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6．評価書案について提出された都民の意見書及び事業計画段階関係市長等 

の意見の概要並びにこれらについての事業者の見解  
 

評価書案について提出された都民の意見書及び事業段階関係市長等※の意見の件数の

内訳は、表 6-1 に示すとおりである。 

都民の意見書の内容及び事業者の見解は、表 6-2～9 に示すとおりである。意見の内容

については、意見書毎の原文をそのまま掲載する形を基本とした。 

 

表 6-1 意見等の件数の内訳 

意見等 件 数 

都民の意見書 4 件 

事業段階関係市長等の意見 0 件 

合 計 4 件 

 

 

 

  

 

※事業段階関係市長等とは、条例第 54 条で準用する第 19 条第 1 項の規定に基づく知事が定めた事業段階

関係市長（青梅市長）及び条例第 51 条で準用する第 15 条の規定による協議に基づく近隣県市長（埼玉

県入間市長）を指す。 
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表 6-2 都民の意見書の内容及び事業者の見解 

意見の内容 事業者の見解 

項 目 大気汚染、騒音・振動、水循環、生物・生態系 

1.  大気汚染 
計画地は、従来より土埃が多く舞う地域である。 
 
造成工事により植栽の撤去、土砂の移動により、表
土がむき出しになるなど、今以上のものが舞うことが
考えられる。 
 
工事中はもとより完了後、進出企業の進出時の工事
についても対策が必要と考える。 
 
一般粉じんの大気中濃度は、指標に適応するとある
が、疑問である。 

粉じんの予測については「道路環境影響評価の
技術手法（平成24年度版）」（平成25年3月、国土交
通省 国土技術政策総合研究所、独立行政法人土
木研究所）に示される予測方法に基づくものであり、
予測結果は評価の指標に適合するものと考えており
ます。さらに、造成工事期間中は、造成箇所の速や
かな転圧、住居地域に近接する敷地境界西側付近
への仮囲い（万能鋼板、高さ3.0m）の設置、適宜、
散水等により、粉じんの飛散防止に努めます。 

また、本事業による工事が完了した街区では、順
次、進出企業による建築工事が行われるため著しい
粉じんの発生は想定されませんが、適宜、散水等の
粉じん防止 対策を進出 企業に働きかけてまいりま
す。 

2.  騒音振動 
 
岩蔵街道の計測地点No.6は、計画地南北先端で
は、交差点、傾斜、路盤の条件が異なり、基準以下
とはいえ、住民は、現在も体感では、かなりの振動を
感じており、工事中はもとより、完成後、進出企業の
進出による騒音・振動の変化に不安を感じている。 
 
また一部とはいえ、「騒音に係る環境基準」に適応し
ていない地点があることも明記されており、十分な対
策がなされるか疑問である。 
 
【次ページへ続く】 

工事の施行中は、一時的に計画地西側に隣接す
る岩蔵街道を工事用車両が走行しますが、No.6に
お け る 工 事 用 車 両 に よ る 増 加 レ ベ ル は 騒 音 が
0.0dB、振動が0.0～0.1dBであり、工事用車両による
影響はほとんどないものと評価しております。また、流
通業務施設の供用後（本事業の完了後）の関連車
両は、計画地内に整備する都市計画道路を走行す
るため、No.6を含む計画地西側の岩蔵街道を走行
しない計画です。 

なお、予測を行った一部地点において「騒音に係
る環境基準」を上回る値もみられますが、現況の騒
音レベルが既に環境基準を上回る、もしくは環境基
準 と同 値 であり、工 事 用 車 両 による増 加 レベルは
0.0dB、流通業務施設供用後の関連車両による増
加レベルは0.4～0.8dBであることから、影響はほとん
どない、もしくは小さいものと評価しております。 

本事業においては、工事用車両の計画的かつ効
率的な運行管理に努めるとともに、車両のアイドリン
グストップを周知徹底する等の環境保全のための措
置を講じ、進出企業に対しても同様の措置を講ずる
よう働きかけを行い、騒音、振動の影響の低減に努
めてまいります。 
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表 6-3 都民の意見書の内容及び事業者の見解 

