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第10章 調査計画書の修正の経過及びその内容 

 修正の経過 

環境影響評価調査計画書の修正箇所、修正内容及び修正理由は、表 10.1-1に示すとおりで

す。 

 

表 10.1-1(1) 修正した箇所及び修正内容 

修正箇所（調査計画書） 
ページ 

（調査計画書）
修正内容及び修正理由 

ページ 
（評価書案）

4.1 事業の目的 

4.2 事業の内容 

図 4.1 平面図 

図 4.2 対象事業位置図 

図 4.3 平面模式図及び 

   縦断模式図 

(3) 換気所の造り替え 

図 4.5 対象工事 

3,4,5,7,

9,10 

周知地域区長の意見及び

事業計画の具体化を踏ま

え、換気所に関連する管理

施設を明示しました。 

16,17,18, 

20,22,23, 

24,26 

6.1 一般項目 表 6.1-9（1） 公共施設

等 

27 周知地域区長の意見を踏

まえ、図中番号 22 の「わ

となーる櫻川」を「わとな

ーる桜川」に修正しまし

た。 

85 

7.1 選定した項目

及びその理由 

7.2 選定しなかっ

た項目及びその理由 

表 7.1-2 

選定した項目及びその理

由 

表 7.2-1 

選定しなかった項目及び

その理由 

104,105 周知地域区長の意見及び

事業計画の具体化を踏ま

え、換気所に関連する管理

施設に係る記述を明示しま

した。 

55,56 

7.2 選定しなかっ

た項目及びその理由 

表 7.2-1 

選定しなかった項目及び

その理由 

106 周知地域区長の意見を踏

まえ、環境影響評価の項目

として温室効果ガスを選定

しなかった理由を追記しま

した。 

57 

8.2.1 大気汚染 

8.2.2 騒音・振動 

表 8.2-2、表 8.2-6 

調査方法 

（既存資料調査） 

112,116 知事の審査意見書を踏ま

え、周辺開発による交通量

変化を勘案するため、自動

車交通量等の状況につい

て、既存資料調査として周

辺開発の環境影響評価書の

収集・整理を追加し、工事

の施行中における予測・評

価を行いました。 

64,117,153,

187 

8.2.2 騒音・振動 図.8.2-2 騒音・振動調査

位置図 

 

118 調査・予測条件の精査に

当たり、騒音・振動調査地

点の表記を修正しました。 

151 
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表 10.1-1 (2) 修正した箇所及び修正内容 

修正箇所（調査計画書） 
ページ 

（調査計画書）
修正内容及び修正理由 

ページ 
（評価書案） 

8.2.3 地盤 

8.2.4 水循環 

表 8.2-10、表 8.2-14 

調査方法 

（既存資料調査） 

121,124 知事の審査意見書を踏ま

え、地質の状況について、

現地調査に加え、既存資料

調査として東京都及び中央

区が公表しているボーリン

グ調査結果を追加して推定

地質縦断図を作成し、予

測・評価を行いました。 

228,234, 

236,258, 

282,292 

8.2.5 景観 図 8.2-4 景観調査地点図 

 

127 現地状況を踏まえ、景観

調査地点を修正しました。 

303 

8.1 調査等の概要 表 8.1-1（3）調査等の概

要 

109,128 事業計画の具体化によ

り、評価の指標として「公

共事業景観形成指針（公共

事業の景観づくり指針）」

に定められた道路・鉄道・

モノレールに係る景観づく

り指針に加えて、建築物に

係る景観づくり指針を追加

しました。 

319 

8.2.5 景観 表 8.2-20 予測及び評価

の手法 

8.2.7 自然との

触れ合い活動の場 

表 8.2-26 調査方法（現地

調査） 

図 8.2-5 自然との触れ合

い活動の場調査地点図 

131,132 事業計画の具体化によ

り、「中央区ウォーキング

マップ」の京橋コース（銀

座・新川・新富）を調査地

点として追加しました。 

333,334, 

335 

8.1 調査等の概要 

 

