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第4章 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 

環境影響評価書案について提出された都民の意見書並びに事業段階関係区長である港区長、

品川区長及び大田区長の意見の件数は、表 4-1 に示すとおりである。 
 

表 4-1 意見等の件数 

意見等  件数  

都民の意見書  9 

事業段階関係区長の意見  3 

 

4.1 都民の主な意見と事業者の見解 

都民の主な意見及びそれらに対する事業者の見解は、以下に示すとおりである。 
 

4.1.1 環境影響評価の項目の選定 

ア 大気汚染及び温室効果ガス 

都民の主な意見 事業者の見解 

① 大気汚染は、建設機械の稼働及び工事用

車両の走行による影響が考えられるため、

予測評価項目として選定すべきである。ま

た、工事完了後には鉄道車両走行による鉄

粉の影響も考えられるため、予測評価項目

に選定すべきである。 

 

② 温室効果ガスについても、大気汚染と同

様の理由で、工事の施工中を対象に予測評

価項目として選定すべきである。 

 

調査、予測及び評価は、事業特性や地域特性を

勘案の上、東京都環境影響評価条例、その他関係

法令等に基づき実施しました。 

建設機械の稼働による大気汚染及び温室効果

ガスについては、限られた事業用地内の稼働であ

り 1 箇所当たりの稼働台数は最大でも 4 台と少な

いこと、シールドマシンは電力を動力としている

こと、排出ガス対策型の建設機械を積極的に導入

すること等から、排出ガス及び温室効果ガスが環

境に及ぼす影響は小さいと考えています。 

工事用車両の走行による大気汚染及び温室効

果ガスについては、現況交通量に対する工事用車

両の割合は最大で 1.4％であり、環境に及ぼす影

響は小さいと考えています。 

鉄道から発生する鉄粉については、レール、車

輪に起因するものが考えられますが、近年の車両

は、電車を停止させる際、主として電気ブレーキ

を使用し、最終停止時のみ摩擦ブレーキを使用し

ています。さらに、ブレーキシューの材質は鉄粉

の発生の少ないものとなっています。また、軽量

の電車を導入しているため、ブレーキへの負担が

軽減されています。 

以上のことから、予測・評価の項目として選定

していません。 
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イ 生物・生態系 

都民の主な意見 事業者の見解 

① 生物・生態系については、京浜島への中

間立坑の建設を取りやめたため京浜島つ

ばさ公園への影響を評価しないことは理

解できるが、東京港野鳥公園付近の事業計

画は当初と変わっていない。大田区長意見

の通り、東京都心では極めて貴重な野鳥を

中心とした自然環境が保全されており、こ

の付近で立坑及び開削工事が行われるの

で、予測評価項目として当然にも選定すべ

きであり、除外は許されない。 

  既設線改良の行われる東京貨物ターミ

ナル付近には、東側にみなとが丘ふ頭公

園、西側に中央海浜公園なぎさの森や東海

ふ頭公園、森ケ崎水再生センターの屋上営

巣地があり、本事業によって東西の緑地が

分断されれば、鳥類等の動物移動ルートや

繁殖行為にも影響の出る恐れがあり、工事

区域が区域外への影響を及ぼすことを考

慮した予測評価が必要である。 

工事の施行中には、東京港野鳥公園及び京浜島

つばさ公園は、シールドトンネルで通過します

が、地上部において、開削工事等の改変は行わな

いことから、生物・生態系に影響は及ばないと考

えています。 

開削工事等が行われる東京貨物ターミナルは、

既に市街地化されており、生物の生息環境は少な

く、周辺の公園等においても交通量の多い道路や

運河を隔てていること等から、生物・生態系に影

響は及ばないと考えています。 

また、工事の完了後は、東京港野鳥公園及び京

浜島つばさ公園の地上部に施設は設置しないこ

と、東京貨物ターミナル内に新たに設置する鉄道

施設は周辺の建物の高さを上回らないことから、

東西の緑地の連続性が分断されることはなく、生

物・生態系への影響は及ばないと考えています。 

以上のことから、予測・評価の項目として選定

していません。 

 

ウ 自然との触れ合い活動の場 

都民の主な意見 事業者の見解 

① 自然との触れ合い活動の場については、

東京港野鳥公園前の道路が工事用車両走

行ルートとなっており、工事による影響が

考えられること、東京貨物ターミナル付近

の公園緑地が東西に分断されることによ

って人の利用にも影響が出る恐れがある

ことから、予測評価項目に選定すべきであ

る。 

東京港野鳥公園前の道路については、工事用車

両走行ルートとすることを計画していますが、現

況交通量に対する工事用車両の割合は 1.4％であ

り交通量の大幅な増加はないこと、歩車道は分離

していることから、自然との触れ合い活動の場に

影響は及ばないと考えています。 

また、東京貨物ターミナル付近の公園緑地が本

事業の実施により東西に分断されることはあり

ません。 

以上のことから、予測・評価の項目として選定

していません。 

 

