
ただいまから都市高速鉄道、東急電鉄大井町線、戸越公園駅付近の

連続立体交差化計画等の都市計画素案について説明いたします。
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本日、説明する内容は、

東急電鉄大井町線、戸越公園駅付近における連続立体交差化計画の

概要および都市計画素案

側道などの関連する道路計画

都市計画の区域

施工方法の概要

連続立体交差化計画が周辺環境に及ぼす影響への配慮について

今後の手続きの流れ

戸越公園駅交通広場計画について

となります。
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はじめに、戸越公園駅付近の連続立体交差化計画について、説明いたし

ます。
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こちらは、東急電鉄大井町線、戸越公園駅付近の平面図です。

図の右側が大井町方面、左側が溝の口方面となります。

本区間には、補助第29号線や、四間通り（よんけんどおり）などと交差する、

6箇所の踏切があります。

ピーク時間の遮断時間が４０分以上となる、いわゆる「あかずの踏切」と

なっています。

これらの踏切は、いずれも多くの自動車や歩行者等の通行を妨げ、

地域の消防活動や救急活動の支障となっているほか、踏切事故など、地域

活動に大きな影響を与えています。

こうした課題を解決するため、連続立体交差化を計画いたしました。
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次に、連続立体交差事業について、説明いたします。

連続立体交差事業とは、鉄道を一定区間連続して、高架化または地下化

し、道路と立体交差化することで、多数の踏切を除却する事業です。

この事業の実施により、地域の課題となっている、交通渋滞や踏切事故

が解消されます。

さらに、鉄道による地域分断が解消され、まちづくりが進められることで、

沿線地域の活性化が図られます。
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続きまして、鉄道の構造形式について説明いたします。

今回、鉄道を連続立体交差化する方式として、高架方式と地下方式の

２つの案で検討いたしました。
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今回検討した、高架方式と地下方式の横断図について説明いたします。

高架方式の一般部では、側道を整備しない部分は、幅、約12ｍ、側道を

整備する部分は、6mの側道を含め、約18ｍとなります。

高架方式の駅部では、幅、約17ｍとなります。

次に地下方式の一般部では、幅、約14ｍとなり、地下方式の駅部では、

幅、約18ｍとなります。

なお、構造物の幅員、高さについては、場所によって異なります。

また、事業に必要となる用地については、現在の鉄道用地内を最大限に

活用することとしていますが、高架方式、地下方式ともに、現在の鉄道用地

の外側にも必要となる区域があります。
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はじめに、高架方式の概要について、説明いたします。

今回計画している区間の前後は、すでに鉄道が高架化されております。

計画区間を高架方式とする場合、鉄道が高架化している、補助第26号線

との立体交差部付近と、同じく鉄道が高架化している第二京浜との立体交

差部付近の間を、高架化します。合わせて戸越公園駅を高架化します。

これにより、6箇所の踏切が除却されるとともに、都市計画道路である補

助第29号線や、四間通りなどと立体交差化されます。

なお、ホームの位置は約30ｍ中延駅側に移動することになりますが、駅

の出入り口は、現在と概ね変わらない予定です。

また、下神明1号踏切及び戸越公園4号踏切は、既に鉄道が高架化してい

る区間への移行区間となるため、通行できる高さに制限がかかります。
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高さに制限がかかる下神明１号踏切および戸越公園４号踏切については、

救急車やバスなどの通行ができるように、地上から鉄道の高架橋までの高

さを、約3.8m以上確保する予定です。
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次に、地下方式の概要について、説明いたします。

地下方式の場合、すでに鉄道が高架化している 補助第26号線との立体

交差部付近と、同じく鉄道が高架化している第二京浜との立体交差部付近

の間を、地下化します。合わせて戸越公園駅を地下化します。

これにより、下神明1号、下神明2号、戸越公園1号踏切の３箇所の踏切が

除却されるとともに、都市計画道路である補助第29号線や、大原通り（どお

り）などと立体交差化されます。
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一方、戸越公園2号、戸越公園3号、戸越公園4号踏切の3か所の踏切部

