
〔別 紙 3〕 

 

特例環境配慮書に係る見解書の要約 

 

１ 環境影響評価の実施者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地  

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、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

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 

 

３ 対象計画の案の名称及び種類 

名 称：東京都市計画道路幹線街路環状第４号線(港区港南一丁目～同区白金台三丁目間)建設事業 

種 類：道路の新設 

 

４ 対象計画の案の内容の概略 

都市計画道路 

名 称 
東京都市計画道路幹線街路環状第４号線 

対 象 と す る 

延長及び区間 

延長：約2.1km 

起点：港区港南一丁目（補助第146号［都道316号（旧海岸通り）］交差点） 

終点：港区白金台三丁目（放射第３号［都道312号（目黒通り）］交差点） 

通 過 地 域 港区 

車 線 数 本線往復4車線 

複数の計画案 

区 間 

白金台区間 

放射第３号［都道312号（目黒通り）〕 

～放射第１号［国道１号（桜田通り）〕 

高輪・港南区間 

放射第１号〔国道１号（桜田通り）〕 

～補助第146号〔都道316号（旧海岸通り）〕 

【Ａ案】 【Ｂ案】 

延 長 約0.8km 約1.3km 

道路構造※1 平面構造 
平面構造（約0.7km） 

橋りょう構造（約0.6km） 

幅 員 25.0m 30.0m 
平面構造：30.0m～33.5m 

橋りょう構造：25.6m～30.0m 

停 車 帯 無 有 無 

歩行者・自転

車通行空間 
視覚的分離 物理的分離 視覚的分離 

植 樹 帯 

又は植樹桝 
中木・低木 高木・中木・低木 高木・中木・低木（一部※2） 

遮 音 壁 有 無 有（一部※2） 
 

計 画 交 通 量 
計画道路の供用時：28,100～39,500台/日 

道路ネットワークの整備完了時：28,000～39,700台/日 

供 用 開 始 平成44年度（予定） 

工 事 期 間 平成31年度から平成44年度（予定） 

※1：平面構造と橋りょう構造との取付部は、平面構造に含めています。 
※2：高輪・港南区間は、国道１号（桜田通り）から国道15号（第一京浜）と接続する側道との分岐付近までの区間に設置

しますが、その他の区間には設置しません。



 

 

５ 特例環境配慮書について提出された主な意見及びそれらについての事業者の見解の概要   

 

特例環境配慮書について、都民からの意見書が14件、計画段階関係区長である港区長及び品川

区長からの意見が提出されました。主な意見及びそれらについての事業者の見解の概要は、以下

に示すとおりです。 

 

項  目 対象計画の案の総合評価 

都民の意見の概要 事業者の見解の概要 

■評価結果 

幅員25ｍか30ｍか、幅員について意見を求めら

れている段階かと思われますが、寄せられた生活

者の希望や需要に合致しうるものを合理的に選

択すべきかと思われます。 

 

計画策定に当たっては、都民の皆様や関係区長

から頂いた御意見、都民の意見を聴く会を踏まえ

た審査意見書を勘案して、一つの案に決定しま

す。 

計画道路の必要性は認識しておりますが、高輪

の計画道路幅を25ｍから33.5ｍへ変更された場

合、所有する私道・敷地が新たな道路予定地（拡

幅部）に該当するため、計画変更には反対します。 

歴史的にも閑静な住宅街の高輪地区には必要

以上の道路面積は馴染まないと考えますし、現行

計画の25ｍでも事業目的を達成できると考えま

す。また、計画策定時には合理的な理由があった

上で25ｍとされたと思いますので、25ｍでの建設

をお願いします。 

今回の都市計画変更素案は、品川の拠点性を高

めるとともに、広域道路ネットワークを構築する

ため、目黒通りから国道15号（第一京浜）までの

既定区間を海岸通りまで延伸するものです。 

延伸により、高輪地区と港南地区が結ばれます

が、この間には高低差があり、鉄道施設とも交差

することから、橋りょう構造とするとともに、第

一京浜との接続路を設けることとしました。これ

らの機能を満足するためには、既定幅員25ｍを30

ｍ～33.5ｍに拡幅する必要があります。 

■社会・経済面から見た評価 

高輪台交差点と二本榎通りに至る部分内に「高

輪台遊び場」があります。当該広場は、西町町会

のお祭り広場やイベントに使用しています。報告

書には「東側300メートルの位置に高輪公園があ

り影響は小さい」と記載されています。現実には

高輪公園は別の町会内にあり、事実上代替は不可

能で、影響は甚大であります。是非港区と協議い

ただき、地元の希望を踏まえた代替地の提供をお

願いしたい。 

 