意見の内容 事業者の見解 

項 目 大気汚染、騒音・振動、水循環、生物・生態系 

【前ページから続く】 
3.  水循環 
 
計画の調整池は、降雨強度(5年確立)に基づき、降
雨量の予測を60mm/hとしているが、隣接の宅地で
は、豪雨により数回にわたり、床上浸水の被害が発
生しており、1996年8月22日には100mm/h以上の降
雨により、100数十世帯が浸水、北側を流れる矢端
川も、通常の水位より多くの雨水が流れ込み、作物
に大きな被害を与える事態が発生した。また、この地
域は水窪といわれるように、水の溜まりやすい場所で
ある。 
 
想定された調整池地下浸透処理が予測通りの効果
があり宅地への流失が防げるのか疑問である。 
 
工事中はもとより完了後、進出企業の進出時の対策
が必要と考える。 

計画地は、「東京都雨水貯留・浸透施設技術指
針（資料編）」（平成21年2月、東京都総合治水対策
協議会）に示される「東京都浸透能力マップ」による
浸透に適した地域に位置づけられています。 

本事業の公共用地における雨水については、街
渠部の浸透側溝、又は浸透ますに表面排水を集水
して地下浸透させるとともに、一部の雨水は雨水本
管へ流下し、雨水本管で受けた雨水は、最終的に
は3箇所の緑地内に設置する雨水貯留浸透施設に
おいて、自区内処理を行います。宅地（流通業務施
設用地等）における雨水についても、各進出企業が
同様に自区内で浸透処理を行うことから、計画地内
の雨水は矢端川を含む周辺地域には放流させない
計画です。 

これらの雨水の浸透能力は、「『都市計画法』の規
定に基づく開発行為の許可等に関する審査基準」
（令和2年4月、東京都都市整備局）である「60mm/h」
の降雨量に適合する計画としております。また、雨水
の浸透を促すために、上記の雨水流出抑制施設に
加え、公共用地（緑地）内に設置する雨水貯留浸透
施設の底面に浸透井戸を設置し、約G.L.-10m以深
の十分な層厚をもった砂礫層にて浸透処理を行う計
画としております。 

なお、工事の施行中から進出企業による工事が
行われるまでの期間においても、同等の浸透能力を
有する仮設の雨水流出抑制施設を設置し、地下浸
透処理を行う計画としております。 

今後、詳細設計にあたっては、上述の基準である
60mm/h以上の降雨量にも対応できるように検討を
行ってまいります。 

4.  地下水涵養の変化の程度 
 
「本事業においては、十分な浸透能力を有する雨水
流出抑制施設を設置し、計画地内の効用用地に降
った雨水は表面流出量分も含めて地下浸透処理を
行うことから、工事の完了後における地下水涵養は、
現況と比較して増加する」 
 
「地表面流出量に著しい影響を及ぼさない」 
 
とされているが、近年増加している集中豪雨の時、雨
水流出抑制施設は満杯になる前に矢端川への放流
を行うはずである。しかし矢端川はそれらを受け止め
られるような河川できない。計画地上流部にあたる今
井3丁目地内の雨水調整池も自動制御により矢端
川への放流ができず、多大な浸水被害を起こしてい
る。 
 
当該雨水流出抑制施設の能力が100％発揮できる
として計算がされていると思うが、何時間も矢端川へ
の排出なしで、表面流出を完全に封じることができる
のか、考察されていない。 
 
またローム層の下には砂礫粘土質の地層＝帯水層
がある。これにより計29,640m3(リューベ)もの浸透水
を受け止めることに限界が生じるはずであるが、それ
についても考察されていない。 
 
降雨による地下水位の変化の予測を示したうえで、
対策を講じるべきである。 
 
【次ページへ続く】 
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表 6-4 都民の意見書の内容及び事業者の見解 

意見の内容 事業者の見解 

項 目 大気汚染、騒音・振動、水循環、生物・生態系 

【前ページから続く】 
5.  生物・生態系 
 
動物相及び動物群衆の変化の内容及びその程度 
 
「コナラ群落を残存する」とのことだが、計画地最北
部、都市計画道路青3-5-12の北側に新たに計画地
に組み入れられたコナラ林は、もともとそこに住むあ
るいは利用する動物がいる。野生動物には厳しいテ
リトリーがあり、このコナラ林の面積が動物たちにとっ
て持つ意味は非常に低い。 
 
