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 都市計画対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評

価の手法 

5.1 環境影響評価の項目 

5.1.1 活動要素の選定 

「千葉県環境影響評価条例に基づく対象事業等に係る環境影響評価の項目並びに当該

項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環

境の保全のための措置に関する指針を定める規則」（平成 26 年 6 月 10 日 千葉県規則第

42 号）（以下、「技術指針」という。）に基づく、「廃棄物焼却等施設の新設又は増設」にお

ける一般的な事業内容の場合の活動要素に、本事業の事業特性及び地域特性を勘案し、選

定した活動要素は、表 5.1-1 に示すとおりである。また、活動要素の選定理由は表 5.1-2

に示す。なお、これ以降「工事の実施」は「施工時」、「土地又は工作物の存在及び供用」

は「供用時」と略す。 

 

 

表 5.1-1 廃棄物焼却等施設の新設又は増設に係る活動要素 

 
注）○は活動要素として選定したことを、×は活動要素として選定しなかったことを表す。 

注）  は、技術指針別表第一に示される各事業が一般的な内容によって実施された場合に生じる活動要

素である。 
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○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ×

　　 活動要素
　　 　の区分

対象事業
の区分

工事の実施（施工時） 土地又は工作物の存在及び供用（供用時）
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表 5.1-2 活動要素の選定理由 

 
注）○は活動要素として選定したことを、×は活動要素として選定しなかったことを表す。  

段階 活動要素の区分
選定
結果

活動要素として選定した理由又は選定しなかった理由

樹林の伐採 ○
対象事業実施区域の一部で樹林を伐採するため、活動要素として選
定する。

切土又は盛土 ○
対象事業実施区域の造成に伴い土砂の切盛があるため、活動要素と
して選定する。

工作物の撤去又は廃棄 ×
工作物の撤去又は廃棄を行わないため、活動要素として選定しな
い。

資材又は機械の運搬 ○
工事に伴い資材や機械の運搬を行うため、活動要素として選定す
る。

仮設工事 ○ 仮設工事を行うため、活動要素として選定する。

基礎工事 ○
次期施設の設置にあたり基礎工事を行うため、活動要素として選定
する。

施設の設置工事 ○ 次期施設の設置工事を行うため、活動要素として選定する。

施設の存在等 ○ 次期施設が存在するため、活動要素として選定する。

ばい煙又は粉じんの発生 ○
廃棄物の焼却に伴いばい煙が発生するため、活動要素として選定す
る。

排出ガス（自動車等） ○ 収集運搬車両が走行するため、活動要素として選定する。

排水 ×
プラント排水及び生活排水は下水道へ放流する計画であり、周辺環
境へ影響を及ぼさないため、活動要素として選定しない。

騒音若しくは超低周波音
又は振動の発生

○
次期施設の破砕機、選別機及び送風機等の稼働並びに収集運搬車両
の走行により、騒音及び振動の発生が考えられるため、活動要素と
して選定する。

悪臭の発生 ○
次期施設に搬入される廃棄物及び焼却施設の煙突より悪臭の発生が
考えられるため、活動要素として選定する。

廃棄物の発生 ○
次期施設の稼働に伴い、焼却灰等の廃棄物が発生するため、活動要
素として選定する。

工作物の撤去又は廃棄 ×
次期施設に係る工作物については撤去又は廃棄の計画がないため、
活動要素として選定しない。

施
工
時

供
用
時
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5.1.2 環境影響評価項目の選定 

本事業に係る環境影響評価項目は、技術指針の参考項目を基に、本事業の事業特性及び地

域特性を勘案し、表 5.1-3、表 5.1-4 に示すとおり選定した。環境影響評価の項目として

選定した理由又は選定しなかった理由を表 5.1-5～表 5.1-8 に示す。  



219 

 

表 5.1-3 環境影響評価項目の選定結果(1) 

 
注）○は選定した項目であること、×は選定しなかった項目であることを示す。 

注）  は、事業が一般的な内容によって実施された場合に生じる活動要素により、影響を受ける環境要

素であることを示す。  

①
樹
林
の
伐
採

②
切
土
又
は
盛
土

③
資
材
又
は
機
械
の
運
搬

④
仮
設
工
事

⑤
基
礎
工
事

⑥
施
設
の
設
置
工
事

⑦
施
設
の
存
在
等

⑧
ば
い
煙
又
は
粉
じ
ん
の
発
生

⑨
排
出
ガ
ス
（

自
動
車
等
）

⑩
騒
音
若
し
く
は
超
低
周
波
音

又
は
振
動
の
発
生

⑪
悪
臭
の
発
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⑫
廃
棄
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発
生

