
  
きれいなまちづくりの推進

  

まちの環境美化や良好な環境づくり等を進め、人と自然が調和したまちの快適性を確保します。

■指標

◇きれいなまちづくりの推進

路上喫煙対策の推進 
路上喫煙は、すれ違う人にたばこの火による火傷を負わせたり、他

の歩行者等に、他人のたばこの煙を吸わせる受動喫煙被害を与えたり
する恐れがあります。特に歩行喫煙は、たばこの火が子どもにとって
目線の位置になるなど極めて危険な行為であり、また路上喫煙後の吸
い殻はごみのポイ捨ての原因の一つにもなっています。
このため、受動喫煙禁止の観点からも、ポイ捨て防止の観点からも、

路上喫煙対策の推進が求められています。

条例について 
平成 17 年 8 月 1 日、「新宿区空き缶等の散乱及び路上喫煙による被害の防止に関する条例」を施行し、

区内全域で路上喫煙を禁止としました。
路上喫煙禁止に罰則を設けている自治体もありますが、新宿区では区民、来街者、在勤者、事業者等多

くの方の参加を得て開催された「歩きタバコをなくそう！新宿フォーラム」において議論を行い、さらに
条例制定にあたりパブリック・コメントを実施し検討を重ねた結果、罰則を設けずに条例を制定しました。
その理由は、「マナーの基本に立ち戻り、路上喫煙をやめてもらう」という考えと、「適用地域が区内全

域であり、昼夜を問わず訪れる不特定多数の来街者に対して罰則を公平に適用することが困難である」と
の理由から、罰則を設けませんでした。  

指標 令和 2 年度 令和 3 年度（現状） 目標 備考
駅周辺・生活道路で
の路上喫煙率

0.1%（駅周辺）
0.5%未満（生活道路）

0.07%（駅周辺）
0.37%（生活道路） 

0.1%未満（駅周辺）
0.5%未満（生活道路）
（令和 3 年度目標）

自転車シェアリン
グの利用実績（1 台
当たりの稼働率）

2.19 回転／日 2.17 回転／日 4 回転／日
（令和 9 年度目標）

自転車等の利
用と駐輪対策
に関する総合
計画の目標値

個別目標４－１

路上喫煙禁止ポスター

基本目標４ 良好な生活環境づくりの推進
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条例の目的と主な内容 
路上喫煙を禁止することで、たばこの火による火傷等の被害や受動喫煙の防止を図り、快適なまちづく

りを推進します。
① 路上喫煙の禁止（指定された場所を除く）
※路上喫煙…道路において、歩行中（同一の場所にとどまっている状態を含む）又は自転車等の乗車
中に喫煙し、もしくは火のついたたばこを所持すること

② 公園・広場などでは、自らの喫煙により他人に受動喫煙をさせないよう努める。
※受動喫煙…他人のたばこの煙を吸わされること

③ 公園・広場等の管理者は、受動喫煙防止のため、適切な措置を講ずるように努める。
④ 事業者は従業員に対し、路上喫煙防止のための研修やその他の適切な方法により、意識啓発に努める。
⑤ 事業者は、施設の利用者が路上喫煙をすることがないよう、周知のために必要な措置を講じる。
⑥ たばこの製造・販売者は、区の求めに応じ路上喫煙対策に取り組むとともに、自主的な喫煙マナー

向上のための意識啓発の実施に努める。

路上喫煙対策の主な内容 
条例施行以降、区では路上喫煙防止を図るため、町会、商店街、ボランティア団体、事業者などの皆様

と協働で様々な対策を行ってきました。
① 各種の啓発物の掲示など

ポスターやステッカー（外国語表記のものを含む）の掲示や配布、街路灯用フラッグや路面標示シー
ト、横断幕、懸垂幕の掲出。

② 各種の周知用啓発物の設置など
路面標示タイル、防護柵用看板、標識（サイン看板）の設置。

③ 啓発キャンペーン
町会、商店街、ボランティア団体と区の協働でキャンペーンによる啓発活動を実施。

④ 啓発用パンフレットやポケットティッシュ等の配布。
⑤ 路上喫煙対策協力員による啓発活動

路上喫煙対策協力員による地域毎の取組や周知・啓発活動。
⑥ 啓発用ビデオの作成と活用

路上喫煙禁止を周知するためのビデオを作成し、街頭ビジョンでの放映や事業所や学校などへ貸し
出して研修などで活用。

⑦ 路上喫煙禁止パトロール員による直接的な啓発活動
条例の実効性を高めるため、路上喫煙者へ直接、周知・啓発の働きかけを実施。
なお、転倒自転車直しや通行を妨げている自転車整理など、自転車対策事業との連携も実施し、効

果的効率的な活動を行っています。また、平成 28 年度から新宿区安全安心パトロールと連携した新宿
駅周辺繁華街の巡回や、区内 31 箇所の区立公園の巡回を実施するなど、更なる効果的・効率的なパト
ロール実施に努めています。