もともと計画地に入っていなかったこの林を、計画地
へ編入したことは人間の功利的な計算に基づいてい
る印象を持たざるを得ない。 
 
また流通業務施設用地内の緑地はそれぞれが孤立
しており、野生動物や生物の動線が確保されない。
それらを配慮することなく、野生動物や生物がこれら
を利用すると予測するのは、完全に無理がある。 
 
地域の生物・生態系を残すには、連続した形で自然
環境を残すべきである。 
 

調査計画書段階において、当該コナラ群落は改
変区域となっておりましたが、評価書案段階の見直
しに伴い、計画地内の生息・生育環境として最も多
様性に富むコナラ群落をすべて公園内に残存する
計画といたしました。 

今後、高齢化がみられるコナラ林の更新伐も含め
て、コナラ群落としての林分構造や種組成を持つ群
落として再生を図ることにより、多くの生物の良好な
生息、生育環境の向上に努めてまいります。 

本事業では公共用地である1号公園、1号緑地、2
号公園、計画地内外を接続する都市計画道路等に
も植栽帯を設け、まとまりと連続性をもった緑地を整
備する計画です。 

また、流通業務施設用地内においても、「東京に
おける自然の保護と回復に関する条例」や青梅市の
地区計画により、各敷地面積の15％以上の緑化が
確保されることから、北側の街区では1号公園や1号
緑地に、東側の街区では計画地東側の畑地に近接
して配置するなど、計画地内外の緑地とのまとまりや
連続性をもった配置となるよう各進出企業へ働きか
けてまいります。さらに、植栽樹種については、「植栽
時における在来種選定ガイドライン」等を踏まえた、
地域の潜在植生、在来の構成種を選定するよう働き
かけてまいります。 

計画地及び周辺で確認されている生物は、緑の
多い住宅等の人為的環境下に生息する種が中心で
あることから、上記に示した緑地環境の創出等によ
り、地域の生物・生態系への影響の低減に努めてま
いります。 

6.  生物・生態系 
 
エ  緑の量の変化の内容及びその程度 
 
「工事完了後は・・・各進出企業により流通業務施
設用地内が緑化がなされることから工事の完了後に
おける緑被率は17.63%と予測した」とあるが、各施設
の緑地管理は誰がモニター調査するのか。施設によ
って土地の有効利用のために後年に緑地を減らす
ことも考えられ、この緑被率は下がる恐れがあるので
はないか。 
また都市計画道路の植栽帯については、青梅市と
協議して高木の並木とするなど、失われる緑の量を
少しでも回復できるような形を明記するべきである。 
 
 

以上 

各進出企業による流通業務施設用地内の緑化に
ついては、「東京における自然の保護と回復に関す
る条例」や青梅市の地区計画により、敷地面積の
15%以上の緑地が確保されます。 

本事業の完了後においても、各進出企業に樹木
や緑地の適切な維持管理に努めるよう働きかけてま
いります。 

また、都市計画道路の植栽帯についても、今後、
高木等を含む具体的な植栽計画の検討について、
東京都や青梅市と協議の上、計画地のさらなる緑の
創出を図ってまいります。 
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表 6-5 都民の意見書の内容及び事業者の見解 

意見の内容 事業者の見解 

項 目 騒音・振動、水循環、景観、その他（交通等） 

①本編6 騒音、振動について 
 
アセスメント上の数値は基準で有り実際にはこれ以
上のものも予測される。都道岩蔵街道沿線が現状で
もかなり激しい地域で有り今後工事が開始された状
況下で関係車両等による騒音、振動が増幅される予
測が出来る。 
今回測定された場所のNO6の今井3丁目30番地の1
は比較的平坦地で有り、車両への負担が軽減される
地域である。 
考慮すべきは通過車両への負担が増大する上り坂
の排気音による騒音、スピードが出ている車両がマ
ンホール上で飛び跳ねる振動などは、現状でも就寝
中に起きてしまうこともある状況である。 
計画の中には岩蔵街道への車両流入を減少させる
ため、青梅インター方面から岩蔵街道に進入する全
ての車両を入ることが出来なくなるようにするようでは
ありますが、北側の反対方向からは進入出来、上り
坂もあるため大型車両の騒音は解消されない懸念
はある。 
今後、工事完成後倉庫への物品納入する大型車両
などの北側からの通過が増加することも予想でき、更
なる騒音、振動が増加し近隣住民の不安を得るもの
と考える。 