硫黄酸化物（二酸化硫黄） ○

窒素酸化物（一酸化窒素、
二酸化窒素、窒素酸化物）

○ ○ ○

浮遊粒子状物質 ○ ○ ○

粉じん ○ ○ ○ ○ ○

塩化水素 ○

光化学オキシダント ×

ダイオキシン類 ○

水銀 ○

生物化学的酸素要求量 ×

化学的酸素要求量 ×

水素イオン濃度 ○ ○ ○ ○ ×

浮遊物質量 ○ ○ ○ ○ ×

全りん ×

全窒素 ×

ノルマルヘキサン抽出物質 ×

溶存酸素量 ×

大腸菌群数 ×

全亜鉛 ×

有害物質等（健康項目） ×

ダイオキシン類 ×

その他の項目 ×

水底の底質 ×

水文環境 ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○

× × × ×

○ ○ ○ ○

○ ○ ○

×

環境の自然的構成要素
の良好な状態の保持を
旨として調査、予測及
び評価されるべき環境
要素

大
気
質

水
質

　　　　　　　　　　　　　　　　　　活動要素の区分

環境要素の区分

施工時 供用時

騒音及び超低周波音

振動

悪臭

地形及び地質等

地盤

土壌

風害、光害及び日照阻害
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表 5.1-4 環境影響評価項目の選定結果(2) 

 
注）○は選定した項目であること、×は選定しなかった項目であること、―は活動要素の予測を実施する

が、時期が異なる項目であることを示す。 

注）  は、事業が一般的な内容によって実施された場合に生じる活動要素により、影響を受ける環境要

素であることを示す。 
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― ― ― ― ― ○

― ― ― ― ― ○

陸水生物 ○ ○ ○ ○ ○ ×

生態系 ― ― ― ― ― ○

× × × ×

○

○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○温室効果ガス等

人と自然との豊かな触
れ合いの確保を旨とし
て調査・予測・評価さ
れるべき環境要素

環境への負荷の量の程
度により予測及び評価
されるべき環境要素

海洋生物

景観

人と自然との触れ合いの
活動の場

廃棄物

残土

施工時 供用時

生物の多様性の確保及
び自然環境の体系的保
全を旨として調査・予
測・評価されるべき環
境要素

植物

動物

　　　　　　　　　　　　　　　　　　活動要素の区分

環境要素の区分
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表 5.1-5 環境影響評価項目の選定理由（施工時 1） 

 
注）○は選定した項目であること、×は選定しなかった項目であることを示す。 

 

  

活動要素
選定
結果

環境影響評価項目として選定した理由
又は選定しなかった理由

窒素酸化物（一酸化窒素、
二酸化窒素、窒素酸化物）

③資材又は機械の運搬 ○
工事用車両の排出ガスによる影響が考えられ
るため、項目として選定する。

浮遊粒子状物質 ③資材又は機械の運搬 ○
工事用車両の排出ガスによる影響が考えられ
るため、項目として選定する。

粉じん

①樹林の伐採、②切土
又は盛土、④仮設工
事、⑤基礎工事、⑥施
設の設置工事

○
樹林の伐採及び各工事の実施に伴う粉じんの
影響が考えられるため、項目として選定す
る。

水素イオン濃度
②切土又は盛土、④仮
設工事、⑤基礎工事、
⑥施設の設置工事

○
コンクリート打設等の工事の実施によるアル
カリ排水の影響が考えられるため、項目とし
て選定する。

浮遊物質量
②切土又は盛土、④仮
設工事、⑤基礎工事、
⑥施設の設置工事

○
切土又は盛土等の工事に伴い濁水が発生する
ため、項目として選定する。

水文環境
①樹林の伐採、②切土
又は盛土、⑤基礎工
事、⑥施設の設置工事

○

切土や盛土及びごみピット等地下構造物の工
事等実施により、地下水の流出及び地下水脈
の遮断等が考えられるため、項目として選定
する。

①樹林の伐採、②切土
又は盛土、③資材又は
機械の運搬、④仮設工
事、⑤基礎工事、⑥施
設の設置工事

○

樹林の伐採及び工事に伴う建設機械等の稼働
により、騒音及び超低周波音が発生するた
め、項目として選定する。また、工事用車両
による騒音が考えられるため、項目として選
定する。