計画道路上にある高輪台遊び場や白金児童遊

園は、お祭りやイベントなど、地域の方々が利用

されているものと認識しています。 

事業の実施により、高輪台遊び場が無くなり、

白金児童遊園の一部が減少しますが、港区から

は、『「港にぎわい公園づくり基本方針」（平成

28年３月 港区）に基づき、未開設都市計画公園

の整備や民間の協力による公園などの確保に努

めていく』と伺っています。 

今後、事業実施段階で、港区をはじめとする関

係者と協議をしていきます。 

今回の説明では、環状第４号線整備に伴い白金

児童遊園が半分程度になってしまうとのことで

した。当町会の活動にとって港区立白金児童遊園

はなくてはならないものであります。狭くならな

いよう用地確保の上、当町会が活動を継続し、災

害時の食物飲料水の配布等ができるよう、また、

 



 

 

項  目 対象計画の案の総合評価 

都民の意見の概要 事業者の見解の概要 

幼児、児童の遊び場としての公園に特段のご配慮

をお願いいたします。 

「白金児童遊園」は周辺住民の憩いの場であ

り、現に季節ごとに町会の行事にも定期的に使用

されており、中でも先般も行われた花見は一番の

行事である。公園内の樹齢50年以上の桜の木々が

一斉に見事な花を咲かせるこの時期は近隣の在

住者、在勤者ばかりではなく、遠方からも見に来

る人が大勢いる。この見事な桜の木々を道路工事

で切り倒すのか？  

白金児童遊園の計画道路内にある桜について

は、事業実施段階で樹木調査を行い、専門家の助

言を頂きながら、原則、別の場所へ移植します。 

工事完了後、復植可能な桜は、関係機関と協議

の上、計画道路外の同遊園などへ植えなおすよう

努めます。また、復植に適さないと判断された場

合については、関係機関と協議の上、新たに桜の

苗木を植えるなど、適切に対処していきたいと考

えています。 

 

項  目 現況調査 

都民の意見の概要 事業者の見解の概要 

平成27年８月以降に行われた環境現況調査に

ついての調査項目、調査結果が公示されておらず

調査内容が全く不明である。 

平成29年３月27日の説明会場でも住民からの

質問内容についても先の環境現況調査結果が詳

細に公示されれば明らかな事象となり、かつ当該

建設事業が成立し得ないことは明白である。 

環境現況調査については、平成27年８月、９月

に説明会を開催の上、大気汚染を平成27年11月、

平成28年１月、３月、８月の四季に実施したほか、

騒音・振動を平成28年２月、生物・生態系を平成

27年11月、平成28年１月、３月、５月、７月、電

波障害を平成28年２月に実施しました。 

各調査の結果を特例環境配慮書に取りまとめ、

平成29年２月に提出し、３月13日に公示され、公

示日から４月11日まで縦覧されました。 

現在は都民情報ルームにて閲覧していただけ

ます。 

 

項  目 予測及び評価 

都民の意見の概要 事業者の見解の概要 

■環境全般 

環状第４号線は本線に側道が付いた道路であ

り、また本線の一部区間は掘割、橋りょうなどを

もって構成される。また、国道（通称、桜田通り） 

との平面交差も有している。要するに、このよう

に道路は全線にわたり変化に富んだ形状となっ

ているが、人造曲線美が期待される一方、各所の

環境保全対策は短区間のため比較的に措置しや

 

環境影響評価に当たっては、「東京都環境影響

評価技術指針（付解説）」（平成26年１月 東京

都環境局）（以下「技術指針」といいます。）に 

基づき、東京都環境影響評価条例施行規則（昭和

56年東京都規則第134号）に示されている17項目

の中から、本事業の実施が環境に影響を及ぼすと

考えられる大気汚染、騒音・振動（低周波音を含



 

 