岩蔵街道における道路交通騒音は、工事の施行
中（No.2、No.6）及び流通業務施設の供用後（本事
業の完了後）（No.2）ともに影響はほとんどない、もし
くは影響は小さいものと評価され、道路交通振動に
ついても評価の指標を大きく下回る結果となっており
ます。 

本事業においては、工事用車両の過負荷運転や
道路地盤の状況による騒音、振動の増加を防止す
るために沿道住民に配慮したエコドライブの周知徹
底、関係行政に対して道路地盤の改良等の働きか
けを行い、進出企業に対してもエコドライブの周知徹
底等の措置を講ずるよう働きかけ、騒音、振動の影
響の低減に努めてまいります。 

また、供用後の流通業務施設の関連車両につい
ては、計画地内に整備する都市計画道路を走行す
るため、No.6を含む計画地西側の岩蔵街道を走行
しない計画です。 

なお、岩蔵街道を計画地南側から北側方面に向
かう一般車両、青梅インターチェンジから岩蔵街道を
経由し、計画地北側方面に向かう一般車両につい
ては、計画地内に新たに整備される都市計画道路
を経由するルートへ転換されます。 

②本編８ 水循環について 
当該地域の現状は畑作地域であり降雨は地中にほ
ぼ浸透されている。 
今後、物流施設が完成すると地面は舗装され降雨
は地面に浸透されず地表を低地に向かい流れるも
のと思われる。 
当該地域に隣接している今井3丁目地域の特に水
窪と呼ばれている場所は名前の由来の通り水の溜ま
りやすい地域である。 
過去にも床上浸水等の被害を発生させている地域
で有りこの地域は当該地域より低位置に有り大量の
降雨があったときその水が水窪地域に流れ込み大き
な水害をもたらすと思われる。 
その対策として調整池を設置するとあるが、時間雨
量60mmまでの対応を想定して設置すると聞いている
が、それ以上の降雨も想定しないと、近年の異常気
象とも思える100mm以上の降雨に対応できるか不安
である。 
また、今井2丁目地内矢端川にも現状より多くの水が
流れ込む事が考えられ、矢端川流域、更に霞川に
合流後の河床の高い入間地域の霞川流域の水害
が多くなることも想定できる。 
 
【次ページへ続く】 

計画地は、「東京都雨水貯留・浸透施設技術指
針（資料編）」（平成21年2月、東京都総合治水対策
協議会）に示される「東京都浸透能力マップ」による
浸透に適した地域に位置づけられています。 

本事業の公共用地における雨水については、街
渠部の浸透側溝、又は浸透ますに表面排水を集水
して地下浸透させるとともに、一部の雨水は雨水本
管へ流下し、雨水本管で受けた雨水は、最終的に
は3箇所の緑地内に設置する雨水貯留浸透施設に
おいて、自区内処理を行います。宅地（流通業務施
設用地等）における雨水についても、各進出企業が
同様に自区内で浸透処理を行うことから、計画地内
の雨水は矢端川を含む周辺地域には放流させない
計画です。 

これらの雨水の浸透能力は、「『都市計画法』の規
定に基づく開発行為の許可等に関する審査基準」
（令和2年4月、東京都都市整備局）である「60mm/h」
の降雨量に適合する計画としております。また、雨水
の浸透を促すために、上記の雨水流出抑制施設に
加え、公共用地（緑地）内に設置する雨水貯留浸透
施設の底面に浸透井戸を設置し、約G.L.-10m以深
の十分な層厚をもった砂礫層にて浸透処理を行う計
画としております。 

今後、詳細設計にあたっては、上述の基準である
60mm/h以上の降雨量にも対応できるように検討を
行ってまいります。 
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表 6-6 都民の意見書の内容及び事業者の見解 

意見の内容 事業者の見解 

項 目 騒音・振動、水循環、景観、その他（交通等） 

【前ページから続く】 
③本編10 景観について 
当該地域は畑作地域で近辺に遮蔽物がなく、朝日
が望めるうえに、夕日と伴い丹沢、奥多摩、秩父の
雄大な山地を一望できる青梅市民（都民）の憩いの
場でもある。 
毎年正月元旦には近隣住民が初日の出を見に来る
場所でも有り、西側の雄大な山地を見ながら心を休
める憩いの場所でもある。 
対策として、公園の設置を計画されているようだが、
現 状 も景 観 や、それに伴 う憩 いの場 を求 めている
人々が多く、実際の近隣住民の利用は少ないと思わ
れる。大自然の豊かな景観を誇る青梅を認識できる
場所を都民のために保全出来るよう希望する。 

