
環境影響評価準備書の縦覧及び意見書の提出について 

都市高速道路外郭環状線（世田谷区宇奈根～練馬区大泉町間）事業 

 

環境影響評価準備書は、下記の場所において縦覧できます。また、ご意見のある方は、提出期

限内に意見書を提出することができます。 

意見書には、対象準備書の名称及び氏名、住所を記入したうえで、環境の保全の見地からの意

見を書いてください。 

 

縦覧期間 
平成 18 年 6 月 2日（金）～平成 18 年 7 月 3日（月） 

（土曜日、日曜日及び祝日は除く） 

縦覧時間 9:00～17:00 

縦覧場所 

◎世田谷区役所 環境総合対策室 環境保全課（世田谷区世田谷 4-21-27） 

◎狛江市役所 都市建設部 計画課（狛江市和泉本町 1-1-5） 

◎調布市役所 環境部 環境保全課（調布市小島町 2-35-1） 

◎三鷹市役所 生活環境部 環境対策課（三鷹市野崎 1-1-1） 

◎杉並区役所 環境清掃部 環境課（杉並区阿佐谷南 1-15-1） 

◎武蔵野市役所 環境生活部 環境政策課（武蔵野市緑町 2-2-28） 

◎練馬区役所 環境まちづくり事業本部 環境清掃部 環境政策課 

（練馬区豊玉北 6-12-1） 

◎東京都 都市整備局 都市づくり政策部 都市計画課 

（新宿区西新宿 2-8-1 第二本庁舎 21 階北側） 

意見書の提出先 

及び提出期限 

・意見書の提出先および問い合わせ先 

 東京都 都市整備局 都市づくり政策部 都市計画課 

  〒163-8001 新宿区西新宿 2-8-1 第二本庁舎 21 階北側 

  （TEL）03-5388-3225 

・意見書の提出のために必要な記入事項 

①氏名及び住所（法人その他の団体の場合はその名称、代表者の氏名及び主

たる事務所の所在地） 

②準備書の名称 

③環境の保全の見地からの意見 

・意見書の提出期限 

 平成 18 年 7 月 18 日（火） ※郵送の場合当日消印有効 

※なお、環境影響評価準備書は上記縦覧場所のほか、裏面の場所でも閲覧できます。 

※意見書の提出にあたっては、環境影響評価準備書に対する意見書である旨を件名に記載してくださ

い。 

環境影響評価準備書のお問い合わせ先 

東京都 都市整備局 都市基盤部 街路計画課 外かく環状道路担当（都庁第二本庁舎 22 階南側） 

（TEL）03-5388-3279 



※閲覧は、各施設の開設時間に行っております 

  場所 住所 電話 
東京都 環境局都市地球環境部環境影響評価課 新宿区西新宿 2-8-1 03-5388-3440 
〃 多摩環境事務所管理課 立川市錦町 4-6-3 042-523-3171(内線 5511）
世田谷区 道路整備部道路計画課 世田谷区世田谷 4-24-1 03-5432-2548 
〃 砧総合支所地域振興課 世田谷区成城 6-2-1 03-3482-1323 
〃 砧総合支所街づくり課 世田谷区成城 6-2-1 03-3482-2594 
〃 烏山総合支所地域振興課 世田谷区南烏山 6-22-14 03-3326-1202 
〃 烏山総合支所街づくり課 世田谷区南烏山 6-22-14 03-3326-9618 
〃 喜多見まちづくり出張所 世田谷区喜多見 3-21-22 03-3417-3401 
〃 砧図書館 世田谷区祖師谷 3-10-4 03-3482-2271 
〃 鎌田図書館 世田谷区鎌田 3-35-1 03-3709-6311 
〃 烏山図書館 世田谷区南烏山 6-2-19 03-3326-3521 
調布市 緑ヶ丘地域福祉センター 調布市緑ケ丘 2-18-49 03-3326-4861 
〃 菊野台地域福祉センター 調布市菊野台 1-38-1 042-481-5641 
〃 金子地域福祉センター 調布市西つつじケ丘 4-43-3 042-485-5888 
〃 入間地域福祉センター 調布市入間町 1-13-2 03-3309-4996 
〃 東部公民館 調布市若葉町 1-29-21 03-3309-4505 
〃 北部公民館 調布市柴崎 2-5-18 042-488-2698 
〃 神代出張所 調布市西つつじケ丘 3-19-1 042-481-7600 
〃 都市整備部街づくり推進課 調布市小島町 2-35-1 042-481-7417 
三鷹市 情報公開総合窓口 三鷹市野崎 1-1-1 0422-45-1151 
〃 三鷹駅前市政窓口 三鷹市下連雀 3-24-3-202 0422-42-5678 
〃 三鷹台市政窓口 三鷹市井の頭 2-13-2 0422-42-0511 
〃 三鷹東部市政窓口 三鷹市中原 1-29-35 03-3326-8805 
〃 三鷹西部市政窓口 三鷹市野崎 3-28-11 0422-33-4531 
