
 表 6.1.4-2(6) 計画路線周辺の公共施設等（福祉施設） 

区分 
地点 

番号 
名称 所在地 

保

育

施

設 

許
可
外
保
育
施
設 

115 
リリアネラ ナーサリー 

（Lilianela Nursery) 
江東区東陽2-4-29 マルシンビル203 

116 らいおんハート保育園 東陽町 江東区東陽1-34-13 ディックビル1階 

117 ルンルンルーム 江東区森下3-13-5 ゴーベルビル2階 

118 aiueoだいいち保育園豊洲 
江東区豊洲3-2-3 

豊洲キュービックガーデン1階 

119 めといろ保育園 東陽町園 江東区塩浜2-27-14 深川アルファ96 101号室 

120 あそか保育室 江東区住吉1-18-15六華園1F 

121 Smile Club English School 江東区猿江2-16-5住吉メディカルモール5階 

122 Kids Academy Noah 江東区辰巳1-4-11 STビル辰巳別館5階 

123 
東京YMCA インターナショナル 

キッズガーデン 
江東区東陽2-2-20 

124 
ラーニングトゥリー 

木場キャンパス 

江東区木場5-6-30 

坂田第5ビル 2階･3階･4階 

125 
東京インターナショナル 

プリスクール門前仲町校 
江東区佐賀1-9-10 

126 UIA International School of Tokyo 江東区木場3-14-4 2階 

127 
Bright Up English Immersion 

 Preschool（プレイグループ木場校内） 
江東区東陽5-9-10 1F 

128 
キッズスクウェア 

豊洲ベイサイドクロス 

江東区豊洲2-1-1 

豊洲ベイサイドクロスタワー3F 

高齢者施設 

129 深川老人福祉センター 江東区平野1-2-3 

130 深川老人福祉センター森下分館 江東区森下5-11-1 

131 あそか園 江東区住吉1-17-11 

132 江東ホーム 江東区東陽2-1-2 

133 むつみ園 江東区深川2-14-11 

134 深川愛の園 江東区冬木16-7 

135 らん花園 江東区塩浜2-7-2 

136 塩浜ホーム 江東区塩浜2-7-17 

137 特別養護老人ホーム 故郷の家・東京 江東区塩浜1-4-48 

138 ローズ・ガーデン 江東区平野1-2-20 

139 深川やすらぎの園 江東区千田21-3 

140 マンション六華園 江東区住吉1-18-15 

141 ローズ・ガーデン深川 江東区平野1-1-6 

142 そんぽの家 錦糸町 江東区毛利2-7-15 

143 プレール・ロヴェ豊洲 江東区豊洲1-2-8 

144 応援家族 東京ベイ潮見 江東区枝川3-8-16 

145 介護専用型ケアハウス故郷の家・東京 江東区塩浜1-4-48 

146 清澄白河シルバーハウス 江東区平野1-10-6 

147 都市型軽費老人ホーム故郷の家・東京 江東区塩浜1-4-48 

148 潮見老人ホーム 江東区潮見1-29-15 

出典：「東京都認証保育所⼀覧（A型・B型）」(令和3年10月 東京都福祉保健局ウェブサイト) 
   「ベビーホテル、事業所内保育施設、院内保育施設、その他施設⼀覧」 

(令和3年10月 東京都福祉保健局ウェブサイト) 
   「社会福祉施設等⼀覧」(令和3年10月 東京都福祉保健局ウェブサイト) 
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 表 6.1.4-2(7) 計画路線周辺の公共施設等（福祉施設） 

区 分 
地点 

番号 
名称 所在地 

医療施設 

149 
医療法人社団高裕会  

深川立川病院 
江東区扇橋2-2-3 

150 医療法人社団修世会 木場病院 江東区木場5-8-7 

151 医社）青藍会 鈴木病院  江東区塩浜2-7-3 

152 
医療法人社団青藍会  

鈴木リハビリテーション病院  
江東区枝川3-8-13 

153 
医療法人青峰会  

くじらホスピタル 
江東区枝川3-8-25 

154 社会福祉法人あそか会あそか病院  江東区住吉1-18-1 

155 昭和大学江東豊洲病院 江東区豊洲5-1-38 

156 
医療法人社団晴正会 

深川安江クリニック 
江東区深川2-14-1 

157 
医療法人社団生新会 

木場公園クリニック  
江東区木場2-13-13亀井ﾋﾞﾙ2階3階 

158 
医療法人社団東壽会 

東峯婦人クリニック  
江東区木場5-3-10 

出典：「令和元年（2019年）報告 東京都における医療機能ごとの病床の状況（許可病床）」 

(令和3年10月 東京都福祉保健局ウェブサイト) 