①樹林の伐採、②切土
又は盛土、③資材又は
機械の運搬、④仮設工
事、⑤基礎工事、⑥施
設の設置工事

○

樹林の伐採及び工事に伴う建設機械等の稼働
により、振動が発生するため、項目として選
定する。また、工事用車両による振動が考え
られるため、項目として選定する。

②切土又は盛土、④仮
設工事、⑤基礎工事

×
対象事業実施区域は「重要な地形及び地質
等」に該当する地域ではなく、近隣に著名な
湧水は無いため、項目として選定しない。

②切土又は盛土、⑤基
礎工事、⑥施設の設置
工事

○

対象事業実施区域は地質調査によると軟弱地
盤ではなく、また本事業では地下水くみ上げ
の計画はないものの、切土や盛土及びごみ
ピット等地下構造物の工事等実施により、地
下水の流出及び地下水脈の遮断等が考えられ
るため、項目として選定する。

②切土又は盛土、⑤基
礎工事

○
切盛土及び基礎工事に伴い土地の改変や土壌
の搬出を行う計画であることから、項目とし
て選定する。

環境要素

地形及び地質等

地盤

土壌

環境の自然的構
成要素の良好な
状態の保持を旨
として調査、予
測及び評価され
るべき環境要素

騒音及び超低周波音

振動

大
気
質

水
質
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表 5.1-6 環境影響評価項目の選定理由（施工時 2） 

 
注）○は選定した項目であること、×は選定しなかった項目であること、―は活動要素の予測を実施する

が、時期が異なる項目であることを示す。 

  

活動要素
選定
結果

環境影響評価項目として選定した理由
又は選定しなかった理由

①樹林の伐採、②切土
又は盛土、④仮設工
事、⑤基礎工事、⑥施
設の設置工事

―

対象事業実施区域は農地であり、周辺には谷
津田と斜面林、丘陵地からなる里山景観が広
がっている。工事の実施はこれらの植物群落
に影響を与えるおそれがあるため、項目とし
て選定する。なお、施工時の影響は供用時の
影響に一連として続くものであることを考慮
し、施工時の影響は供用時の影響とあわせて
予測・評価を行う。

①樹林の伐採、②切土
又は盛土、④仮設工
事、⑤基礎工事、⑥施
設の設置工事

―

対象事業実施区域は農地であり、周辺には谷
津田と斜面林、丘陵地からなる里山景観が広
がっている。工事の実施はこれらの環境に生
息する動物に影響を与えるおそれがあるた
め、項目として選定する。なお、施工時の影
響は供用時の影響に一連として続くものであ
ることを考慮し、施工時の影響は供用時の影
響とあわせて予測・評価を行う。

陸水生物

①樹林の伐採、②切土
又は盛土、④仮設工
事、⑤基礎工事、⑥施
設の設置工事

○

対象事業実施区域は農地であり、周辺には谷
津田と斜面林、丘陵地からなる里山景観が広
がっている。工事に伴う排水は、調整池によ
る貯留等十分に対策を行い放流する計画であ
るが、陸水生物に影響を与える恐れがあるた
め、項目として選定する。

生態系

①樹林の伐採、②切土
又は盛土、④仮設工
事、⑤基礎工事、⑥施
設の設置工事

―

対象事業実施区域は農地であり、周辺には谷
津田と斜面林、丘陵地からなる里山景観が広
がっている。工事の実施はこれらの生態系に
影響を与えるおそれがあるため、項目として
選定する。なお、施工時の影響は供用時の影
響に一連として続くものであることを考慮
し、施工時の影響は供用時の影響とあわせて
予測・評価を行う。

④仮設工事、⑤基礎工
事、⑥施設の設置工事

×

対象事業実施区域及びその周辺部に海洋環境
は無く、また、周辺河川は海域から十分に離
れており、海洋生物への影響は極めて軽微で
あるため、項目として選定しない。

人と自然との豊
かな触れ合いの
確保を旨として
調査・予測・評
価されるべき環
境要素

③資材又は機械の運搬 ○

工事用車両の主要な走行ルートと考えられる
県道八千代宗像線及び市道00-122号線沿道あ
るいはその周辺に人と自然との触れ合いの活
動の場が存在するため、項目として選定す
る。

