
 1 

東日本旅客鉃道赤羽線（十条駅付近）連続立体交差事業の 

環境影響評価書案に係る見解書について（要約） 

 

 

 

１ 環境影響評価の実施者の名称及び所在地 

   名 称：東京都 

   代表者：東京都知事 小池 百合子 

   所在地：東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 

 

 

２ 事業者の名称及び所在地 

   名 称：東京都 

   代表者：東京都知事 小池 百合子 

   所在地：東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 

 

   名 称：東日本旅客鉃道株式会社 

   代表者：代表取締役社長 冨田 哲郎 

所在地：東京都渋谷区代々木二丁目２番２号 

 

 

３ 対象事業の名称及び種類 

名 称：東日本旅客鉃道赤羽線（十条駅付近）連続立体交差事業 

種 類：鉄道の改良 

 

 

４ 対象事業の内容の概要 

 項 目 内    容 

事 業 区 間 
起点：北区十条台一丁目 

終点：北区中十条四丁目 

事 業 延 長 約 1.5km 

構 造 形 式 高架橋（一部擁壁、地平） 

対  象  駅 十条駅 

踏 切 解 消 数 ６か所 

工事予定期間 約 11年 
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５ 評価書案について提出された主な意見及び事業者の見解の概要 

 

①意見書の件数の内訳 

  

 

 

 

②都民の主な意見の概要と事業者の見解 

都民の主な意見の概要 事業者の見解 

１．騒音・振動 

鉄道騒音・振動については、高さ l.2m、

12.5m の現況調査と、高架化した場合の

予測を基準どおり行って、環境基準をク

リアしているとしている。 

また、３地点で 3.5m、6.5m、9.5m、

12.5m、15.5m の調査、予測を行っている。

しかし、25m 以遠で騒音レベルが下がる

ことしか示していない。しかも、現状で、

鉄道中心線から 6.0m の最も影響が大き

い沿線の家々は、現況で単発暴露騒音レ

ベルで最大 99.5dB と大きな騒音を甘受

しているが、仮線施工によって、今は間

にあるお宅によって、そこまでの騒音に

さらされていない家々が、99.5dB に近

い騒音を甘受しなければならない。しか

も 10 年にもなろうとする工期であり、

大変な被害増大である。 

こうした問題についても地下型施工

との比較で評価すべきである。 

また、地下化であれば飛躍的に改善す

るから、この比較予測もしないアセスメ

ントは不十分である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

鉄道騒音及び鉄道振動の調査、予測について

は、将来の鉄道構造及び土地利用状況等を考慮

し、盛土区間や高架橋区間の代表的地点から７測

線（東側３測線、西側４測線）を選定しています。 

工事の完了後の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、地上からの高さが 1.2m にお

いて（図-1）、調査、予測及び評価を行っていま

す。 

 

 

 

 

 

図-1 

鉄道の東側及び西側の７測線において、計画線

最 寄 り 軌 道 中 心 か ら 原 則 と し て 水 平 方 向 に

6.25m、12.5m、25m、50m 及び 100m の地点で地上

からの高さが 1.2m 及び 3.5m の位置（図-2）で調

査及び予測を行っています。 

 

 

 

 

 

 

図-2 

意   見   等 件 数 

都 民 の 意 見 書 66 

事 業 段 階 関 係 区 長 の 意 見  2 
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都民の主な意見の概要 事業者の見解 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境保全のための措置として、工事の完了後に

おいては、防音壁の設置、弾性バラスト軌道及び

レールの重軌条化を採用するとともに、可能な限

りロングレールを採用します。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。 

仮線時の列車の走行に伴う鉄道騒音について

は、計画線最寄り軌道中心から原則として水平方

向に 12.5m、地上からの高さが 1.2m の地点（図

-3）で調査、予測及び評価を行っています。予測

結果は、昼間 52dB～56dB、夜間 48dB～52dB であ

り、いずれも現況値を下回っています。 

 

 

 

 

図-3 

環境保全のための措置として、仮線走行時にお

いて、敷地境界付近に仮囲いを設置するととも

に、可能な限りロングレールを採用します。さら

に、レールの重軌条化、道床の整備、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。 

工事用車両走行ルートについての記

載があるが、事業区間への出入口につい

ての記載がない。十条の道路は全体的に

狭く、出入口の構造や運用は、住民の生

活環境、騒音等に影響を与えるため、東

京家政大学前、補助 85 号線、環状７号

線の出入口部の構造と運用（入退出の方

向や時刻等）を記載すべきである。 

 

 

 

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。工事用車両

の出入口等の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。 

また、工事の施行に当たっては、低公害の工事

用車両を積極的に採用し、整備・点検等を定期的

に実施します。さらに、工事用車両の走行に際し

ては、規制速度の遵守、過積載の防止、不要なア

イドリングの防止等の徹底を図ります。 
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都民の主な意見の概要 事業者の見解 