 

 表 6.1.4-2(8) 計画路線周辺の公共施設等（都市公園） 

区 分 
地点 

番号 
名称 所在地 

都市公園 

1 木場公園 江東区平野4-6-1 

2 夢の島公園 江東区夢の島1～2 

3 清澄庭園 江東区清澄3-3-9 

4 猿江恩賜公園 江東区毛利2-13-7 

5 白河三丁目水辺公園 江東区白河3-18-17 

6 臨海公園 江東区門前仲町1-1-1 

7 油堀川公園 江東区門前仲町1-20-1先 

8 木場二丁目公園 江東区木場2-11-9先 

9 木場親水公園 江東区木場2-2-12先、木場3-14-1先、木場3-17-5先 

10 木場三丁目公園 江東区木場3-6-9 

11 北砂緑道公園 江東区北砂1-2先、北砂2-15先 

12 北砂水上公園 江東区北砂1-2-1先 

13 豊住公園 江東区東陽6-1-13 

14 豊洲六丁目第二公園 江東区豊洲6-2-1 

15 豊洲六丁目公園 江東区豊洲6-2-35 

16 豊洲四丁目第二公園 江東区豊洲4-3-3 

17 豊洲四丁目公園 江東区豊洲4-5-24先、豊洲4-5-30先 

18 豊洲三丁目公園 江東区豊洲3-5-11 

19 豊洲五丁目公園 江東区豊洲5-3-1 

20 豊洲一丁目第二公園 江東区豊洲1-2-1 

出典：「東京都の公園緑地マップ2021」(令和3年4月 東京都) 

   「公園」(令和3年10月 江東区ウェブサイト) 
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 表 6.1.4-2(9) 計画路線周辺の公共施設等（都市公園） 

区 分 
地点 

番号 
名称 所在地 

都市公園 

21 豊洲一丁目公園 江東区豊洲1-3-15 

22 豊洲公園 江東区豊洲2-3-6 

23 豊洲ぐるり公園 江東区豊洲5-1先、6-1先 

24 平野四丁目公園 江東区平野4-5-1先 

25 平久公園 江東区木場6-4-18 

26 武田堀公園 江東区冬木6-23、冬木1-12 

27 浜園公園 江東区塩浜1-4-4 

28 八名川公園 江東区新大橋3-1-18 

29 白河一丁目公園 江東区白河1-5-4 

30 南砂緑道公園 江東区南砂2-3-1先、南砂2-35-6先 

31 南砂二丁目南公園 江東区南砂2-3-23 

32 竪川第一公園 江東区亀戸1-15-10 

33 竪川親水公園 江東区毛利2-10先、毛利2-11先 

34 辰巳公園 江東区辰巳1-10 

35 扇橋三丁目公園 江東区扇橋3-20-11 

36 扇橋河川公園 江東区猿江1-5-18 

37 扇橋一丁目公園 江東区扇橋1-21-28 

38 扇橋公園 江東区石島18-23 

39 川南海辺公園 江東区海辺1-3 

40 川南公園 江東区千石2-9-22 

41 千石二丁目公園 江東区千石2-11-1 

42 千石運動公園 江東区千石1-5-28 

43 千石公園 江東区千石2-7-4 

44 仙台堀川公園 江東区北砂6-19-21先、東陽6-6-6先 

45 清澄二丁目公園 江東区清澄2-11-5 

46 深川公園 江東区富岡1-14-10、富岡1-16-10、富岡1-17-9 

47 森下公園 江東区森下2-5-16 

48 住利公園 江東区住吉1-19-20 

49 住吉一丁目公園 江東区住吉1-8-13 

50 洲崎川緑道公園 江東区東陽1-10-9先、東陽2-5-6 

51 枝川三丁目公園 江東区枝川3-3-5 

52 枝川一丁目公園 江東区枝川1-6-19 

53 三島橋公園 江東区扇橋3-7-16 

54 佐賀町公園 江東区佐賀1-15-5 

55 高森公園 江東区森下3-13-9 

56 五間堀公園 江東区森下2-30-7 

57 古石場川親水公園 江東区牡丹2-10先、古石場2-14先 

58 古石場三丁目公園 江東区古石場3-1-4 

59 元加賀公園 江東区白河4-3-27 

60 暁橋公園 江東区枝川3-8-30、枝川3-11-9 

61 亀堀公園 江東区深川1-6-38 

62 亀戸西公園 江東区亀戸1-9-5 

出典：「東京都の公園緑地マップ2021」(令和3年4月 東京都) 