⑧ 公衆喫煙所の設置及び整備
路上での分煙を図るため、公衆喫煙所を 7 箇所（次ページ参照）設置し、さらに分煙化を徹底する

ための整備を行いました。
⑨ タクシーやバス協会等への周知・啓発要請
⑩ 鉄道事業者や大型集客施設への周知や公衆喫煙所整備の要請
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路上喫煙率の推移 
路上喫煙対策の効果を測定・分析し、結果を今後の路上喫煙対策に反映するため、平成 17 年度から通行

者と路上喫煙者の人数を調査して路上喫煙率を算出しています。
区内の路上喫煙の実態は駅周辺・主要道路から裏通り・生活道路へと移行しており、対策が必要な範囲

は拡大しています。そこで、平成 24 年度から、平成 23 年度まで調査対象としてきた 64 調査箇所の見直し
を行い、継続して対策が必要な 40 箇所（1．駅周辺調査地点）と、駅から少し離れた生活道路や裏通りに
おける 30 箇所（2．生活道路調査地点）の計 70 箇所で、四半期ごと年 4 回測定を行っています。平成 30
年度からは目標値の達成状況を踏まえ、これまでの朝の時間帯（8：00～9：00）から日中時間帯（14：30
～15：30）に主力調査時間帯をシフトし、測定を続けています。なお、令和 3 年度の調査結果は「新宿区
環境白書・資料編」に掲載するとともに、ごみ減量リサイクル課のホームページにも掲載しています。

公衆喫煙所の整備 
たばこを吸う人も吸わない人も心地よく過ごせる環境づくりのため、受動喫煙防止対策を講じるなど公

衆喫煙所の環境改善に取り組んでいます。
令和 2 年 4 月には、従来の約 2 倍となる 110 ㎡程度の面積のある新宿駅西口公衆喫煙所を開設し、新宿

駅西口周辺の環境改善を図りました。

   

景観に配慮したまちづくりの推進 
みどり豊かで、安全・快適なまちをつくるには、環境と景観やユニバーサルデザインに配慮したまちづ

くりが不可欠です。
地域の特性や歴史性・文化性等に十分留意し、ユニバーサルデザインの視点に立った魅力ある街並みを

創出するとともに、都市の環境負荷や地域の環境特性等にも十分配慮し、開発と環境・景観のバランスの
取れた誰もが安全で快適に過ごせるまちづくりを進めていきます。

（１）景観に配慮したまちづくり
平成 20 年 7 月に都心区初の景観行政団体となり、平成 21 年 4 月 1 日には景観法に基づく景観計画

である「新宿区景観まちづくり計画」の運用を開始しました。これにより、平成 3 年度から先進的に
取り組んできた区独自の景観施策に加え、区全域を 72 エリアに分け、景観特性や景観形成の目標・方
針を示した「新宿区景観形成ガイドライン」を活用した景観事前協議等を行うなど、より積極的な景
観誘導ができるようになりました。また、平成 23 年 2 月には、地域の景観形成上重要と認められる樹
木を景観法に基づく「景観重要樹木」として、都内で初めて指定しました。さらに、平成 27 年 6 月か
らは、景観事前協議の対象を都市景観の重要な要素である屋外広告物にまで拡げ、色彩やデザインな
どについて、周辺環境や景観への配慮、建築物との一体性、緑化計画との調和を図っています。これ
らの取組により、これからも地域特性に応じたきめ細かな景観まちづくりに取り組んでいきます。

新宿駅西口公衆喫煙所（令和 2 年 4 月開設）

駅周辺の公衆喫煙所 

  ・新宿駅東口
  ・新宿駅西口

・新宿駅東南口高架下
・信濃町駅前
・西武新宿駅前
・高田馬場駅前
・新大久保そよかぜ橋
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第一種市街地再開発事業（四谷駅前地区）
竣工写真 撮影：㈱エスエス東京支店

（２）ユニバーサルデザインまちづくり
ユニバーサルデザインまちづくりとは、建築物や道路、公園等の都市施設に関し、全ての人が安全

で、安心して、快適に暮らし、又は訪れることができるまちの実現を図るための取組です。
令和 2 年 3 月に新宿区ユニバーサルデザインまちづくり条例を制定し、都市施設に関して、質の高

い都市空間の創出に取り組んでいます。この取組を一層進めていくためには、区、区民、施設所有者
等が一体となってユニバーサルデザインまちづくりを推進していくことが必要です。

（３）市街地再開発事業等        
区内には、道路が狭く木造住宅が密集して災害時の安全性が十分に確保

されていない地域や、低未利用地の合理的かつ健全な高度利用が求められ
ている地域があります。
このような地域のまちづくりの課題を解決する手段として、市街地再開

発事業や防災街区整備事業、木造住宅密集地区整備促進事業、都心共同住
宅供給事業などがあります。

地域環境特性を生かしたまちづくりの推進 
区では、歴史や文化、自然環境と調和し、地域の個性を活かした良好な景観を形成することを通して、

区民の潤いのある豊かな生活環境の創造と、個性的でにぎわいのあるまちづくりを推進しています。
・景観まちづくりガイドブック 
このガイドブックを発行するにあたり、区は、東京大学・早

