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15 調査計画書の修正の経過及びその内容 

15.1 修正の経過 

東京都環境影響評価条例第 46 条第１項の定めによる調査計画書に対する調査計画書審査意見

書に記載された知事の意見並びに条例第45条において準用する条例第19条第１項の求めに応じ

て提出された周知地域区長(江戸川区長)及び近隣県市長（市川市長、浦安市長）の意見を勘案し、

また、事業計画の具体化に伴い調査計画書の一部を修正した。 

修正箇所、修正事項、修正内容及び修正理由は、表 15-1 に示すとおりである。 

 

表 15-1(1) 調査計画書の修正内容 

修正箇所 修正事項 修正内容及び修正理由 

記載ページ 

調査 

計画書 

評価書

案 

1 事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所

の所在地 

本社の所在地に変更した。 
p.1 p.1 

3 対象事業の内容の概略 工事計画の具体化に伴い、工事の

着工年度及び完了年度を変更した。 
p.1 p.1 

事業計画の具体化に伴い、破砕処

理施設、建設発生土ヤード、改良土

ヤードの高さを変更した。 

p.1 p.1 

4[6]対象事業の目的及び内容 

 4.1[6.1]事業の目的 本事業の実施により改善される事

項を記載した。 
p.2 p.9 

 4.2.2[6.2.2] 計画

の内容 

(1)施設計画 事業計画の具体化に伴い、各施設

の高さ、建築面積を変更した。 
p.6 p.13 

 表 4-2[表 6-2] 

事業工程 

工事計画の具体化に伴い、工事工

程を変更した。 
p.7 p.14 

 図 4-4[図 6-4]新施設配

置図 

事業計画の具体化に伴い、新施設

配置図を変更した。 
p.9 p.17 

 図 4-5[図 6-5]計画平面

図(1/1,000) 

事業計画の具体化に伴い、計画平

面図を変更した。 
p.10 p.18 

 図 4-6(1)～(3) 

[図 6-6(1)～(3)]計画断

面図①、③ 

事業計画の具体化に伴い、計画断

面図を変更及び追加した。 p.10 p.19 

 図 4-7[図 6-7(1)～(2)] 

計画立面図 

事業計画の具体化に伴い、破砕処

理施設の立面図の変更及び再生製

品ヤードの立面図を追記した。 

p.11 p.20-21 

 [図 6-8]完成予想図 事業計画の具体化に伴い、完成予

想図を追記した。 
- p.22 

 (2)整備計画 

2)廃材の処理フロー 

3)建設発生土の処理フ

ロー 

事業計画の具体化に伴い、廃材及

び建設発生土処理フローを変更し

た。 

p.13 

p.15 

p.25 

p.27 

 (5)緑化計画 事業計画の具体化に伴い、緑化面

積、緑化計画図を追加した。 
p.16 p.28-30 

 (6)環境保全計画 

1) 粉じん対策 

2) 騒音対策 

事業計画の具体化に伴い、破砕処

理施設の高さを変更した。 p.16 p.29 
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表 15-1(2)  調査計画書の修正内容 

修正箇所 修正事項 修正内容及び修正理由 

記載ページ 

調査 

計画書 

評価書

案 

4[6]対象事業の目的及び内容 

 4.3[6.3]施工計画

及び供用計画 

(1)工事工程の概要 工事計画の具体化に伴い、工事期間

を変更した。 
p.17 p.31 

 (2)工事の概要 工事計画の具体化に伴い、工事の概

要を追記した。 
p.17 

p.31 

～32 

 4.3.2[6.3.2] 供用

計画 

(2)車両運行計画 

4)搬出入車両台数 

調査結果及び事業計画を踏まえ、搬

出入車両の分類及び台数の見直し

をした(資料編 p.4 参照)。 

p.20 p.34 

7[7]環境影響評価の項目 

 7.1.2 選定した理

由 

(4)廃棄物 非飛散性アスベストが確認された

ため、予測・評価項目として追加し

た。 

p.118 p.46 

 7.2.2 選定しなか

った理由 

(1)悪臭 現地調査を実施したことを追記し

た。 
p.119 p.47 

 
(4)地盤 

(6)水循環 

工事計画の具体化に伴い、掘削深度

を 3m から 4m に変更した。 

p.120 

～122 

p.48 

～50 

 (4)地盤 

(6)水循環 

既存井戸は工事の完了後に廃止し、

利用することがないことを追記し

た。 

p.121 

～122 

p.49 

～50 

8 調査等の手法[8 環境に及ぼす影響の内容及び程度並びにその評価] 

 8.2.1[8.1]大気汚

染 

(2)調査方法 

[8.1.1]現況調査 

(3)調査方法 

6)自動車交通量等の状

況 

既存施設に搬出入する車両台数を

把握するため、調査地点を 1地点追

加した。 p.130 p.59 

 (3)予測及び評価の方法 

[8.1.4]評価 

 