①樹林の伐採、④仮設
工事、⑤基礎工事、⑥
施設の設置工事

○
樹林の伐採により伐採材及び根株が発生し、
また、各工事により廃棄物が発生するため、
項目として選定する。

②切土又は盛土、④仮
設工事、⑤基礎工事

○
各工事により残土が発生するため、項目とし
て選定する。

生物の多様性の
確保及び自然環
境の体系的保全
を旨として調
査・予測・評価
されるべき環境
要素

海洋生物

植物

動物

環境要素

人と自然との触れ合いの
活動の場

廃棄物

残土

環境への負荷の
量の程度により
予測及び評価さ
れるべき環境要
素
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表 5.1-7 環境影響評価項目の選定理由（供用時 1） 

 
注）○は選定した項目であること、×は選定しなかった項目であることを示す。  

活動要素
選定
結果

環境影響評価項目として選定した理由
又は選定しなかった理由

硫黄酸化物
（二酸化硫黄）

⑧ばい煙又は粉じんの
発生

○
廃棄物の焼却に伴い、硫黄酸化物の発生が考
えられるため、項目として選定する。

窒素酸化物（一酸化窒素、
二酸化窒素、窒素酸化物）

⑧ばい煙又は粉じんの
発生、⑨排出ガス（自
動車等）

○

廃棄物の焼却に伴い、窒素酸化物の発生が考
えられるため、項目として選定する。
収集運搬車両の排出ガスによる影響が考えら
れるため、項目として選定する。

浮遊粒子状物質
⑧ばい煙又は粉じんの
発生、⑨排出ガス（自
動車等）

○

廃棄物の焼却に伴い、浮遊粒子状物質の発生
が考えられるため、項目として選定する。
収集運搬車両の排出ガスによる影響が考えら
れるため、項目として選定する。

塩化水素
⑧ばい煙又は粉じんの
発生

○
廃棄物の焼却に伴い、塩化水素の発生が考え
られるため、項目として選定する。

光化学オキシダント
⑧ばい煙又は粉じんの
発生

×

光化学オキシダントは、揮発性有機化合物
（VOC）と窒素酸化物等の原因物質が複雑な
光化学反応により二次的に生成される物質で
ある。次期施設はごみの焼却施設であること
から、窒素酸化物は発生するものの、VOCを
取り扱う施設ではないことから、VOCの発生
は極めて少ない。以上より、次期施設による
影響は軽微であると考えられるため、項目と
して選定しない。

ダイオキシン類
⑧ばい煙又は粉じんの
発生

○
廃棄物の焼却に伴い、ダイオキシン類の発生
が考えられるため、項目として選定する。

水銀
⑧ばい煙又は粉じんの
発生

○
廃棄物の焼却に伴い、水銀の発生が考えられ
るため、項目として選定する。

生物化学的
酸素要求量

⑦施設の存在等 ×

搬入されるごみの荷下ろし及び処理は工場棟
内で行い、残渣等も工場棟内で搬出車両に積
み込むため、これらは雨水排水には混入しな
い。さらに、工場棟内で発生する汚水は排水
処理後下水道へ放流するため、項目として選
定しない。