   「公園」(令和3年10月 江東区ウェブサイト) 
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 表 6.1.4-2(10) 計画路線周辺の公共施設等（都市公園） 

区 分 
地点 

番号 
名称 所在地 

都市公園 

63 釜屋堀公園 江東区大島1-2-26 

64 牡丹町公園 江東区牡丹2-1-2 

65 横十間川親水公園 江東区扇橋3-22先、東陽6-1先 

66 塩浜二丁目第二公園 江東区塩浜2-17-8 

67 塩浜二丁目公園 江東区塩浜2-25-16 

68 塩浜一丁目公園 江東区塩浜1-5-5 

69 塩浜公園 江東区塩浜2-10-14 

70 南砂一丁目北公園 江東区南砂1-8-4 

71 南砂一丁目第二公園 江東区南砂1-3-18 

72 南砂一丁目公園 江東区南砂1-1-6 

73 東陽五丁目公園 江東区東陽5-29-39 

74 東陽一丁目第二公園 江東区東陽1-39-8 

75 東陽一丁目第一公園 江東区東陽1-5-5 

76 東陽公園 江東区東陽3-27-27 

77 東雲緑道公園 江東区東雲1-7-4先 

78 東雲水辺公園 江東区東雲1-9先、辰巳1-1先 

79 調練橋公園 江東区越中島2-16-13、越中島3-7-17 

80 潮見運動公園 江東区潮見1-1-1 

81 潮見さざなみ公園 江東区潮見1-29-24 

82 朝凪公園 江東区枝川1-8-5 

83 中の堀公園 江東区佐賀2-8-26 

84 猿江二丁目公園 江東区猿江2-3-10 

85 猿江一丁目公園 江東区猿江1-11-5 

86 越中島公園 江東区越中島1-3-23 

87 しおかぜ橋塩浜公園 江東区塩浜2-18-4 

88 中の堀川児童遊園 江東区佐賀2-13-4 

89 牡丹二丁目児童遊園 江東区牡丹2-2-11 

90 木場六丁目児童遊園 江東区木場6-13-7 

91 木場二丁目児童遊園 江東区木場2-10-1先 

92 万年橋公園児童遊園 江東区常盤1-18-1 

93 豊洲四丁目公園児童遊園 江東区豊洲4-10-1 

94 平野二丁目公園児童遊園 江東区平野2-8-2 

95 白河児童遊園 江東区白河3-13-5 

96 南砂一丁目児童遊園 江東区南砂1-4-25 

97 南開橋第二児童遊園 江東区東陽1-21-5先 

98 南開橋第一児童遊園 江東区東陽1-19-11先 

99 東陽西児童遊園 江東区東陽5-5-10 

100 東陽四丁目児童遊園 江東区東陽4-4-9 

101 東陽一丁目南児童遊園 江東区東陽1-1-4 

102 東陽一丁目児童遊園 江東区東陽1-7-5 

103 東陽児童遊園 江東区東陽3-8-6 

104 東深川橋児童遊園 江東区森下4-1-1 

105 鉄道堀児童遊園 江東区木場3-13-8 

出典：「東京都の公園緑地マップ2021」(令和3年4月 東京都) 

   「公園」(令和3年10月 江東区ウェブサイト) 
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 表 6.1.4-2(11) 計画路線周辺の公共施設等（都市公園） 