項  目 予測及び評価 

都民の意見の概要 事業者の見解の概要 

すいと考えられる。従って、特に住宅地を通過す

る白金や高輪の区間では日照障害、騒音障害が無

いよう十分な措置が必要である。原案の日照障害

対策としている柵形施設では物足らない。 

また、白金の住宅地内、放射15号線、鉄道敷き

をひと跨ぎする鉄橋道路区間はいわゆる低周波

騒音の発生源となり、これについて最大限の予測

と対応策を求める。とりわけて、白金から、いわ

ゆる高輪宿泊施設を通り都道316号線旧海岸通り

までの区間のうち、高輪と鉄道敷き内新規高層ビ

ル等での低周波騒音被害が憂慮される。 

む）、土壌汚染、地形・地質、生物・生態系、日

影、電波障害、景観、史跡・文化財、廃棄物の10

項目を選定し、予測・評価を行っています。その

結果、事業の実施による環境影響を最小限にとど

めるために適切な環境保全措置を講じることか

ら、いずれの予測・評価項目についても、評価の

指標を満足します。 

事業の実施に当たっては、通学路や主要な歩行

者動線などを考慮し、警視庁と協議の上、横断歩

道の配置計画を検討していきます。 

また、地域の皆様の御理解と御協力が得られる

よう、問合せなどに対して丁寧に対応していきま

す。 

高輪は都心でありながら緑豊かな静かな住宅

街です。周辺は国の史跡に指定されている東禅寺

（幕末には日本最初の英国公使館）や、旧朝吹邸

など歴史的な建物や作家の旧宅など文化遺産も

遺されています。このため、住民の景観や環境へ

の意識が高く、住民の多くが何代にもわたり住み

続けております。そして周辺には高輪公園、保育

園、高齢者施設も整い、近隣同士仲良く、快適な

コミュニティが形成されています。 

そんな折、私たちの住む町を寸断し横切る環状

第４号線高架道路建設計画が浮上し、完成すれば

高層ビルと高架道路に囲まれ、日照、騒音、大気

汚染、風害、電波障害などの公害をまともに受け、

長年にわたり引き継がれてきた景観、環境、コミ

ュニティが破壊されてしまいます。 

このような破壊を最小限に食い止め、将来に向

けて快適に住み続けられることを願い意見書を

提出いたします。目の前に迫る大きなマイナスを

少しでも工夫して私たち住民が、より快適に住み

続けるための切なる願いを受け止めよりよい道

路建設をお願いします。 

■大気汚染 

交通量がどれだけ増えるかが明らかにされて

いませんが、少なくとも現状より増えることは明 

らかです。それに伴い二酸化窒素、浮遊粒子状物

質が大きく増えることは明らかです。既に拡幅さ

 

計画道路の日交通量は約２万８千台～約４万

台であり、現在の目黒通りや桜田通りと同程度の 

交通量になるものと予測しています。 

プラチナ通りの日交通量は現況で約１万台あ



 

 

項  目 予測及び評価 

都民の意見の概要 事業者の見解の概要 

れている通称プラチナ通りの交通量の増大も懸

念されると近隣住民は心配しています。 

り、計画道路の供用時には、計画道路の日交通量

と同程度になるものと予測しています。 

事業の実施による大気汚染への影響について

は、技術指針に基づき、適切な予測・評価を行っ

ており、評価の指標とした環境基準を満足しま

す。 

なお、工事の施行中及び完了後には東京都環境

影響評価条例（昭和55年東京都条例第96号）に基

づき事後調査を実施し、予測結果を検証するとと

もに、「環境保全のための措置」の実施状況につ

いて明らかにします。また、環境に著しい影響を

及ぼすおそれがあると認められる場合は、環境の

保全について必要な措置を講じます。 

■騒音・振動 

白金台二丁目、三丁目、高輪二丁目、三丁目地

区は静かな住宅地です。ここに道路を通すこと

で、騒音レベルの予測結果は白金台、高輪の昼間

では70dBです。70dBは掃除機・騒々しい事務所と

説明会資料では示されています。現状は40～50dB

の地域ですから、これで環境保全とは言えませ

ん。計画地域には幼稚園、公園、美術館、学校、

病院、寺院などがあります。環境を保全してくだ

さい。 

 

