
 

別記（原文のまま掲載） 

評価書案について提出された主な意見及びそれらについての事業者の見解の概要 

評価書案に対して、都民から５件の意見が提出された。また、事業段階関係区長（足立区）

の意見書が１件提出された。意見等の件数の内訳は表 1 に示すとおりである。 

また、これらの主な意見の概要とそれらについての事業者の見解の概要は、表２及び表３

に示すとおりである。 

表 1 意見等の件数の内訳 

意 見 等 件 数 

都 民 か ら の 意 見 書 ５件 

事 業 段 階 関 係 区 長 か ら の 意 見 １件 

合 計 ６件 

 

表２  都民からの主な意見及び事業者の見解の概要 

環境影響評価の項目 

都民の意見の概要 事業者の見解 

【大気汚染】 

大気汚染について、踏切等の撤去で渋滞が

解消され大気汚染の要因が減少するとすれ

ばどのくらいの改善が見込めるかを予測す

ることもできるはずです。 

 

環境影響評価調査計画書に対する都民の

意見にあった、工事の完了後の交通渋滞解消

効果の予測・評価の追加実施を求める。 

 

「東京都環境影響評価技術指針」におい

て、環境影響評価の項目の選定にあたって

は、対象事業の実施により環境に影響を及ぼ

すおそれのある環境影響評価の項目を選定

するとあります。 

したがいまして、踏切の撤去による渋滞の

解消は、整備効果として大気汚染物質の排出

量の減少が期待できますが、環境影響評価の

手続きの中では、予測・評価の対象としてい

ません。 
 

 

環境影響評価調査計画書に対する都知事

の意見にあった、工事の施行中の工事用車両

の走行による大気汚染の予測・評価の追加実

施を求める。 

 

工事用車両は最大でも 50 台/日程度であ

り、周辺の幹線道路の交通量と比較しても、

増加の割合はわずかであり、大気質への影響

は少ないと考えています。 

なお、知事の意見に従い、評価書案の資

料編において、工事用車両からの自動車排出

ガス量を算出し、周辺の道路を走行する自動

車からの自動車排出ガス量と比較しました

が、工事用車両による増加割合は、1％未満

であり、影響はわずかであると確認されたの

で、予測･評価の対象としていません。 
 

【騒音･振動】 

環境影響評価調査計画書に対する都民の

意見にあった、駅前広場の流動変化に応じた

騒音の予測・評価の追加実施を求める。 

 

本事業は、「東京都環境影響評価条例」の

対象となる事業であり、事業の種類は、｢鉄

道の改良｣に該当しています。 

駅前広場の整備事業は、交通結節機能の強

化等を図るため、本事業にあわせて計画され

ていますが、この条例の対象となる事業には

該当していないため、予測・評価の対象とし

ていません。 



【土壌汚染】 

環境影響評価調査計画書に対する都知事

の意見にあった、土壌汚染対策法の一部改正

に対応した調査、予測・評価の追加実施を求

める 

 

本事業は、掘削等による 3,000 ㎡以上の土

地の形質の変更を行いますので、「土壌汚染

対策法」第 4 条の規定により、当該土地が特

定有害物質に汚染されているおそれがある

と認められるときは、知事の命令に従い、土

壌汚染の状況調査を行います。 

「都民の健康と安全を確保する環境に関

する条例」第 117 条の規定に基づく調査とあ

わせて、適切に対応していきます。 
 

【水循環】 

水循環を項目として選定し、コンクリート

路盤に降る雨水の処理について検討する必

要がある。 

 

雨水の処理については、雨水流出量を算出

し、必要に応じて、浸透枡等を用いて敷地内

に浸透させる等、雨水流出抑制に努めるとと

もに、関係機関と協議し、下水道または公共

溝渠にも放流していきます。 
 

【風環境】 

環境影響評価調査計画書に対する都民の

意見にあった、構造物の存在による風環境の

予測の追加実施を求める。 

 

「東京都環境影響評価技術指針」では、 

○計画建築物の高さが 60ｍを超える建築物

又は、周辺の建築物の平均的高さよりも 5

～6 倍以上高い建築物の場合 

○高架道路又は高架鉄道で、橋脚部分の下部

構造の形状等から判断して突風の発生が

予測される場合 

○その他、風害が予想される場合 

に項目として選定するとしています。 

本事業において計画されている構造物は

最大でも高さ 15ｍ程度であり、また、下部

構造から判断し、風害を起こすとは考えにく

いため、項目として選定していません。 
 

【自然との触れ合い活動の場】 

環境影響評価調査計画書に対する都民の

意見にあった、工事の施行中における工事用

車両の走行による｢歩こうあだち｣のコース

に対する影響予測の追加実施を求める。 

 