稲田大学・工学院大学との協働により、地形や歴史の調査、さ   
らにはまちを隈なく歩いた現地調査を行いました。このガイド
ブックでは、それらの調査結果に基づき、まちの魅力や特徴を
わかりやすくまとめ、解説しています。また、景観をより魅力
的なものにするためのアイデアも数多く掲載しています。
このガイドブックは、区内を特別出張所の単位で 10 地区に

分け、それぞれの地区の景観特性に合わせて編集しています。
そのため、10 冊通して読むことで、幅広く懐の深い新宿の

景観の魅力を実感することができます。 景観まちづくりガイドブック（平成 20年 3月発行）
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空家対策 
本来、建物等は所有者、管理者等が適切に管理するべきものです。しかしながら、所有者、管理者等が

適切な管理を怠っている場合、防火・防犯上問題がある空家や、いわゆるごみ屋敷となってしまう例があ
ります。
このような場合、周辺環境への悪影響を及ぼすことや近隣住民が対応に苦慮することもあり、また老朽

化の進んだ空家については、防災上の危険性が生じる可能性もあります。
区は、こうした問題を解決するため、平成 25 年 10 月に「新宿区空き家等の適正管理に関する条例」を

制定し、管理不全な空家等の対応策を明らかにしました。
更に、平成 27 年 2 月から「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されたことを受け、平成 28

年度に空家等の実態を把握するため区内全域の調査を行い、その結果を反映させた「新宿区空家等対策計
画骨子」を作成しました。
平成 29 年度は、学識経験者、警察・消防等で構成される有識者会議での意見などを踏まえ、「新宿区空

家等対策計画素案」を作成しました。この計画素案をもとに、パブリック・コメントや地域説明会などを
実施し、これらの意見を踏まえ、空家等の対策を総合的かつ計画的に実施するための「新宿区空家等対策
計画」を策定しました。
令和 3 年度はこの計画をもとに、実効性のある空家等対策への取組の一環として、関係部署と連携しな

がら「新宿区空家等相談会」を開催し、空家問題の解消に努めました。

◇まちの美化活動

（１）ポイ捨て防止キャンペーン及び一斉清掃活動
新宿区空き缶等の散乱及び路上喫煙による被害の防止に関する条例に基づき、新宿駅・高田馬場駅

周辺の美化推進重点地区で地元商店街、事業者、町会、ボランティア団体が連携して「ポイ捨て防止・
路上喫煙禁止キャンペーン」を実施し、美化・清掃活動や「ポイ捨て防止・路上喫煙禁止」の啓発を
行い、まち美化への協力の呼びかけをしています。また、美化推進重点地区以外の地域でも、きれい
なまちづくり推進のために清掃用具の貸出し等の支援をしています。
さらに、各特別出張所を単位としてごみゼロ運動を展開しています。（詳細は巻末の資料編を参照。

参加団体名については、ホームページ上に掲載）
地域毎の取組では「落合第一地区青少年育成委員会」や「大久保・百人町地区クリーン活動協議会」、

「早稲田地区青少年育成委員会榎クリーンデー」等の活動に見られるような、地元商店会や町会など、
地域の団体による美化・清掃活動も活発化しています。自主的な清掃活動を行うボランティア等も増
加し、住民のまち美化意識も徐々に向上しています。きれいなまちづくりには、このような「協働」
による取組が不可欠です。皆様のご協力をお願いいたします。
（令和 3 年度の「春のごみゼロデー」、「秋の地域ごみゼロ運動」、「ポイ捨て防止・路上喫煙禁止キャ

ンペーン」は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止）
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（２）歌舞伎町クリーン作戦
新宿のまちをきれいにする取組として、平成 16 年 6 月から「歌舞伎町クリーン作戦」を実施してい

ます。この事業は、まち美化の阻害要因をなくすことに加え、路上での迷惑行為をなくすことも目的
としており、全国有数の繁華街である歌舞伎町を清潔で秩序あるまちにしていくという点で大きな成
果をあげています。
作戦の内容は、①路上の清掃、②放置自転車の整理、③不法看板の撤去、④露店・路上陳列の指導、

⑤ピンクチラシ・貼り紙等の撤去、⑥不法投棄ごみの排出指導・撤去などです。区、警察、消防等の
関係機関や、歌舞伎町タウン・マネジメント、歌舞伎町商店街振興組合、町会、事業所、ボランティ
ア等が協働で毎週水曜日に行っています。
こうした取組の結果、歌舞伎町のまちは以前よりもきれいになったと言われるようになり、歌舞伎

町の事業者の皆さんもこの作戦だけでなく、日ごろの清掃活動も積極的に取り組まれています。
今後ますます歌舞伎町を訪れる来街者の増加が見込まれることから、さらなる「賑わいのあるクリー

ンな歌舞伎町」を目指した取組を進めていきます。
（令和 3 年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止）

（３）新宿年末クリーン大作戦
12 月の「新宿年末クリーン大作戦」は、新宿を訪れる来街者等が安心して気持ちよく買い物などが

できるよう、新宿駅周辺の一斉道路清掃として平成 16 年から実施し、令和元年度で 16 回目になりま
す。（令和 3 年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止）
この活動は、新宿のまちがきれいになるだけでなく、多くの人のまちへの美化意識の向上にもつな