千葉県の行政区域内については、

「二酸化窒素に係る環境基準につ

いて」（昭和 53 年環境庁告示第 38 

号）に定める基準のほか、「千葉県環

境目標値」（昭和 54 年 8 月 8 日千葉

県環境部長通知大第 114 号）を加え

た。 

p.133 p.81 

 8.2.2[8.2]騒音・振

動 

(2)調査方法 

[8.2.1]現況調査 

(3)調査方法 

低周波音の調査地点を計画地外4地

点のほか破砕機近傍の1地点を追加

した。 

p.135 
p.118 

～119 

 8.2.4[8.4]廃棄物 (3)予測及び評価の表法 

[8.2.4]予測 

(1)予測事項 

1)工事の施行中 

非飛散性アスベスト廃棄物の保管

方法及び運搬方法を予測事項に追

加した。 
- p.217 
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15.2 調査計画書審査意見書に記載された知事の意見 

調査計画書審査意見書に記載された知事の意見は、以下に示すとおりである。 

 

<知事からの意見> 

【大気汚染、騒音・振動 共通】 

1. 本事業では、施設供用後に解体工事が行われることから、工事の施行中の大気汚染及び騒音・

振動については、工事用車両と関連車両の同時走行を勘案の上、適切に予測時点や予測地点等の

設定を行うこと。 

 

2. 本事業では、更新後の処理能力の増加により関連車両の増台が見込まれることから、工事完了

後の大気汚染及び騒音・振動については、現況と施設供用後の関連車両台数の比較を明らかにし

た上で、主な走行経路における影響を予測・評価すること。 

 

【その他】 

環境影響評価の項目及び調査等の手法を選定するに当たっては、条例第 47 条第 1項の規定に基

づき、調査計画書に係る都民及び周知地域区長の意見並びに今後の事業計画の具体化を踏まえて

検討すること。 

なお、選定した環境影響評価項目のほか、事業計画の具体化に伴い、新たに調査等が必要とな

る環境影響評価の項目が生じた場合には、環境影響評価書案において対応すること。 

 

 

  



 

 258 

15.3 調査計画書に対する都民の意見書並びに周知地域区長及び近隣県市長の意見の概要 

調査計画書について、都民からの意見書が３件、周知地域区長(江戸川区長)及び近隣県市長（市

川市長及び浦安市長）からの意見書が２件提出された。周知地域区長及び近隣県市長からの意見

の概要は以下のとおりである。 

 

<都民からの意見> 

【環境全般】 

・「事業計画の策定に至った経緯によると用途の制約・施設の老朽化等から、既存敷地及び既存施設に

おいて、これ以上の環境保全対策を講じることは困難となってきた。また、搬出入車両による接続

道路の道路渋滞、今後の労働環境への対応等も課題となりつつある」とあるが課題の解決になるの

か疑問である。 

・環境整備の上限値を説明しているだけで既存と今後どう変わるかの説明がない。また、既存施設解

体後の既存敷地の空いたスペースについては、何の説明もない。 

・本事業にあたっては、地域住民に説明するとともに、意見・要望については適切に対応をお願いし

ます。 

 

【大気】 

・東風・北風が吹くと粉じんがたくさん飛んできます。風向きを考慮のうえ、調査地点を増やし、調

査してほしい。 

 

【騒音・振動】 

・土曜日の作業音で困っている。調査は土曜日も含めて行ってほしい。 

・騒音、交通量の調査は四季を通して行ってほしい。 

・整備計画の概要では、運転計画には、破砕処理施設 1 日 24 時間（24 時間の中で概ね 8 時間運転）

とあるが、8時～17 時以外で操業するのか。夜遅い時間や夜中に振動があると苦情がある。 

 

【水質汚濁】 

・工事完了後発生する排水の油水分離処理前と処理後の水質調査を行ってほしい。 

・現状の工場内に存在する地下水の水質調査を行ってほしい。 

 

【大気、騒音・振動ほか】 

・現状の工場から発生している「アスファルト粉塵」、「騒音」、「悪臭（アスファルト臭）」で困ってい

る。調査を妙見島内だけでなく、事業の実施が環境に影響を及ぼすと予想される地域（調査計画書

p150）の範囲内においても、調査地点を設けて現在の状況を把握してほしい。 

・深夜時間帯も操業するようなので、24 時間連続で騒音や振動、交通量、粉じんの調査をしてほしい。 

・以前から重機で石を砕く音がうるさい。粉じんも風向きにより対岸まで来て車の上に積もる。本来

なら工業専用地域の仕事だと思う。 

 

【大気、騒音・振動ほか】 

・妙見島に出入りするトラックにより、交通渋滞と待機するトラックの路上駐車が引き起こされてい

る。周辺道路も含めて調査してほしい。 

・交通量調査は妙見島に出入りする車両も調査してほしい。 

・アスベストの使用が確認された場合は、適切な飛散防止対策を講じたうえで解体工事を実施すると

ともに適切に処理するとあるが、地域住民に処理の仕方を説明するため現場を見せてもらいたい。

また、新規施設が完成後に現地を見せてもらいたい。 

・自然災害や火災などに対する対策を示してもらいたい。 
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<周知地域区長(江戸川区)からの意見> 