分は、すでに鉄道が高架化している、第二京浜との立体交差部付近から、

地下への移行区間となり、堀割構造となるため、通行が出来なくなります。
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これまで説明した高架方式、地下方式の２つの案について、地形的条件、

計画的条件、事業的条件の３つの条件から比較検討を行いました。

鉄道周辺の地形などの、地形的条件については、どちらの案も対応可能

であり、差はありません。

除却する踏切の数などの、計画的条件については、高架方式では、２か

所の道路で高さの制限がかかりますが、区間内にある6か所全ての踏切を

除却できます。

一方、地下方式では、3か所の踏切を除却できますが、3か所の踏切の通

行が出来なくなることから、高架方式の方が優れています。

事業費や事業期間などの、事業的条件については、高架方式に比べて、

地下方式の方が事業費が高く、事業期間が長くなることから、高架方式の

方が優れています。

これら３つの条件をもとに、総合的に判断した結果、高架方式を選定しま

した。
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次に、比較の結果選定した高架方式による連続立体交差化計画の都市

計画素案について、説明いたします。

13



はじめに、都市計画を定める区間について、説明いたします。

連続立体交差化計画の事業を予定している区間は、補助第26号線付近

から第二京浜付近までの、約0.9kmとなります。

都市高速鉄道として都市計画を定める区間は、この事業区間を含む、下

神明駅から中延駅間の、約1.1kmとなります。
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一般部の横断図について、説明いたします。

これは、大井町方面から溝の口方面を見たものです。

一般部の高架構造物の地上からの高さは、約11ｍ、幅は約12ｍとなります。

また、必要な箇所には高架構造物に沿って、幅員6mの側道を計画していま

す。

なお、構造物の幅員、高さについては、場所によって異なります。
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こちらは、戸越公園駅部における横断図で、大井町方面から溝の口方面

を見たものです。

現在の戸越公園駅は、地表にホーム２面、線路２線となっています。これ

を、ホーム１面、線路２線の構造に変更いたします。

高架構造物の地上からの高さは、約16ｍ、幅は約17ｍとなります。

なお、構造物の幅員、高さについては、場所によって異なります。
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続きまして、側道などの関連する道路計画について、説明いたします。
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今回の連続立体交差化にあわせて、必要な箇所には、鉄道の高架構造

物に沿って側道を整備いたします。

側道は、鉄道の高架化に伴う日影（にちえい）の影響など、環境に与える

影響を緩和するとともに、駅へのアクセスの向上・避難経路の確保など、地

域の利便性や、防災性を高めることを目的とするものです。

なお側道は、都市高速鉄道付属街路として、都市計画を定めていきます。
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こちらは、側道の整備事例を示した写真です。

なお、本計画における側道の詳細は、今後検討してまいります。
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次に、付替（つけかえ）道路について説明いたします。

付替道路は、
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鉄道構造物の用地を確保した際、既存道路の機能が阻害された場合に、
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その道路機能を確保するため、整備するものです。



今回は、画面の青色で示した箇所に側道を計画しています。

側道は、連続立体交差化を 計画している区間の北側に、鉄道付属街路

第1号、第2号、第3号の3か所を計画しています。

なお、側道については、自転車歩行者専用道としての整備を検討してまい

ります。

側道のほか、緑色に示した箇所に、付替（つけかえ）道路を計画していま

す。
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次に、連続立体交差化計画等により、新たに定める都市計画の区域につ

いて、説明いたします。
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ピンク色の範囲は、新たに都市高速鉄道の都市計画を定める区域です。

都市高速鉄道の都市計画の区域については、現在の鉄道用地内を基本

に定めることとしていますが、一部、現在の鉄道用地の外側に必要となる区

域もあります。

青色の範囲は、新たに鉄道付属街路の都市計画を定める区域であり、

全ての区域で、幅は６ｍとなります。

鉄道付属街路は、都市高速鉄道の都市計画区域の北側に都市計画を定

めることとなります。
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こちらは、戸越公園駅付近から大井町方面の都市計画の区域を拡大した

