
 

別記（原文のまま記載） 

環境に及ぼす影響の評価の結論 

対象事業の実施が環境に及ぼす影響について、事業計画の内容や計画地及び周辺の状況を考慮した

上で環境影響評価の項目を選定し、現況調査並びに予測・評価を行った。環境に及ぼす影響の評価の

結論は、表1～6に示すとおりである。 

表1 環境に及ぼす影響の評価の結論 

項 目 評価の結論 

1.大気汚染 (1) 工事の施行中 
1) 建設機械の稼働に伴い発生する二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の大気中における

濃度 
建設機械の稼働に伴う二酸化窒素の日平均値の年間98％値は0.067ppmであり、環

境基準値(0.06ppm)を上回る。建設機械の稼働に伴う付加率は40.5％である。 
また、建設機械の稼働に伴う浮遊粒子状物質の日平均値の2％除外値は

0.066mg/m3であり、環境基準値(0.10mg/m3)を下回る。建設機械の稼働に伴う付加
率は13.3％である。 
工事の実施にあたっては、建設機械による付加率を極力少なくするため、事前に

作業計画を十分検討し、建設機械の集中稼働を避けて作業の平準化に努め、最新の
排出ガス対策型の建設機械の使用に努めるとともに、建設機械の不必要なアイドリ
ングの防止及び良質の燃料の使用に努める。 

2) 工事用車両の走行に伴い発生する二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の大気中におけ
る濃度 
工事用車両の走行に伴う二酸化窒素の日平均値の年間98％値は0.048～0.049ppm

であり、環境基準値(0.06ppm)を下回る。工事用車両の走行による付加率は2.6～
2.9％である。 
また、工事用車両の走行に伴う浮遊粒子状物質の日平均値の2％除外値は

0.059mg/m3であり、環境基準値(0.10mg/m3)を下回る。工事用車両の走行による付
加率は0.2％である。 

(2) 工事の完了後 
1) 関連車両の走行に伴い発生する二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の大気中における

濃度 
関連車両の走行に伴う二酸化窒素の日平均値の年間98％値は0.047ppmであり、環

境基準値(0.06ppm)を下回る。関連車両の走行による付加率は0.1～0.5％である。 
また、関連車両の走行に伴う浮遊粒子状物質の日平均値の2％除外値は0.059mg/m3

であり、環境基準値(0.10mg/m3)を下回る。関連車両の走行による付加率は0.0％で
ある。 

2) 駐車場の供用に伴い発生する二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の大気中における濃
度 
駐車場の供用に伴う二酸化窒素の日平均値の年間98％値は0.048ppmであり、環境

基準値(0.06ppm)を下回る。駐車場の供用に伴う付加率は0.2％である。 
また、駐車場の供用に伴う浮遊粒子状物質の日平均値の2％除外値は0.061mg/m3

であり、環境基準値(0.10mg/m3)を下回る。駐車場の供用に伴う付加率は0.1％であ
る。 

 

 



 

表2 環境に及ぼす影響の評価の結論 

項 目 評価の結論 

2.騒音・振動 (1) 工事の施行中 
1) 建設機械の稼働に伴う建設作業騒音 

建設機械の稼働に伴う建設作業の騒音レベル(LA5)は、計画地南側において最大
79dB であり、勧告基準値(80dB)を下回る。 

2) 建設機械の稼働に伴う建設作業振動 
建設機械の稼働に伴う建設作業の振動レベル(L10)は、計画地南側敷地境界付近に

おいて最大 60dB であり、勧告基準値(70dB)を下回る。 
3) 工事用車両の走行に伴う道路交通騒音 

工事用車両の走行に伴う道路交通の騒音レベル(LAeq)は、昼間 66～69dB であり、
環境基準値(昼間 65dB)を上回るが、これらの地点では、現況においても基準値と同
じ値か基準値を上回る値がみられ、工事用車両の走行に伴う騒音レベルの増加分は
１dB である。 