表 8.1-1(5) 

調査等の概要 

111,134, 

135 

知事の審査意見書を踏ま

え、建設発生土の状況につ

いて、既存資料調査として

推定地質縦断図を追加し、

予測・評価を行いました。 

また、予測方法につい

て、事業計画の内容に加

え、類似事例を参考とし、

予測・評価を行いました。 

351,358 

8.2.8 廃棄物 表 8.2-29 

調査方法（既存資料調査） 

表 8.2-30 

予測及び調査の手法 
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 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の全部は、以下に示すとおりです。 

 

 意見 

【大気汚染、騒音・振動共通】 

計画道路周辺では、本計画を含め複数の市街地再開発事業が進められており、将来の周辺

交通量が現在に比べ相当程度増加すると考えられることから、関連する車両の道路沿道への

影響については、可能な限り周辺開発による交通量変化を勘案し、予測・評価すること。 

 

【地盤、水循環共通】 

計画道路周辺は建築物が密集しており、地下鉄などの公共性の高い重要施設も集中してい

る。また、防災用の井戸も存在していることから、計画されている現地調査に加え、既往の

地質柱状図などを含めた十分な調査を行い、工事の施行中及び工事の完了後の影響について

適切な予測・評価を行うこと。 

 

【廃棄物】 

本事業では、事業区間約1.1㎞のうち約0.8㎞はシールド工法を用いたトンネル区間であ

り、大量の建設発生土等の発生が想定されることから、施工計画の内容に加え、類似事例を

参考として、発生量及び再資源化等について詳細な予測・評価を行うこと。 

 

 その他 

調査等の手法について、事業計画の具体化に伴い変更等が生じた場合には、環境影響評価

書案において対応すること。 
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 調査計画書に対する都民の意見及び周知地域区長の意見の概要 

調査計画書に対する都民の意見及び周知地域区長の意見の件数は、表 10.3-1に示すとおり

です。 

 

表 10.3-1 意見の件数 

意見 件数 

都民の意見 ２件 

周知地域区長の意見 ２件 

合計 ４件 

  

  



368 

  都民の意見書の概要 

都民から提出された調査計画書に対する意見書の概要は、表 10.3-2に示すとおりであ

る。 

 

