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6. 都民の意見書及び事業段階関係区長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区長の意見の件数は、表 6-1 に示すとお

りである。 

評価書案について提出された都民の意見書は0件であった。 

評価書案について提出された事業段階関係区長(港区長、千代田区長)の意見については、全文を記載

し、それぞれに対する事業者の見解を述べる。 

表6-1 意見等の件数の内訳 

意見等 件数 
都民の意見書 0 

事業段階関係区長の意見 2 

合計 2 

 

6.1 都民の意見書の概要及び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は0件であった。 
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6.2 事業段階関係区長の意見及びこれらについての事業者の見解 

6.2.1 港区長の意見と事業者の見解 

項目 総論 

区長の意見 事業者の見解の概要 

環境影響評価書を作成する際は、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。 

また、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、一般の方々が理解しやすいものとなるよう努めま

す。 

また、計画地周辺の住民及び関係者等のご意見・ご

要望を聞きながら、真摯に対応します。 

 
項目 大気汚染、騒音・振動 

区長の意見 事業者の見解 

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

てください。 

工事の実施にあたっては、評価書案p.97、p.128に

示したとおり、仮囲いを設置するとともに、建設機械

の集中稼働を避け、効率的な稼働を図るように努めま

す。 

また、作業時間及び作業手順は、周辺に著しい影響

を及ぼさないように、事前に工事工程を十分に検討し

ます。 

工事に使用する建設機械は、最新の排出ガス対策型

建設機械や低騒音型建設機械を採用し、低騒音工法及

び低振動工法の採用に努め、アイドリングストップを

励行し、周知・徹底することにより、大気汚染及び騒

音・振動の低減に努めます。また、必要に応じて散水、

粉じん防止用のシートを使用するなど、粉じんの発生

防止に努めます。 

また、今後決定する工事の施工者に対して、環境保

全のための措置を確実に実施することを要請します。 

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、より一層の低減に努めてください。 
工事の実施にあたっては、評価書案p.97、p.128に

示したとおり、工事に関する環境保全のための措置を

確実に実施し、大気汚染、騒音、振動等が環境基準及

び規制基準を上回ることのないよう、より一層の低減

に努めます。 

また、今後決定する工事の施工者に対して、環境保

全のための措置を確実に実施するよう要請します。 
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項目 風環境 

区長の意見 事業者の見解 

敷地周辺の歩道等を通行する者の安全が確保される

とともに、敷地内の広場・緑地の利用者が快適に過ご

し憩えるよう、十分な風対策を着実に行い、できる限

りビル風の低減に努めてください。 

敷地周辺の歩行者や敷地内の歩行者空間の利用者

が快適に過ごし憩えるよう、評価書案p.184 に示した

とおり、計画地敷地内の空地に高さ 5～12m の防風植

栽を施し、できる限りビル風の低減に努めます。また、

評価書案p.201 に示したとおり、計画地敷地内に更な

る植栽を施すことで、敷地周辺の歩行者や敷地内の歩

行者空間の利用者への風の影響の低減に努めます。 

ビル風軽減策の検討にあたっては、防風植栽以外に

もフェンスや防風スクリーン、庇、建物形状、低層部

分を設けるなど総合的に検討し、さらに工夫してくだ

さい。 

評価書案p.201 に示したとおり、今後、詳細設計を

進めていく中で、引き続き、風環境への影響を低減さ

せるための環境保全のための措置の検討を行い、計画

建築物による風の影響の低減に努めます。 

防風植栽については、港区ビル風対策要綱の手続き

を踏まえ整備を進めるとともに、適切な植栽の維持管

理を行ってください。 

防風植栽については、「港区ビル風対策要綱」(平成

25年 3月 港環環第5073号)の手続きを踏まえ、適切

に整備するとともに、植栽の維持管理を適切に行って

いきます。 

工事期間中の風の測定などについて、近隣住民等か

らの要望が出た場合は対応するとともに、ビル風の陳

情・苦情には、丁寧に対応し、必要に応じて対策を講

じてください。 

近隣住民など皆様からのご意見、ご要望について

は、真摯に対応します。 

また、工事の完了後に風向・風速の現地実測調査を

実施し、予測結果と実測結果の比較を行うとともに、

必要に応じて追加の環境保全対策を適宜検討します。 

 
項目 その他(工事計画) 