本事業の計画地は、東京都及び青梅市の上位計
画に基づき、流通業務機能などを集積する拠点形
成に位置づけられている場所であり、計画地の約8
割が流通業務施設用地として利用される計画です。
ただし、地区計画により、建築物の高さは31m以下に
抑えられます。また、各進出企業により敷地面積の
15％以上の緑化が施されることとなりますが、計画地
内外の緑地とのまとまりや連続性をもった配置となる
よう働きかけるなど、建築物の出現による影響の緩和
や周辺の市街地景観との調和に配慮した景観の創
出を図ります。 

また、計画地内の北側斜面地や岩蔵街道沿いを
中心に、近隣住民の休息や散策等の利用を目的と
して1号公園、2号公園を整備し、将来管理者である
青梅市と協議の上、ベンチやトイレのある憩いの場を
創出する計画です。公園以外にも、都市計画道路
等に植栽帯のある歩道を設置し、計画地内の散策
等に利用いただける場として整備する計画です。 

④その他について 
工事期間中及び物流倉庫完成後に今井3丁目住宅
地域市道における交通量の増加が懸念される。 
現状でも通り抜けの車両が多く過速度で通過し危険
である状況が、今後工事車両の進入、完成後に通
勤する従業員の車両の通り抜けなど小学生の通学
等に危険を及ぼすため対策を講じてもらいたい。 
今後、環境に関する障壁は色々と発生すると思われ
るが東京の大自然の玄関口青梅にふさわしく、住民
が住みやすい土地にして貰うべく要望する。 

以上 

工事の施行中における工事用車両につきまして
は、評価書案に記載した走行経路を走行するよう、
徹底いたします。流通業務施設の供用後（本事業の
完了後）の関連車両につきましても、同様に各進出
企業に働きかけを行います。そのため、ご懸念されて
いる今井3丁目住宅地域市道を本事業の車両が走
行することはないものと考えます。 

本事業では、東京都及び青梅市の上位計画を踏
まえた地区計画に基づき、周辺の農地や住環境に
配慮しつつ、事業を進めてまいります。 

  



38 

表 6-7 都民の意見書の内容及び事業者の見解 

意見の内容 事業者の見解 

項 目 生物・生態系、景観、その他（近隣の水害対策） 

1 野鳥や虫等、多様な生物が生息するためには連
続した緑地が必要だと言われています。霞丘陵から
霞川～今井地区～圏央道青梅インター入り口近く
の森～畜産試験場～への連続した緑地を保全する
ためには、１号公園から1号緑地、２号公園から続
き、その先E、F、G地区の方にも緑地帯を延長してい
ただきたい。 

本事業では公共用地である1号公園、1号緑地、2
号公園、計画地内外を接続する都市計画道路等に
も植栽帯を設け、まとまりと連続性をもった緑地を整
備する計画です。 

また、流通業務施設用地内においても、「東京に
おける自然の保護と回復に関する条例」や青梅市の
地区計画により、各敷地面積の15％以上の緑化が
確保されることから、北側の街区では1号公園や1号
緑地に、東側の街区では計画地東側の畑地に近接
して配置するなど、計画地内外の緑地とのまとまりや
連続性をもった配置となるよう各進出企業へ働きか
けてまいります。さらに、植栽樹種については、「植栽
時における在来種選定ガイドライン」等を踏まえた、
地域の潜在植生、在来の構成種を選定するよう働き
かけてまいります。 

計画地及び周辺で確認されている生物は、緑の
多い住宅等の人為的環境下に生息する種が中心で
あることから、上記に示した緑地環境の創出等によ
り、地域の生物・生態系への影響の低減に努めてま
いります。 

2  コナラ群落だけでなく、桜、ケヤキ等の現存する
木なども生かせるようにしてほしい。また、野鳥に関し
てはスズメだけでなく、モズ、ホオジロ、セキレイ、カワ
ラヒワ、ヒバリ等も生息している。今までと同様、自然
とのふれあい活動の場を確保していただくことを希望
する。 