区 分 
地点 

番号 
名称 所在地 

都市公園 

106 潮見二丁目児童遊園 江東区潮見2-1-1 

107 潮見児童遊園 江東区潮見1-18-1 

108 朝日児童遊園 江東区枝川1-12-7 

109 沢海橋第二児童遊園 江東区東陽3-8-11 

110 沢海橋第一児童遊園 江東区木場5-12-1 

111 大島川児童遊園 江東区永代2-19-1 

112 扇橋一丁目児童遊園 江東区扇橋1-20-9 

113 千田児童遊園 江東区千田20-5 

114 千石二丁目児童遊園 江東区千石2-3-25 

115 千石児童遊園 江東区千石1-7-8 

116 石浜橋児童遊園 江東区古石場3-1-8 

117 清澄児童遊園 江東区清澄3-3-16 

118 清水橋児童遊園 江東区毛利2-13-43 

119 深川一丁目児童遊園 江東区深川1-3-10先 

120 森下四丁目児童遊園 江東区森下4-16-2 

121 森下三丁目第二児童遊園 江東区森下3-10-9 

122 森下三丁目第三児童遊園 江東区森下3-13-1 

123 森下三丁目第一児童遊園 江東区森下3-5-16 

124 森下五丁目第二児童遊園 江東区森下5-1-7 

125 森下五丁目児童遊園 江東区森下5-6-1 

126 新大橋三丁目児童遊園 江東区新大橋3-18-1 

127 新砂一丁目児童遊園 江東区新砂1-7-27 

128 常盤二丁目児童遊園 江東区常盤2-12-1 

129 小松橋際児童遊園 江東区猿江1-5-18 

130 住吉一丁目児童遊園 江東区住吉1-1-2 

131 舟木橋第二児童遊園 江東区木場2-18-14 

132 舟木橋第四児童遊園 江東区木場2-7-20 

133 舟木橋第三児童遊園 江東区木場2-2-1 

134 舟木橋第一児童遊園 江東区木場2-21-1 

135 枝川橋第二児童遊園 江東区枝川2-18-2 

136 枝川橋第四児童遊園 江東区枝川1-3-1 

137 枝川橋第三児童遊園 江東区枝川2-4-17 

138 枝川橋児童遊園 江東区枝川1-14-21 

139 三好三丁目児童遊園 江東区三好3-1-10 

140 古石場二丁目児童遊園 江東区古石場2-14-4 

141 暁橋児童遊園 江東区潮見1-2-1 

142 海辺児童遊園 江東区海辺5-14 

143 塩浜二丁目児童遊園 江東区塩浜2-26-4 

144 猿江橋児童遊園 江東区猿江1-15-9、猿江1-1-2、森下5-12-19 

145 越中島橋児童遊園 江東区越中島1-2-1 

146 越中島一丁目児童遊園 江東区越中島1-3-4 

147 しおかぜ児童遊園 江東区塩浜2-18-3 

出典：「東京都の公園緑地マップ2021」(令和3年4月 東京都) 

   「公園」(令和3年10月 江東区ウェブサイト) 
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図 6.1.4-3(1)  公共施設等位置図 

 

 

 

出典：「令和2年度 東京都公

⽴学校⼀覧」(令和3
年10月 東京都教育
委員会ウェブサイト) 

「私立学校一覧」(令

和3年10月 公益財団

法人東京都私学財団

ウェブサイト) 

「国立大学」(令和3

年10月 文部省ウェ

ブサイト) 

「私立大学（東京都）」

(令和3年10月 文部

省ウェブサイト) 
 

図 6.1.4-3(1)  公共施設等位置図 
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出典：「東京都認証保育所⼀
覧（A型・B型）」(令
和3年10月 東京都福

祉保健局ウェブサイ
ト) 

   「ベビーホテル、事業

所内保育施設、院内保
育施設、その他施設⼀
覧」(令和3年10月 東

京都福祉保健局ウェ
ブサイト) 

   「社会福祉施設等⼀
覧」(令和3年10月 東
京都福祉保健局ウェ
ブサイト) 

   「令和元年（2019年）
報告 東京都におけ
る医療機能ごとの病

床の状況（許可病床）」
(令和3年10月 東京
都福祉保健局ウェブ

サイト) 

図 6.1.4-3(2)  公共施設等位置図 
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 (3)  公共施設等位置図 

 

 

出典：「東京都の公園緑地マ
ップ2021」(令和3年4

月 東京都) 
「公園」(令和3年10月 
江東区ウェブサイト) 

図 6.1.4-3(3)  公共施設等位置図 
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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。 

計画路線は、豊洲運河、平久運河、汐見運河及び汐浜運河、横十間川、仙台堀川、小

名木川と交差する。 

 

(2) 公共下水道の分布状況 

江東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) 

江東区 525,062 523,418 3,432 3,396 523,418 3,432 3,396 100 

出典：「東京都統計年鑑（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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図 6.1.5-1 流域概況図 

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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6.1.6 気象 

計画路線周辺の最寄りの気象官署としては東京管区気象台があり、図 6.1.6-1に示す

とおり、計画路線の北西に位置している。 

東京管区気象台での過去10年（平成23年から令和２年まで）及び令和２年の月別気温、

降水量等は、表 6.1.6-1に示すとおりである。過去10年間の平均気温は15.8℃～17.1℃、

年間降水量は1,430.0mm～1,874.0mm、平均風速は2.8m/s～3.1m/s、最多風向は北北西で

ある。 

また、令和２年では、平均気温は８月が最も高く29.1℃、月間降水量は７月が最も多

く270.5mm、平均風速は４月が最も強く3.2m/sである。 

 

