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6.2.14 史跡･文化財 

(1) 指定・登録文化財 

事業区間及びその周辺で確認されている指定・登録文化財は表 6.2-24(1)、(2)

及び図 6.2-21 に示すとおりです。なお、瑞穂町の町指定史跡の加藤塚が事業区

間近傍にあります。 

 

表 6.2-24(1)  事業区間周辺の指定・登録文化財 

番号 市町 名称 種別 指定年月日 所在地 

１ 東大和市 蔵敷高札場 都指定 
旧跡 

大正 11 年８月 
標識 
昭和 27 年４月１日 
史跡指定 
昭和 30 年３月 28 日 
旧跡指定 

蔵敷１-430 

２ 東大和市 豊鹿島神社本殿 都指定 
有形文化財（建
造物） 

昭和 39 年 11 月 21 日 
昭和 51 年７月１日 
条例改正に伴い都重宝
から種別変更 

芋窪１-2067 

３ 東大和市 八幡谷戸遺跡 市指定 
史跡 

昭和 55 年４月１日 奈良橋１丁目

258 

４ 東大和市 鹿島台遺跡 市指定 
史跡 

昭和 58 年４月１日 芋窪１丁目 1998

−17 

５ 東大和市 蔵敷太子堂跡 市指定 
史跡 

昭和 58 年３月１日 蔵敷１丁目 436 

６ 東大和市 蔵敷調練場跡 市指定 
旧跡 

昭和 55 年４月１日 蔵敷２丁目 510−

35 

７ 東大和市 狭山三十三観音霊
場札所 
18 番札所 雲性寺 

市指定 
旧跡 

昭和 55 年４月１日 奈良橋１丁目

363 

８ 東大和市 狭山三十三観音霊
場札所 19 番札所 
はやし堂 

市指定 
旧跡 

昭和 55 年４月１日 芋窪３丁目 1664 

９ 武蔵村山市 細田山庚申塔 市指定 
有形民俗文化財 

昭和 51 年４月 三ツ木３-67-２ 

10 武蔵村山市 大日堂庚申塔 市指定 
有形民俗文化財 

昭和 51 年４月指定 神明３-12-２ 

11 武蔵村山市 三本榎（乙幡榎・加
藤榎・奥住榎） 

市指定 
史跡 

昭和 51 年４月指定 榎３-５-１ほか 

12 武蔵村山市 地頭大河内氏の墓 市指定 
旧跡 

昭和 51 年４月指定 本町３-40-１ 

13 武蔵村山市 神明ヶ谷戸大日堂
の大日如来像 

市指定 
有形民俗文化財 

平成７年 12 月指定 神明３-12-２ 

14 武蔵村山市 堂山墓地の如意輪
観音像 

市指定 
有形民俗文化財 

平成７年 12 月指定 神明２-30 

15 武蔵村山市 原山の馬頭観世音
菩薩 

市指定 
有形民俗文化財 

平成７年 12 月指定 中央２-87-２ 

資料：「東大和市の文化財」（令和４年８月閲覧 東大和市ホームページ） 

   「武蔵村山市指定文化財」（令和４年８月閲覧 武蔵村山市ホームページ） 

   「瑞穂町勢要覧 2016 資料編」（平成 25 年３月 瑞穂町） 

   「東京都文化財情報データサービス」（令和４年８月閲覧 東京都教育庁） 
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表 6.2-24(2)  事業区間周辺の指定・登録文化財 