4.1.2 騒音・振動 

都民の主な意見 事業者の見解 

① 騒音・振動は、工事用車両の走行による

影響については選定しないとされている

が、影響が少しでも出ると想定される項目

については予測評価項目として選定すべ

きである。 

工事用車両の走行に伴う騒音・振動については、

現況交通量に対する工事用車両の割合は、最大で

1.4％であり、環境に及ぼす影響は小さいと考えて

います。 

以上のことから、予測・評価の項目として選定

していません。 

② 東海道線接続区間から大汐線改修区間

にかかる付近においては、東海道新幹線と

東海道新幹線引き込み線がすでにどちら

も複線で稼働しており、羽田空港アクセス

線（仮称）が開設されると、騒音、振動に

ついて大きなものになることを心配して

います。説明会において、騒音規制法の基

準を満たしているとの説明は聞いたもの

の、公表された予測結果は羽田空港アクセ

ス線（仮称）だけのデータとのことでした。

住民は、上記の鉄道の他、すでに羽田空港 

「東京都環境影響評価技術指針（付解説）」（平

成 26 年 1 月）に基づき、鉄道騒音については、環

境省の指針である「在来鉄道の新設又は大規模改

良に際しての騒音対策の指針について」（平成 7

年 12 月 環大一 174 号）を用いて、調査及び予測・

評価を行っています。環境省の指針では、在来鉄

道の新線及び大規模改良線における列車の走行に

伴う騒音を対象としているため、その他の特定の

騒音の影響は考慮していません。また、騒音レベ

ルは、等価騒音レベルという指標を用いて評価す

ることとしているため、最大値では、評価を行っ 
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都民の主な意見 事業者の見解 