表 10.3-2（1） 都民から提出された意見書の概要 

意見の概要 

一、「歴史的環境側面」について 

 新富町・明石町・湊町・八丁堀・築地・霊岸島（新川）地区は、江戸時代から明治に至る時代変換機の

歴史舞台であります。特に南蛮列強諸国との文明開化地として、国内有数唯一の歴史遺産地に匹敵するも

のでありながら、横浜・神戸・函館などのように当時を偲ぶ街風景が保全されておりません。歴史・文化

の保全よりも中央区の人口拡大、税収増加に主眼を置いた政策ゆえの地域開発、高層建築化優先ですから

止むを得ません。歴史の面影は失われましたが、当時を偲ぶ街の区割りはまだ面的にも残されています。

その歴史のよすがとなる区割りは、現状に手をつけずに残していただきたい。新金橋から三吉橋に至る地

域を立ち退かせて堀割り化する計画の由。こうした街の姿を変える堀割り拡大は避けて計画の一部修正を

希望いたします。現在の堀割りスペース内でも、空きスペースの有効利用によりシールドトンネルからの

新規車線を通行させることが可能と思われます。こうすることで近隣住環境の現状維持保全に努めていた

だきたく、お願いいたします。現状の堀割り幅員のままで、一車線新設増加させる方策を「コスト的環境

側面」で後述させていただきます。 

二、「地理的環境側面」について 

 隅田川から新富町に至る地域は海抜二～三 m地帯です。この地域は、東京湾・隅田川の満潮時や大潮時

には、上昇した水位が地域一帯の地下土壌に染み込み流入しております。これまでは、上昇した水位を地

域一帯の地下土壌が吸収しておりましたが、近年はマンション等の建設増加に伴い地下土壌が堀り起こさ

れ除去されたあとがコンクリートで埋め固められているため、大潮時の上昇水位を地下土壌で吸収しきれ

なくなりました。そのため大潮時には地下水位がこれまで以上に上昇し、海抜一 mほどになります。この

影響で地域の古いビルや木造家屋の地下室などは、上昇した地下水が壁面のひび割れ部分などから建屋内

に染み込み、入り込んでくるという状態になっています。今後シールド掘削を行うとなると、新富町の住

居地を立ち退き掘削した場合に、さらに地下土壌が失われることとなり、近隣の地下水浸水がさらに加速

するものと推察されます。地下土壌の水泥化による軟弱地盤は、大地震による被害拡大のひきがねにもな

ります。そうした水害防止の観点から、新富地区の立ち退き掘削は不適と思われ、現状の掘削幅員のまま

で、一車線新設増加させる方策を「コスト的環境側面」で後述いたします。 
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表 10.3-2（2） 都民から提出された意見書の概要 

意見の概要 

三、「設備立地的環境側面」について 

 工事素案によると、新富町当該当地区を立ち退かせた跡地には道路関連設備・施設や道路擁壁等が設

置される予定になっています。それらは町内の生活道路をはさんだ真向いに設置されます。静謐な生活

空間の場にこれら工業系施設を混在させることは、生活環境上ふさわしくありません。街の美観上もな

じみません。区民の生活環境をこのまま維持してくださる事を希望いたします。代替案として、これら

設備関連施設は、道路幅に広い余裕のある地域への設置を提案いたします。この緑色部分は、現在新富

町出口として利用されている旧築地川の川底部分です。幅員は約五車線相当の広さとなります。この川

底地域への設置であるならば、人々の目にもつきにくく生活環境を阻害する要因にもなりません。また

作業等を行う場合においても、二十四時間いつでも行え、通行人等も全く気にすることなく作業に専念

できます。川底であることが、住民と交わらずに済むという利点となります。この地域への立地変更を

ご検討くださいますよう、お願いいたします 

四、「コスト的環境側面」について 

 新富町の首都高一号線外回り沿いの住居商業ビル・家屋の立ち退きについては、莫大な税予算を要し

ます。この予算を抑えるために、現在の 1 号線道路幅を拡幅せずに有効利用することで、立ち退きをせ

ずともシールド掘削車線を一本増設可能である事を提案いたします。 

1、温室効果ガスの評価について(103 ページ) 

温室効果ガスを本件事業の環境影響評価調査にいれていないことが、大問題で、きちんと評価項目に

位置付けることを求めます。本件工事によって、工事車両が用いられるが、その工事車両の通行に伴に

温室効果ガスが多量に発生します。なお、「工事の施行中については建設機械の稼働がありますが、 新

の燃料消費基準を達成している建設機械を使用することでエネルギー消費量を抑えるため、影響は小さ

いと考えられます。」(106 ページ)とありますが、トンネルを掘削するには、それ相応のエネルギーが必

要なわけであって、決して温室効果ガスの発生が少ないとは言えません。工事車両による発生、建設機

械による発生をそれぞれ、分析をお願いします。 

2、自動車交通から排出される二酸化炭素について(106 ページ) 

「「東京都環境影響評価技術指針(付解説)(平成 26 年３月、東京都環境局)」では、道路の供用に伴う自

動車交通から排出される二酸化炭素については、環境影響評価の対象外としています。」とあります。参

考値として、自動車交通から排出される二酸化炭素を算出いただけますようにお願いします。中央区も

また、2050 年カーボンニュートラルを目指しています。二酸化炭素排出は、たいへん重要な課題であり、

その量を詳細に見積もる必要性から、要求します。あわせて、今後は、「東京都環境影響評価技術指針(付

解説) (平成 26 年３月、東京都環境局)」を改定し、道路の供用に伴う自動車交通から排出される二酸化

炭素についても、環境影響評価の対象とすることを求めます。 

3、 大気汚染の評価項目の追加(107 ページ) 