化学的酸素要求量 ⑦施設の存在等 ×
生物化学的酸素要求量と同様の理由により、
項目として選定しない。

水素イオン濃度 ⑦施設の存在等 ×
生物化学的酸素要求量と同様の理由により、
項目として選定しない。

浮遊物質量 ⑦施設の存在等 ×
生物化学的酸素要求量と同様の理由により、
項目として選定しない。

全りん ⑦施設の存在等 ×
生物化学的酸素要求量と同様の理由により、
項目として選定しない。

全窒素 ⑦施設の存在等 ×
生物化学的酸素要求量と同様の理由により、
項目として選定しない。

ノルマルヘキサン
抽出物質

⑦施設の存在等 ×
生物化学的酸素要求量と同様の理由により、
項目として選定しない。

溶存酸素量 ⑦施設の存在等 ×
生物化学的酸素要求量と同様の理由により、
項目として選定しない。

大腸菌群数 ⑦施設の存在等 ×
生物化学的酸素要求量と同様の理由により、
項目として選定しない。

全亜鉛 ⑦施設の存在等 ×
生物化学的酸素要求量と同様の理由により、
項目として選定しない。

有害物質等
（健康項目）

⑦施設の存在等 ×
生物化学的酸素要求量と同様の理由により、
項目として選定しない。

ダイオキシン類 ⑦施設の存在等 ×
生物化学的酸素要求量と同様の理由により、
項目として選定しない。

その他の項目 ⑦施設の存在等 ×
生物化学的酸素要求量と同様の理由により、
項目として選定しない。

⑦施設の存在等 ×
生物化学的酸素要求量と同様の理由により、
項目として選定しない。

⑦施設の存在等 ○
ごみピット等地下構造物の存在により、地下
水脈の遮断等が考えられるため、項目として
選定する。

水底の底質

水文環境

大
気
質

環境の自然的構
成要素の良好な
状態の保持を旨
として調査、予
測及び評価され
るべき環境要素

水
質

環境要素
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表 5.1-8 環境影響評価項目の選定理由（供用時 2） 

 
注）○は選定した項目であること、×は選定しなかった項目であることを示す。  

活動要素
選定
結果

環境影響評価項目として選定した理由
又は選定しなかった理由

⑩騒音若しくは超低周
波音又は振動の発生

○

破砕機、選別機及び送風機等の稼働による騒
音及び超低周波音の影響、並びに収集運搬車
両の走行による騒音の影響が考えられるた
め、項目として選定する。

⑩騒音若しくは超低周
波音又は振動の発生

○
破砕機、選別機及び送風機等の稼働、並びに
収集物運搬車両の走行による振動の影響が考
えられるため、項目として選定する。

⑪悪臭の発生 ○
次期施設に搬入される廃棄物及び焼却施設の
煙突より悪臭の発生が考えられるため、項目
として選定する。

⑦施設の存在等 ×
対象事業実施区域は「重要な地形及び地質
等」に該当する地域ではなく、近隣に著名な
湧水は無いため、項目として選定しない。

地盤 ⑦施設の存在等 ○

対象事業実施区域は地質調査結果によると軟
弱地盤ではない。また、災害時を除き地下水
くみ上げの計画もない。しかし、ごみピット
等地下構造物の存在により、地下水脈の遮断
等が考えられるため、項目として選定する。

⑧ばい煙又は粉じんの
発生

○
廃棄物の焼却に伴い、煙突から排出されるダ
イオキシン類が土壌中に沈着する可能性が考
えられるため、項目として選定する。

⑦施設の存在等 ×
対象事業実施区域は民家から離れており、風
害、光害、日照障害のおそれはないため、項
目として選定しない。

⑦施設の存在等 ○

対象事業実施区域は農地であり、周辺には谷
津田と斜面林、丘陵地からなる里山景観が広
がっている。本事業により、これらの環境に
生育する植物に影響を与えるおそれがあるた
め、項目として選定する。

⑦施設の存在等 ○

対象事業実施区域は農地であり、周辺には谷
津田と斜面林、丘陵地からなる里山景観が広
がっている。本事業により、これらの環境に
生息する動物に影響を与えるおそれがあるた
め、項目として選定する。

⑦施設の存在等 ×
生物化学的酸素要求量と同様の理由により、
また、対象事業実施区域に水域は存在しない
ため、項目として選定しない。

⑦施設の存在等 ○

対象事業実施区域は農地であり、周辺には谷
津田と斜面林、丘陵地からなる里山景観が広
がっている。本事業により、これらの生態系
へ影響を与えるおそれがあるため、項目とし
て選定する。

⑦施設の存在等 ×
対象事業実施区域及びその周辺に海洋環境は
存在しないため選定しない。

⑦施設の存在等 ○
次期施設の建設により景観が変化することが
考えられるため、項目として選定する。

⑦施設の存在等 ○

収集運搬車両の主要な走行ルートと考えられ
る県道八千代宗像線及び市道00-122号線沿道
あるいはその周辺、及び対象事業実施区域近
傍に人と自然との触れ合いの活動の場が存在
しているため、項目として選定する。

