
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

（平成 11 年５月から平成 14 年 12 月末までの 3 年 7 ヶ月間に、延べ 1 万 5 千名から頂いたご意見） 

平成 15 年 1 月

国土交通省関東地方整備局            

東 京 都 都 市 計 画 局             

 

みなさんの声
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ＰＩ（パブリック・インボルブメント） 
 

ＰＩとは、施策の立案や事業の計画・実施などの過程で、関係する住民、利用者や国民一般に

情報を公開した上で、広く意見を聴取し、それらを計画づくりに反映することです。 

主な経緯 

平成 11 年５月 外環専用ダイヤル開設 

平成 11 年６月 外環ホームページ開設 

平成 11 年６月 パンフレット「外かんのどうしてこうして…」発行（１万部） 

平成 11 年６月 パンフレット添付はがきの開始 

平成 11 年 12 月 パンフレット「東京外かく環状道路 関越道～東名高速間の

あらまし」発行（３万部） 

平成 11 年 12 月 パンフレット「外環の必要性とその効果 Ver.１」発行（３万部） 

平成 12 年２月 外環に関するアンケート調査（第１回）（１都３県から約１万人抽出） 

平成 12 年２月 リーフレット「ご意見ください、外環に」発行（５万部） 

平成 12 年２月 広報紙「外環ジャーナル VOL.１」配布（９３万部） 

平成 12 年５月 外環に関するアンケート調査（第１回）結果公表（約６千人回答） 

平成 12 年６月 パンフレット「みなさんの声 外環に関するアンケート結果」発行（２万部） 

平成 12 年９月 広報紙「外環ジャーナル VOL.２」配布（９３万部） 

平成 13 年２月 広報紙「外環ジャーナル VOL.３」配布（９３万部） 

平成 13 年４月 パンフレット「東京外かく環状道路（関越道～東名高速間）の計画のたたき台」発行

（３万部） 

平成 13 年４月 広報紙「外環ジャーナル VOL.４」配布（９３万部） 

平成 13 年５月 「計画のたたき台」の説明会を開催

（１０会場、延べ約３千人参加） 

平成 13 年６月 相談所を開設（１３カ所、延べ約２００人来場） 

平成 13 年８月 広報紙「外環ジャーナル VOL.５」配布（９３万部） 

平成 13 年 11 月 パンフレット「みなさんの声」発行（２万部） 

平成 13 年 12 月 「東京環状道路有識者委員会」が発足 

 

 

 

 

 

 

平成 14 年１月 広報紙「外環ジャーナル VOL.６」配布（９３万部） 

平成 14 年４月 「東京環状道路有識者委員会」が第一次提言を

とりまとめ 

平成 14 年４月 広報紙「外環ジャーナル VOL.７」配布（９３万部） 

平成 14 年６月 沿線７区市の関係者、地元自治体、国土交通省、東京

都の話し合いの場である「ＰＩ外環沿線協議会」が発

足（平成 14 年 12 月までに 11 回開催） 

平成 14 年６月 外環専用ダイヤルのフリーダイヤル化 

平成 14 年９月 広報紙「外環ジャーナル VOL.８」配布（９３万部） 

平成 14 年 10 月 外環に関するアンケート調査（第２回）（１都３県から 

約５千人抽出） 

平成 14 年 11 月 相談所を開設（８カ所、延べ約 460 人来場） 

平成 14 年 11 月 外環に関するアンケート調査（第２回）結果公表（約 

３千５百人回答） 

平成 14 年 11 月 「東京環状道路有識者委員会」が最終提言 

外環ホームページ 

第５回ＰＩ外環沿線協議会の模様 

計画のたたき台説明会の模様

第２回東京環状道路有識者委員会の

審議の模様 

東京環状道路有識者委員会が意見聴取した方々 
第３回 上石神井商店街振興組合、北野不動産管理研究会 
第４回 外環道路反対連盟 
第５回 東京路線トラック協議会 
第６回 （社）日本自動車連盟（ＪＡＦ）、西武バス（株） 
第８回 東京商工会議所、草加市 
第９回 辻水深団地自治会、国立環境研究所 
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第１章 頂いたご意見について 
 

外環におけるＰＩにおいて、平成 11 年 5 月から平成 14 年 12 月末までに延べ約 110 万人に情

報発信をし、約 1 万 5 千人の方々からご意見を頂きました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①説明会 

延べ 164 名発言 

 
②説明会コメントカード 

147 枚 

③個別の説明会 

延べ 376 名発言 

7 区市 10 会場で開催、参加者約 3000 名  
（説明会 10 会場で配布） 

説明会会場で配布した自由意見記入用紙 
計 26 会場で開催 

    

④専用はがき（パンフレットに添付） 

2714 通 

 
⑤相談所 

相談者 389 名 

⑥相談所アンケート 

219 通 

 
（平成 11 年 5 月～14 年 12 月末現在、 

自由意見が記入されたもの 1844 通） 
 7 区市 24 ヶ所で開催、来場者 676 名 自由意見が記入されたもの 68 通 

    

⑦電話 1208 件 

ＦＡＸ等 93 通 

電子メール 411 通 

手紙・はがき 67 通 

来所  36 件 

その他 1 件 

 
⑧アンケート 

9787 件 

⑨ホームページに 

  寄せられた意見 

64 件 

（平成 11 年 5 月～14 年 12 月末現在） 
 （第 1 回平成 12 年 2 月 第 2 回平成 14 年 10

月 自由意見が記入されたもの 1894 件） 
（平成 14 年 10 月～12 月末現在  

自由意見が記入されたもの 61 件） 

 
 

 

テーマ別の意見割合 

「外環の必要性について」の意見は約 28％、「計画の

内容について」の意見は約 13％、「環境について」の意

見は約 8％、「用地補償等について」の意見は約 6％、

「進め方について」の意見は約 22％、「外環計画に対す

る賛否について」の意見は約 17％ありました。 
※なお、ご意見の内容によっては、複数の項目にまたがる場合もあります。 

 
 

意見の把握 ･･･約 1 万 5 千人 

・パンフレット配布 約 14 万 6 千部 

・広報紙（外環ジャーナル）の配布 約 93 万部を 9 回配布 

・説明会 相談所の開催 116 回 約 5000 人参加 

・ホームページ 約 4 万 6 千アクセス 

・記者発表 40 回 
※平成 11 年 5 月～平成 14 年 12 月末まで 

情報の発信  ･･･約 110 万人

意見数 延べ 12,658 件

外環の必要
性について

28%

進め方につい
て
22%

外環計画に
対する賛否に

ついて
17%

環境について
8%

その他のご意
見
6%

用地補償等
について

6%

計画の内容
について

13%

12658件