番号 市町 名称 種別 指定年月日 所在地 

16 武蔵村山市 萩ノ尾薬師堂の宝篋
印塔 

市指定 
有形文化財 

平成７年 12 月指定 中央３-７-５ 

17 武蔵村山市 猿久保尾根の庚申塔 市指定 
有形民俗文化財 

平成６年 12 月指定 岸３-37-７ 

18 武蔵村山市 村山織物協同組合事
務所 

市指定 
有形文化財 

平成 13 年 12 月指定 本町２-２-１ 

19 瑞穂町 福正寺観音堂 町指定 
有形文化財 

昭和 48 年３月 20 日 殿ケ谷 1155-１ 

20 瑞穂町 中興開山月叟壽像 町指定 
有形文化財 

昭和 48 年３月 20 日 殿ケ谷 1129 

21 瑞穂町 阿弥陀如来像 町指定 
有形文化財 

昭和 48 年３月 20 日 石畑 1708 

22 瑞穂町 御嶽神社本殿 町指定 
有形文化財 

昭和 48 年３月 20 日 石畑 1848 

23 瑞穂町 吉野岳地蔵像 町指定 
有形文化財 

昭和 52 年５月 28 日 石畑 1805-１ 

24 瑞穂町 加藤塚 町指定 
史跡 

昭和 48 年３月 20 日 箱根ケ崎 315 

25 瑞穂町 御嶽神社の欅 町指定 
天然記念物 

昭和 48 年３月 20 日 石畑 1848 

26 瑞穂町 神明神社の欅 町指定 
天然記念物 

昭和 48 年３月 20 日 石畑 1773 

27 瑞穂町 福正寺多羅葉樹 町指定 
天然記念物 

昭和 48 年３月 20 日 殿ケ谷 1129 

28 瑞穂町 浅間神社の檜 町指定 
天然記念物 

昭和 48 年３月 20 日 箱根ケ崎 2598 

資料：「東大和市の文化財」（令和４年８月閲覧 東大和市ホームページ） 

   「武蔵村山市指定文化財」（令和４年８月閲覧 武蔵村山市ホームページ） 

   「瑞穂町勢要覧 2016 資料編」（平成 25 年３月 瑞穂町） 

   「東京都文化財情報データサービス」（令和４年８月閲覧 東京都教育庁） 

 

 

<写真>瑞穂町指定史跡「加藤塚」 
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図 6.2-21 指定・登録文化財位置図 

資料：「東大和市の文化財」（令和４年８月閲覧 東大和市ホームページ） 

   「武蔵村山市指定文化財」（令和４年８月閲覧 武蔵村山市ホームページ） 

   「瑞穂町勢要覧 2016 資料編」（平成 25 年３月 瑞穂町） 

   「東京都文化財情報データサービス」（令和４年８月閲覧 東京都教育庁） 
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(2) 埋蔵文化財 

事業区間及びその周辺で確認されている埋蔵文化財は表 6.2-25(1)、(2)及び

図 6.2-22 に示すとおりです。なお、事業区間に埋蔵文化財包蔵地は存在しませ

ん。 

 

表 6.2-25（1） 事業区間周辺の埋蔵文化財 

番号 遺跡名 所在地 種別 遺跡の概要 時代 

1 東大和市№56 遺跡 
東大和市 

芋窪六丁目 

包蔵地  [縄文時代

（中期）] 

2 東大和市№57 遺跡 

東大和市 

芋窪六丁目 

包蔵地 [縄文時代] 

土坑 

[縄文時代

（早期・中期

～後期）][平

安時代] 

3 オカネ塚遺跡 
武蔵村山市 

緑が丘 

包蔵地  [縄文時代] 

4 念仏塚第 1 遺跡 

武蔵村山市 

神明四丁目 

集落 [旧石器時代]

ブロック 

[縄文時代] 

集石土坑、土

坑 

[時代不明] 

溝 

[旧石器時

代][縄文時

代（中期）] 

5 念仏塚第 2 遺跡 
武蔵村山市 

神明四丁目 

包蔵地 [縄文時代] 

ピット 

[縄文時代

（草創期）] 

6 御伊勢地遺跡 

武蔵村山市 

中央二丁目 

包蔵地  [旧石器時

代][縄文時

代（中期）] 

7 御伊勢前遺跡 
武蔵村山市 

学園一丁目 

包蔵地 [縄文時代] 

集石炉 

武蔵村山市 

学園一丁目 

8 中久保遺跡 

武蔵村山市 

本町一丁目 

包蔵地  [縄文時代

（草創期・中

期）] 

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８月閲覧  東京都教育委員会

ホームページ） 

 



 

122 

表 6.2-25（2） 事業区間周辺の埋蔵文化財 

番号 遺跡名 所在地 種別 遺跡の概要 時代 

9 
残堀遺跡 武蔵村山市 

三ツ藤二丁目 

包蔵地  [縄文時代

（前期）] 

10 
中道遺跡 武蔵村山市 

三ツ木二丁目 

包蔵地  [古墳時代] 

11 

フジ塚遺跡 武蔵村山市 

残堀五丁目 

包蔵地  [縄文時代

（中期）][古

墳時代] 

12 
瑞穂町№17 遺跡 瑞穂町 

殿ケ谷 

包蔵地  [旧石器時

代] 

13 

狭山遺跡 瑞穂町 

箱根ケ崎 

集落 [時代不明］ 

住居跡、炉、

土坑、溝状遺

構、溝 

[旧石器時

代][縄文時

代（前期～中

期）][弥生時

代][古墳時

代][平安時

代] 

14 

松原遺跡 瑞穂町 

箱根ケ崎 

包蔵地 [旧石器時代] 