4) 工事用車両の走行に伴う道路交通振動 
工事用車両の走行に伴う道路交通の振動レベル(L10)は、昼間50～58dB、夜間42～

51dBであり、規制基準値(昼間65dB、夜間60dB)を下回る。なお、工事用車両の走行
に伴う振動レベルの増加分は、昼間３dB、夜間１dB未満である。 

(2) 工事の完了後 
1) 関連車両の走行に伴う道路交通騒音 

関連車両の走行に伴う道路交通の騒音レベル(LAeq)は、昼間65～66dB、夜間60～
62dBであり、環境基準値(昼間65dB、夜間60dB)を上回るが、工事の完了後の将来基
礎交通量においても環境基準値を上回っている。なお、関連車両の走行に伴う騒音
レベルの増加分は、昼間、夜間ともに１dB未満である。 

2) 関連車両の走行に伴う道路交通振動 
関連車両の走行に伴う道路交通の振動レベル(L10)は、昼間47～53dB、夜間42～48dB

であり、規制基準値(昼間65dB、夜間60dB)を下回る。なお、関連車両の走行に伴う
振動レベルの増加分は、昼間、夜間ともに１dB未満である。 

3) 地下に設置する工場の稼働に伴うドライエリアからの騒音 
地下に設置する工場の稼働に伴うドライエリアからの騒音レベル(LA5) は、計画

地西側において最大48dBであり、規制基準値(朝55dB、昼間60dB、夕方55dB、夜間
50dB)を下回る。 

3.地 盤 (1) 工事の施行中 
掘削工事にあたっての地下水位の揚水・排水では、止水対策として十分な実績のあ

るＳＭＷ工法を採用し、水位低下を抑制させながら揚水・排水を行う。すなわち、第
Ⅱ・第Ⅲ帯水層である東京層(To)及び東京礫層(Tog)の地下水に対しては、それらの下
層に分布する難透水層である上総層群(Ka)までＳＭＷを根入れすることにより、地下
水位の低下を防止する。 
台地部及び低地部の第Ⅰ帯水層である立川・武蔵野ローム層(TM1)及び沖積層(A1) 

については、地層自体の透水性が小さいことから、地下水の湧出が少なく地下水位低
下範囲も拡大しないものと考える。 
以上のことから、地下水位低下に起因した地盤沈下及び地盤の変形による影響は小

さく、評価の指標を満足するものと考える。 
(2) 工事の完了後 

本事業の計画根切底面であるT.P.－15.1ｍ付近には、Ｎ値50以上の東京礫層(Tog)
が分布しており、計画建築物の支持層として十分な強度を有する。そのため、建築物
の存在に伴う地盤の変形の程度は小さいものと考える。 

既往資料調査及び現地調査結果を踏まえると、計画地で確認された帯水層は広域的
に分布している。帯水層の分布範囲に比して、計画建築物の地下構造物範囲は十分に
小さく、地下水は地下構造物を迂回しながら流れると想定される。そのため、地下水
の流動阻害に起因する水位上昇または水位低下は生じず、水位変化に伴う地盤沈下及
び地盤の変形も生じることはないものと考える。 
以上のことから、完了後においても地盤沈下及び地盤の変形が生じる可能性は小さ

く、評価の指標を満足するものと考える。 

 



 

表3 環境に及ぼす影響の評価の結論 

項 目 評価の結論 

4.地形・地質 (1) 工事の施行中 
工事の施行中において、土地の安定性に影響を及ぼす要因としては、掘削工事に伴

う山留壁等の変形によるものと掘削工事に伴う地下水の揚水によるものが考えられ
る。 
掘削工事に伴う山留壁の変形は、切梁等の仮設支保等により、山留壁を支えながら

順次掘削することにより、山留壁の変形は最小限に抑えられ、山留壁の変形に伴う地
盤の安定性の変化は小さいものと考える。 
掘削工事に伴う地下水の揚水については、山留壁を難透水層である上総層群(Ka)ま