へ着陸する航空機の騒音も受けており、総

量としての騒音・振動は大きいものと思っ

ています。 

羽田空港アクセス線（仮称）に伴う、航

空・鉄道等を含む最大値での予測データの

開示と、なお一層の騒音・振動の軽減を求

めます。 

ていません。 

事業の実施に当たっては、環境保全のための措

置として、工事の完了後においては、ロングレー

ルの採用、レールの重軌条化、消音バラストの散

布、防音壁の設置を実施します。さらに、車両及

び軌道の定期的な検査、保守作業を実施する等、

鉄道騒音の低減に努めます。 

③ 私たちが調査した現状は次のとおりで

す。 

（1）騒音の状況 

スマートフォンアプリを使用し以下の 3

ヶ所にて合計 10 回測定 

9 階（南西側）ベランダ 

平均 57～61dB 

（最小 38～50dB、最大 71～121dB） 

10 階（北西側）ベランダ 

平均 60dB（最小：38db、最大 73dB） 

6 階（南側）ベランダ 

平均 61.88dB（最小：37db、最大 73dB） 
 

（2）事業が実現した場合に想定される騒音 

上記の通り、スマートフォンアプリによ

る騒音測定では、「在来鉄道の新設又は大

規模改良に際しての騒音対策の指針にお

ける新線の基準」昼間 60dB、夜間 55dB を

超える騒音レベルとなる可能性があると

推測しています。 
 

（3）騒音に関する正確な測定の予定 

私たちは、「環境影響評価書案の説明会」

に出席し、質疑応答にて騒音予測地点は 9

ヶ所との説明を受けました。 

しかし、9 ヶ所の内、最も近い地点でも

ベイクレストタワーから数百メートル離

れており、当マンション周辺の騒音の実態

を正確に反映したものではないと考えて

おります。羽田アクセス線計画では、本マ

ンションから約 15 メートルの地点を運行

が計画されています。現状の騒音に加えて

午前 6 時から午後 11 時まで往復で 144 本

の運行が予定されており、その騒音の増加

は健康的な生活に支障を及ぼす可能性が

考えられます。 
 

（4）騒音による被害 

私たちは、次の被害を懸念しています。 

・健康被害 

・資産価値下落（流通価格、賃貸における

賃料下落） 

・その他、建設作業による騒音・振動等 
 

要請事項 

私たちは、次の事項を要請します。 

・事業の見直し 

・事業の進行における当団体の意見の反映 

防音措置の追加、金銭補償等 

「東京都環境影響評価技術指針（付解説）」（平

成 26 年 1 月）に基づき、鉄道騒音については、環

境省の指針である「在来鉄道の新設又は大規模改

良に際しての騒音対策の指針について」（平成 7

年 12 月 環大一 174 号）に定められている計画線

最寄り軌道中心から原則として水平方向に 12.5m、

地上からの高さ 1.2mの地点において予測及び評価

を行っています。環境省の指針では、在来鉄道の

新線及び大規模改良線における列車の走行に伴う

騒音を対象としており、その他の特定の騒音の影

響は考慮していません。 

鉄道騒音の予測地点については、将来の鉄道構

造、走行速度及び土地利用状況等を考慮し、代表

地点として 9 地点を選定しています。代表地点以

外の地点においては、最寄りの予測地点と同程度

の予測結果となると考えています。 

本事業は、交通政策審議会答申第 198 号におい

て、国際競争力の強化に資する鉄道ネットワーク

プロジェクトに位置付けられています。その中で

本事業の意義は下記のとおりとされており、これ

らを踏まえ、本計画を推進していきたいと考えて

います。 

・羽田空港と国際競争力強化の拠点である都心

や新宿、渋谷、池袋、臨海部等副都心とのア

クセス利便性の向上。 

・ＪＲ東日本等の既存ネットワークとの直通運

転による多方面と羽田空港とのアクセス利便

性の向上。 

・東京駅で東北新幹線等と連携すること等によ

り、北関東等と羽田空港との大幅なアクセス

利便性の向上。 

・休止線等の既存ストックを活用することによ

り、全線新線整備の事業よりも早期整備が可

能。 

事業の実施に当たっては、環境保全のための措

置として、工事の完了後においては、ロングレー

ルの採用、レールの重軌条化、消音バラストの散

布、防音壁の設置を実施します。さらに、車両及

び軌道の定期的な検査、保守作業を実施する等、

鉄道騒音の低減に努めます。工事の施行中におい

ては、最新の技術や低騒音・振動の建設機械等の

積極的な採用など騒音・振動の低減に努めます。 
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都民の主な意見 事業者の見解 

④ グランシティ天王洲アイルは、鉄道騒

音・振動予測地点（T-7）の対岸にあたり、

計画線が高架橋を走行する区間であるこ

とから、地上付近（地上 1.2m）の予測だ

けでなく、当マンションの個室（地上約

16m 近辺）における騒音・振動の影響をシ

ミュレーションおよび評価いただき、それ

に対する対策等を確認・検討いただきたい

と考えております。 

なお、予測地点（T-7）における地上高

15m の予測結果は、昼間 62dB・夜間 57dB

となっており、「新線の基準（昼間 60dB、

夜間 55ｄB）」を満たすものではないと考

えております。 

 

⑤ 鉄道騒音の調査・予測の高さは地上 1.2m

で行われているが、高架橋は地上 7～17m

あり、この高さでの騒音が最も大きい。都

知事意見にもある通り、沿線には中高層建

物が存在することから、高さは高架橋と同

じ地上 7～17m についても対象とすべきで

ある。 

列車の走行に伴う鉄道騒音については、環境省

の指針である「在来鉄道の新設又は大規模改良に

際しての騒音対策の指針について」（平成 7 年 12

月 環大一 174 号）に定められている計画線最寄

り軌道中心から原則として水平方向に 12.5m、地

上からの高さ 1.2m の地点において予測及び評価

を行っています。 

高さ方向の鉄道騒音の予測結果については、参

考として、評価書案資料編に記載しています。 

事業の実施に当たっては、環境保全のための措

置として、工事の完了後においては、ロングレー

ルの採用、レールの重軌条化、消音バラストの散

布、防音壁の設置を実施します。さらに、車両及

び軌道の定期的な検査、保守作業を実施する等、

鉄道騒音の低減に努めます。 

 

⑥ 羽田空港アクセス線については、利便性

や経済効果等の観点から賛成の立場です

が、工事完了後の騒音が、沿線に住む者の

住環境を著しく損なうのではないかと危

惧しています。 

事業者（JR 東日本）の説明では、大き

な騒音は短時間であり基準を満足してい

る、とのことでしたが、その短時間が頻繁

に繰り返されるのであり、現在、並行して

走っている新幹線の騒音に悩まされても

おり、これ以上の鉄道騒音の増加は到底許

容できるものではありません。 

騒音対策については、ロングレールの採

用や防音壁の設置等で対策に努めるとの

ことで、これは非常に重要なポイントで、

事業者には最重点課題として責任をもっ

て進めていただき、実効果が得られるよう

努力して頂くとともに、住民への説明を頻

繁に行い納得を得ながら進めていただき

たいと思います。 

なお、沿線は高層マンションも多いた

め、騒音対策は上方も重視して、トンネル

状の防音壁を是非とも考慮頂きたくお願

いいたします。 

事業の実施に当たっては、環境保全のための措

置として、工事の完了後においては、ロングレー

ルの採用、レールの重軌条化、消音バラストの散

布、防音壁の設置を実施します。さらに、車両及

び軌道の定期的な検査、保守作業を実施する等、

鉄道騒音の低減に努めます。 

また、東京都環境影響評価条例に基づき、工事

の完了後に事後調査を行います。予測と乖離が見

られた場合には、更なる環境保全のための措置を

検討・実施し、その結果を事後調査報告書として、

東京都に提出します。事後調査報告書は、東京都

環境影響評価審議会に報告され、公表されます。 

 

 



 