礫群 

[縄文時代] 

土坑 

[旧石器時

代][縄文時

代（前期）] 

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８月閲覧  東京都教育委員会

ホームページ） 
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図 6.2-22 埋蔵文化財位置図 

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８月閲覧 東京都教育委員会ホームページ） 

注）埋蔵文化財位置図は、事業区間より 500ｍ範囲に 

かかる埋蔵文化財を対象としています。  
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6.2.15 自然との触れ合い活動の場 

事業区間周辺の自然との触れ合い活動の場としては、都市公園・緑地を表

6.1-10(6)及び(7)、図 6.1-8（p.55～57 参照）に、自然公園、近郊緑地保全地域

等は表 6.2-26 及び図 6.2-23 に示すとおりです。また、事業区間周辺の散策コー

ス等は表 6.2-27 及び図 6.2-24 に示すとおりです。 

事業区間は、東大和市においては、東大和市ウォーキングマップによる郷土博

物館編のコースと交差します。また、武蔵村山市においては、野山北公園自転車

道、並びに武蔵村山市ウォーキングマップによる「いきいきＡコース」、「いきい

きＢコース」、「歴史散策コース（東）」と交差します。 

表 6.2-26 事業区間周辺の自然との触れ合い活動の場 

市町名 施設名 法令等 

東大和市 
武蔵村山市 
瑞穂町 

都立狭山自然公園 自然公園法 

東大和市 
武蔵村山市 
瑞穂町 

狭山近郊緑地保全区域 首都圏近郊緑地保全法 

東大和市 廻田風致地区 東京都風致地区条例 

武蔵村山市 海道緑地保全地域 東京都自然保護条例 

資料：「東京の自然公園」（令和４年８月閲覧 東京都環境局ホームページ）  

   「首都圏近郊緑地保全区域一覧表」（令和４年８月閲覧 国土交通省都市局ホームページ） 

   「東大和市都市計画図」（平成 30 年３月 東大和市） 

   「武蔵村山市都市計画図」（令和４年３月 武蔵村山市） 

表 6.2-27 事業区間周辺の自然との触れ合い活動の場（散策コース等） 

市町名 散策コース名 計画及び位置づけ 

東大和市 

東大和市ウォーキングマップ 
（多摩湖編） 

東大和市ウォーキングマップ 

東大和市ウォーキングマップ 
（郷土博物館編） 

東大和市ウォーキングマップ 

武蔵村山市 

野山北公園自転車道 － 

いきいきコース・Ａコース 武蔵村山市ウォーキングマップ 

いきいきコース・Ｂコース 武蔵村山市ウォーキングマップ 

わくわくコース・Ａコース 武蔵村山市ウォーキングマップ 

わくわくコース・Ｂコース 武蔵村山市ウォーキングマップ 

デエダラＡコース 武蔵村山市ウォーキングマップ 

デエダラＢコース 武蔵村山市ウォーキングマップ 

歴史散策コース（東） 武蔵村山市ウォーキングマップ 

歴史散策コース（南東） 武蔵村山市ウォーキングマップ 

歴史散策コース（西） 武蔵村山市ウォーキングマップ 

歴史散策コース（南西） 武蔵村山市ウォーキングマップ 

瑞穂町 

史跡と水を巡る回廊 みずほきらめき回廊ウオーキングマップ 

狭山丘陵と眺望の回廊 みずほきらめき回廊ウオーキングマップ 

歴史と文化とモニュメントの
回廊 

みずほきらめき回廊ウオーキングマップ 

農と水辺のエコロジーの回廊 みずほきらめき回廊ウオーキングマップ 

資料：「東大和市ウォーキングマップ」（令和４年８月閲覧 東大和市ホームページ） 

   「武蔵村山市ウォーキングマップ」（令和４年８月閲覧 武蔵村山市ホームページ） 

「みずほきらめき回廊ウオーキングマップ」（令和４年８月閲覧 瑞穂町ホームページ） 
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図 6.2-23 自然との触れ合い活動の場 

   （自然公園、近郊緑地保全地域等） 

注）東京都域の自然公園法、首都圏近郊緑地保全法、

東京都風致地区条例、東京都自然保護条例に基づ

く自然公園等を示しています。 

資料：「東京都の自然公園」（令和４年８月閲覧 東京都環境局ホームページ）  

   「首都圏近郊緑地保全区域一覧表」（令和４年８月閲覧 国土交通省都市局ホームページ） 

   「東大和市都市計画図」（平成 30 年３月 東大和市） 

「武蔵村山市都市計画図」（令和４年３月 武蔵村山市） 
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図 6.2-24 自然との触れ合い活動の場 