大気汚染では、二酸化窒素と浮遊粒子状物質(一次粒子)を評価するとありますが、自動車の排気ガスは

それだけではなく、一酸化炭素(CO)、炭化水素(HC)、窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)などもあり、

これらも、評価項目としていれることを求めます。 
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  周知地域区長の意見の概要 

周知地域区長である千代田区長及び中央区長から提出された調査計画書に対する意見の概

要は、表 10.3-3に示すとおりである。 

 

表 10.3-3（1） 周知地域区長の意見の概要（千代田区） 

項目 意見の概要 

1 大気汚染 
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 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、対策を徹底されたい。 

2 騒音・振動 

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、周辺の交通渋滞及び

沿道への騒音の防止に努められたい。 

3 日影 意見無し。 

4 電波障害 意見無し。 

5 風環境 意見無し。 

6 景観 意見無し。 
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表 10.3-3（2） 周知地域区長の意見の概要（中央区） 

意見の概要 

・工事用車両の搬出入ルート等について、関係機関と十分協議し、周辺の交通渋滞の防止や交通安全の

確保に努めること。新金橋から新大橋通りの搬出入ルートについては時間帯によって交通量が多く、

信号機のない横断歩道もあるため、工事車両が通行する際は十分に注意を払い、不必要なアイドリン

グの防止等を行い近隣住民に迷惑がかからないよう徹底すること。 

・鍛冶橋通りは令和元年度道路交通騒音の測定結果において昼夜ともに環境基準を満たしているが、工

事用車両が増えることで環境基準を超えないよう徹底すること。 

・跨道橋架け替え付近において、既設コンクリート構造物撤去作業時の振動レベルの予測を行い、調査

地点への追加を検討すること。 

・跨道橋及び公園橋など区管理施設の施工については、本区と十分に協議を行った上で施工計画を検討

すること。架け替え工事の実施にあたっては、事前に橋梁及びその影響する周辺道路の交通量調査を

行い、工事期間中の計画交通量を把握し、交通混雑を避け地元住民の利便性を十分に確保するよう対

策を講じること。また、交通管理者との協議も行うこと。 

・都市計画の変更素案の説明で示された排水設備、電気設備、加圧設備等の道路管理施設についても、

騒音・振動等の環境影響の懸念されるため、環境影響評価調査において考慮すること。 

・当該事業の実施が影響を及ぼすと予想される地域に、認可保育所や認証保育所があるため、特に午睡

時間(12 時～15 時)の騒音を 小限に抑える対策をとること。 

・調査計画書 P27 表 6.1-9(1)公共施設等における施設名に誤りがあるため、修正すること。「番号 22 わ

となーる櫻川(誤) → わとなーる桜川(正)」 

・計画道路周辺に中央区民文化登録の「京橋の親柱」があり、シールド工法による振動や土地陥没等が

発生した際、文化財への影響が出る恐れがあるため、万全を期した計画とすること。 

・水質汚濁及び土壌汚染については選定されていない評価項目であるが、いずれも綿密な計画調査を行

い、必要であれば適切な措置を講じること 

・本区では脱炭素社会に向けて令和 3 年 3 月にゼロカーボンシティ中央区宣言を行ったところである

が、当該事業は工事期間が長く、工事用車両の走行や掘削機械等の使用に伴い多量の温室効果ガスの

排出が予想されるため、工事の施工中において温室効果ガスを評価項目から選定すること。 

・「中央区中高層建築物の建築計画の事前公開等に関する指導要綱」の規定に準じ、今後の事業の進捗に

あわせて、関係者に対する十分な事前説明を行うこと。 

・当該事業を進めていくにあたり、地区計画やまちづくりガイドライン等に基づき周辺環境及び都市景

観に配慮したもとすること。また、東京都の条例やマスタープラン等に適合する計画とすること。 

・当該事業に関する苦情・相談の窓口を常設し、苦情等に対して速やかに対応ができるようにすること。 
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