1. 調査計画書において、予測・評価項目として選定されていない項目についても、関係法令を遵

守し、適切に管理すること。また、事業の進捗により、環境に影響を及ぼすおそれが発生した場合

は、評価項目として選定する等、速やかに対応されたい。 

 

2. 事業場から発生する騒音・振動・悪臭・粉じん等の公害現象に対して、既存施設も含めて現況を

把握し、既存敷地を含む計画地全体で、測定地点や評価事項等の見直しを検討されたい。また、工

事施工中も既存敷地の稼働があると思われるので、既存敷地の稼働に伴う公害現象を考慮して、

調査・予測・評価されたい。 

 

3. 現在の道路ネットワークを考慮すると旧江戸川沿いの土手道(特別区道 A-440)から東葛西 4 丁

目の住宅街を抜けるルート(特別区道 430-190)を使用する搬入・搬出車両が多く、事業規模拡大に

より通過車両の増加が懸念されるため、調査地点数の追加を検討されたい。同様に、事業拡大に

よる交通渋滞が予測される妙見島へ降りる地点を加え、調査・予測・評価を実施されたい。 

 また、交通量に変動があると思われるので、四季に渡って、調査、予測、評価を実施されたい。 

 

4. アスファルトプラントやリサイクルプラントには複数の臭気発生源があり、悪臭苦情の申し立

てもあることから、既存施設であっても、調査・予測・評価を実施されたい。 

 

5. 高さ 10m の遮音壁があるため、騒音及び粉じん調査地点(計画地外)では高さも考慮して調査・

予測・評価を実施されたい。また、計画ではヤードが遮音壁より高くなっており影響は広範囲に

わたると考えられるため、対岸に調査地点を設けることを検討されたい。騒音に関しては深夜時

間帯の作業も予定されているので、それを踏まえて調査・予測・評価されたい。 

 

6. 低周波に関して、発生源に最も近い敷地境界で調査・予測・評価を実施されたい。 

 

7. リサイクルプラントはアスファルト分の燃焼も考えられる。アスファルト分には硫黄が含まれ

ているため、リサイクルプラントから発生する硫黄酸化物について調査・予測・評価を実施され

たい。 

 

8. 「地下水の汲み上げを行う工事計画はない」と記載あるが、敷地内に設置している既存井戸を

今後も利用するのであれば、地盤沈下について調査・予測・評価を実施されたい。 

 

9. 『大部分が「工業地帯」及び「造成地」であり、陸上生物の生息に適した環境は少ない』と明記

されている(p122)が、そもそも妙見島は都市計画上「緑地」指定となっていることから、生物・生

態系を創出できる環境に配慮した計画とすべきであり、調査、予測、評価を実施されたい。 

 

10. 本事業にあたっては、地域住民に説明するとともに、意見・要望については適切に対応された

い。 
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<近隣県市長(市川市長)からの意見> 

1. 大気汚染物質のうち、二酸化窒素について、千葉県は窒素酸化物に係る施策の目標とすべき環境目

標値(日平均値の年間 98 パーセント値が 0.04ppm)を県下一律に設定し、運用している。 

このことから、選定した環境影響評価項目のうち、大気汚染に係る予測・評価小項目における二酸

化窒素の評価の指標について、その予測地域のうち、千葉県の行政区内については「二酸化窒素に係

る環境基準について」(昭和 53 年環境庁告示第 38 号)に定める基準の他、「千葉県環境目標値」(昭和

54 年 8 月 8日千葉県県境部長通知大第 114 号)を加えること。 

 

2. 環境影響評価の実施にあたっては、本環境影響評価調査計画書に則り実施することは勿論のこと、

新たに疑義が生じた場合又は知見の集積が得られた場合等について、適切に対応し、環境影響評価制

度の趣旨に照らし、適切な配慮を講じること。 

 

<近隣県市長(浦安市長)からの意見> 

【悪臭評価の追加】 

悪臭について、廃棄物処理施設としての設置であることや、当該影響範囲内の地域より悪臭により

苦情が発生していることからも、悪臭においても予測・評価をすること。 

 

【大気汚染物質の目標値の見直し】 

千葉県は窒素酸化物に係る施策の目標とすべき環境目標値(日平均値の年間 98%値が 0.04ppm)を県

下一律に設定し、運用している。 

このことから、選定した環境影響評価項目のうち、大気汚染に係る予測。評価小項目における二酸

化窒素の評価の指標について、その予測地域のうち、千葉県の行政区域内については「二酸化窒素に

係る環境基準について」(昭和 53 年環境庁告示第 38 号)に定める基準のほか、「千葉県環境目標値」

(昭和 54 年 8 月 8 日千葉県環境部長通知第 114 号)を加えること。 

 

【その他】 

環境影響評価の実施にあったては、本環境影響評価調査計画書に則り実施することは勿論のこと、

新たに疑義が生じた場合、又は知見の集積が得られた場合等について、適切に対応し、環境影響評価

制度の趣旨に照らし、適切な配慮を講じること。 
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