で根入れすることにより、掘削底面からの地下水の湧出を抑制でき、掘削工事に伴う
地下水の揚水により周辺地下水位を著しく低下させることはなく、地下水の揚水に伴
う地盤の変形は小さく、それにより生じる土地の安定性の変化は小さいものと考える。 

以上のことから、地下水の揚水や掘削工事に伴う土留壁の変形等による土地の安定
性の変化は小さく、評価の指標を満足するものと考える。 

(2) 工事の完了後 
計画地内を緩やかな斜面に改変するため、現況における計画地内の高低差は解消さ

れる。また、この緩やかな斜面には緑化を施すこともあいまって、土地の安定性は確
保できるものと考える。 
以上のことから、土地の安定性は確保でき、評価の指標を満足するものと考える。 

5.水循環 (1) 工事の施行中 
1) 掘削工事に伴う地下水の揚水による地下水の水位の変化の程度 
本事業では、難透水層である上総層群(Ka)上部まで止水性の高いＳＭＷを施工する

ため、計画区域と周囲の帯水層を分離し、掘削底面からの地下水の湧出を抑制できる
と予測する。そのため、山留壁周辺の地下水位を長期間にわたり著しく低下させるこ
とはないと予測する。 
以上のことから、掘削工事に伴う地下水の揚水により、計画地周辺の地下水位に著

しい影響を及ぼすことはなく、評価の指標を満足するものと考える。 
(2) 工事の完了後 
1) 地下構造物の存在等による地下水の流況の変化の程度 

本事業における掘削工事では、山留壁の設置及び地下躯体の存在により、地下水
流を遮断する可能性がある。 
既往資料調査及び現地調査結果を踏まえると、計画地で確認された帯水層は広域

的に分布している。帯水層の分布範囲に比して、計画建築物の地下構造物範囲は十
分に小さく、地下水は地下構造物を迂回しながら流れると想定される。そのため、
地下水の流動阻害に起因する水位上昇または水位低下は生じず、地下水流動を阻害
することはないものと考える。 
以上のことから、構造物の存在等により、計画地周辺の地下水流況に著しい影響

を及ぼすことはなく、評価の指標を満足するものと考える。 
2) 土地の改変に伴う地表面流出水量の変化の程度 

本事業では、雨水貯留施設と雨水浸透施設の組合せにより、「品川区雨水流出抑制
施設技術指針」(品川区)に示される必要な抑制対策量を確保する計画である。ただ
し、浸透が期待できる範囲は地下躯体等が設置されない範囲であり、浸透対策には
地形条件等も勘案する必要がある。そのため、雨水貯留と雨水浸透を併用すること
により、地表面流出水量の抑制を図るとともに植栽基盤の創出による流出抑制効果
も期待できる。 
以上のことから、土地の改変に伴う地表面流出水量を抑制でき、評価の指標を満

足するものと考える。 
6.日影 (1) 工事の完了後 

計画地周辺地域への日影の影響を低減するため、計画建築物を極力計画地南側に配
置する計画としている。これにより、冬至日において、計画建築物による４時間以上
の日影が生じる範囲は、計画地北側の限られた範囲であり、その範囲は日影規制のな
い地域である。 
以上のことから、日影の影響を低減しており、評価の指標を満足すると考える。 

 



 

表4 環境に及ぼす影響の評価の結論 

項 目 評価の結論 

7.電波障害 (1) 工事の完了後 
計画建築物により、計画地北東側及び北北東側において、テレビ電波(衛星放送)の

遮へい障害が生じると予測する。しかし、計画建築物によるテレビ電波障害が発生し
た場合には、ケーブルテレビの活用等の適切な電波受信障害対策を講じることにより、
テレビ電波障害の影響は解消すると考える。 
また、平成24年開業予定の東京スカイツリー（墨田区押上一丁目）から送信が計画