〃 図書館（本館） 三鷹市上連雀 8-3-3 0422-43-9151 
〃 東部図書館 三鷹市牟礼 5-8-16 0422-49-3851 
〃 西部図書館 三鷹市大沢 2-6-47 0422-33-1311 
〃 三鷹駅前図書館 三鷹市下連雀 3-13-10 0422-77-0035 
〃 東社会教育会館 三鷹市牟礼 2-13-19 0422-46-0408 
〃 井の頭コミュニティセンター 三鷹市井の頭 2-32-30 0422-44-7321 
〃 牟礼コミュニティセンター 三鷹市牟礼 7-6-25 0422-49-3441 
〃 新川中原コミュニティセンター 三鷹市新川 1-11-1 0422-49-6568 
杉並区 井草区民事務所 杉並区下井草 4-30-2 03-3394－0461 
〃 西荻区民事務所 杉並区桃井 4-3-2 03-3301－0980 
〃 阿佐谷区民事務所 杉並区阿佐谷北 2-18-17 03-3338－3225 
〃 高円寺区民事務所 杉並区梅里 1-22-32 03-3317－6560 
〃 永福和泉区民事務所 杉並区和泉 3-8-18 03-5300－9310 
〃 桜上水北分室 杉並区下高井戸 1-24-15 03-3306－7220 
〃 高井戸駅前事務所 杉並区高井戸東 3-7-5 03-3333－5395 
〃 宮前分室 杉並区宮前 5-5-27 03-3332－5732 
〃 荻窪駅前事務所 杉並区荻窪 5-28-13 03-3392－8846   
〃 中央図書館 杉並区荻窪 3-40-23 03-3391－5754 
〃 永福図書館 杉並区永福 4-25-7 03-3322－7141 
〃 柿木図書館 杉並区上井草 1-6-13 03-3394－3801 
〃 高円寺図書館 杉並区高円寺南 2－36－25 03-3316－2421 
〃 宮前図書館 杉並区宮前 5－5－27 03-3333－5166 
〃 成田図書館 杉並区成田東 3-28-5 03-3317－0341 
〃 西荻図書館 杉並区西荻北 2－33－9 03-3301－1670 
〃 阿佐谷図書館 杉並区阿佐谷北 3－36－14 03-5373－1811 
〃 南荻窪図書館 杉並区南荻窪 1－10－2 03-3335－7377 
〃 下井草図書館 杉並区下井草 3－26－5 03-3396－7999 
〃 高井戸図書館 杉並区高井戸東 1－28－1 03-3290－3456 
〃 方南図書館 杉並区方南 1－51－2 03-5355－7100 
武蔵野市 中央図書館 武蔵野市吉祥寺北町 4-8-3 0422-51-5145 
〃 吉祥寺図書館 武蔵野市吉祥寺本町 1-21-13 0422-20-1011 
〃 西部図書館 武蔵野市境 5-15-5 0422-53-1811 
〃 本宿コミュニティセンター 武蔵野市吉祥寺東町 3-25-2 0422-22-0763 
〃 吉祥寺東コミュニティセンター 武蔵野市吉祥寺東町 1-12-6 0422-21-4141 
〃 本町コミュニティセンター 武蔵野市吉祥寺本町 1-22-2 0422-22-7002 
〃 吉祥寺南町コミュニティセンター       武蔵野市吉祥寺南町 3-13-1 0422-43-6372 
練馬区 環境まちづくり事業本部都市整備部都市計画課 練馬区豊玉北 6-12-1 03-3993-1111 
〃 上石神井出張所 練馬区上石神井 1-6-16 03-3920-0342 
〃 石神井台児童館 石神井台 2-18-13 03-3995-8267 
〃 石神井図書館 石神井台 1-16-31 03-3995-2230 
〃 石神井児童館 石神井町 7-28-21 03-3996-3800 
〃 大泉図書館 大泉学園町 2-21-17 03-3921-0991 
〃 南大泉図書館 南大泉 1-44-7 03-5387-3600 
〃 関町図書館 関町南 3-11-2 03-3929-5391 
〃 三原台児童館 三原台 2-11-29 03-3924-8796 
〃 北大泉地区区民館 大泉町 2-41-26 03-3978-0324 



 

◆意見書の記載例 

 

 

 

 

① 件名 

 「外環環境影響評価の意見」又は「外環アセスの意見」と記入して下さい。 

② 住所 

「東京都○○○区市 ○○1-1-1 ○○アパート○○号 

③ 氏名 

外環 太郎 

④ 意見の内容 

 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○。 

 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○。 

 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○。 