⑬廃棄物の発生 ○
次期施設の稼働に伴い主灰、飛灰等の廃棄物
が発生するため、項目として選定する。

⑦施設の存在等、⑧ば
い煙又は粉じんの発
生、⑨排出ガス（自動
車等）

○
焼却やエネルギーの使用に伴い二酸化炭素等
の温室効果ガスが発生するため、項目として
選定する。

人と自然との豊
かな触れ合いの
確保を旨として
調査・予測・評
価されるべき環
境要素

環境への負荷の
量の程度により
予測及び評価さ
れるべき環境要
素

陸水生物

生態系

悪臭

地形及び地質等

温室効果ガス等

環境の自然的構
成要素の良好な
状態の保持を旨
として調査、予
測及び評価され
るべき環境要素

景観

人と自然との触れ合いの
活動の場

廃棄物

土壌

風害、光害及び日照阻害

生物の多様性の
確保及び自然環
境の体系的保全
を旨として調
査・予測・評価
されるべき環境
要素

植物

動物

海洋生物

騒音及び超低周波音

振動

環境要素
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5.2 調査、予測及び評価の手法 

本事業に係る調査、予測及び評価の手法は、事業特性及び地域特性を踏まえ、技術指針

及び「千葉県環境影響評価技術細目」（平成 26 年 6 月 改正千葉県）（以下、「技術細目」

という。）に定める参考手法を基に選定を行った。 

5.2.1 大気質 

施工時 

 樹林の伐採、切土又は盛土、仮設工事、基礎工事及び施設の設置工事（建設機械に

よる粉じん等） 

（１） 調査 

① 調査すべき情報 

ア． 大気質の状況 

大気質の状況については、（粉じんを含む）降下ばいじん量を予測及び評価項目

とすることから、現況把握を目的として降下ばいじん量を測定する。 

イ． 気象の状況：地上気象 

大気質の移流・拡散の状況を予測するための基礎資料として、地上気象の状況

（風向・風速）を測定する。 

ウ． 土地利用の状況 

大気質（粉じん等）の発生源の状況及び保全対象の状況を把握するため、周辺の

土地利用の状況を調査する。 

エ． 地形の状況 

大気質の拡散に影響を及ぼす地形の有無を確認するため、標高等地形の状況を

調査する。 

 調査地域 

調査地域は、粉じん等の拡散特性を踏まえ、影響を受けるおそれのある範囲とし

て、図 5.2-1 に示すとおり対象事業区域から 1.0km 以内の範囲とする。 

 調査地点 

降下ばいじん量及び地上気象の調査地点は、図 5.2-2 に示すとおりであり、対象
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事業実施区域内の 1 地点とする。  
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図 5.2-1 施工時降下ばいじん調査地域  
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図 5.2-2 施工時降下ばいじん調査地点  
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 調査の基本的な手法 

ア． 大気質の状況 

 現地調査 

降下ばいじん量の現地調査方法は、表 5.2-1に示すとおり重量法（ダストジ

ャーによる採取）による。 

 調査結果の整理 

測定した降下ばいじん量データは、季節別に整理する。 

イ． 気象の状況 

 現地調査 

気象の現地調査方法は、表 5.2-1に示すとおりである。 

 調査結果の整理 

風向・風速データは、季節別・時間帯別・風向別の出現状況を整理し、年間

の風特性を把握する。 

ウ． 土地利用の状況 

土地利用の状況は土地利用現況図、都市計画図等の資料により把握する。同様に

して保全対象となる住居、学校等の分布状況も把握する。 

エ． 地形の状況 

地形の状況は、地形図等の資料により、標高や地形の起伏及び粉じんの飛散に影

響を与える地形の有無について調査する。 

 調査期間 

調査期間は、四季又は年間の大気質・気象の特性が把握できるよう、表 5.2-1に

示すとおりとする。 

表 5.2-1 施工時降下ばいじん調査の項目、地点及び期間等 

 