 

注）東京管区気象台は、気象庁本庁から北の丸公園に移転し、風向・風速は平成 19

年 11 月より、降水量及び気温は平成 26 年 12 月より観測を行っている。 

図 6.1.6-1 計画路線最寄り気象台位置図 
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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（法律・都条例） 

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) 

江東区環境基本条例（平成 10 年江東区条例第 48 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） 

江東区みどりの条例（平成 11 年江東区条例第 36 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) 

江東区都市景観条例（平成 20 年江東区条例第 34 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) 

江東区文化財保護条例（昭和 55 年江東区条例第 32 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) 

江東区清掃リサイクル条例（平成 11 年江東区条例第 34 号） 

その他 道路法（昭和 27 年法律第 180 号） 

江東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 年江東区条例第 33 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 

また、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、東京８号線

延伸（豊洲～住吉）については、「整備について優先的に検討すべき路線」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 
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表 6.1.8-1(4) 主な環境保全に関する計画等（江東区） 

計画等の名称 計画等の概要 

江

東

区 

江東区基本構想 

（平成21年3月） 

まちの将来像を定め、まちづくりにおける基本的な指針となるものである。平成21

年から概ね今後20年を展望した江東区の姿を将来像に定め、その実現を図るための施

策の大綱などを定めている。 

＜基本理念＞ 

・次の世代が誇れる江東区をつくります 

・区民と区がともに責任を持って江東区をつくります 

・区民が生き生きと暮らせる江東区をつくります 

 

＜江東区の将来像。 

「みんなでつくる伝統、未来 水彩都市・江東」 

 

環境に関連する施策は、以下のとおりである。 

(1) 水と緑豊かな地球環境にやさしいまち 

① 水辺と緑に彩られた魅力あるまちの形成 

② 環境負荷の少ない地域づくり 

江東区長期計画（令和

2年度～令和11年度） 

（令和2年3月） 

「江東区基本構想」の実現を図るため、後半の 10 年にあたる令和 2 年度から令和 11

年度までの 10 か年の区の取り組みの方向性をまとめた羅針盤として、策定したもので

ある。 

本長期計画では「地下鉄 8 号線の延伸」を重要課題とし、重点的な取り組みとして、

以下の 7 つの重点プロジェクトを掲げ、施策を横断的に連携させながら取り組んでい

くことが示されている。 

・水彩・環境都市づくり 

・未来を創るこどもを育むまちづくり 

・地域の活力を生み出すまちづくり 

・高齢者など誰もが支えあう社会づくり 

・防災都市江東戦略 

・オリンピック・パラリンピックレガシーの継承 

・臨海部のまちづくり 

江東区環境基本計画

（後期） 

（令和2年3月） 

本計画は、江東区の環境の保全に関する総合的・長期的な方針を示し、区民、事業

者、区のすべての主体が、それぞれの立場から環境負荷軽減に取り組むものである。 

本計画の改定にあたっては、前期計画で定めた 6 つの計画の柱に基づき、「水と緑

豊かな地球環境にやさしいまち」の実現を目指すと同時に、持続可能な（SDGs）と区

の環境施策との関連性を示し、世界的な目標の達成にも積極的に貢献していくことを

目標とし、計画期間は令和 2年から 6 年までの 5 年間としている。 

 

＜施策の体系＞ 

1.地球温暖化・エネルギー対策の推進～KOTO 低炭素プラン～ 

2.循環型社会の形成 

3.自然との共生 

4.環境に配慮した快適なまちづくりの推進 

5.安全・安心な生活環境の確保 

6.環境教育及びパートナーシップの推進 

江東区都市計画マスタ

ープラン 

（平成23年3月） 

江東区の目指すべき将来都市像や地区別の市街地像、都市施設などの整備方針をま

とめたものである。 

江東区の良き伝統を継承・発展させ、区民の生活や活動を支える都市基盤や都市機

能の充実を確実に誘導するため、今後の江東区の都市づくりにおける方向性を、「将

来都市構造」と「土地利用」によって概念的に示している。 

＜まちづくりの目標＞ 

(1) 水とみどりあふれる環境にやさしいまち 

(2) 地域の文化・活力を継承・創造するまち 

(3) 安心して快適に暮らせるまち 

(4) みんなでつくるまち 
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表 6.1.8-1(5) 主な環境保全に関する計画等（江東区） 

