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平成 24 年度第 1 回東京都北区環境審議会議事要旨 

 

 

日時：平成 24 年 5 月 11 日（金）14：00～16：30 

場所：北区役所 第一庁舎４階 第一委員会室 

 

【出 席 者】 

＜委員＞ 

丸田頼一会長     

細見正明委員  巻出義紘委員  品川明委員    

柳井重人委員  吉川正人委員  小玉雅之委員   

鈴木將雄委員  田口重子委員  羽鳥雅雄委員   

岸田辰夫委員  小池たくみ委員 大島実委員    

八巻直人委員  やまだ加奈子委員 

 

＜事務局＞ 

生活環境部長 環境課長 まちづくり部長 まちづくり推進課長 

環境課環境政策係 

 

 

【次  第】 

１．開  会 

２．挨  拶 

３．議  事 

（１）都営桐ヶ丘団地建替事業の環境影響評価書案について 

（２）その他 

４．閉  会 

 

 

 

 

 

【傍 聴 人】 

傍聴人  ２ 名 
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【発言要旨】 

＜ 議 事 １ ＞ 

 
○東京都 ―東京都東部住宅建設事務所より資料説明― 
○委員  区の建設委員会では、騒音・振動計を設置するとの話だったが、環境基準を超えてしまった

場合、工事を中断するのか。 
○東京都 作業は騒音計の数値を目視で確認しながら進めるので、基準を超えないように調整をする。 
○委員  予測ではすでに環境基準を超える結果となっている。環境基準を超えた場合は、工事を中断

し、原因をすぐに検討するものではないのか。 
○東京都 建替工事については、東京都が発注者となり、工事業者を請負者として行う。都は把握した

時点で、改善の処置や法定の見直し等を適切に講じていく。 
○委員  環境基準を超えた場合、業者を指導する責任は東京都にある。東京都としての責任を果たし

てほしい。 
○委員  評価書の本文 14 ページ。団地内を南北に縦断する新設道路について、国道 17 号や環七、環

八等の幹線道路への抜け道として使われることにより、通過交通量の増加が考えられる。建

設委員会では、幹線道路へ接道していないので交通量は増加しないとの説明があった。道路

が拡幅されることにより、通過車両が増え、交通事故の増加が予想される。高齢化した住民

の住環境がこの道路によって脅かされる。計画を見直すべきではないか。 
○東京都 建設委員会では新設道路であり、交通量が増加するとは説明していない。補助 85 号と補助

157 号を直接繋ぐものではないので、周辺環境に著しい影響はないと話している。また、道

路の計画については、区の都市計画マスタープランの位置づけ等を踏まえ、北区とも調整し

ている。 
○委員  評価書の本文 43 ページに車両の予測が 22～61 台とあるが、今後道路幅が拡がり、相互通行

になる。国道 17 号や環七、環八を直接つながなくとも、抜け道として使われることになる

はず。交通量が増え、交通事故が増える危険がある。新設道路については計画を見直すべき

ではと重ねて申し上げる。 
○委員  GN02 街区について、計画書案と評価書案では建物の配置が異なっている。日影と景観に配

慮したとあるが、なぜか。これにより、工事車両の出入り口は南側の大きい道路からではな

く、北側の狭い道路から出入りするようになる。この道路は通学路でもあり、以前は重大事

故もあった場所である。南側道路からの工事車両の出入が確保できる建物配置にできないか。

日影や景観に配慮するなら近隣の２階建て住宅に配慮し、14 階建てのものについては変更す

るべきでは。また、GW05 街区には、8 階建て 2 棟の計画があるが、その北側に桐ヶ丘郷小

学校がある。校庭の日照や景観が確保できるのか疑問である。191 ページの天空写真につい

て、校庭の南側から撮っており、既存の建物の圧迫感を演出している。校庭の中ほどから、

児童の目線で撮るべきでは。 
○東京都 交通予測台数について補足すると、この数値は団地内の新たに増加する発生台数のことを示

すものであり、通過台数については評価していない。 
○東京都 まず、GN02 街区については 50 ページを参照。建物の配置や高さは、日影や圧迫感などを
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考慮した結果、評価書案のように修正を行った。工事車両の出入り等については、工事車両