がる機会となっています。

◇良好な生活環境づくり

大規模小売店舗建設における環境配慮の誘導 
（１）大規模小売店舗立地法

大規模小売店舗立地法（通称「大店立地法」）は、大型店が出店する際に、騒音の抑制等、生活環境
の保持への配慮を求めています。大型店から出店の届出を受けた都道府県または政令指定都市は、生
活環境への影響などを審査し、地域住民の意見を踏まえて大型店側に対策を求め、生活環境対策が不
十分な場合は改善を求める「勧告」を行うことができます。

（２）新宿区特定業務施設の新設等に伴う周辺環境の保全に関する条例
大店立地法の施行に伴い、平成 12 年 11 月、区においても新宿区特定業務施設の新設等に伴う周辺

環境の保全に関する条例が施行されました。この条例に基づき、※1大規模特定業務施設及び※2深夜
営業特定業務施設の設置が周辺の生活環境に影響を与えることがないよう、対象施設に対し、設置の
際の届出や近隣への説明など、周知・指導を進めています

※1 大規模特定業務施設
業務面積合計が 1,000 ㎡を超える飲食店、興行場、レンタルビデオ店その他これに類するもの、カラオケ

店、パチンコ店及びゲームセンターの用途に供する施設
※2 深夜営業特定業務施設

業務面積合計が 300 ㎡を超え 1,000 ㎡以下の飲食店、興行場、レンタルビデオ店その他これに類するもの、
カラオケ店、ゲームセンターの用途に供する施設及び物品販売業（物品加工修理業を含む）を営む店舗であっ
て、午後 11 時から午前 6 時までの間に営業を営むもの
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放置自転車対策の推進 
自転車は、環境への負荷も少なく、身近で手軽な乗り物として都市における有効な交

通手段として認識されている反面、駅前での放置等による道路環境への悪影響も引き起
こしています。そこで、平成 30 年 2 月に策定した「新宿区自転車等の利用と駐輪対策
に関する総合計画」に基づき、関係者と連携・協力して、自転車の利用環境の整備やマ
ナーの向上等を図り、自転車等の適正利用を推進しています。

さらに、駐輪需要対策として「新宿区自転車等の適正利用の推進及び自転車等駐輪場の整備に関する条
例」により、自転車等駐輪場の附置義務を定め、駐輪場の整備を促進しています。
区内の都市計画法で定める用途地域のうち、商業地域、近隣商業地域、第二種住居地域及び準工業地域

において、百貨店、スーパーマーケット、金融機関、遊技場等を新築、改築、増築する場合に、一定規模
以上の施設は自転車等駐輪場の整備を必要としています。その際の自転車等駐輪場は、当該施設もしくは
その敷地内又は当該施設から 250 メートル以内に設置しなければなりません。ただし、自転車等駐輪場の
規模の特例（平成 31 年 1 月施行）により、自転車等駐輪場を地上階に設置する等「利便性向上を図るため
の施策」を実施した場合、当該自転車等駐輪場の規模を 50パーセントまでの範囲で減ずることができます。
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整理指導員活動状況 東新宿駅路上自転車等駐輪場
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・啓発活動
自転車等駐輪場は、区内鉄道駅 31 駅に対して、放置自転車の実

態のある 30 駅で整備済みです。
区内31駅に対し30駅で自転車整理指導員による声かけの活動を

行い、自転車等を放置させない啓発活動を実施しています。
また、駅周辺の商店街も自転車適正利用のための啓発活動に積極

的に取り組むなど、放置自転車の削減に向け動き出しています。さ
らに、学校においても総合的な学習の時間に自転車のルールとマ
ナーについて学習することなどにより、区民にも「放置をしない」
という意識が少しずつ浸透しています。こうした意識改革と区の撤
去及び自転車等駐輪場の整備と相まって、放置自転車は着実に減少傾向にあります。

自転車シェアリングの推進 
自転車シェアリングとは、区域内のどこのサイクルポート（自転車置場）でも自転車（シェアサイクル）

を借りられ、どこのサイクルポートでも返却できるシステムです。
区では、平成 28 年 10 月から、公共交通の機能補完や地域の活性化、観光振興やまちの回遊性の向上等

を目的に自転車シェアリングを導入しています。自転車シェアリングの普及を進めることで自動車に過度
に依存しないライフスタイルへの転換、定着を図り、温室効果ガス排出量の削減に努めています。さらに、
自転車シェアリングの利用促進を図るため、新宿区内だけでなく、千代田区、中央区、港区、文京区、江
東区、品川区、目黒区、大田区、渋谷区、中野区、杉並区、練馬区の 12 区と行政区域を越えた相互利用を
行っています。

新宿中央公園（ポケットパーク） 新宿区役所 第二分庁舎

放置自転車撤去中

77



路上等障害物対策の推進 
道路上に立て看板やのぼり旗、商品の陳列台などの路上等

障害物を設置することは、街の景観を損ねるばかりでなく、
歩行者や車両等の通行の支障となり大変危険です。区では、
平成 28 年 12 月 1 日から「新宿区路上等障害物による通行の
障害の防止に関する条例」を施行し、区長や区民等がそれぞ
れの責務を担うことで、公共の場所を快適に通行することが
できるよう取り組んでいます。
主な取組として、西新宿一丁目や歌舞伎町など重点地域 7