ものです。 

 ピンク色の部分は、都市高速鉄道の都市計画を定める区域であり、青色

の部分は、鉄道付属街路の都市計画を定める区域です。

鉄道付属街路第１号線は、延長が約40m、幅員が6mとなります。 
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続いて、戸越公園駅付近から溝の口方面の都市計画の区域を拡大したも

のです。 

 鉄道付属街路第２号線は、延長が約60m、幅員が6mとなり、 第３号線は、

延長が約220m、幅員が6mとなります。 

これらの区域については、会場内に掲示している図面や東京都のホーム

ページでもご確認いただけます。 

なお、都市計画区域の詳細な位置については、今後、測量調査を行うこと

により明らかにしてまいります。
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次に、施工方法の概要について、説明いたします。
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代表的な施工方法を説明いたします。

まず、現在の線路の北側に、側道の用地を取得させていただくとともに、

それ以外の一部の区間で借地をさせていただき、
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これらの用地を活用して、鉄道の仮線を敷設します。

仮線を敷設した後、現在の線路を順次、仮線に切り替え、
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空いた用地に下り線の鉄道構造物を築造し、下り線を高架に切り替えます。
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その後、上り線の鉄道構造物を築造し、上り線を高架に切り替え、立体化

が完成します。
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最後に、仮線を撤去し、用地を取得させていただいた区間に側道を整備し

ます。

なお、借地させていただいた用地につきましては、工事完了後に地権者

の方にお返しいたします。

詳細な範囲は今後検討を進めていき、明らかにしてまいります。
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続きまして、本計画が沿線環境に与える主な影響への配慮について説明

いたします。

なお、本計画は、東京都環境影響評価条例の対象とはなりません。

今回説明する内容は、事業予定者が自主的に、本計画が沿線環境に与え

る影響に配慮するために実施したものです。
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はじめに、工事施工中および完了後における、「騒音・振動」について、説

明いたします。
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工事の施工中に発生する騒音・振動は、建設機械の稼働に伴うものや、

仮線を走行する列車によるものがあります。

また、工事の完了後に発生する騒音・振動は、鉄道構造物を走行する列

車によるものがあります。

環境への配慮にあたっては、建設作業による騒音・振動については、「振

動規制法」や「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」などに定

める基準値を参考としました。

また、鉄道による騒音・振動については、現在の鉄道から発生する騒音・

振動を参考としました。
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工事の施工中・完了後における騒音・振動の予測値は、スライドに示す通

りです。

工事の施工中における、仮線走行時の鉄道騒音・振動の予測値は、ほと

んどの地点において、現況値と同値又は下回る予測です。

なお、工事の施工中における、仮線走行時の鉄道振動は、一部の地点に

おいて現況値を上回りますが、環境保全のための措置を適切に実施し、鉄

道振動の低減に努めます。

工事の完了後における、鉄道騒音・振動の予測値は、いずれの地点にお

いても、現況値を下回る予測です。

工事の施工中における、建設作業騒音・振動の予測値は、「騒音規制法」

や「振動規制法」、「環境確保条例」などで定める基準値と同値、又は下回

る予測です。

37



工事の施工中における、騒音・振動に関する沿線環境への配慮について

説明いたします。

敷地境界付近には仮囲いを設置するなど、騒音・振動の外部拡散防止に

努めます。
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また、最新の技術や低騒音・低振動の建設機械等の積極的な採用、

軌道および車両の適切な保守管理や定期検査の実施などにより、騒音・振

動発生源の抑制に努めます。
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同様に、工事の完了後における、騒音・振動に関する沿線環境への配慮

について説明いたします。

鉄道構造物には防音壁を設置するなど、騒音・振動の外部拡散防止に努

めます。

また、線路は、可能な限り継目（つぎめ）の少ないものを採用し、軌道およ

び車両の適切な保守管理や定期検査の実施などにより、工事完了後も騒

音・振動発生源の抑制に努めます。
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次に、工事の完了後における、日影（にちえい）の影響について、説明い