     （散策コース等） 

資料：「東大和市ウォーキングマップ」（令和４年８月閲覧 東大和市ホームページ） 
   「武蔵村山市ウォーキングマップ」（令和４年８月閲覧 武蔵村山市ホームページ） 
  「みずほきらめき回廊ウオーキングマップ」（令和４年８月閲覧 瑞穂町ホームページ） 

注）通過する市町の散策コース等を示しています。 
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6.2.16 廃棄物 

東京都では、「東京都建設リサイクル推進行動計画」を平成 10年 11月に策定し、

都関連工事から発生する建設副産物の計画的なリサイクルを推進するための施策

を実施しています。「東京都建設リサイクル推進計画」（令和４年４月 東京都）に

よると、都関連工事の再資源化率等の実績値（平成 30 年度）及び目標値（令和６

年度）は、表 6.2-28 に示すとおりです。 

平成 30 年度の都関連工事において、建設廃棄物の再資源化・縮減率は 99.5％

（実績値）となっています。これを令和６年度には 99％とすることが目標とされ

ています。 

また、令和２年度における市町別のごみ収集量及び持込量は、表 6.2-29 に示す

とおりです。総排出量は、東大和市は 16,098t、武蔵村山市は 16,060t、瑞穂町は

8,637t となっています。 

表6.2-28 都関連工事の再資源化率等の実績値及び目標値 

対象品目 
実績値 

（平成 30 年度） 
目標値 

（令和６年度） 

建設廃棄物 99.5% 99% 

 コンクリート塊 99.9% 99% 

 アスファルト･コンクリート塊 99.9% 99% 

 建設発生木材 98.7% 99% 

 建設泥土 99.8% 98% 

 建設混合 
廃棄物 

排出率 0.9% 1.0%未満 

建設発生土 77.9% 99% 

再生砕石（都発注工事） 53.9% 96% 

資料：「東京都建設リサイクル推進計画」（令和４年４月  東京都） 

 

表 6.2-29 市町別のごみ収集量及び持込量（令和２年度） 

  

市町収集 
持込（t） 合計（t） 

可燃（t） 不燃（t） 粗大（t） 

東大和市 12,458 748 347 2,545 16,098 

武蔵村山市 12,148 1,027 464 2,421 16,060 

瑞穂町 5,552 391 108 2,586 8,637 

資料：「東京都区市町村清掃事業年報（令和２年度実績）」 

（令和４年５月 東京都環境局）
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6.2.17 温室効果ガス  

東京都及び東大和市、武蔵村山市、瑞穂町における温室効果ガスの排出量の状

況は、表 6.2-30、表 6.2-31、表 6.2-32、表 6.2-33 に示すとおりです。 

東京都における令和２年度の温室効果ガス総排出量は CO2 換算で約 5,990 万ト

ンであり、基準年度（平成 12 年度）に比べ 3.7％の減少、前年度（令和元年度）

に比べ、3.4％の減少となっています。 

次に市町別にみると、令和元年度の温室効果ガス（二酸化炭素）の排出量は、

東大和市が約 26.1 万 t-CO2（基準年度比 6.5％の増加、前年度比 5.8％減少）、武

蔵村山市が約 23.8 万 t-CO2（基準年度比 45.9％の減少、前年度比 7.4％の増加）、

瑞穂町が約 22.4 万 t-CO2（基準年度比 17.3％の減少、前年度比 5.5％の減少）と

なっています。 

 

表 6.2-30 東京都における温室効果ガス排出量（令和２年度） 

基準年度 令和元年度 令和２年度 基準年度比 令和元年度比

産業部門 679 372 352 ▲48.2% ▲5.5%

業務部門 2,048 2,389 2,174 6.2% ▲9.0%

家庭部門 1,283 1,610 1,705 32.9% 5.9%

運輸部門 1,765 930 870 ▲50.7% ▲6.5%

エネルギー起源CO2計 5,775 5,302 5,102 ▲11.7% ▲3.8%

廃棄物 120 192 179 49.1% ▲6.8%

総CO2 5,895 5,494 5,281 ▲10.4% ▲3.9%

メタン（CH4） 139 56 56 ▲59.8% ▲0.3%

一酸化二窒素（N2O） 99 61 61 ▲38.8% ▲0.9%

ハイドロフルオロカーボン類（HFCs） 78 588 590 658.9% 0.4%

パーフルオロカーボン類（PFCs） 5 0 0 ▲99.9% 0.0%

六ふっ化硫黄（SF6） 4 2 2 ▲45.2% 0.0%

三ふっ化窒素（NF3） 0 0 0 ▲100% ー

CO2以外の温室効果ガス計 325 707 709 118.2% 0.3%

6,220 6,201 5,990 ▲3.7% ▲3.4%合計

排出量（万ｔ-CO2換算） 令和２年度の伸び率（％）温室効果ガスの種類

及び

排出部門

その他

温室効果ガス

二酸化炭素

（CO2）

 