地区において警察署、消防署、東京国道事務所代々木出張所、
東京都第三建設事務所が連携し、町会、商店会の方々と共に合同監察を実施し、地域での啓発活動を行っ
ています。これらの活動は、歌舞伎町クリーン作戦や百人町、高田馬場地区での放置自転車対策・地域清
掃などほかの美化活動とも連携して実施しています。
令和 3 年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、合同監察の実施を一部中止しましたが、今後も

路上等障害物の減少のための取組を行っていきます。

環境に配慮した道路づくりの推進と沿道環境の整備 
（１）駐車場・駐輪場の対策

① 自動車駐車場の整備促進
駐車違反の確認や、標章の取り付け等を民間に委託することができる改正道路交通法が平成 18 年

6 月に施行されたことに伴い、違法駐車車両は従前に比べ大幅な減少が見られます。今後も、継続し
た取締りを促進するとともに、地域特性を踏まえた地域ルールを定める等、附置義務の適切な運用
や、再開発等において適切な規模の整備を誘導する等、駐車場の整備を促進していきます。

② 自動二輪車駐車場の整備促進
四輪自動車の違法駐車が減少傾向にある一方、駅周辺等の繁華街などでは、未だ自動二輪車が多

く放置駐車されている状況が見られます。区は、平成 20 年 12 月「新宿区自転車等の適正利用の推
進及び自転車等駐輪場の整備に関する条例」を改正し、これまでの自転車、原動機付自転車に加え、
自動二輪車に対する駐車対策もあわせて進めることとしています。
また、民間等による駐車場整備を促進するために、（財）東京都道路整備保全公社による助成制度

の活用支援も行っています。
③ 自転車駐輪場等の整備促進

駅周辺等における放置自転車の抑制など自転車の適正利用を推進するため、道路管理者や交通管
理者、鉄道事業者等の関係機関の協力を得て、駐輪場等を約 10,000 台分整備しています。
区は今後、平成 30 年 2 月に策定した「新宿区自転車等の利用と駐輪対策に関する総合計画」に基

づき、10 年間（平成 30 年度～令和 9 年度）の計画で、近年増えている電動アシスト自転車やスポー
ツ車等の普及に合わせ多様な形態の自転車に対応し駐輪施設の「利用しやすさ」の向上や通勤・通
学以外の一時利用の駐輪ニーズに対応するため、民間事業者を活用した駐輪施設の拡大など、駐輪
施設の「質」の向上に努めていきます。
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（２）生活道路の整備  
生活区域への車の流入や速度を抑制し、住環境を改善する生活道路における交通安全対策を進めて

います。
あわせて、まち（主に通学路）の危険箇所などを見て回る「交通安全総点検」を関係機関や多くの

区民と共に実施し、歩行者、児童等の安全対策等に取り組んでいます。
（３）都市計画道路の整備促進

区内の幹線道路における渋滞発生に伴い渋滞を回避する車が生活道路へ流入し、地区内の安全性が
低下するなど、多くの問題が発生しています。そのため、都市計画道路の事業者による整備を促進す
るとともに、違法駐車対策を警察と連携して進めながら、生活道路の安全性向上を図っていきます。
区で整備を行ってきた都市計画道路補助線街路第 72 号線は、令和２年９月 20 日に全線で開通した

ことから、地域における交通の安全性が向上しました。
 
人にやさしい道路の整備 
（１）道路の改良

安全で快適な歩行空間を確保するため、主要な区道について、歩道の設置、線形の改良や修景等を
行っています。令和 3 年度は小滝橋通りを整備しました。

（２）遊歩道の整備
東京都の河川改修事業にあわせ、神田川や妙正寺川などの河川沿い

の遊歩道を「水とみどりの散歩道」としています。
平成 25 年度までに遊歩道 4.2 km（神田川 3.8 km、妙正寺川 0.4 km）

が整備され、遊歩道には案内板を 21 箇所整備し、利用者の快適性の
向上を図っています。

（３）自転車通行空間の整備
歩行者、自転車、自動車、それぞれが安全に安心して通行できる道路空間を創出するため、「新宿区

自転車ネットワーク計画」に基づき、ナビマーク・ナビライン等による自転車通行空間を整備し、歩
行者にとっても安全で快適な歩道空間を確保していきます。

案内板の整備
神田川   17 箇所
妙正寺川   4 箇所

道路修景整備遊歩道の整備
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個別目標４－１「きれいなまちづくりの推進」の指標の達成状況と今後の課題

指標「駅周辺・生活道路での路上喫煙率」について、駅周辺は 0.1％未満の目標を達成しており、生活
道路でも 0.5％未満の目標を達成しています。
令和 2 年 4 月に全面施行された改正健康増進法の影響や、路上喫煙禁止が周知されることに伴い、受

動喫煙に対する意識が高くなり、これまで以上に対策の徹底が求められているほか、公衆喫煙所の利用
者も大幅に増加していることから、公衆喫煙所周辺の喫煙マナーの向上や、公衆喫煙所の改善が求めら
れています。
今後は、こうした路上喫煙の実態に沿った啓発活動や効果的、効率的なパトロール等を行っていくほ