たします。
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鉄道が高架化することにより、沿線に日影が生じますが、鉄道に沿って側

道を整備することで、側道を整備する範囲では、「建築基準法」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」の規制時間を超

える日影は、生じない予測です。

なお、側道を整備しない都立大崎高校の一部範囲では、規制時間を超え

る日影が生じますが、居住部にはあたらない範囲であることから影響は小

さいと予測されます。
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沿線環境への配慮として、事業の実施に伴う日影の影響を可能な限り回

避又は低減するため、鉄道施設の構造及び高さに配慮します。
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最後に、連続立体交差化計画等に関する、今後の手続きの流れについて、

説明いたします。
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今後の手続きの流れは、都市計画決定までの流れと、都市計画決定後

の、工事着手までの流れとなります。

本日の説明会は、このスライドの赤く塗られている部分になります。
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まず、都市計画決定までの流れについて、説明いたします。

本日の説明会で皆さまからいただいたご意見を参考にして、今後、都市計

画案を作成いたします。

案の作成後は、都庁や区役所において、公告・縦覧を行います。

都市計画案に対し、ご意見のある方は、縦覧期間中に意見書を提出する

ことができます。

その後、都市計画審議会において審議され、その議決を経て、都市計画

決定を行います。
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次に、工事着手までの流れについて、説明いたします。

都市計画決定後、用地測量等説明会を開催し、現地で測量調査を行い、

都市計画事業として、事業認可を取得します。

その後、用地補償説明会、工事説明会を行い、工事に着手いたします。
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つづいて、戸越公園駅の交通広場計画について、説明いたします。

なお、一般的には通称名の「駅前広場」が広く知られておりますが、都市

計画上の用語は「交通広場」であるため、「交通広場」の用語を統一して使

用します。
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品川区では、大井町線の連続立体交差化計画に合わせて、戸越公園駅の

北側に、交通広場を含む品川区画街路第８号線を整備いたします。

49



戸越公園駅周辺には、大きく３つの課題があります。

一つ目は、待合せできる憩いの空間や人々が交流できる空間が不足し

ていること

二つ目は、駅前にタクシーや自家用車などの車両が待機できる空間が

ないため、車などから鉄道への乗換えが不便であり、交通結節機能が不

足していること

三つ目は、歩行者空間にゆとりがなく、駅改札からの乗降客も含めた歩

行者と自転車等の動線が重なり、交錯するおそれがあること、 です。

これらの課題解決に向け、まちのにぎわい向上や交通結節機能の強化、

歩行者空間の安全性・快適性の確保を図るために、交通広場を整備い

たします。
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こちらは品川区が整備する品川区画街路第8号線の計画図です。

約1,700㎡の交通広場および補助第29号線へ接続する取付道路を計画し

ております。
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続いて、交通広場を含む品川区画街路第８号線の計画イメージです。

まず、交通広場には、待合せ等が可能なゆとりのある交流空間を確保し、

地域の玄関口にふさわしい駅前空間として、イベント等も可能なにぎわいの

ある広場空間を創出します。

また、交通広場にタクシーや自家用車等の乗降場を配置し、交通結節機

能を強化するほか、一時避難場所や災害時の拠点となるような防災性の高

い空間を確保します。

さらに、補助第29号線へ接続する道路は、駅、商店街からの人の流れを

受け止め、交通広場へ向かう歩行者が安全・快適に通行できるように、歩

車分離された道路を整備し、安全でゆとりある歩行者空間を確保します。
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品川区が行う交通広場などに関する工事着手までの流れについては、

スライドに示す通りです。

今後、東京都の連続立体交差化計画と調整しながら、計画を進めてまいり

ます。
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以上で、本日の説明を終了いたします。

今後、東京都、品川区、東急電鉄株式会社は、早期事業化に向け、手続

きを進めてまいりたいと考えておりますので、皆様のご理解とご協力をいた

だきますよう、よろしくお願い申し上げます。
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