本事業では、公園内にコナラ群落を残存するほ
か、地域の潜在自然植生や在来の構成種を考慮し
て、新たにシラカシ、ケヤキ、コブシ、ヤマザクラ、イロ
ハモミジ、ヒサカキ、ユキヤナギ等を植栽する計画で
す。計画地及び周辺で確認されている生物は、緑の
多い住宅地等の人為的環境下に生息する種が中
心であることから、計画地内の緑地環境を適切に維
持管理することで、将来も引き続き、同様の種が生
息するものと考えます。 

また、計画地内には、近隣住民の休息や散策等
の利用を目的として1号公園、2号公園を整備し、将
来管理者である青梅市と協議の上、ベンチやトイレ
のある憩いの場を創出する計画です。公園以外にも
都市計画道路等に植栽帯のある歩道を設置し、計
画地内の散策等に利用いただける場として整備する
計画です。 

3  今井3丁目の水害対策として、計画地内に高台
の避難所の設置するなど、防災機能の強化を希望
する。 

本事業の計画地に降った雨水は、街渠部の浸透
側溝、又は浸透ますに集水して地下浸透させるとと
もに、一部の雨水は雨水本管へ流下する。雨水本
管で受けた雨水は、3箇所の緑地内に設置する雨水
貯留浸透施設において全量を自区内で浸透処理
し、今井3丁目を含む地区外には流出させない計画
です。 

また、計画地内の3号公園及び4号公園は、将来
管理者である青梅市により、周辺の農業振興の場と
して利用されるとともに、災害時における一時的な避
難地としての使用も検討されています。 

4 今回の計画事業地は広々としてとても美しい奥多
摩、霞丘陵の山並みが見られて心癒される場所であ
る。今後もこの美しい風景を見ることができるように、
丘のある公園を作ったり、散歩道を現在の計画より
増やし、市民の憩いの場を残してほしい。 

計画地は、全体として起伏が少ない土地であり、
本事業においても、公園を含め現況地形を極力活
かした土地利用を計画しております。1号公園につい
ては、現況の傾斜地を使用し、計画地北側及び西
側の奥多摩や霞丘陵の山並みを眺望できる公園と
して整備する計画です。 

また、計画地内には、近隣住民の休息や散策等
の利用を目的として1号公園、2号公園を整備し、将
来管理者である青梅市と協議のもと、ベンチやトイレ
のある憩いの場を創出する計画です。公園以外にも
都市計画道路等に植栽帯のある歩道を設置し、計
画地内の散策等に利用いただける場として整備する
計画です。 
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表 6-8 都民の意見書の内容及び事業者の見解 

意見の内容 事業者の見解 

項 目 生物・生態系、その他（事業全般、工事の影響） 

1、 始めに 
A事業の必要性について 
今井土地区画整理事業主体の東京都青梅市は3多
摩地域27市町村の中で唯一放課後の居場所となる
児童館がないなど、教育施設が不足している。また、
小学校、中学校の老朽化も進み、十分な改修なども
行われていない。このように子供たちに必要で十分
な予算がつかず、青梅市は子供たちに極めて冷た
い市である。 

十分に教育に費用を掛けず、このような土地整理
事業に道路整備などで出資するのはおかしい。この
事業を中止し、教育関係に回すべきである。 

本事業は地権者により組織される組合施行による
土地区画整理事業であり、左記の質問については、
当準備組合としては、お答えすることはできません。 

B 採算性について 
青梅インター直近に日立製作所青梅工場跡地があ
る。規模といい、今回の土地区画整理事業と規模や
用途が似ている。このような、大規模な再開発が2か
所も必要なのだろうか。このような再開発した土地に
誘致となる企業が来るのだろうか。すでに、青梅市は
東青梅駅前ビルを建設し再開発したが、テナントが
埋まらず、赤字を出している。 
開発のつけを市民やさらに子供たちにまわすのはや
めるべきである。 

上記の見解にも記載しましたとおり、本事業は地
権者により組織される組合施行による土地区画整理
事業です。そのため、左記の質問については、当準
備組合としては、お答えすることはできません。 

なお、本事業は現在、都市計画及び環境影響評
価の手続き中ではありますが、並行して企業進出に
関する意向確認を行う等、企業誘致を行ってまいり
ます。 

2 環境評価書について 
A植物の科名について、 

ノカンゾウの科名について、概要評価書P65 表8-
5-3「注目される植物種の確認状況」では科名がスス
キノ科となっている。これはツルボラン科ではないかと
思われる。分類が変化しているので、最新のものにし
ていただきたい。 