区長の意見 事業者の見解 

港区建築物の解体工事等の事前周知等に関する要

綱(以下「区要綱」という。)の内容を踏まえ、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。 

既存建築物の解体工事の前には、「港区建築物の解

体工事等の事前周知等に関する要綱」(平成20年 4月 

20 港環建第22号)に基づき、隣接関係住民の皆様へ周

知を行い、近隣紛争の未然防止、地域における生活環

境の保全に努めます。 

解体建物にアスベストが使用されている場合は、吹

き付け材、保温材等のほか、アスベスト含有成形板の

使用状況についても十分な事前調査を行い、調査内容

を書面で記録し、保管してください。 

また、区要綱や大気汚染防止法等の法令に基づく報

告や届出及び飛散防止対策を講じるとともに、適切な

廃棄物処理を行ってください。さらに、周辺住民から

の問い合わせがあった場合は、調査方法及び処理方法

を丁寧に説明してください。 

解体建物へのアスベスト使用については、吹き付け

材、保温材等のほか、アスベスト含有成形板の使用状

況についても十分な事前調査を行い、調査内容を書面

で記録、保管します。 

アスベストの使用が確認された場合には、「港区建

築物の解体工事等の事前周知等に関する要綱」や「大

気汚染防止法」(昭和43年6月 法律第97号)等の法令

に基づく報告や届出、飛散防止対策等を講じるととも

に、適切な廃棄物処理を行います。 

また、周辺住民からの問い合わせがあった場合は、

調査方法及び処理方法を丁寧に説明します。 

建設作業実施届出など必要な事前届出をするとと

もに、十分な近隣説明を行ってください。 

建設作業の実施にあたっては、適切な時期に事前の

届出を行うとともに、関係法令に基づく説明会等を開

催し、建築物の工期、工法、作業方法等について十分

な近隣説明を行います。 
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項目 その他(工事計画) 

区長の意見 事業者の見解 

工事車両について、交通集中による渋滞など周辺へ

の影響を考慮し、車両の出入りする動線や時間帯等さ

らなる工夫をしてください。 

また、工事車両の通行が想定されている特別区道第

871号線、第1041 号線及び第869号線は道路が狭隘で

あることから、通行する車両については、徐行を含め

た交通安全の徹底を図るとともに沿道住民等への丁

寧な説明に努めてください。 

工事用車両の走行ルートについては、所轄警察署等

の関係機関と調整の上、周辺の交通渋滞の防止や交通

安全の確保に努めます。 

また、工事用車両の走行にあたっては、評価書案

p.128に示したとおり、適切な車両の運行管理により、

工事用車両の集中化を避けるよう努めるなど、環境保

全のための措置を確実に実施することにより、周辺環

境への影響の低減に努めます。 

また、特別区道第871号線、第1041号線及び第869号

線を通行する車両については、徐行を含めた交通安全

の徹底を図り、周辺への安全確保に努めます。 

これら工事に関する環境保全のための措置につい

ては、今後決定する工事の施工者に対して、確実に実

施するよう要請します。 

また、関係法令に基づく説明会等を開催するなど、

沿道住民への丁寧な説明に努めます。 

 
項目 その他(防災対策) 

区長の意見 事業者の見解 

事務所、ホテル、劇場等の様々な機能を持つ複合施

設であるほか、大規模超高層という点を踏まえ、勤務

者や来訪者等のための一時滞留場所や備蓄物資の確

保、備蓄倉庫の整備など、震災対策に配慮した計画と

してください。 

勤務者用の水や食料等の備蓄をはじめ、来訪者(帰

宅困難者)に対応した備蓄や一時滞在施設を整備する

計画としております。 

引き続き震災対策に配慮した計画となるよう努め

ます。 

 
項目 その他(交通) 

区長の意見 事業者の見解 

本事業に伴い生じる交通量や流れの変化による周

辺環境の変化について、予測評価を分かり易く記載し

てください。 

本事業に伴う工事用車両及び関連車両の交通ルー

トは評価書案p.68に、周辺の都道及び区道を走行する

交通量は評価書案p.80に示したとおりです。工事の施

行中においては、工事用車両により増加する交通量を

含めて、工事用車両の走行に伴う大気汚染(二酸化窒

素及び浮遊粒子状物質)及び騒音・振動を予測・評価

しています。工事の完了後においては、関連車両によ

り増加する交通量を含めて、関連車両の走行に伴う大

気汚染(二酸化窒素及び浮遊粒子状物質)を予測・評価

しています。 

なお、環境影響評価書の作成にあたっては、計画内

容等の記載を工夫してまいります。 
竣工後の関係車両の通行については、特別区道 871

号線、第 1041 号線及び第 869 号線の走行も想定され

ていますが、道路が狭隘であることから、自動車利用

者に対する交通安全の徹底を図る取組を実施してく

ださい。 

竣工後の関連車両の通行については、入出庫車両の

一時停止の徹底、制限速度の遵守を促すなど、交通安

全の徹底を図る取り組みを実施します。 

周辺の交通渋滞と放置自転車の解消、二酸化炭素排

出量削減に寄与するため、敷地内に自転車シェアリン

グのサイクルポートを設置してください。 

今後、関係機関と協議を行い、自転車シェアリング

のサイクルポートも含め検討してまいります。 
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項目 その他(資源、エネルギー、地球環境) 