２．日影 

沿線住民の生活環境、日照時間が、各

建物ごとにどれだけ少なくなるか、変化

するかを評価公表すべきだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業の実施による日影の原因となる主な鉄道

施設は、建築基準法 (昭和 25 年 法律第 201 号）

及び東京都日影による中高層建築物の高さの制

限に関する条例（昭和 53年 東京都条例第 63号）

の規制対象となるものではなく、規制対象となる

のは駅施設の一部に限られます。しかし、駅施設

による等時間日影線は商業地域内に存在するた

め、本事業において日影規制の対象となるもので

はありませんが、評価の指標として、この法律及

び条例の基準を参考にして評価しています。 

その結果、鉄道施設による日影が生じるもの

の、建築基準法等の規制時間を超える日影は生じ

ないと予測され、評価の指標を満足します。 

 

３．景観 

評価方法は「方針に基づき評価する」

とされているが、これでは抽象的であり

評価とはいえない。景観は人間の感じ方

そのものであるため、これを客観化する

にはアンケート調査が必要である。具体

的には、複数の計画案をフォトモンター

ジュ化し、付近の在住・在勤・在学者な

ど母集団を設定し、複数のモンタージュ

写真の中から好きなものや嫌いなもの

を選んでもらうといった方法である。ア

ンケートを集計し比較評価するといっ

た方法でなければ、景観に関する客観的

な評価はできない。 

 

事業区間周辺は、十条駅を中心に住宅や商業施

設が立ち並び、その中で赤羽線（埼京線）は、都

市的景観要素の一部となっています。新たな高架

構造物は、周辺の建築物等を大きく上回ることは

なく、また、高架橋や駅舎の外壁については、周

辺環境や地域景観になじむよう材質、色彩等に配

慮する等、環境保全のための措置を講じることに

より、事業区間周辺の都市的景観要素と融合し、

地域景観の特性は、ほとんど変化しないものと考

えています。 

 

 

 

 

４．史跡・文化財 

貴重な戦争遺跡を破壊しないこと。 

高架によって、十条富士見中学のレン

ガ壁を破壊されることになる。これは国

民の区民の歴史的遺産として残される

べきである。 

 

 

十条富士見中学校の区域は、文化財や埋蔵文化

財包蔵地に指定されておりませんが、敷地の一部

が工事区域となることから、今後、関係機関と協

議の上、適切に対応していきます。 
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都民の主な意見の概要 事業者の見解 

５．環境全般 

地下化に対してのアセスメントの資

料や説明等で比較できることを希望す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十条駅付近の構造形式の比較検討は、高架方式

と地下方式の二つの案を検討しました。 

鉄道周辺の地形等の地形的条件、除却する踏切

の数等の計画的条件、事業費や事業期間等の事業

的条件を総合的に比較・検討した結果、高架方式

が最適案であると判断しました。 

東京都環境評価条例においては、事業の実施が

環境に及ぼす直接的な影響について事前に予

測・評価を行うものとしているため、比較・検討

の結果、最適と判断した高架方式について、環境

影響評価を実施することとし、平成 27 年２月に

開催した都市計画素案説明会においては、選定し

た構造形式である高架方式について説明し、環境

影響評価調査計画書を提出しました。その後、平

成 28 年９月に環境影響評価書案を提出し、同年

10 月に開催した都市計画案及び環境影響評価書

案説明会においては、選定した環境影響評価項目

について予測・評価の結果及び環境保全のための

措置等を説明しました。 

なお、東京都環境影響評価条例では、東京都が

民間等と連携している場合は、計画段階環境影響

評価の手続は適用しないとされています。 

 

同時に都市計画決定を行う補助 85 号

線、鉄道付属街路も含めた、累積的、広

域的、複合的環境影響、環境負荷を調査、

評価の対象とすべきである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本環境影響評価書案は、道路と鉄道の連続立体

交差事業化に関するもので、事業の実施が周辺環

境に及ぼす直接的な影響について、調査、予測及

び評価したものです。 

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及びその他の

関係法令等に基づき、実施しました。 

なお、新設する都市計画道路等が環境影響評価

の対象となるのかについては、各事業者が関係法

令に基づき、判断していきます。 
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③事業段階関係区長の主な意見と事業者の見解 

 

北区長の主な意見と事業者の見解 

北区長の主な意見 事業者の見解 

本事業の対象区域である十条駅周辺

では、今後大規模な再開発事業が実施さ

れる予定である。 

工期の重複等が発生する場合には、周

辺工事の状況を十分に把握し、工事用車

両の輻輳等により周辺環境への影響が

発生しないよう、調整を図られたい。 

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。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。 

また、事業区間周辺においては、大規模再開発

事業等が実施されますが、工事用車両の輻輳が想

定される場合には、事業者間で調整を図ります。 

 