ノカンゾウの科名については、ご指摘のツルボラン
科や「東京都の保護上重要な野生生物種（本土部）
-東京都レッドリスト（本土部）2020年版-」に示される
ワスレグサ科等、出典により異なっておりますが、本
評価書案においては、「表8.5-2 注目される植物種
一覧」の注釈に記載のとおり、「河川水辺の国勢調
査のための生物リスト令和2年度版生物リスト」に従
い、ススキノキ科としております。 

B樹林地や高樹林の保護について 
概要評価書p56 図8-3-1地形・地質の現地調査地
点のNo4付近にはクワやミズキなどを主体とした樹林
地がある。（Fig1）。 
同じページのNo5、計画地中央付近には胸高直径
50cm程度のクスノキの単独の大木がある。（Fig2）。
近くにはカキなどを主体とした雑木林がある（Fig3）。 
このような樹林地や樹木は普通種であるが、緑地な
どとして重要である。どのように残すのかが評価書で
は不明である。 
（写真あり） 
 
【次ページへ続く】 

本事業は組合施行による土地区画整理事業であ
り、各地権者から提供された土地の一部を公共用地
等の整備や事業費に充て、事業を進めるものであ
り、事業成立の観点から計画的な公園、緑地の配置
や面積等の検討が必要となります。 

したがって、本事業においては、まとまりと連続性
をもった緑地の整備に主眼を置き、計画地内で最も
生物の多様性に富むコナラ群落を1号公園内に残
存し、隣接して1号緑地及び2号公園を整備する計
画といたしました。 
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表 6-9 都民の意見書の内容及び事業者の見解 

意見の内容 事業者の見解 

項 目 生物・生態系、その他（事業全般、工事の影響） 

【前ページから続く】 
B野鳥について 
計画地において、ツミやハイタカ、チョウゲンボウなど
の猛禽類が散見されている。近隣の狭山丘陵や霞
丘陵などから飛来したと考えられる、これらの猛禽類
は開けて餌をとる狩場が必要になる、計画地は広い
場所になっており、これらの猛禽類の狩場となってい
る可能性がある。何回か再調査し、その可能性を確
かめるべきである。 

猛禽類については、目視による鳥類調査での採
餌を含む利用状況の確認、好適採餌環境の分布状
況等について調査し、調査地域における猛禽類の
状況を確認しております。 

現地調査の結果、計画地及び周辺においてハイ
タカ、ハヤブサ、トビ、オオタカ、チョウゲンボウの5種
の猛禽類が確認されており、ハイタカは秋季に1箇所
1例、ハヤブサは冬季に1箇所1例、トビは秋季に1箇
所2例の確認であり、これらの種は確認状況からいず
れも飛翔や通過等の一時的な利用と考えられます。 

計画地及び周辺地域を主な採餌場等として利用
する可能性が高いと考えられるオオタカについては、
夏季に2例の確認であり、主な採餌環境が林内や林
縁であることから、計画地内に好適採餌環境はほと
んど分布しておりません。 

また、チョウゲンボウについては、春季～秋季に6
例の確認であり、草地・耕作地等の好適採餌環境は
計画地内にも分布することから、計画地内の一部を
採餌のために利用している可能性が考えられます。 

しかしながら、草地・耕作地等の好適採餌環境は
当該地域に広く分布し、本種は計画地及び周辺地
域を広く利用していることから、本事業による本種の
採餌環境の変化の程度は小さいものと考えます。 

3 今後について 
計画地のすぐ近くには児童養護施設の今井城学園
がある。少し離れて藤橋小学校がある。もしも、アセ
スメントが通り、工事が始まっても、これらの施設には
影響がないようにすべきである。 

工事の実施にあたっては、隣接する今井城学園
や周辺の藤橋小学校に事前に工事説明を行うととも
に、工事関係者に対しても当該施設により一層の配
慮を行うよう、工事用車両の規制速度の遵守や計画
的かつ効率的な運行管理に努める等の工事中の安
全対策や環境保全対策を徹底いたします。 
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（意見書に添付された写真） 

Fig1 樹林地                              Fig2 クスノキ 
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