か、新型コロナウイルス感染症の収束を見据え、来街者の増加に対応する公衆喫煙所の増設が必要とな
ることから、国や東京都の全面的な協力が不可欠となります。加えて、再開発事業などの大規模開発や
改築などの機会を捉えて、民間事業者などにも協力をお願いしていく必要があります。
指標「自転車シェアリングの利用実績」については、新型コロナウイルス感染症の影響等により 2.17

回転／日と、令和 9 年度の目標である 4 回転／日を達成していませんが、引き続き、広域連携する各区
や事業者と協力し、サイクルポートの設置等を進め、利便性の向上を図っていきます。
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都市型公害対策の推進

大気汚染や水質汚濁等、広域的な公害の改善を図るとともに、騒音や臭気問題等の近隣公害
に対して適切な対策を講じるよう指導します。有害汚染物質に関しては、適切な情報提供や事
業者への助言、指導を行うとともに、災害等のがれき処理等を行う際に発生が予測されるリス
クの軽減対策を推進します。

■指標

◇環境基準について

環境監視の的確な実施
（１）大気汚染状況の測定調査

環境基準の設定された大気汚染物質を中心に、大気中
濃度を測定しています。
常時監視は一般環境測定局1箇所、自動車排出ガス測定

局2箇所で行っています。
このほか、主要交差点における大気質測定調査を実施

しており、平成21年9月に環境基準が設けられたPM2.5
の測定も実施しています。
また、新宿区ダイオキシン類の発生抑制に関する条例

の規定に基づき、区内4地点で大気中のダイオキシン濃度
を測定しています。

指標 令和 2 年度 令和 3 年度（現状） 目標 備考
環境基準の 100%
達成（各年度調査）

大気中のオキシダ
ント濃度、河川水
質の一部及び自動
車騒音の一部を除
き、環境基準達成

大気中のオキシダ
ント濃度、河川水
質の一部及び自動
車騒音の一部を除
き、環境基準達成

100%達成
（令和 9 年度目標）

第三次環境基本
計画の目標値

苦情処理の対応満
足度（各年度集計）

85％ 87％ 満足度向上
（令和 9 年度目標）

第三次環境基本
計画の目標値

個別目標４－２

四谷自動車排出ガス測定局
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環境基本法等により、5 種類の大気汚染物質及びダイオキシン類に環境基準が定められてい
ます。
区内における環境基準達成状況は以下の表の通りです。

大気汚染物質 
一般環境測定局 自動車排出ガス測定局

本  庁 四  谷・戸  山
二酸化窒素 ○ ○

浮遊粒子状物質 ○ ○
二酸化硫黄 ○ －
一酸化炭素 ○ ○
オキシダント      ×(28 日) －

ダイオキシン類 
(大気中) 

四谷第六小学校 西早稲田中学校 箪笥町特別出張所 落合第一特別出張所

○ ○ ○ ○
  ※表中に記載している日数は、令和 3 年度中に環境基準を超えた日数です。

調査結果の詳細、用語については、巻末の「資料編」を参照してください。

（２）酸性雨調査
平成3年度から区内の降雨のpHについて調査しています。（詳しい調査結果は、巻末の「資料編」参照）

（３）神田川・妙正寺川の水質調査
神田川流域に位置する他区と共に、神田川水系水質監視連絡協議会をつくり、年4回の合同水質調査

を行っています。

環境基準の達成状況 

環境基本法により、5項目の水質に係る生活環境の保全に関する環境基準が定められています。
区内における環境基準達成状況は以下の表の通りです。

河  川  名 妙正寺川 神  田  川 
測  定  地  点 四村橋 久保前橋 高戸橋
水素イオン濃度(pH) ○ ○ ○

生物化学的酸素要求量(BOD) 〇 〇 〇
浮遊物質量(SS) ○ ○ ○
溶存酸素量(DO) 〇 ○ ○
大腸菌群数 × － －

※調査結果の詳細、用語については、巻末の「資料編」を参照してください。

環境基準の達成状況 
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◇都市型公害対策の推進

自動車騒音・道路交通振動測定調査 

自動車騒音の環境基準の達成状況は、沿道の騒音を測定し
て得られた結果を基に、面的評価によって行います。区内の
幹線道路の沿道における環境基準の達成状況を調査するため、
平成29年度から令和3年度の間に、26の評価対象地域について
順次面的評価による環境基準の達成状況調査を行っています。  
令和3年度は、6区間について調査を実施しました。
また、自動車騒音・道路交通振動の状況を把握するため、

環境省令で定める限度（要請限度）の超過状況を、区内21地
点で行いました。
（詳しい調査結果は、巻末の「資料編」参照）

公害の監視・規制指導の充実 

（１）事業者への規制・指導
公害の発生を未然に防ぐため、種々の届出や規制に関する基準が設定されています。事業者は、下

記①～⑥の場合などには、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)や騒音規制法、振動規制法など、公害関係の法令に基づいて区に届出や報告をするとともに、環境
負荷を低減するよう努めなければなりません。
① 工場・指定作業場の設置や廃止
② 特定施設（法で定められている騒音・振動を発生する施設）の設置や廃止
③ 化学物質等（法や環境確保条例で定められている有害化学物質等）の取扱い
④ 揚水施設（地下水を汲み上げる施設）の設置
⑤ 特定建設作業（法で定められている騒音・振動を発生する工事）の実施
⑥ 石綿（アスベスト）除去等作業の実施