区分 調査項目 調査方法 調査地点 調査期間

大気質 降下ばいじん
「衛生試験法・注解2020」（令和2年3月　日
本薬学会編）における重量法（ダストジャー
法）に準拠

1ヵ月
×4季

地上気象 風向、風速

「地上気象観測指針」（平成14年3月　気象
庁）における自動観測に準拠
風向・風速センサーは地上10mのポール上に
設置

通年

対象事業実
施区域内の
1 地点
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（２） 予測 

 予測地域 

予測地域は「調査地域」と同様とする（図 5.2-1（p.227）参照）。 

 予測地点 

予測地点は、図 5.2-3に示すとおり対象事業実施区域から最も近い吉田地区の

民家周辺（以下、「吉田地区民家」という。）及び対象事業実施区域から最も近い松

崎地区の民家周辺（以下、「松崎地区民家」という。）の計 2 地点とし、予測地点の

高さは地上 1.5m とする。  
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図 5.2-3 施工時降下ばいじん予測地点  
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 予測の基本的な手法 

予測方法は、「面整備事業環境影響評価技術マニュアル」（平成 11 年 建設省）（以

下、「面的事業アセスマニュアル」という。）の標準手法とし、季節別降下ばいじん

量を予測する。また、必要に応じて過去の事例を参照する。 

 予測対象時期 

予測対象時期は、建設機械による粉じんの発生量が最大となる時期とする。 

（３） 評価 

予測項目ごとに下記の①、②の手法により評価する。 

 環境の保全が適切に図られているかどうかを検討する手法 

調査及び予測の結果を踏まえ、環境保全措置の実施方法等について検討した結果、

事業者により実行可能な範囲で対象事業に係る環境影響ができる限り回避又は低

減されているか、検証することにより評価する。 

 基準等と予測結果とを比較し検討する手法 

粉じん等については環境基準が設定されていないことから、「降下ばいじんにお

ける参考値：10t/km2/月」（面的事業アセスマニュアル）と、予測結果を対比して評

価する。  
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施工時 

 資材又は機械の運搬 

（１） 調査 

 調査すべき情報 

ア． 大気質の状況 

窒素酸化物（一酸化窒素（NO）、二酸化窒素（NO2）、窒素酸化物（NOx））、浮遊粒

子状物質（SPM） 

イ． 気象の状況：地上気象 

ウ． 地形の状況：標高 

エ． 道路及び交通の状況 

 調査地域 

調査地域は、「廃棄物処理施設生活環境影響調査指針」（平成 18 年 9 月 環境省）

（以下、「生活環境アセス指針」という。）に基づき、本事業施工時に工事用車両の

走行によって交通量が相当程度変化する主要道路であって、その沿道に人家等が存

在する地域とし、対象事業実施区域から 2kmの範囲内の主要な走行ルートとする（図 

5.2-4 参照）。 

 調査地点 

調査地点は、工事用車両の主要な走行ルートの沿道にある印旛西部公園及び市道

00-122 号線（予定）終点の 2 地点とする（図 5.2-5 参照）。  
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図 5.2-4 施工時沿道大気調査地域 
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図 5.2-5 施工時沿道大気調査地点  
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 調査の基本的な手法 

ア． 大気質の状況 

 文献調査 

調査地域内には一般局、自動車排ガス測定局ともに設置されていないため、

対象事業実施区域に最も近い印西高花局（図 5.2-6 参照）の測定結果を収集す

る。 
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図 5.2-6 対象事業実施区域周辺の一般局  



238 

 

 現地調査 

現地調査の手法は、表 5.2-2 に示すとおりとする。 

 情報の整理 

各調査により得られた情報の整理は以下の方法とする。 

 環境基準等の達成状況 

窒素酸化物は環境基準及び千葉県環境目標値の達成状況を把握する。浮遊

粒子状物質は環境基準の達成状況を把握する。 

 濃度及びその変動の把握 

大気質濃度の推移や季節別時刻別変化等を調べ、大気質濃度の出現傾向を

定量的に把握する。また、風向や風速毎に平均濃度を整理するとともに、比較

的高い濃度が出現した場合には、気象状況との関連性について整理する。 

イ． 気象の状況 

現地調査の手法は、表 5.2-2 に示すとおりとする。気象の調査は、大気質の状

況と同様に図 5.2-5（p.235）に示す 2 地点で行う。 

調査結果の整理は、「5.2.1 大気質 ３．ばい煙又は粉じんの発生」に準じる。 

ウ． 地形の状況 

地形の状況は、地形図等の資料により、標高や地形の起伏及び大気質の移流、拡

散に影響を与える地形の有無を把握する。 

エ． 道路及び交通の状況 

道路の状況として、道路の形状、横断面構成、車線数、規制速度等を調査する。

交通の状況として、自動車交通量及び走行速度を調査する。自動車交通量及び走行

速度の調査は、大気質の状況と同様に図 5.2-5（p.235）に示す 2 地点で行う。 

 調査期間 

ア． 文献調査 

文献調査では、印西高花局の測定結果を収集する。期間は 5 年間分とする。 

なお、異常年検定については、基準年と過去 10 年間の測定結果とを比較するた

め 11 年間分の測定結果を収集する。 
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イ． 現地調査 