の徐行、必要であれば誘導員の配置をするなどで対応する。 
また、GW05 街区については 176 ページの平面図を参照。新築すると高くはなるが、位置が

南側にずれるので、圧迫感が軽減され、撮影点は故意に選んだわけではない。 
○委員  通過車両を評価しないのでは、住民は納得は得られない。改めて通過車両の予測を見直して

ほしい。配置については、北側の道路が狭くて工事車両が入れない。西側の部分をあけて、

南側から車両が入れるようにしてほしい。 
風環境については、建設委員会で「技術指針には、建築物の高さについての明記はない。」

といっていたが、技術指針ではそのようなことは書いていない。指針では、学校や病院、地

形、建築物などの状況等を考慮するものと示している。今回の計画は、行政サービス施設に

ついての風環境を考えているのか。10 階建ての計画もしているが、ここには、老人施設等が

あり、風環境について評価項目に選定するべきではないか。 
○東京都 たしかに技術指針ではなく、付解説に示されていたので、訂正する。付解説では、風環境を

考慮すべき場合の条件を示しており、計画建築物の高さが 60ｍ以上を超える建物、周辺建築

物の平均高さよりも 5~6 倍高い建物であり、周辺環境の風環境に影響を及ぼす場合等には、

対象となる。今回は建築物の高さが 45ｍ程度なので、指針を参考にして、評価項目に含まな

くてよいと判断した。 
○委員  技術指針では風環境について細かく示されている。45ｍだから評価しなくていいとは書いて

いない。45ｍの建物でも調査をする等の姿勢があってよいのではないか。 
○東京都 45ｍだから評価項目に含む必要がないとは言っていない。技術指針を参考にしている。 
○委員  説明を聞いていると、45ｍであれば評価項目にする必要がないと言っているようにとれる。

病院や学校がある場所なのだから、やはり評価項目に選定すべきである。 
○会長  風影響については、評価項目に含む方がよいと考える。計画書の区長意見にも項目に加える

ようにと言っている。評価書案には 45ｍだから評価項目に加えないと断言している。科学者

や技術者であればこのような表現はしない。また、風環境について、木を植えれば軽減でき

るとの考え方は安易である。評価書案には風環境を評価項目に入れて、細かく調べるべきで

ある。 
○委員  評価項目の選定ついては、先ほど述べたとおり。今後は、建築設計の中で努力するようにし

ていきたい。 
○会長  風については、非常時に合わせて考えておいた方がいい。影響があったときの対応や、団地

外への影響など心得ておくように。また、都市計画公園の変更についても都市計画決定が必

要になるがどのようにするのか。 
○東京都 都市計画については、都市計画公園の変更等を前提としたもので、北区と協議中であり、結

果はまだ示せない。引き続き協議をしていく。 
○会長  都市計画審議会との関連はどのようにするのか。 
○事務局 東京都と北区で協議中。まだ前段の話をしているところなので、然るべきときに報告する。 
○会長  交通量については、まだ都市計画審議会でも審議する機会がある。 
○委員  環境審議会として意見をつけることができれば、そのほうが良いと考える。 
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○委員  騒音振動の予測について、車両に関しては工事区域外で予測を行っているが、住民が住んで

いる区域内の予測はないのか。建設機械についての予測と対策はないのか。 
○東京都 事業者の視点では、比較的通行量が多い幹線道路沿いの地点を選んでいる。団地内の影響は、

事業が周辺環境に与える影響を考慮して設定してある。 
○委員  事業区域外を中心に考えているようだが、区域内についてはアセス対象外でよいのか。 
○東京都 工事区域について、読み取れない部分がある。法の主旨を踏まえ、主に団地の区域外を視点

においている。 
○コンサルタント 評価書案の 127～128 ページの●（黒丸）部分が、団地内の 大値を示すものであ

り、団地内については、このような評価となる。 
○委員  東京都がすすめている温室効果ガス対策についてはどうか。 
○委員  この建物は居住者に寄与するものであり、数値については、東京都の手が及ばない部分であ

り、太陽光や省エネ機器などの設置で対応していく。 
○委員  工事車両による騒音については、④地点ですでに環境基準を超えており、工事によって騒音

が増加することは明らかであるが、対策はどう講じるのか。また、時間によって騒音の数値

はばらつくはず。瞬間に超える値の扱いはどうなのか。 
○東京都 事業者として、騒音を 低限にし、工期や工程の調整したい。 
○委員  自然とのふれあいについて、同等の機能を維持とあるが、どの程度なのか。また、公園の一