計画等の名称 計画等の概要 

江

東

区  

江東区景観計画 

（平成25年4月） 

本計画では、景観を守り、育み、そして次世代に継承するため、以下の5つの基本理

念を掲げている。 

江東区を魅力あふれる都市として育み、これを次の世代の区民に引き継いでいくた

め、江東区全域を「景観計画の区域」とし、景観形成の地区指定を行っている。 

計画地周辺は「下町水網地域」及び「臨海景観基本軸」に指定されており、地域別

に良好な景観の形成のための事項が定められている。 

 

＜景観形成の基本理念＞ 

(1) 豊かな水辺とみどりにより自然が感じられるまちをつくること 

(2) 伝統のある下町文化を継承するまちをつくること 

(3) 地域イメージを持つ個性的なまちをつくること 

(4) 都市環境を意識したまちをつくること 

(5) 人にやさしくやすらぎのあるまちをつくること 

江東区みどりの基本

計画（令和2年度～令

和11年度） 

（令和2年3月） 

江東区では、平成 19 年に当初計画である「江東区みどりと自然の基本計画」を策定

し、緑化施策を推進してきた。本計画の改定では、当初計画の基本的な考え方を継承

しつつ、みどりを取り巻く社会情勢を踏まえ、本区の魅力である水辺と緑を生かした

「みどりの中の都市（CITY IN THE GREEN）」の実現に向けて、新たな 4 つの基本方針

を設定する。 

計画期間は令和 2 年度から令和 11 年度までの 10 年間としている。 

 

基本方針 1：みどりを水彩都市・江東の魅力づくりに活かします 

基本方針 2：みどりをより柔軟に使えるようにします 

基本方針 3：みどりを安全と生命を支えるために充実させます 

基本方針 4：みどりをみんなで守り育て伝えます 

江東区CIGビジョン 

（平成24年7月） 

「江東区基本構想」に掲げた「水と緑豊かな地球環境にやさしいまち」の実現を目

指し、「江東区 CITY IN THE GREEN」を更に推進するため、策定したものである。 

「みどりの中の都市（CITY IN THE GREEN）」の実現に向けて、5 つのビジョンが示

されている。 

 

＜江東区 CIG ビジョン＞ 

1.緑の施策の強化により「緑の中の都市」が実現している 

2.江東区ならではの「緑を育む文化」を創造している 

3.「緑を親しむライフスタイル」が定着している 

4.区民・事業者・行政が一体となって推進している 

5.「みどり・温暖化対策基金」を積極的に活用している 

江東区緑化計画の 

手引き 

（平成27年9月1日 

基準改正版・ 

令和3年3月発行） 

江東区みどりの条例により、250 ㎡以上の敷地で建築行為等もしくは一団の土地の宅

地開発を行う場合、事前に緑化に関する計画書を区長に提出して認定を受けなければ

ならないことが定められており、本手引きでは緑化基準と算定式がまとめられている。 

 

＜緑化基準（250 ㎡以上の敷地の建築工事の場合）＞ 

1.地上部 

 樹木の植栽等による緑化（緑化面積と植栽本数） 

2.建築物上（建築物の屋上、壁面又はベランダ等） 

 樹木、芝、草花等の植栽による緑化（緑化面積） 

3.接道部（建築基準法第 42 条に規定する道路に沿った敷地等） 

 指定の幅員以上、樹木の植栽等による緑化（緑化延長） 
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表 6.1.8-1(6) 主な環境保全に関する計画等（江東区） 

計画等の名称 計画等の概要 

江

東

区  

江東区一般廃棄物処

理基本計画 

（令和4年3月） 

本計画は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で策定が義務付けられている計

画で、ごみの減量や一般廃棄物の適正処理を推進するための施策を、長期的・総合的

視点から体系的に明らかにすることを目的としている。 

計画期間は令和4年度～令和13年度とし、ごみ減量のための目標値を定めている。 

＜基本理念＞ 

持続可能な資源循環型地域社会の形成 

＜基本方針＞ 

1.区民・事業者・区の情報共有と連携の強化 

2.リフューズ・リデュース・リユース・リペアの推進 

3.環境負荷低減効果を考慮したリサイクルの推進 

4.安全・安心なごみの適正処理 

＜スローガン＞ 

もったいない、一人ひとりの行動が、地球を守る、未来を変える 

 

表 6.1.8-1(7) 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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