されている地上デジタル放送については、送信条件等が明らかになった後に、速やか
に障害範囲を予測する。送信開始後、現地調査を実施し、計画建築物による電波障害
が明らかとなった場合には適切な対応を行う。 
以上のことから、評価の目標とした「テレビ電波の受信障害を起こさないこと」を

満足すると考える。 
8.風環境 (1) 工事の完了後 

計画建築物の存在（防風対策を行わない場合）により、計画地内及びその周囲の一
部の地点で、中高層市街地相当の風環境である領域Ｃの地域が生じるが、風環境とし
て好ましくない領域Ｄ（強風地域相当）の地点は生じないと考えられる。計画地内に
防風植栽を配置する等の防風対策を講じることにより、風環境は改善され、領域Ｃの
地点はなくなり、領域Ｂ（低中層市街地相当）あるいは領域Ａ（住宅地相当）の風環
境となるものと考えられる。 
以上のことから、計画建築物の存在により、計画地周辺地域の風環境に変化はある

ものの、領域Ａ及び領域Ｂに相当する風環境が維持されるものと考える。 
9.景 観 (1) 工事の完了後 

1) 主要な景観構成要素の改変の程度及びその改変による地域景観の特性の変化の程
度 
事業の実施により、計画地には高層建築物が出現し、地域景観の状況は変化する。

計画地のほぼ中央には、地区内外の居住者・就業者の憩い交流の場として広場空間
を整備し、広場内の緑の質と量を高める計画としている。また、外周道路沿道の緑
化整備、屋上緑化の実施等により、緑豊かで賑わいのある新たな都市景観が創出さ
れるものと考える。なお、計画建築物の形態・デザイン・色彩の詳細については品
川区と協議を行い、周辺環境との調和を図る計画である。 
以上のことから、地域景観の特性として都市的な景観要素が強まるものの、現況

において不足しているまとまった緑が創出されることから、評価の指標を満足する
ものと考える。 

2) 代表的な眺望地点からの眺望の変化の程度 
近景域では視野に占める計画建築物の割合が比較的大きくなる地点もあり、眺望

景観の変化が予測される。また、計画建築物によりスカイラインの一部に変化が生
じる地点も生じる。計画建築物は、大崎駅西口の高層ビル群等と一体となり、都市
的な景観要素を形成するものと考えられる。 
以上のことから、代表的な眺望地点からの眺望については都市的な景観要素を強

めるものの、大崎駅西口の高層ビル群と連続した都市景観が形成されることから、
評価の指標を満足するものと考える。 

3) 圧迫感の変化の程度 
圧迫感の指標である形態率は、現況と比較して最大7.2％の増加となる。計画建築

物の配置は敷地境界線から一定の距離をとり、計画建築物の色彩は「品川区景観計
画」に適合する色彩を用い、周辺環境に配慮する。計画地外周部には高木等による
植栽を施し、圧迫感の軽減に努める。 
以上のことから、圧迫感に大きな変化は生じないと考え、評価の指標とした「圧

迫感の軽減を図ること」を満足するものと考える。 
10.自然との
触れ合い活
動の場 

(1) 自然との触れ合い活動の場が持つ機能の変化の程度 
事業の実施により、周辺の自然との触れ合い活動の場を直接改変することはない。

利用経路については、工事用車両との交差が生じるものの、交通整理員を配置するこ
とにより、その利用を阻害することはないと考える。 

(2) 事業により創出される自然との触れ合い活動の場が持つ機能の程度 
事業の実施により、計画地内には地域に不足しているまとまった緑環境を創出する。

また、南北方向及び東西方向に移動可能な歩行者動線を整備することにより安全で快
適な歩行者空間が創出され、地域住民も含めた利便生が向上するものと考える。 

 



 