【騒音・振動】 

工事の施行中、仮線時の列車の走行に

伴う鉄道振動については、一部措置を予

測に反映しない状態での振動レベルが、

現況値を超えるという結果となってい

る。 

付近住民への負担を最小限とするた

め、技術の進歩を踏まえ適切な措置を確

実に行うとともに、必要に応じ追加措置

を講じられたい。 

 

 

仮線時の列車の走行に伴う鉄道振動について

は、仮線が敷地境界に近づく３測線とし、環境庁

の「環境保全上緊急を要する新幹線鉄道振動対策

について」（昭和 51 年３月 環大特 32 号）に準

拠し、計画線最寄り軌道中心から原則として水平

方向に 12.5m の地点の地盤面において、調査、予

測及び評価を行っています。予測結果は 56dB～

66dB であり、現況値を上回っています。 

事業の実施に当たっては、環境保全のための措

置として、可能な限りロングレールを採用すると

ともに、レールの重軌条化、道床の整備、車両及

び軌道の定期的な検査、保守作業を実施する等、

鉄道振動の低減に努めます。 

また、今後の新技術を用いた対策の導入を検

討する等、更なる振動の低減に努めます。 
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北区長の主な意見 事業者の見解 

【騒音・振動】 

資料編において、工事完了後の高さ方

向の鉄道騒音予測結果が参考として示

されている。 

TZ-1地点における高さ 15.0mの予測値

が、昼間、夜間ともに現況値を超えてい

るため、現在および将来予測される付近

の住居の状況に応じた騒音対策を講じ

られたい。 

 

 

工事の完了後におけ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 20 日付 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 1.2m の

地点において、調査、予測及び評価を行っていま

す。予測結果は、昼間 54dB～56dB、夜間 51dB～

52dB であり、いずれも現況値を下回っており、

評価の指標である「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」における

「騒音レベルの状況を改良前より改善すること」

を満足します。 

事業の実施に当たっては、環境保全のための

措置として、防音壁の設置、弾性バラスト軌道

及びレールの重軌条化を採用するとともに、可

能な限りロングレールを採用します。さらに、

車両及び軌道の定期的な検査及び保守作業等を

行い、鉄道騒音の低減に努めます。 
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板橋区長の主な意見と事業者の見解 

板橋区長の主な意見 事業者の見解 

【騒音・振動】 

工事期間が約 11 年と長期に渡り、特

に区道では工事車両の騒音や振動など

の影響を受けやすいことから、大型車混

入率の変化などを踏まえた、工事車両の

走行に伴う道路交通の騒音･振動や自動

車排出ガスの影響の評価を環境影響評

価の項目に加えていただきたい。 

 

 

工事用車両の走行に伴う道路交通騒音・振動に

ついては、本事業の工事用車両の走行ルートと想

定される道路において、地域の主要な道路の現況

交通量は、9,294 台/日～106,854 台/日、区道の

交通量は、775 台/日～7,882 台/日です。これに

対して、本事業による工事用車両台数は、最大で

84 台/日（往復）と想定しており、現況交通量に

対する工事用車両の増加割合は、地域の主要な道

路で 0.1％～0.9％、区道でも 1.1％～9.8％と小

さくなっています。 

また、資材搬入等に伴う夜間の工事用車両台数

は、地域の主要な道路で最大 16 台/日（往復）、

区道で最大８台/日（往復）と少なく、周囲への

影響は少ないと考えており、環境影響評価の項目

として選定していません。 

工事の施行に当たっては、低公害の工事用車両

を積極的に採用し、整備・点検等を定期的に実施

します。さらに、工事用車両の走行に際しては、

規制速度の遵守、過積載の防止、不要なアイドリ

ングの防止等の徹底を図ります。 

また、工事用車両の搬出入が集中しないよう計

画的・効率的な運行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

措置を講じることで、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。 
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板橋区長の主な意見 事業者の見解 

【環境全般】 

事業の目的には「赤羽線の十条駅付近

の約 1.5km を高架化し、道路と鉄道とを

連続的に立体化することにより、踏切で

の交通渋滞の解消を図る」等と記載され

ている。踏切が解消された後の補助第 85

号線は環七通りへのアクセスがスムー

ズになり、明治通り等から板橋区内を走

る環七通りへのバイパスとなることが

予想される。交通量増加による環境負荷

増が懸念されるため、十条道踏切が解消

される補助 85号線の交通量や騒音･振動

レベル、自動車排気ガス由来の大気汚染

物質の変化等について環境影響評価を

行われたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本環境影響評価書案は、道路と鉄道の連続立体

交差事業化に関するもので、事業の実施が周辺環

境に及ぼす直接的な影響について、調査、予測及

び評価したものです。 

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及びその他の

関係法令等に基づき、実施しました。 

また、補助第 85 号線の整備区間においては、

車線数の増加はないため、これまでの交通量と大

きく変わることはないと考えています。 

なお、新設する都市計画道路等が環境影響評価

の対象となるのかについては、各事業者が関係法

令等に基づき、判断していきます。 

 

 