事業の実施による騒音への影響については、技

術指針に基づき、適切な予測・評価を行っていま

す。 

その結果、低騒音舗装などの環境保全措置を講

じることにより、評価の指標とした環境基準を満

足します。 

なお、工事の施行中及び完了後には東京都環境

影響評価条例に基づき事後調査を実施し、予測結

果を検証するとともに、「環境保全のための措置」

の実施状況について明らかにします。また、環境

に著しい影響を及ぼすおそれがあると認められ

る場合は、環境の保全について必要な措置を講じ

ます。 

■生物・生態系 

東京都では、「崖線の緑を保全するためのガイ

ドライン」（東京都都市整備局、平成24年３月発

行）において、都内でもこの地域の崖線について

保存を検討すべき対象として存在が明記されて

いるところです。しかし、説明会及び「都市計画

変更素案（複数案）及び特例環境配慮書のあらま

し」（東京都、平成29年３月）では、自然植生の

豊富な空間としての崖線の存在に全く言及され

ておらず、逆に急傾斜崩壊危険箇所の観点から斜 

 

東京都は、「崖線の緑を保全するためのガイド

ライン」（平成24年３月 東京都）において、崖

線の緑は、都市の緑のネットワークや地域の景観

形成上、重要な役割を担っていると位置づけてい

ます。 

環境現況調査の結果、高輪公園周辺の崖線の樹

林で、ニホントカゲなどの生物が確認されていま

す。 

事業の実施に当たっては、建設機械などによる 



 

 

項  目 予測及び評価 

都民の意見の概要 事業者の見解の概要 

面安定のための工事上の配慮しかされていない

ため、擁壁等により崖線の緑が破壊されることが

危惧されます。 

このため、環状第４号線の工事実施に当たって

は、同線に直接かかる部分以外の崖線について、

貴重な自然植生があることを強く認識していた

だくとともに、仮設工事や建設機械等により損傷

することがないよう十分留意していただきたく、

強く要望します。 

樹林の損傷に十分留意しつつ、計画道路内に擁壁

などを設け、斜面の安定性確保を図ります。その

際、計画道路外の崖線に生育する樹林への影響を

極力抑え、工事によって生じる樹木の伐採を最小

限とするなど、崖線の緑に配慮します。 

また、事前に工事説明を行うとともに、地域の

皆様からの問合せなどに丁寧に対応し、御理解と

御協力が得られるよう努めます。 

■日影 

高輪地域では、高架（橋りょう）構造が計画さ

れているため、その周辺北側では、日影が発生す

るとされています。環境が悪化するわけですから

環境保全とは言えません。「「公共施設の設置に

起因する日陰により生ずる損害等に係る費用負

担について」に基づいて「必要に応じて適切に対

処する」から評価の指標を満足する」では、環境

保全から考えて到底納得できるものではありま

せん。 

 

高輪地区の橋りょう構造及びその周辺に生じ

る日影については、橋りょう構造に設置する落下

物防止柵を日影の生じにくいものとし、できるだ

け日影への影響を低減させます。 

今後、事業実施段階で、周辺北側において「公

共施設の設置に起因する日陰により生ずる損害

等に係る費用負担について」（昭和 51年２月23

日 建設事務次官通知）の日陰時間を上回ること

が認められる場合には、同通知に基づき適切に対

処します。 

■景観 

国道15号と鉄道用地を渡る橋りょう区間の外

形については、「特例環境配慮書のあらまし」

（31,33ページ）では、No.5地点の想定遠景が掲

示されていますが、直線的な鉄材にグレーの塗装

をした工場地帯にあるような機械的な橋桁であ

り、高輪の歴史的景観とは無関係の構造物となっ

ています。橋脚については掲示されていません

が、この種の橋桁に対しては、鋼管に同様の塗装

を施した橋脚が想像されるところです。 

建設工事の着手までには、まだ多くの時間があ

ります。環状第４号線の実施設計に当たっては、

地域住民が誇りを持てるよう、高輪の歴史にふさ

わしい材料、色彩、質感による美しいデザインの

橋を追究していただくことを切望します。 

 