工事の施行中において、建設工事による

「歩こうあだち」のコースの改変はわずかで

あり、機能の変化もないことから、環境影響

評価の項目として選定していません。 

なお、「歩こうあだち」のコースと重なっ

ている工事用車両の走行ルートには、歩道が

設けられています。 

さらに、交通誘導員を適切に配置する等、

徹底した安全管理を行っていきます。 
 

【温室効果ガス】 

この連続立体交差化事業で使われるセメ

ントや鉄鋼などの建設資材の製造過程で排

出されたＣＯ２の総量はいくらか、きちんと

決算報告をしてください。 

 

環境影響評価調査計画書に対する都民の

意見にあった、工事中の C02 排出量の予測の

追加実施を求める。 

 

「東京都環境影響評価技術指針」における

温室効果ガスの予測の対象時点は、事業完了

後で排出量が通常に達した時点とされてお

り、資材の製造過程および工事中の排出量に

ついては、予測・評価の対象としていません。

なお、鉄道事業者としては、省エネルギー

性能に優れた車両の導入をはじめ、先進技術

を取り入れ、C02 排出量削減に努めていきま

す。 
 

 



騒音・振動 

都民の意見の概要 事業者の見解 

建設作業の騒音・振動 

「騒音規制法に基づく特定建設作業の

騒音の規制に関する基準」及び「環境確保

条例に基づく指定建設作業の騒音の勧告

基準」によると第一種低層住宅専用地域で

は午前７時から午後７時までを作業時間

とし、日曜・休日における作業を禁止して

いますが、遵守するのか。 

 

「騒音規制法に基づく特定建設作業の

騒音の規制に関する基準」等において、

「鉄道の正常運行確保に必要な場合」や

「道路法による道路占用許可条件及び道

路交通法による道路使用許可条件が夜間

（休日）指定の場合」においては、適応が

除外されるため、夜間や休日も作業を行う

ことができます。 

本事業においても、昼間の時間帯に鉄道

運行を中止すること、道路を通行止めにす

ること等が難しいため、夜間作業を行う必

要が生じます。 

夜間工事や休日工事については、工事工

程を工夫する等、時間や回数を減らす努力

をしていきたいと考えています。 

また、工事を実施するに当たっては、事

前に地域の皆様に対して看板やチラシ等

で周知を図るとともに、低騒音・低振動型

の建設機械を使用し、周辺環境に配慮して

いきます。 
 

鉄道の騒音・振動 

環境影響評価調査計画書に対する都知

事の意見にあった、路線を通過する全列車

を対象とした予測・評価の追加を求める。 

 

知事の意見により、現地調査では、1 地

点について全列車の測定を行い、全列車測

定を行った場合と同程度の精度となる測

定本数を設定しました。 

調査、予測・評価については、等価騒音

レベルを算出し、全列車を対象とした評価

を行っています。 
 

 

鉄道騒音の予測条件において、普通列車

の列車長が 144ｍとなっている。 

20ｍ車の 8 両編成も走行しているので、

除外して騒音レベルの予測を行っている

ことになり、不適切である。 

騒音レベルの予測のやり直しを求める。 

 

普通列車においては、9 割以上が 18ｍの

車両の 8 両編成となっていることから、列

車長は、18ｍの車両の 8 両編成（144ｍ）

とモデル化した条件を用いて予測を行っ

ています。 

なお、騒音は等価騒音レベルという平均

値を算出しており、騒音条件としては、適

切であると考えています。 
 

 

高架化後の軌道構造は弾性直結軌道を

採用するとある。 

弾性直結軌道は、現状のバラスト軌道よ

りも転動音をはじめとする騒音を吸収す

る効果が劣るにもかかわらず、防音壁の効

果が期待できない高さ方向に関してまで、

「一部を除いて現況値と同等または下回

る」と予測していることに疑問を感じる。

外部の有識者を交えて入念な検証を行う

ことを求める。 

 

本事業では、弾性直結軌道に消音バラス

トを散布する計画なので、転動音を低減で

きると考えています。 

さらに、ロングレールの採用、遮音壁の

設置を行うことにより、騒音の低減に努め

ていきます。 

一方で、「一部を除いて現況値と同等ま

たは下回る」と予測しています。上層階に

ついては騒音レベルが増加すると予測さ

れる地点もあることから、更なる対策につ

いても検討を進めていきます。 
 

 



騒音・振動（つづき） 

都民の意見の概要 事業者の見解 

鉄道の騒音・振動 

Tz-1 地点の現況は 1 階で 61ｄB、上層階で

72ｄB であり、既に高架化となっており、連

続立体交差化の事業が進んでも騒音の改善

には、むすびつかないところです、それにも

係わらず予測結果は、一階昼間 61ｄB、上層

階昼間 72ｄB と現状よりだいぶ改善される

かのような結果となっていますが、これには

根拠がないと考えます。 
 

 