区は、事業場等から発生する騒音・振動または悪臭等が規制基準を超え、かつ周辺の生活環境に支
障を及ぼしていると認めるときは、事業者に対し期限を定めて、支障の解消に必要な限度において騒
音・振動及び悪臭等の防止方法を改善し、または施設の使用方法もしくは配置を変更することを「勧
告」することができます。また、勧告に従わない場合は「改善命令」をすることができます。さらに、
法令に基づいた認可届出事務に加え、必要な事業場には測定調査を実施し状況を監視するなど、区内
の工場・事業所等の実態を把握し、的確な規制・指導を行っていきます。
近年、環境マネジメントシステムを導入して、測定調査等や法令の基準を遵守し、必要な届出・報

告等を行うなど環境に配慮する事業者が増えているため、工場・事業所等に対する苦情は減少傾向に
あります。

自動車騒音・道路交通振動測定調査

83



工場

3% 指定

作業場

1%

建設

作業

63%

一般

33%

【令和3年度発生源別苦情内訳】

1
23

34

0

164

39

18

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

【令和3年度苦情受付件数内訳】

0

50

100

150

200

250

300

R3R2R13029

【過去5年間の苦情受付件数】

その他

振動

騒音

汚水

悪臭

粉じん

ばい煙

(件)

（２）悪臭防止に向けた規制・指導
一般的に悪臭には、下水臭、動物のし尿臭、食物や動植物の腐敗臭、燃焼に伴う臭い等があります

が、多くの人から好まれる匂いでも、ある濃度を超えたり長時間続いたりすると人に不快感を与え悪
臭となることがあります。
悪臭は多くの物質が少量ずつ混じり合った気体で、防止することが難しいものです。また、発生源

も工場、事業場、飲食店や一般家庭、工事現場など様々です。最近は焼肉店やラーメン店等の飲食店
からの臭いに対する苦情が増加の傾向にあります。
区では、工場・指定作業場だけでなく、飲食店などの事業所に対しても、悪臭防止法に基づく規制・

指導をしています。

（３）商店街等の騒音対策
主に歌舞伎町、新宿三丁目、大久保地域等を中心に、昼間及び夜間に区の職員が拡声機等による商

業宣伝放送の音量を測定し、測定結果に基づきその店舗等に対し周辺に配慮した使用をするよう注意
を促しています。また、年末に新宿駅周辺環境対策の一環として、区と地域の商店会・町会等が合同
で騒音パトロールを行っています。大久保地域のパトロールでは、拡声機からの騒音だけでなく深夜
営業店舗からの客の声などについても騒音の発生抑制を指導・啓発しています。

・環境公害の苦情件数
令和3年度の環境公害に関する苦情は、279件（原因

別合計）で、前年度と比べて微減しました。最も多い
苦情原因は騒音で、約６割を占めています。次いで、
振動、悪臭、粉じんとなっています。
過去5年間の苦情受付件数の傾向をみてみると、毎年、

約200件前後の苦情が発生しており、騒音が約半数を占
めています。
・発生源別苦情の特徴と対応
発生源は建設作業が多く、特に解体工事に伴う騒

音・振動に関する苦情が多発しています。
そのため、新宿区では「新宿区における建築物の工

事に係る騒音等の紛争の予防に関する要綱」を制定し、
良好な近隣関係の保持と健全な生活環境の維持及び向
上を図っています。これは、建築物の解体工事で解体
建築物の床面積の合計が80m2以上のもの又は特定建設
作業の届出が必要な解体・新築等工事について、発注
者等が事前に標識を設置するとともに、近隣住民へ工事に
ついて周知することを定めたものです。
なお、区では苦情が発生すると、現場で必要な測定を

行い、騒音規制法や環境確保条例などの法令に基づき事業
者へ指導を行っています。

 

 

(年度)

(件)
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有害化学物質の対策 

化学物質に対しては、PRTR（Pollutant Release and Transfer Register:化学物質排出移動量届出制度）に
より、有害性のある化学物質が、どのような発生源から、どれくらい環境中に排出されたか、あるいは廃
棄物に含まれて事業所の外に運び出されたか、というデータを国が把握し、集計及び公表する仕組みがあ
ります。

PRTR によって、毎年どのような化学物質が、どの発生源から、どれだけ排出されているかを知ること
ができるようになっています。
この PRTR の考え方に基づき、環境確保条例では工場及び指定作業場のうち、人の健康に障害を及ぼす

恐れのある化学物質として定められている 59 物質（以下「適正管理化学物質」という）のいずれかを年間
100kg 以上取り扱う事業所に、使用量などの報告を義務づけています。そのうち従業員が 21 人以上の事業
場は、化学物質の管理方法書の届出が義務づけられています。