44 

  
都民の主な意見 事業者の見解 

⑦ 環境影響評価書案、第８章 環境に及ぼ

す影響の内容および程度並びにその評価、

8.1 騒音・振動「騒音についての工事後の

影響」のうち、予測地点 T-4 の結果につい

て、以下の点において不備や不足があると

考えられる。 

１．鉄道騒音の予測手順について 

本評価書案において騒音値の算出に使

用している手法「在来線高架鉄道からの騒

音予測手法案について」では、その適用の

前提として、路線が平坦で直線であるこ

と、構造形式は鉄筋コンクリート・ラーメ

ン高架橋とし鋼桁橋は対象としないとさ

れている。 

一方で、予測地点 T-4 の軌道は、曲線部

に位置しており、また、構造は鉄筋コンク

リート・ラーメン高架橋ではなく鋼桁橋

（芝浦併用橋）であることから、手法の前

提条件を満たしていない。 

このため、実際には列車の通過による軋

み音や鋼桁の共鳴など、直線部と比較して

より大きな転動音の発生や、鉄筋コンクリ

ート・ラーメン高架橋と比較してより大き

な構造物音の発生が想定され、騒音値が過

小に算出されていると言える。 

２．分岐器の影響について 

予測地点 T4 近傍において単線部と直線

部の分岐が整備される計画であるが、列車

の分岐器通過による騒音は、騒音値の算出

において考慮されていない。分岐器は騒音

の発生源となることから、予測においては

その影響を配慮すべきと思慮される。 

３．東海道新幹線車両基地への引上線の影

響について 

予測地点 T-4 を含むいくつかの地点で

は、東海道新幹線車両基地への引上線（以

下、引上線）が並走しているが、本評価書

案の評価においては、引上線の影響は考慮

されていない。一方で、近隣地域が受け入

れなければならない鉄道騒音は、羽田空港

アクセス線と引上線を含めた一体のもの

である。 

このことから、新線単体としての評価の

みならず、既設の引上線と合わせた評価も

実施されるべきと思慮される。 

以上の理由から、予測結果は騒音レベル

が過小に算出されていることが危惧され

ることから、「8.1 騒音・振動「騒音に

ついての工事後の影響」」のうち該当する

箇所について評価の再実施を求めたい。 

なお、本事業の実施にあたり、事業者に

は、近隣住民との対話を含めた騒音対策の

十分な検討と、着実な対策の実施をお願い

したい。 

「在来線高架鉄道からの予測手法案について」

（昭和 55 年 4 月、騒音制御：Vol.4 No.2）では、

コンクリート・ラーメン高架橋を予測の対象とし

ています。本事業では、これ以外の構造があるこ

となどを踏まえ、それぞれの構造と類似した箇所

でパワーレベルの測定を行った上で、本予測手法

案の予測式を用いて予測を行いました。 

T-4 の鋼桁は、合成桁という構造で鉄筋コンク

リートと鋼板を組み合わせた構造となっており、

この構造の類似箇所での測定もしており、その結

果も踏まえて、パワーレベルを設定しています。 

また、東京都環境影響評価条例に基づき、工事

の完了後に事後調査を行います。曲線部や分岐器

の影響、建物の反射など、予測に反映できない条

件もあり、事後調査結果と予測結果に乖離が見ら

れた場合には、更なる環境保全のための措置を検

討・実施し、その結果を事後調査報告書として、

東京都に提出します。事後調査報告書は、東京都

環境影響評価審議会に報告され、公表されます。 

本事業は在来鉄道の建設及び改良の事業であ

り、「東京都環境影響評価技術指針（付解説）」

（平成 26 年 1 月）に基づき、鉄道騒音については、

環境省の指針である「在来鉄道の新設又は大規模

改良に際しての騒音対策の指針について」（平成

7 年 12 月 環大一 174 号）を用いて、調査及び予

測・評価を行っています。環境省の指針では、在

来鉄道の新線及び大規模改良線における列車の走

行に伴う騒音を対象としており、その他の特定の

騒音の影響は考慮していません。 

事業の実施に当たっては、環境保全のための措

置として、工事の完了後においては、ロングレー

ルの採用、レールの重軌条化、消音バラストの散

布、防音壁の設置を実施します。さらに、車両及

び軌道の定期的な検査、保守作業を実施する等、

鉄道騒音の低減に努めます。 

具体的な施工計画については、工事の施行前に

工事説明会等で説明するとともに、工事の施行中

は、工事のお知らせチラシや工事用看板等で地元

住民等への周知を図り、安全確保を十分行うほか、

理解と協力が得られるよう最大限努力していきま

す。 
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都民の主な意見 事業者の見解 

⑧ 工事施工中および工事完了後の騒音に

関する意見です。 

私の居住する東品川三丁目付近におい

ては、京浜運河を挟んではいますが、現在

でも若潮橋梁付近における東海道新幹線

回送線の騒音が激しくあります。 

よって今回整備を計画される羽田空港

アクセス線（仮称）についても、若潮橋梁

付近（高架橋および地平双方とも）での騒

音が想定されることから、環境影響評価書

案に記載の対策措置である防音壁の設置、

消音バラストの散布、ロングレールの採

用、レールの重量化を若潮橋梁付近（高架

橋および地平双方とも）でも必ず実施し、

騒音の低減に尽力していただくよう意見

します。 

また、工事完了後、羽田アクセス線（仮

称）稼働後においても、適切な地点におい

て定期的な鉄道騒音調査の実施をしてい

ただくよう意見します。 

若潮橋梁は、橋梁の設計性能上、消音バラスト

を散布をすることはできませんが、ロングレール

の採用、レールの重量化、防音壁の設置について、

実施に向け検討します。 

さらに、車両及び軌道の定期的な検査、保守作

業を実施する等、鉄道騒音の低減に努めます。 

工事の完了後に実施する事後調査については、

「東京都環境影響評価事後調査基準」(平成 11 年

東京都公示第 894号)に基づいて行うこととしてお

り、予測地点において調査を実施します。 

 