表5 環境に及ぼす影響の評価の結論 

項 目 評価の結論 

11.廃棄物 (1) 工事の施行中 
1) 撤去建造物及び伐採樹木等の状況 

既設建造物の撤去に伴う廃棄物排出量は、コンクリート塊約24,000m3、金属くず
約2,900ｔ、その他(雑材)約7,100ｔと予測する。これらの廃棄物の処理・処分にあ
たっては、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下、「建設リサイクル
法」という。」等の関係法令に示される事業者の責務を果たすことで、適正な廃棄物
処理の実施及び廃棄物排出量の削減ができるものと考える。 

2) 建設発生土の排出量 
掘削工事に伴う建設発生土の排出量は、約549,700m3と予測する。建設発生土は「廃

棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、受け入れ機関の受け入れ基準への適
合を確認した上で場外搬出することにより、適正に処分する計画であるが、「建設リ
サイクル法」等の関係法令に示される事業者の責務を果たすことで、「東京都建設リ
サイクル推進計画」の目標値（平成27年度で有効利用率92％）を達成することが可
能である。 

3) 建設汚泥の発生量 
掘削工事に伴う建設汚泥の発生量は、約69,500m3と予測する。これらの建設汚泥

は場外に搬出して産業廃棄物として処分する計画であるが、「建設リサイクル法」等
の関係法令に示される事業者の責務を果たすことで、「東京都建設リサイクル推進計
画」の目標値（平成27年度で再資源化・縮減率85％）を達成することが可能である。 

4) 建設工事に伴い生じる廃棄物の発生量 
建設工事に伴い生じる廃棄物の発生量は、約5,885tと予測する。これらの建設廃

棄物は分別を徹底し、種類に応じて保管、排出、再利用促進及び不要材の減量等を
図る等、「建設リサイクル法」等の関係法令に示される責務を果たすことで、「東京
都建設リサイクル推進計画」の目標値を達成することが可能である。 

(2) 工事の完了後 
1) 施設の供用に伴う一般廃棄物の種類及び排出量 

施設の供用に伴い発生する廃棄物の量は、約8.1t/日と予測する。「廃棄物の処理
及び清掃に関する法律」、「東京都廃棄物条例」、「品川区廃棄物の処理および再利用
に関する条例」等の法令等を遵守し、廃棄物を適正分別して保管場所の管理を徹底
する等、関係法令に示される事業者の責務を果たすことで、適正な廃棄物処理の実
施及び廃棄物排出量の削減ができるものと考える。 

2) 工場の稼働に伴う産業廃棄物の種類及び排出量 
工場の稼働に伴い発生する廃棄物の量は、金属くずが約830kg/月、硝子くず等が

約225Ｌ/月と考えられる。このうち金属くずの全量をリサイクルする計画である。
硝子くず等については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「東京都廃棄物条例」
等の法令等を遵守し、廃棄物を適正に処理・処分することにより、関係法令に示さ
れる事業者の責務を果たすことが可能である。 

12.温室効果
ガス 

(1) 工事の完了後 
計画建築物からの二酸化炭素排出量は、約17,154t-CO2/年であり、基準建築物と比

べた二酸化炭素排出量の削減量は、約2,888t-CO2/年、基準建築物と比べた削減率は、
14.4％と予測する。 
住宅用途、住宅以外の用途とも、建築的手法による省エネルギー措置、設備システ

ムの省エネルギー措置等、省資源化対策により温室効果ガスの発生量の削減に努める
ことから、温室効果ガスの排出抑制が図られるものと考える。 
なお、業務、店舗の各用途毎に目標とするPAL削減率及びERRを設定するとともに、

目標水準は、業務、店舗を対象として建物全体でのPAL削減率25％（段階３）及びERR25％
（段階２）達成とし、さらにそれ以上を目指す。 
以上のことから、「地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「温対法」という。)」

及び「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」（以下「環境確保条例」という。）
に示される「事業者の責務」を遵守していると考える。 

 

 

 