注１） 表記上“０”となっている数値についても、わずかながら排出量が存在する。 

注２） 基準年度は、「東京都環境基本計画」において、温室効果ガスの目標値を平成 12 年度（2000 年

度）と比較した値としているため、平成 12 年度としています。 

 

資料：「都内の最終エネルギー消費及び温室効果ガス排出量（ 2020 年度速報値）」 

   （令和４年７月 東京都環境局） 
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表 6.2-31 東大和市における温室効果ガス排出量（令和元年度） 

産業部門 5.9 8.9 9.3 8.9 8.8 8.1 37.3 ▲ 9.0

民生部門 10.3 14.0 13.4 13.9 13.3 13.1 27.2 ▲ 5.8

運輸部門 7.7 5.1 4.4 4.4 4.2 4.3 ▲ 44.2 ▲ 2.3

廃棄物部門 0.5 0.7 0.6 0.5 0.6 0.6 20.0 20.0

24.5 28.6 27.7 27.7 26.8 26.1 6.5 ▲ 5.8

平成
30年度

令和元年度
伸び率（％）

合計

基準年度比 対前年度比

温室効果ガスの種類及び排
出部門

二酸化炭素
（ＣＯ2）

基準
年度

平成
27年度

平成
28年度

平成
29年度

排出量（万トン-CO2換算）

令和
元年度

 
注）基準年度：京都議定書の規定による基準年度。二酸化炭素は、平成２年度としている。  

出典：「多摩地域の温室効果ガス排出量」  

（令和４年３月 オール東京 62 市区町村共同事業みどり東京・温暖化防止プロジェクト）  

 

表 6.2-32 武蔵村山市における温室効果ガス排出量（令和元年度） 

産業部門 24.3 4.5 5.1 4.9 4.7 3.9 ▲ 84.0 ▲ 20.4

民生部門 11.6 16.5 15.7 16.2 16.2 15.3 31.9 ▲ 5.6

運輸部門 7.7 4.6 4.1 4.0 3.8 3.9 ▲ 49.4 ▲ 2.5

廃棄物部門 0.4 0.7 0.6 0.6 0.7 0.6 50.0 0.0

44.0 26.4 25.5 25.7 25.4 23.8 ▲ 45.9 ▲ 7.4

平成
30年度

対前年度比

二酸化炭素
（ＣＯ2）

合計

温室効果ガスの種類及び排
出部門

令和元年度
伸び率（％）

基準
年度

平成
27年度

平成
28年度

平成
29年度

基準年度比
令和

元年度

排出量（万トン-CO2換算）

 

注）基準年度：京都議定書の規定による基準年度。二酸化炭素は、平成２年度としている。  

出典：「多摩地域の温室効果ガス排出量」  

（令和４年３月 オール東京 62 市区町村共同事業みどり東京・温暖化防止プロジェクト）  

 

表 6.2-33 瑞穂町における温室効果ガス排出量（令和元年度） 

産業部門 11.7 12.0 9.6 9.4 9.0 8.5 ▲ 27.4 ▲ 9.6

民生部門 5.7 5.1 7.3 7.3 7.0 6.9 21.1 ▲ 5.5

運輸部門 9.6 7.2 6.6 6.4 6.2 6.4 ▲ 33.3 0.0

廃棄物部門 0.1 0.4 0.6 0.6 0.5 0.6 500.0 0.0

27.1 24.6 24.1 23.7 22.6 22.4 ▲ 17.3 ▲ 5.5

基準年度比 対前年度比

二酸化炭素
（ＣＯ2）

令和
元年度

平成
30年度

合計

温室効果ガスの種類及び排
出部門

令和元年度
伸び率（％）

基準
年度

平成
27年度

平成
28年度

平成
29年度

排出量（万トン-CO2換算）

 

注）基準年度：京都議定書の規定による基準年度。二酸化炭素は、平成２年度としている。  

出典：「多摩地域の温室効果ガス排出量」  

（令和４年３月 オール東京 62 市区町村共同事業みどり東京・温暖化防止プロジェクト）  

 