Tz-1 の地点で予測を行っているのは、工

事の施行中において、下り仮線が近づくため

であり、その影響を予測しています。 

また、工事の完了後においては、現況と同

じ構造となるため、予測は行っていません。

 

日影 

都民の意見の概要 事業者の見解 
 

日照について、建築基準法に抵触しない

とのことですが、現況を維持できないこと

は事実である。鉄道高架は、嫌悪施設と見

なされ、資産価値は下落し、沿線の空室が

目立つ。予定事業区間沿線住民への補償等

を含めて検討をしているか。 

 

日影の影響を受けるのが伊興大境保育

園と伊興町第２都営住宅です。地上 0m で

は、かなりの広範囲の日影に影響を及ぼし

ます。 

そこで提案したいことは、①伊興大境保

育園には、適当な場所に集光器を設けて、

その光を光ケーブルで庭園や室内に取り

入れるシステムを設置する。②伊興第 2 都

営などの騒音と日影の影響を受けるとこ

ろには空調機を設置するようにして、影響

を少しでも和らげる措置を行うことを求

めます。 
 

 

日影については、「東京都環境影響評価

技術指針」に基づいて高架構造物が周辺環

境に与える影響を検討しました。 

事業区間における東武伊勢崎線は、南北

方向に敷設されていることから、鉄道構造

物による日影は午前と午後とで影響をう

ける地域が異なるため、「建築基準法」等

の規制を満足しており、影響は少ないと考

えています。 

 

景観 

都民の意見の概要 事業者の見解 
 

環境影響評価調査計画書に対する都民

の意見にあった、竹ノ塚駅東口広場の眺望

変化の予測地点の追加を求める。 

 

竹ノ塚駅東口については、現状の駅ビル

にさえぎられ、駅舎を直接視認することが

できず、景観の変化がわかりにくい状況と

なります。 

また、東口の将来計画の詳細が明確でな

いため、フォトモンタージュを作成するこ

とが難しい状況となっています。 

そのため、駅部については、新たな駅施

設を示すことができる西口を予測地点と

しています。 

なお、東口の計画が明らかになった時点

で、将来像を地域の皆様に示していきま

す。 
 

 



 

 

 

 

景観（つづき） 

都民の意見の概要 事業者の見解 
 

環境影響評価調査計画書に対する都民

の意見にあった、住民意見(アンケート調

査)に基づく評価の実施を求める。 

 

現段階では、駅舎や高架橋の具体的なデ

ザインが十分検討されておらず、アンケー

トによる評価を実施することは難しいと

考えています。 

今後、デザイン等に関しては、周辺住民

等からの意見を伺う機会を設けながら、計

画を進めていきます。 

また、まちづくりの中でも、にぎわいの

演出や地域の顔としての秩序や風格に配

慮した景観形成を図っていきます。 
 

電波障害 

都民の意見の概要 事業者の見解 
 

高架化事業の着工の時期にはすでにス

カイツリーに切り替わっている。よって、

スカイツリーからの電波を対象にして予

測・評価をしなければ意味がありません。

スカイツリーが完成する以前でも予測・評

価は可能なはずです。電波障害について

は、全面的に改めるように求めます。 

 

現在、スカイツリーからの送信にかかる

諸条件が明らかになっていないことから、

予測・評価をすることは難しい状態です。 

なお、送信高さが現在の東京タワーより

も高くなることから、全体的には障害範囲

は減少することが考えられます。 

評価書案でも記載しましたが、送信にか

かる諸条件が明らかになった段階で予

測・評価を行い、その内容については、今

後の環境影響評価図書等で明らかにして

いきます。 
 

その他 

都民の意見の概要 事業者の見解 
 

工事中及び完成後の沿線環境が「環境影

響評価」による想定より劣悪になった場合

の事後措置はどうなるのか。 

 

予測･評価は、「東京都環境影響評価技

術指針」に従い、一般的に用いられている

手法を用いて行っています。 

予測結果の検証には、事後調査を実施し

ます。事後調査の結果、環境が著しく悪化

していると判断される場合には、環境保全

のため、関係機関等の意見を伺いながら、

適切に対応していきます。 
 

 

意見書の提出期間が短く、住民が専門家

や様々な人に相談することができず、これ

では、区民が行政に自らの意見を伝えるこ

とも難しい。 

 

「東京都環境影響評価条例」における、

都民の意見書の提出は、公示の日から 45

日以内と定められています。 

なお、地域の皆様からのご意見・ご要望

については、条例によらず、区役所等の窓

口でも承っています。 

今後も工事説明会等を実施し、皆様から

の意見を伺いながら、事業に取り組んでい

きます。 
 

 



 

 

