぐ視点 

(4) 先端技術を活用して課題解決と発展を図る視点 

品川区まちづくり 

マスタープラン 

（平成25年2月） 

品川区では、平成13年3月に「品川区市街地整備基本方針」及び「品川区第三次住宅

マスタープラン」を策定し、計画的に「まちづくり」を進めてきた。これまでのまちづ

くりの成果を踏まえつつ、社会経済の変化やまちづくりの課題に対応すべく、市街地

整備基本方針及び住宅マスタープランが見直され、「品川区まちづくりマスタープラ

ン」として示されている。 

本マスタープランは「品川区基本構想」を受け、自治体自らの創意工夫と住民の意

見反映を基に地域のあるべき都市像や課題に応じた整備方針、住宅施策の方向性など、

まちづくりの分野を総合的に定めた都市計画の方針である。 

本マスタープランでは、地区別の整備方針が定められており、計画路線周辺の八潮

地区では、まちづくり方針として、東海道貨物支線の貨客併用化等、都心～八潮～羽

田空港を結ぶ鉄道ネットワークの構築について関係機関との協議を進めるとともに、

構築時のまちづくりや土地利用のあり方について検討を進めるとされている。 

水とみどりの 

基本計画・行動計画 

（平成29年6月） 

 

本計画は、「新・水とみどりのネットワーク構想」（平成 20 年）で示された方針

を受け、より具体的な数値目標を定めることにより、「水とみどりがつなぐまち」の

実現を目指すものであり、また、行動計画は、基本計画で示した目標を実現するため

の施策について、具体的な内容を示すものである。 

基本方針として、以下の四つの方針が示されている。 

 

方針１：区民の安全や生き物の命を支える水とみどりを守り育てる 

方針２：水とみどりが身近にある暮らしをつくる 

方針３：品川らしい水とみどりを継承しまちづくりに活かす 

方針４：区民と行政が一丸となって水とみどりを育む 

品川区環境基本計画 

（平成30年3月） 

本計画は、区の総合計画である「品川区長期基本計画」と整合を図りつつ、まちづ

くりや廃棄物処理など、そのほかの個別計画と相互に連携を図りながら、区の環境行

政に関わる基本方針を定める計画として、環境の視点から目指す将来像と指針を示す

ものである。 

また、各取り組みの方向性や具体的な内容を示しており、区民・事業者・区が一体

となって、取り組むための手引きとして位置付けられている。 

本計画では、将来像を達成するための目標として、区の地域特性や環境の課題等を

踏まえ設定した以下の五つの基本目標と、その土台となる一つの共通目標が示されて

いる。 

 

基本目標１ 「低炭素な暮らし・仕事・まち」を実現する 

基本目標２ 「持続可能な循環型都市」を実現する 

基本目標３ 「水とみどりがつなぐまち」を実現する 

基本目標４ 「すこやかで快適な暮らし」を実現する 

基本目標５ 「やすらぎとにぎわいの都市景観」を形成する 

共通目標  「日常的に実践する人」を育てる 
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 表 6.1.8-1(7) 主な環境保全に関する計画等（品川区） 

計画等の名称 計画等の概要 

品

川

区 

品川区景観計画 

（平成23年1月） 

品川区は、平成 22 年 7月 15 日に景観行政団体となり、「しながわ景観ガイドプラ

ン」を踏まえ、平成 23 年 1 月に「品川区景観計画」を策定した。 

区の景観特性や景観形成の課題を踏まえて、景観を構成する四つの要素（歴史・文

化、自然、生活、新たなまちづくり）から導き出される景観まちづくりにおける以下

の五つの基本方針が示されている。 

 

方針１：歴史あるまちの景観の再生と活用 

方針２：安らぎを感じる水辺・緑環境の保全と整備 

方針３：生活に密着した住宅景観の保全と誘導 

方針４：活力に満ちた賑わいや調和の取れた景観の創出 

方針５：新しいまちの景観の整備と誘導 

 

 表 6.1.8-1(8) 主な環境保全に関する計画等（東京地下鉄株式会社） 

計画等の名称 計画等の概要 

東

京

地

下

鉄

株

式

会

社 

メトロCO2ゼロチャレ

ンジ 2050 

（令和3年3月） 

東京メトログループとして「安心で、持続可能な社会へ」という理念を掲げ、気候変

動の緩和に向けた具体的な取組を推進するため、東京メトログループ全事業が排出する

CO2量を「2030年度－30％ (2013年度比)、2050年度実質ゼロ」とすることを目標とした

取り組みである。 

 

エネルギー効率に優れた車両の導入や、照明設備のLED化、膜屋根による自然採光、

太陽光発電システムの設置等を推進し、再生可能エネルギーを積極的に導入して 

いくことで、目標の達成を目指す。 
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