4.1.3 地盤 

都民の主な意見 事業者の見解 

①   弊社は城南島に倉庫を保有しておりま

す。 

城南島は地盤沈下を致しております。 

近年、沈下速度は落ち着いていますが、

本事業によって地盤沈下が再度進むので

はないかと危惧いたしております。本事業

は当該土地の真下ではありませんが、地盤

の緩い海浜地区にあっては、どこに影響が

出るか予測不能だと思慮致します。本事業

に関しては、利便性が良くなるなど賛成の

立場ではありますが、弊社の倉庫のある地

区の地盤沈下に関して、現在までの沈下速

度と事業後の沈下速度をご提示頂きたい

と存じます。 

万が一、地盤沈下が生じた際、どのよう

に対処して頂けるかもご教示頂ければ幸

いです。 

 

「水準基標測量成果表（港湾地区）（基準日：

令和 2 年 1 月 1 日）」（令和 2 年 10 月 東京都港

湾局）によれば、城南島内の経年地盤沈下量は漸

減傾向であり、令和元年の 1 年間で-14.2～-4.3mm

の沈下が報告されています。 

城南島近傍のアクセス新線は、埋土・盛土、有

楽町層の更に下の江戸川層をシールドトンネルで

通過します。 

江戸川層は十分に締まりがある地層で、類似工

事では、地盤沈下はほとんど発生していません。

また、江戸川層には地下水が存在しますが、十分

な層厚を有しているため地下水はトンネル構造物

の周囲を迂回して流動すると考えられます。 

シールドトンネルは遮水構造とするため、周囲

の地下水の水位及び流況に与える影響は小さく、

本事業の実施による地盤沈下はほとんど発生しな

いと考えます。また、工事の施行中には、地下水

位観測・地盤変位等のモニタリングを実施し、適

切な施工監理を行う計画としています。 

なお、万が一、本事業の実施によると考えられ

る地盤沈下が発生した場合は、その原因を詳細に

調査した上で、適切に対応させていただきます。 
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4.1.4 廃棄物  

都民の主な意見 事業者の見解 

① 建設発生土、建設泥土の発生量の予測は

行われているが、敷地内再利用量、搬出量、

搬出処分先の候補地、運搬車両台数の予測

結果を示すべきである。 

 

建設発生土や建設泥土の敷地内再利用量、排出

量、搬出処分先等については、今後、作成する具

体的な施工計画の中で検討していきますが、可能

な限り再利用に努めます。なお、資材搬入等も含

めた工事用車両の 1 日当たりの最大台数は表

3.3.1-4（27 ページ参照）に示すとおりです。 

 

4.1.5 調査計画書の修正の経過及びその内容について  

都民の主な意見 事業者の見解 

① 審査意見書の知事意見、周辺地域区長意

見で、環境影響評価の項目追加や手法見直

しを求める意見が多数出されており、特に

大田区長からは生物・生態系を中心に、調

査計画に関する詳細な意見が提出されて

いる。にもかかわらず、評価書案では調査

計画書からの項目追加は一切なく、逆に

「生物・生態系」「自然との触れ合い活動

の場」は項目選定から除外されてしまっ

た。これでは意見と逆行する内容となって

おり、不誠実である。 

環境影響評価書案の作成に当たっては、調査計

画書の提出以降、具体化した事業計画と調査計画

書にいただいた意見を勘案して、環境影響評価書

案を作成しました。 

調査計画書を提出以降に、事業計画を変更し、

京浜島つばさ公園付近における中間立坑の建設を

取りやめたことから、公園を改変するような工事

は行わないこととなりました。このことから、生

物・生態系、自然との触れ合い活動の場への影響

は及ばないものと考え、予測・評価の項目として

選定していません。 
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4.2 事業段階関係区長の意見と事業者の見解 

事業段階関係区長の意見とそれらについての事業者の見解は、以下に示すとおりである。 

 

4.2.1 港区長の意見と事業者の見解 

港区長の意見 事業者の見解 

１ 総論 

（1）環境影響評価書を作成する際には、調査

の方法、評価の基準などについて、内容

及び表現をさらに工夫し、本計画の特徴

が適切に表記されるなど、区民が理解し

やすいものとなるようにしてください。 

 

（2）計画地周辺の住民及び関係者等からの街

づくりを含めた意見・要望等について

は、真摯に対応してください。 

 

環境影響評価書を作成する際には、調査の方法、

評価の基準などについて、内容及び表現をさらに

工夫し、本計画の特徴を適切に表記するなど、一

般の方が理解しやすいものとなるよう努めます。 

 

 

計画地周辺の住民及び関係者等の方からのご意

見・ご要望等を尊重するとともに、真摯な対応に

努めます。 

２ 各論 

（1）工事計画について 

・  建設作業にあたっては、騒音、振動、粉塵

等、周辺環境に与える影響を低減するよう

適切な対策を講じるとともに、近隣紛争の

未然防止、地域における生活環境の保全に

努めてください。 

 

 

 

 

 

・  特定建設作業実施届出など必要な事前届

出してください。 

 

・  工事車両等による、大気汚染、騒音、振動

等が環境基準を上回ることのないよう、一

層の低減に努めてください。 

 