その他（つづき） 

都民の意見の概要 事業者の見解 
 

施工工程によると、８年又は９年間との

ことであるが、騒音等の身体的・精神的苦

痛に苛まれるのは耐えがたい。工期の再考

を願う。 

 

本事業は、複々線化区間の高架化工事で

あるため、非常に複雑な施工手順になって

います。鉄道の輸送の安全を確保しながら

工事を進めていく必要もあり、一つひとつ

の工事に非常に時間がかかります。 

さらに、地域の皆様や利用者の安全を確

保し、利便性も図りながら工事を進めます

と、順調に進んでも約 9 年の期間が必要と

なります。 

本事業の目的をご理解いただき、ご協力

をお願いいたします。 
 

 

 表３  事業段階関係区長（足立区長）からの意見及び事業者の見解の概要 

足立区長の意見 事業者の見解 
 

工事の完了後における鉄道騒音の予測結

果によると、集合住宅の上層階には、現状値

と同等もしくはやや上回ると予測される住

宅が存在する。 

また、軌道が上昇することにより、現状よ

り大きく騒音レベルが上昇する上層階が生

じることも推測される。 

ついては、高さ方向の騒音拡散を抑制す

るため、さらなる検討を進められたい。 
 

 

騒音対策としては、ロングレールの採用、

遮音壁の設置、弾性直結軌道の採用のほか、

更なる対策についても検討を進めていきま

す。 

 

工事用建設機械及び工事車両については、

最新排出ガス規制適合車を使用するととも

に、アイドリング・ストップを行うなど、周

辺住民に影響のないよう、大気汚染防止対策

に努められたい。 

 

建設機械については、排出ガス対策型建設

機械を積極的に使用し、工事用車両について

は、最新排出ガス規制適合車を使用します。

また、アイドリング・ストップを行う等、

周辺住民に影響のないよう、大気汚染防止対

策に取り組んでいきます。 

さらに、工事用車両の走行について、車両

の集中を避けるよう、走行ルート等について

も工事計画作成の段階で十分に検討し、環境

への影響を最小限にするように努めていき

ます。 
 

 

工事にあたっては、可能な限り低騒音・低

振動型の機械を使用し、低振動工法を採用し

て騒音規制法、振動規制法、東京都環境確保

条例に基づく勧告基準の遵守に努め、防音シ

ートなどにより、なお一層の騒音・振動対策

を講じられたい。 

 

工事にあたっては、最新の技術、建設機械

を積極的に導入し、低騒音・低振動型の機械

及び工法を採用して「騒音規制法」、「振動規

制法」、「都民の健康と安全を確保する環境

に関する条例（東京都環境確保条例）」に基

づく勧告基準の遵守に努めていきます。 

また、敷地境界付近に高さ約 3ｍの仮囲い

を設置し、建設機械の配置等に配慮し、作業

が一箇所に集中しないよう工事工程の調整

に努めるとともに、防音シートを設置する

等、一層の騒音・振動対策を講じていきます。
 

 



 

足立区長の意見 事業者の見解 
 

工事の実施に際しては、土壌汚染対策法及

び関係法令に基づく土壌汚染対応に係る手

続きを適切に実施されたい。土壌汚染が判明

した場合は、汚染土壌の飛散や拡散防止に十

分配慮して関係法令に基づき適正に処理す

るとともに、近隣住民や利害関係者に対して

積極的なリスクコミュニケーションをとら

れたい。 

 

工事の実施に際しては、「土壌汚染対策

法」及び「都民の健康と安全を確保する環境

に関する条例」に基づく土壌汚染に係る手続

きを適切に実施していきます。 

土壌汚染が判明した場合は、汚染土壌の飛

散や拡散防止に十分配慮して関係法令に基

づき、汚染拡散防止計画書を作成し、適正に

処理していきます。 

手続きの結果については、環境影響評価図

書等で明らかにするとともに、近隣住民や利

害関係者に対して、積極的なリスクコミュニ

ケーションをとっていきます。 
 

 

工事施工中に、歩道等が重機の旋回半径に

かかる場合は、安全監視員または誘導員等を

配置し、安全配慮、危険防止策に努められた

い。 

 

工事の施行中に、安全監視員または誘導員

等を配置し、安全配慮、危険防止策に努めて

いきます。また、建設機械や工事用車両が道

路、歩道等を占有する場合は、安全な歩行者

通路の確保に努めるとともに、交通管理者と

協議し、安全配慮、危険防止策に、積極的に

取り組んでいきます。 
 

 

住民からの問合せや苦情に対する窓口を

設置し、誠意を持って対処されたい。 

 

工事の実施に当たっては、事前に工事説明

会等を開催し、地域の皆様の一層のご理解と

ご協力が得られるよう努めていきます。 

また、地域の皆様からの問い合わせ及び苦

情等に迅速に対応できる体制を整え、連絡窓

口を周知していきます。 
 

 

 