東京都では、「品川駅・田町駅周辺まちづくり

ガイドライン2014」（平成26年９月 東京都）に

おいて、環状第４号線については周辺のまちづく

りとも調和する構造とするなど、景観に配慮する

こととしています。 

また、東京都都市整備局が公表している「品川

駅北周辺地区まちづくりガイドライン」（平成29

年３月 品川駅北周辺地区まちづくりガイドラ

イン検討委員会）においては、環状第４号線延伸

部を含め、まちづくりの一体感を確保しながら景

観形成を図ることとしています。 

加えて、「港区景観計画」（平成27年12月改定 

港区）において、品川駅・新駅周辺景観形成特別

地区に指定されていることから、橋りょう構造の

景観デザインについては、十分配慮し、検討して

いきます。 

環状第４号線は新しいまちの未来へつながる

承継遺産となり、永代にわたり利用、親しまれる



 

 

項  目 予測及び評価 

都民の意見の概要 事業者の見解の概要 

ものとなる。放射15号線を跨ぐ橋りょう部分は絶

対的に、他に例を見ない造形美を追求する。この

ため、専門家の叡智を集め、デザイン設計競技方

式の導入を勧めたい。 

 

項  目 その他 

都民の意見の概要 事業者の見解の概要 

■事業計画 

JR東日本・JR東海という陸上輸送機関の一大結

節拠点としてのJR品川駅区域（駅舎・駅ビル・JR

関連高層ビル複数棟等々）が存在する領域に環状

大道路網が交差するという陸上輸送機関間の

輻輳
ふくそう

状態は無謀極まりない失策である。 

 

品川駅・田町駅周辺地域は、「これからの日本

の成長を牽引する国際交流拠点・品川」として、

国内各地とのアクセス性を高める交通結節機能

の強化などが求められています。 

計画道路は、「品川駅・田町駅周辺まちづくり

ガイドライン2014」（平成26年９月 東京都）に

おいて、環状第４号線の整備・延伸により、羽田・

臨海部・六本木方面とのアクセスを向上させるな

ど、広域道路ネットワークの形成を図るととも

に、開発に伴う交通処理を担うと位置づけられて

います。 

■周辺道路等の整備 

道路に面した部分は電柱の地中化がなされる

ようですが、周辺の住宅街についても可能な限り

電柱の地中化を早期に進めていただきたいと思

います。 

 

本事業では、計画道路における電柱類の地中化

を図っていきます。 

また、周辺の住宅街の道路における電線類の地

中化については、道路を所管する区などが検討す

ることとなりますが、東京都では、「東京都無電

柱化推進計画」（平成26年12月 東京都）に基づ

き、区市町村の無電柱化についても区市町村に対

する財政・技術支援を行い、整備を促進していき

ます。 

 

項  目 港区長の意見及び事業者の見解 

区長の意見の概要 事業者の見解の概要 

■大気汚染、騒音・振動、日影、史跡・文化財

等について 

事業の実施により、そのアクセス道路となる

現在の環状第４号（都道418号・外苑西通り）、

 

 

環境影響評価は、当該事業の実施が環境に及

ぼす影響について、事前に調査、予測及び評価



 

 