 

 

 

 

・  工事車両の出入口が想定されている田町

駅付近 No.1～No.3 について、出入りの際

に、徐行を含めた交通安全の徹底を図ると

ともに周辺住民等への丁寧な説明に努め

てください。 

 

 

 

工事の施行中においては、敷地境界付近には仮

囲いを設置するとともに、最新の技術や低騒音・

振動の建設機械等の積極的な採用など騒音・振動

の低減に努めます。また、粉じんの飛散防止のた

めに、清掃や散水、シート覆い等の措置を随時施

すほか、排出ガス対策に適合した建設機械の積極

的導入等、排出ガスの低減に配慮します。 

具体的な施工計画については、今後、検討を行い、

工事説明会等で説明いたします。 

 

特定建設作業実施届出などの必要な届出は、関

係法令等に則り適切な時期に事前に行います。 

 

工事用車両の整備・点検等を定期的に実施しま

す。工事用車両の走行に際しては、規制速度の遵

守、不要なアイドリングの防止等の徹底を図りま

す。 

また、工事用車両が集中しないよう計画的・効

率的な運行管理をする等、騒音・振動、大気汚染

等に対して十分な配慮を行っていきます。 

 

工事用車両の運行等に当たっては、搬出入が集

中しないよう計画的・効率的な運用管理をすると

ともに、工事用車両の出入口付近に交通整理員を

配置する等の措置を講じていきます。具体的な施

工計画については、今後、検討を行い、工事説明

会等で説明いたします。 
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港区長の意見 事業者の見解 

・  地域において、本路線と既存の電車や新幹

線などの、複合的な騒音に関する不安の声

があり、供用開始後、鉄道の騒音、振動に

ついて、法令の基準を上回らないよう努め

るとともに、引き続き低減に向けた検討と

その対策を確実に行い、地域の理解と協力

が得られるよう最大限努力してください。 

事業の実施に当たっては、環境保全のための措

置として、工事の完了後においては、ロングレー

ルの採用、レールの重軌条化、消音バラストの散

布、防音壁の設置を実施します。さらに、車両及

び軌道の定期的な検査、保守作業を実施する等、

鉄道騒音の低減に努めます。 

（2）史跡・文化財について 

・  本事業地は、周知の埋蔵文化財包蔵地であ

る品川台場（第一）に該当し、高輪築堤跡

及び雑魚場跡に隣接します。品川台場（第

一）については、既存高架橋を用いた計画

となっていますが、改修等で大きく現況を

改変する場合は、港区教育委員会及び品川

区教育委員会と協議してください。 

 

・  高輪築堤跡遺跡及び雑魚場跡遺跡隣接地

については、近代の鉄道用海上築堤及び江

戸時代の貝塚が発見される可能性が高い

場所であるため、港区埋蔵文化財取扱要綱

に基づき、埋蔵文化財の有無を確認するた

めの試掘調査の実施を指導する場所にな

りますので、事前に港区教育委員会と協議

してください。 

 

品川台場（第一）については、既存高架橋の軌

道部分の工事を行うことを計画しており、地面の

掘削を行うことはありません。しかしながら、必

要が生じ、現況を改変することになった場合は、

港区教育委員会及び品川区教育委員会と協議を行

います。 

 

 

高輪築堤跡遺跡及び雑魚場跡遺跡隣接地の取扱

いについては、評価書案作成時において、港区教

育委員会へのヒアリングを実施しています。引き

続き、港区埋蔵文化財取扱要綱に基づき、協議を

行っていきます。 

 

 

（3）その他 

・  事業区間の起点付近には、港区立本芝公園

があることから、同公園への影響につい

て、区と事前に詳細な協議を実施するとと

もに、公園、雑魚場架道橋の利用者に対す

る事前周知、説明を丁寧に実施してくださ

い。 

 

港区立本芝公園付近における施工に当たって

は、港区と事前に詳細な協議を実施するとともに、

公園、雑魚場架道橋の利用者に対する事前周知、

説明を丁寧に実施します。 
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4.2.2 品川区長の意見と事業者の見解 

品川区長の意見 事業者の見解 

１．環境全般 

工事施工前、工事施工中および供用開始後

に、地元住民等への説明や安全確保を十分お

こなうほか、理解と協力が得られるよう最大

限努力してください。特にシールド工事につ

いては、周辺への陥没等の影響を及ぼさない

よう留意願います。また、地元住民からの問

い合わせ、苦情等に対し、速やかに対応して

ください。 

 

シールドトンネル工事は、周辺への陥没等の影

響を及ぼさないよう、地下水位観測・地盤変位等

のモニタリングを実施し、適切な施工監理を行う

等、十分留意しながら工事を行います。 

具体的な施工計画については、工事の施行前に

工事説明会等で説明するとともに、工事の施行中

は、工事のお知らせチラシや工事用看板等で地元

住民等への周知を図り、安全確保を十分行うほか、

理解と協力が得られるよう最大限努力していきま

す。また、地元住民からの問い合わせ、苦情等に

対し、速やかに対応していきます。 

工事の施行中及び工事の完了後には、事後調査

を行い、その結果を事後調査報告書として、東京

都に提出します。事後調査報告書は、東京都環境

影響評価審議会に報告され、公表されます。 

２．騒音・振動 

1) 工事の施工中 

・騒音・振動の予測値が規制基準値に近い

作業があるので、関係法令の基準を遵守

するとともに、低騒音・低振動型の建設

機械・工法の採用を図り騒音・振動の低

減に努めてください。 

 