区長の意見 事業者の見解 

エネルギーを利用する機器については高効率なもの

を採用してください。 

本事業では、計画地内に地域冷暖房(ＤＨＣ)プラン

トを設置し、エネルギーの有効利用や環境負荷の低減

に配慮した高効率なシステムを計画しています。ま

た、計画地内でコージェネレーションシステムを採用

し、排熱をＤＨＣプラントにて有効利用する計画で

す。さらに、高効率機器を導入し、エネルギー消費量

の低減・CO2 排出の抑制、環境負荷の低減に配慮した

計画とします。 

建物周囲の公開空地等の被覆については、可能な限

り緑地や保水性舗装を設けるほか、ビル風対策とのバ

ランスを図りながら風の通り道を確保する検討など、

ヒートアイランド現象にも配慮した計画としてくださ

い。 

本事業では、都道413号(赤坂通り)沿いは「沿道緑

化と多くの人が集う賑わい空間」として、沿道と一体

となって緑のネットワーク形成に寄与するとともに、

にぎわいの拠点形成に寄与する良質なオープンスペ

ースを提供する計画です。計画地東側は「緑に満ちた

憩いの空間」として、特別区道第1041号線(一ツ木通

り)の街路樹によるみどりのネットワークを延伸し、

憩いの空間を形成するとともに、豊かな緑量によって

生物多様性の実現に寄与する緑化空間とする計画で

す。そのほか計画地外周は、周辺環境に配慮した「豊

かな緑陰を与える沿道緑化」として周辺街区に快適な

豊かな歩行空間を提供する計画です。 

また、計画建築物は可能な限り敷地境界から離し風

の通り道を確保する、保水性舗装を採用するなどによ

り、ヒートアイランド現象の抑制・緩和を図る計画と

します。 

みなとモデル二酸化炭素固定認証制度に基づき、港

区と協定を締結した自治体から産出される協定木材等

の国産材の使用に努めてください。 

事業の実施にあたっては、みなとモデル二酸化炭素

固定認証制度に基づき、港区と協定を締結した自治体

から産出される協定木材等の国産材の使用に努めま

す。 
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6.2.2 千代田区長の意見と事業者の見解 

項目 大気汚染 

区長の意見 事業者の見解 

工事車両の走行に伴う窒素酸化物や粉じんによる

大気汚染を防止するため最新規制適合車の使用や周

辺待機中のアイドリングストップの実施等、対策を実

施されたい。 

工事の実施にあたっては、評価書案p.97に示したと

おり、最新の排出ガス規制適合車の使用に努めるとと

もに、工事用車両のアイドリングストップの周知・徹

底など、工事用車両についての環境保全のための措置

を確実に実施することにより、大気質への影響の低減

に努めます。 

これら工事に関する環境保全のための措置につい

ては、今後決定する工事の施工者に対して、確実に実

施するよう要請します。 

 
項目 騒音・振動 

区長の意見 事業者の見解 

工事期間中の周辺道路の交通状況を把握し、適宜工

事車両の通行による交通煩雑削減のための適切な対

策を図ること。 

また、工事車両の通過ルートについては、関係機関

と十分協議し、周辺の交通渋滞および沿道への騒音の

防止に努められたい。 

工事用車両の走行ルートについては、所轄警察署等

の関係機関と調整の上、周辺の交通渋滞の防止や交通

安全の確保に努めます。 

また、工事用車両の走行にあたっては、評価書案

p.128に示したとおり、適切な車両の運行管理により、

工事用車両の集中化を避けるよう努めるなど、環境保

全のための措置を確実に実施することにより、騒音へ

の影響の低減に努めます。 

これら工事に関する環境保全のための措置につい

ては、今後決定する工事の施工者に対して、確実に実

施するよう要請します。 

 

項目 日影 

区長の意見 事業者の見解 

評価書案のとおり対応されたい。 評価書案p.156 に示したとおり、長時間日影の影響

を受ける範囲を小さくするよう配慮し、計画建築物の

東館については東西よりも南北に長い建物として配

置し、西館については南側に配置する計画とするな

ど、環境保全のための措置を確実に実施することによ

り、日影への影響の低減に努めます。 

 

項目 電波障害 

区長の意見 事業者の見解 

評価書案のとおり対応されたい。 評価書案p.165に示したとおり、本計画に起因する

障害であると明らかになった場合には、地域の状況を

考慮し、CATVの活用、共同受信施設の設置、アンテナ

設備の改善など、環境保全のための措置を確実に実施

することにより、電波障害への影響の低減に努めま

す。 

また、問い合わせに対する相談窓口を設置し、適切

な対応を行います。 
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項目 風環境 

区長の意見 事業者の見解 

評価書案のとおり対応されたい。 評価書案p.201 に示したとおり、今後、詳細設計を

進めていく中で、引き続き、建物形状の更なる工夫、

駅からの地下ネットワークの充実、バリアフリー化、

庇の設置、防風植栽の維持管理など、環境保全のため

の措置を確実に実施することにより、風環境への影響

の低減に努めます。 

また、工事の完了後に風向・風速の現地実測調査を

実施し、予測結果と実測結果の比較を行うとともに、

必要に応じて追加の環境保全対策を適宜検討します。 

 

項目 景観 

区長の意見 事業者の見解 

計画地が東京都景観計画及び千代田区景観まちづ

くり計画における国会前交差点付近の眺望地点から

国会議事堂への眺望に特に配慮を要する区域に近接

しているため、建築物の意匠・形態について景観上配

慮すること。 

計画建築物の外壁の形状、材質や色彩等は、周辺建

物・環境との調和に配慮した計画とします。 

また、関係機関との協議を踏まえ、景観に配慮した

計画とします。 
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