項  目 港区長の意見及び事業者の見解 

区長の意見の概要 事業者の見解の概要 

放射第３号（都道312号・目黒通り）、放射第１

号（国道１号・桜田通り）、補助第14号（特別

区道1024号・メリーロード高輪）、放射第19号

（国道15号・第一京浜）、補助第146号（都道316

号・旧海岸通り）及び放射第18号（都道316号・

海岸通り）の交通量が増えることで、騒音、振

動及び大気汚染その他の環境への影響について

は、少なからず悪化することから、影響が最小

限となるよう、環境保全のための措置のほか、

できる限りの工夫や対策を講じてください。 

を行うとともに、これらを行う過程において、

その事業に係る環境の保全のための措置を検討

した上で、この措置が講じられた場合における

環境に及ぼす影響を予測し、評価するものです。 

特例環境配慮書は、複数の対象計画の案につ

いて環境保全のための措置を検討し、その措置

が講じられた場合における計画道路からの影響

を予測・評価したものです。 

予測・評価の結果、事業の実施による環境影

響を最小限にとどめるために低騒音舗装などの

環境保全措置を講じることから、いずれも評価

の指標を満足します。 

計画道路の整備により、体系的な道路ネット

ワークが形成されることから交通の円滑化が図

られるとともに、生活道路に流入する通過交通

が減少し、身近な生活道路の安全性が向上しま

す。また、安全で快適な歩行者・自転車通行空

間が確保され、防災機能が向上するなど、沿道

環境の改善に大きく寄与するものと考えていま

す。 

橋梁構造部の区間では、橋梁が周囲の景観を

崩さないよう、色彩や意匠について配慮し、調

和のとれたものとしてください。また、日照等

の影響が最小限となるよう工夫するとともに、

電波障害等の影響が出る物件については、適切

な対処をするなど丁寧な対応をしてください。 

「港区景観計画」（平成27年12月改定 港区）

において、品川駅・新駅周辺景観形成特別地区

に指定されていることから、橋りょう構造の景

観デザインについては、十分配慮し、検討して

いきます。 

また、橋りょう構造に設置する落下物防止柵

を日影の生じにくいものとし、できるだけ日影

への影響を低減させます。 

電波障害が生じるおそれがある場合は、事業

実施段階で適切に対処し、丁寧な対応をしてい

きます。 

計画地における、江戸時代に敷設された「三

田上水」、その後身である「三田用水」に関連

する遺産等（白金台三丁目12に一部残存）につ

いては、住民団体から保存に係る要望が提出さ

れていますので、慎重に取り扱ってください。 

計画道路内に残存する「三田用水」に関連す

る遺産などについては、工事に先立ち、港区の

教育委員会と協議の上、取扱いを検討していき

ます。 

 



 

 

項  目 港区長の意見及び事業者の見解 

区長の意見の概要 事業者の見解の概要 

港区遺跡番号64の信濃飯山藩本多家屋敷跡遺

跡（高輪三丁目13）については、文化財保護法

に基づく手続きが必要となり、事前調査等の保

護措置の対象になります。 

計画道路内には、「信濃飯山藩本多家屋敷跡

遺跡」の一部が存在することから、工事に先立

ち、港区の教育委員会と協議の上、適切な措置

を講じながら進めていきます。 

周知されている埋蔵文化財包蔵地以外の土地

については、埋蔵文化財の有無が確認されてい

ない箇所も多く存在すると考えられ、「港区埋

蔵文化財取扱要綱」に基づき試掘調査の実施を

指導する場合がありますので、必要に応じて区

と協議してください。 

埋蔵文化財包蔵地以外の埋蔵文化財に係る調

査の取扱いについては、必要に応じ、適切に港

区と協議します。 

■道路建設工事について 

建設作業等にあたっては、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。 

 

事業の実施に当たっては、低騒音・低振動型、

排出ガス対策型建設機械を使用するとともに、

工事用車両の洗浄や散水を行い、周辺環境に与

える影響の低減に努めます。 

工事車両については、騒音、振動、渋滞など

周辺への影響を考慮し、車両の出入りする動線

や時間帯等を工夫してください。 

工事車両の動線や時間帯などについては、今

後、詳細な工事計画を策定していく中で、周辺

への影響を考慮して検討していきます。 

 

項  目 品川区長の意見及び事業者の見解 

区長の意見の概要 事業者の見解の概要 

■環境全般 

工事施工中においては、最新の工法や機材を検

討し、計画地周辺への環境影響を極力減らすよう

に配慮してください。 

 

 

事業の実施に当たっては、低騒音・低振動型、

排出ガス対策型建設機械を使用するとともに、工

事用車両の洗浄や散水を行い、周辺環境に与える

影響の低減に努めます。 

■騒音・振動 

夜間を含めた作業時間や期間については、周辺

住民への騒音・振動による影響を最小限にとどめ

るよう配慮してください。 

 

事前に工事の説明を行うとともに、地域の皆様

からの問合せなどに丁寧に対応し、御理解と御協

力が得られるよう努めます。 

なお、夜間工事を実施する場合には、地域の皆

様に工事実施日や実施時間を事前周知し、騒音・

振動による影響を最小限にとどめるよう配慮し

ます。 

 

  



 

 

項  目 品川区長の意見及び事業者の見解 

区長の意見の概要 事業者の見解の概要 

■土壌汚染 

汚染土壌を搬出する際には関係法令に基づき、

特定有害物質等の飛散等を防止するための措置

を講じてください。 

 

事業の実施により汚染土壌を搬出する必要が

生じた場合には、特定有害物質などの飛散などを

防止するため、土壌汚染対策法（平成14年法律第

53号）及び都民の健康と安全を確保する環境に関

する条例（平成12年東京都条例第215号）を遵守

した手続きや拡散防止措置を行います。 

 

 