・夜間を含めた作業期間や時間については、

周辺住民への騒音・振動による影響を最小

限にとどめるよう配慮してください。 

 

 

建設作業に当たっては、関係法令等の基準を遵

守し、低騒音・低振動の工法や建設機械を採用す

るとともに、最新の技術等を積極的に導入し、騒

音・振動の低減に努めます。 

 
 

可能な限り作業期間や時間の短縮が図れるよう

施工計画を検討し、騒音・振動の影響を最小限に

とどめるよう配慮していきます。 

2) 工事の完了後 

・本評価書案において実施された高さ方向

の鉄道騒音予測結果によると、予測地点

T-9 では、1.2m 高さにおいては評価の指

標を満足すると結論付けられましたが、

10.0m、15.0m 高さにおいては昼間・夜間

ともに同指標を大きく上回っています。 

 当該地点は中高層の住宅等に近接してお

り、供用開始後の鉄道騒音による環境影響

が懸念されます。さらなる環境対策を講

じ、住居等近隣受音点への環境影響を低減

してください。 

 

列車の走行に伴う鉄道騒音については、環境省

の指針である「在来鉄道の新設又は大規模改良に

際しての騒音対策の指針について」（平成 7 年 12

月 環大一 174 号）に定められている計画線最寄

り軌道中心から原則として水平方向に 12.5m、地上

からの高さ 1.2mの地点において予測及び評価を行

っています。 

事業の実施に当たっては、環境保全のための措

置として、工事の完了後においては、ロングレー

ルの採用、レールの重軌条化、消音バラストの散

布、防音壁の設置を実施します。さらに、車両及

び軌道の定期的な検査、保守作業を実施する等、

鉄道騒音の低減に努めます。 

３．史跡・文化財 

・埋蔵文化財包蔵地「品川台場（第一）」

について、「既設高架橋上の既設線路等

を改修する区間であり、土地の改変を行

う計画ではない」と記載がありますが、

具体的にどのような改修を計画している

か明らかにし、該当区間の工事に「土木

工事」が含まれないことを明確にしてく

ださい。 
 
・工事計画に変更が生じた場合、品川区教

育委員会へ速やかに報告し、協議してく

ださい。 

 

品川台場（第一）付近における既存高架橋の工

事は、高架橋の補修工事、線路等の新設工事、電

気工事等を行うことを計画しており、地表面の掘

削を行う計画はありません。 

 

 

 

 
 
工事計画に変更が生じ、土地の改変の必要が生

じた場合には、品川区教育委員会と協議を行いま

す。 
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4.2.3 大田区長の意見と事業者の見解 

大田区長の意見 事業者の見解 

１ 騒音・振動 

工事用車両の走行に伴う道路交通騒音・振

動については周辺環境に及ぼす影響が小さ

いため評価項目として選定しないとなって

いる。しかし、環境影響評価の考え方は、少

しでも影響があると想定される項目につい

て影響を科学的に正確に把握し評価するも

のである。増加割合は評価調査計画書段階で

は 3％だったが、評価書案では 1.4％と減少

している。しかし、羽田空港新駅（仮称）付

近 0.5％から 1.3％とむしろ増加している。

影響が少ないので選定しないのではなく、選

定した上で影響がないこと調査し評価する

こと。 

低周波に関しては、適切な対策を講じるか

ら評価項目としないということでは理解で

きない。環境保全対策を具体的に示し、評価

すること。 

建設工事による振動についても評価が必

要と考える。京浜島は工場が密集しており、

ナノテクノロジー等の超精密加工工場も多

い。建設機械の稼働だけでなく、シールド工

事による影響についても評価していただき

たい。 

また、工事完了後における、換気施設等の

影響についても調査すること。 

 

工事用車両の走行に伴う騒音・振動については、

現況交通量に対する工事用車両の割合は、最大で

1.4％であり、環境に及ぼす影響は小さいと考えて

います。 

低周波音については、一般に市街地の工事で使

用される建設機械類及び低騒音型の建設機械類を

使用するため、周辺に影響を及ぼすような低周波

音を発生させることはないものと考えています。

また、換気施設の稼働に伴う低周波音については、

類似施設における実績を参考に、大きな音圧レベ

ルの低周波音が発生しない送風機やダクトを選定

し、維持管理を徹底することから、周辺に影響を

及ぼすような低周波音を発生させることはないも

のと考えています。 

シールドトンネル工法は、地下鉄や道路トンネ

ル等で多くの実績があり、一般的に「騒音・振動」

が小さい工法であると言われています。そのため、

シールドトンネル工事に伴い発生する「振動」そ

のものが、周辺環境へ与える影響は小さいと考え

ています。 

換気施設については、騒音対策として換気塔（換

気ダクト）には消音器及び消音ガラリを設置し、

振動対策として各送風機は防振架台上に設置する

ことから、周辺に影響を及ぼすような騒音・振動

を発生させることはないものと考えています。 

以上のことから、予測・評価の項目として選定

していません。 

２ 大気汚染 

工事に伴う粉じん等、工事用車両の走行と

建設機械の稼働等に伴う大気汚染について、

影響が小さいから選定しないのではなく、評

価項目として選定して影響が小さいことを

示していただきたい。また、大田区では平成

30年 11月より羽田五丁目に羽田自動車排気

ガス測定局を新設し測定を開始している。工

事車両通行ルート沿いでもあるので、その結

果も今後の評価に使用すること。 

 