部再整備とあるがその範囲は。 
○東京都 評価書案の 212 ページ参照。将来は北区で管理してもらうことになるので、詳細は北区と調

整する。同等の機能を維持するというのは、 低限同等の機能を維持したいといった考えで

ある。 
○会長  樹木の毎木調査は行っているか。 
○東京都 今回のアセスの調査では行っていないが、過去の調査記録では把握している。 
○会長  移植や移設とあるが、どの程度を考えているか。 
○東京都 団地内全てを対象と考えている。移植や移設をするべき樹木かどうかは今後考えていく。 
○会長  移植というのは、よく使われる表現ではあるが、枯れてしまったりすることもある。表現に

は気をつけてほしい。 
○委員  住民説明会はすでに終わったとのことだが、そこで出された意見で、計画に取り上げる又は

参考にされた意見等あれば教えてほしい。 
○東京都 当日は東京都の考えを説明した。これから区民や各区長の意見などをもらう段階となる。意

見について計画に取り上げたり却下したりはその後の段階となる。 
○事務局  本日は、東京都による説明の後、区長意見（案）についての審議をしていただき、それか

ら区長意見の取りまとめを行う。 
 

－ 東京都退席 － 
 

－ 休 憩 － 
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○事務局 ―区長意見案について説明― 
○委員  17 日に建設委員会でも区長意見について審議すると思うが、環境審議会ではどこまで審議す

ればよいのか。 
○事務局 今日頂戴した意見を考慮し、17 日に向けてとりまとめていく。 
○委員  風の対策は植栽などとなっているが、どれほどの効果があるものなのか。風環境を予測評価

項目の対象に追加してほしい。 
○会長  風環境を予測評価項目に追加するよう意見をすることについては、賛成である。風をうまく

逃がすとあるが、渦を巻いてしまい、逃がすことは難しい。 
○委員  区長意見案のその他（５）には、新設道路について配慮されたいとあるが、この前提につい

て、ここで審議するものなのか。 
○事務局 新設道路については、先日の建設委員会でも非常に関心の高い項目だったので、区長意見案

にも盛り込んだ。 
○委員  区長意見案の「３．土壌汚染」について、「鉛等」と示しているが、すでにこのような情報

があるのか。 
○事務局 第一期、二期、三期の際に、鉛汚染があったため。 
○委員  汚染の可能性が高いのであれば、強く要請していいのではないか。新設道路について、区長

意見を昨年の 10 月に提出されたとのことだが、その結果はどうだったのか。 
○事務局 評価書案の 241 ページを参照。東京都から説明があったとおり。 
○事務局 交通ネットワークが変るので調査した結果、環境影響評価としては、評価書案の 44 ページ

にあるように、周辺道路には著しい影響はないという結果となっている。 
○委員  事後調査で、予測以上になった場合、どのような対策を講じるのか。 
○委員  一度道路ができてしまうと、交通量を減らすなど、事後ではどうにもならない。環境審議会

の中で、意見を言ってほしい。 
○委員  交通量を制限する措置をすることも可能なので、予測以上の台数となったときのために事後

についても言及しておくべき。 
○事務局  資料２にアセスの手続きの流れを示している。事後調査について言及するか、工事自体が

長い期間のものなので、知恵を絞っていきたい。 
○委員  区長意見案のその他（２）の植栽について、具体性がないが、一体どういう意味か。もう少

し具体的に精査して書く方がよい。 
○委員  どのように書いていけばよいか、ご教示いただきたい。 
○会長  流行の「生物多様性」を入れてもよいし、花見など楽しめる部分を入れてもよいのでは。 
○委員  審議会意見と議会意見と合わせて事務局で調整すること。 
 
 

＜ 議 事 ２ ＞ 

○事務局 この度、ダイオキシン部会を設置したことを報告する。 
○委員  庁舎内に設置か。 
○事務局 環境審議会の専門部会になる。環境審議会の副会長である細見委員を部会長に、他のメンバ
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ーは前回と同じになる。メンバーは、臨時委員として審議会会長の指名による。 
○委員  区議会の委員会などへの説明はしたか。 
○事務局 今回、専門部会を設置した経緯は、裁判所から区の見解を求められたことに発する。区長か

ら環境審議会の会長に見解を求めたところ、会長により専門部会での議論が必要であるとの判

断から急遽、部会を設置するに至った。議会には、過程がある程度進んでから必要に応じ説明

したい。 
 