（１）使用量
上位 4 物質であるトルエン、キシレン、ヘキサ

ン、ベンゼンはガソリン中などに含まれている揮
発性有機化合物です。この 4 物質は全使用量の
96%以上を占めています。主な使用施設は燃料小
売施設（ガソリンスタンド）で、増減はガソリン
等の販売量に依るところが大きくなっています。

（２）排出量
ヘキサンは、主にガソリンの成分として使用さ

れています。また、酢酸エチルやアセトンは、主
に教育・研究機関において試薬として使用されて
います。物質によって使用量に対する排出量の割
合が異なるため、使用量と排出量の上位物質には
大きな違いが見られます。

 

  

令和 4 年 7 月末現在

令和 4 年 7 月末現在
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ビル地下排水槽の臭気対策 

新宿駅周辺では、道路上で卵の腐ったような臭いがすることがあります。これは飲食店や地下店舗のあ
るビルにはビルピット（汚水を一時的に貯留する地下排水槽）が設置されており、その構造や維持管理が
適切でないと汚水が腐敗し、硫化水素が発生してしまうことが原因の一つです。そして汚水をビルピット
から公共下水道に放流するときに、硫化水素も一緒に排出され、マンホールの隙間等から地上に漏れ出し
て悪臭を放ちます。
区では、都の下水道局と連携し、悪臭の原因と思われるビルの所有者等に対してビルピットの清掃回数を

増やすことや曝気装置の設置など、硫化水素の発生抑制のために適切な施設の維持管理を指導しています。
新宿三丁目地区及び西新宿地区においては、悪臭防止に向けた指導を重点的に進めていくとともに、地

域全体で臭気対策の意識を醸成することでより効果的な普及啓発を図っていきます。

災害によるリスクの軽減 

東日本大震災以降、環境面においても災害時のリスクを想定し、備えることが必要となっています。有
害汚染物質飛散防止に向けた適切な対応について、予め新宿区地域防災計画等で定めています。
また、東京都が定めた指針では適正管理化学物質取扱事業者に対し、地震発生時の化学物質の漏えい対

策など震災対策を盛り込んだ化学物質管理方法書の作成を求めており、対象事業者への情報提供と意識啓
発を図っています。
この他、放射能対策として区では定期的に放射線量の測定を実施するとともに、区民への放射線量測定

機の貸出し等を実施しています。

開発事業に対する環境チェックの強化 
・環境影響評価制度（環境アセスメント）

公害の発生や自然環境の喪失、健康被害を未然に防ぎ、良好な環境を保全していくためには、開発事
業が周囲の環境に与える影響を事前に評価することが重要です。
環境影響評価制度とは、このような考えに基づき大規模な開発事業などを実施する際に、あらかじめ

その事業が環境に与える影響を予測・評価し、その内容について住民や関係自治体などの意見を聴くと
ともに、専門的立場からその内容を審査することなどにより、事業実施による環境への影響を出来るだ
け少なくするための一連の手続きの仕組みのことです。
東京都では、事業の実施段階における環境影響評価制度として、昭和 56 年 10 月から一定規模以上の

事業の実施に際し、公害の防止、自然環境、歴史的環境の保全及び景観の保持などについて適正な配慮
がなされるように、東京都環境影響評価条例に基づいた環境影響評価手続きを実施しています。さらに
平成 14 年 7 月からは条例改正により、東京都の策定する一定規模以上の事業の計画に対し、計画段階に
おける環境影響評価手続きを実施することとなっています。
区では、東京都の依頼に基づき区に影響が及ぶ開発事業の環境影響評価調査計画書や環境影響評価書

案及び評価書案に係る見解書、環境影響評価書を、影響がある地区周辺の特別出張所や区立中央図書館
等で閲覧できるようにしています。また、開発事業に関して区への影響を検討し、区長意見を都知事に
提出しています。

   令和３年度は、「（仮称）神宮外苑市街地再開発事業」（高層建築物の新設・自動車駐車場の設置）
の環境影響評価書案に対して、区長意見を都知事に提出しました。
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個別目標４－２「都市型公害対策の推進」の指標の達成状況と今後の課題

指標「環境基準の100％達成」については、区内の大気汚染状況の中で、環境基準が定められている6種
類の大気汚染物質及びダイオキシン類のうち、光化学スモッグの原因となるオキシダントについては、環
境基準を達成できていません。新たな環境問題にも目を配りながら、今後も、継続して監視測定を続けて
いきます。
指標「苦情処理の対応満足度」については、公害に関する相談が区民の生活様式の多様化に伴い、複雑

化・高度化しています。令和3年度の対応満足度は87%となっており、前年度の85%と比べて微増しました。
今後も区民からの要望に対し迅速かつ的確な対応に努め、満足度の向上を目指していきます。
昭和 40～50 年代の建物が建替え時期を迎えていますが、この年代の建築物にはアスベストが多く使われ

ており、解体工事等によるアスベスト飛散防止のため、解体業者等に対する適切な指導と解体現場の監視
を行っていく必要があります。さらに解体等の工事の際には、区の要綱等によりアスベストの有無や調査
方法などを近隣に対し周知するよう発注者等に指導しています。
区では、今後も職員の経験や知識などを高めることで、事業者への情報提供及び指導を続け、良好な環

境の維持に取り組んでいきます。

87