工事の実施に伴う粉じんの発生については、飛

散防止のための清掃や散水、シート覆い等の措置

を随時施すことから環境への影響は小さいものと

考えています。 

建設機械の稼働による大気汚染については、限

られた事業用地内の稼働であり 1 箇所当たりの稼

働台数は最大でも 4 台と少ないこと、シールドマ

シンは電力を動力としていること、排出ガス対策

型の建設機械を積極的に導入すること等、排出ガ

スの低減に配慮した環境保全のための措置を実施

することから、環境に及ぼす影響は小さいと考え

ています。 

工事用車両の走行による大気汚染については、

現況交通量に対する工事用車両の割合は、最大で

1.4％であり、環境に及ぼす影響は小さいと考えて

います。 

以上のことから、予測・評価の項目としては選

定していません。 
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大田区長の意見 事業者の見解 

３ 水質汚濁 

工事で発生する濁水等を工事区域内で処

理し、「下水道法」及び東京都下水道条例で

定められた水質基準以下とした後、下水道に

放流するから水質汚濁に影響を及ぼさない

というだけでは理解できない。汚染濃度の確

認方法、汚染が確認された場合の処理方法等

を明示して、水質汚濁に影響を及ぼさないこ

とを示していただきたい。 

 

擁壁区間及び開削トンネル区間の工事において

は、遮水性の高い土留壁や地盤改良等の地下水湧

出の防止対策を講じるため、工事で発生する排水

は、主に雨水であると考えています。排水に当た

っては、雨水に混入した土砂を沈砂槽等で沈殿さ

せ、「下水道法」及び「東京都下水道条例」で定

められた水質基準以下とした後、事業区間周辺の

公共下水道に放流する計画としているため、水質

汚濁に影響を及ぼさないものと考えています。 

４ 温室効果ガス 

温室効果ガスについては、環境影響評価項

目とされていないが、今般「地球温暖化対策

の推進に関する法律」が改正され、基本理念

として「我が国における 2050 年までの脱炭

素社会の実現」が明記され、温室効果ガス削

減に向けた取組みの重要性が高まっている。 

本事業については、工事期間中における工事

車両の運行・稼働等による一時的な温室効果

ガスの発生、また、工事完了後においても、

駅施設の運用・車両の運行等に伴う、電気・

ガス・燃料などエネルギーの使用による定常

的な温室効果ガスの発生が見込まれる。 

以上のことから、工事期間中から供用後に

おいて、脱炭素社会の実現に向け、地球温暖

化対策に努めること。 

 

当社は、2020 年 10 月に「ゼロカーボン・チャレ

ンジ 2050」を当社グループ全体の目標とし、グル

ープ一体となって 2050 年度の CO2 排出量「実質ゼ

ロ」に挑戦することを公表しました。 

工事の施工中においては、省エネルギー化が達

成された建設機械の選定や建設資材の現場内リサ

イクルの推進、建設資材の運搬には低公害車の導

入やアイドリングストップ、エコドライブの実践

に努めます。 

また、鉄道は、エネルギー効率が高く、運輸部

門において輸送量当たりの CO2 排出量も相対的に

小さく、環境にやさしい輸送機関です。 

当社が列車運行等で消費するエネルギーの約

25％は、水力、太陽光、風力などの CO2 排出量ゼロ

の再生可能エネルギーを使用しています。 

駅施設については、ホーム・コンコース照明の

LED 採用、高効率の空調設備の導入などを検討して

いきます。車両については、減速時の運動エネル

ギーを電気エネルギーに換える「回生ブレーキ」

や、効率的なモーター制御を行う「VVVF インバー

タ」を搭載した省エネ車両の導入を進めています。 

５ その他 

廃棄物の中間処理施設である大田清掃工

場は、収集・運搬や最終処分とともに清掃事

業を構成する重要な機能を持ち、欠くことの

できない施設である。 

シールドトンネル工事に起因した地盤沈

下により清掃事業の安定的継続を阻害しな

いように、評価書案に記載された対策に万全

を期していただきたい。 

また、将来、施設の耐用年数を迎え、建替

え等の施設整備を行う場合においても、当該

事業に影響が出ることのないように十分な

対策をとっていただきたい。 

 

シールドトンネルの工事に際しては、地盤沈下

等が発生しないよう、環境影響評価書案に記載し

た環境保全のための措置を適切に実施していきま

す。 

将来の大田清掃工場の建替え等の施設整備につ

いては、本事業の工事に先立ち、大田清掃工場と

協議を行っていきます。 
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