現地調査の期間は 1 年とする（頻度等は表 5.2-2 に示すとおりである）。 

 

表 5.2-2 施工時沿道大気調査の項目、地点及び期間等 

 

 

（２） 予測 

 予測地域 

予測地域は、調査地域と同様とする（図 5.2-4（p.234）参照）。 

 予測地点 

予測地点は、工事用車両の主要な走行ルート沿道の住居等を考慮し、調査地点の

車道端より 150m までの範囲とする（図 5.2-7 参照）。なお、予測地点の高さは地上

1.5m とする。  

区分 調査項目 調査方法 調査地点 調査期間

窒素酸化物
「二酸化窒素に係る環境基準について」（昭
和53年環境庁告示第38号）に定める方法に準
拠

浮遊粒子状物質
「大気の汚染に係る環境基準について」（昭
和48年環境庁告示第25号）に定める方法に準
拠

気象
地上気象

（風向、風速）

「地上気象観測指針」（平成14年3月　気象
庁）における自動観測に準拠
風向・風速センサーは地上10mのポール上に
設置

自動車交通量
調査員がハンドカウンターを用いて、時間
別、方向別、車種別に車両台数を計測する。

走行速度
調査員がストップウォッチを用いて、時間
別、方向別に、車両が調査地点前後の一定距
離を通過した秒数を計測する。

7日間
×4季

大気質

道路
及び交通

調査地域内
2地点

1日間×1回
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図 5.2-7 施工時沿道大気予測地点  
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 予測の基本的な手法 

ア． 予測項目 

予測項目は、二酸化窒素、浮遊粒子状物質とする。 

イ． 予測方法 

予測方法は、「道路環境影響評価の技術手法(平成 24 年度版)」（国土交通省国土

技術総合政策研究所）（以下、「道路環境アセス技術手法」という。）に示されてい

る方法とする。なお、バックグラウンド濃度には、原則印西高花局における測定結

果を用いる。 

ウ． 予測結果の整理 

上記「イ．予測方法」の方法で計算した結果に基づいて、二酸化窒素及び浮遊粒

子状物質の予測地点における影響を道路断面の濃度減衰図として示す。 

 予測対象時期 

予測対象時期は、工事用車両の交通量が最大になる時期とする。 

（３） 評価 

予測項目ごとに下記の①、②の手法により評価する。 

 環境の保全が適切に図られているかどうかを検討する手法 

調査及び予測の結果を踏まえ、環境保全措置の実施方法等について検討した結果、

事業者により実行可能な範囲で対象事業に係る環境影響ができる限り回避又は低

減されているか、検証することにより評価する。 

 基準等と予測結果とを比較し検討する手法 

二酸化窒素は、年間 98％値と環境基準及び千葉県環境目標値とを対比する。浮遊

粒子状物質は日平均値の 2％除外値と環境基準値とを対比する。なお、二酸化窒素

と浮遊粒子状物質の評価基準値は表 5.2-3 に示すとおりである。 

表 5.2-3 施工時沿道大気の評価基準値 

 

  

項目 基準値等 備考

0.04ppm～0.06ppmの
ゾーン内又はそれ以下

日平均値の年間98%値（環境基準）

0.04 ppm以下 日平均値の年間98%値（千葉県環境目標値）

浮遊粒子状物質 0.10 mg/m3以下 日平均値の2%除外値（環境基準）

二酸化窒素
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供用時 

 ばい煙又は粉じんの発生 

（１） 調査 

 調査すべき情報 

ア． 大気質の状況 

二酸化硫黄（SO2）、窒素酸化物（一酸化窒素（NO）、二酸化窒素（NO2）、窒素酸化

物（NOx））、浮遊粒子状物質（SPM）、塩化水素（HCl）、水銀（Hg）、ダイオキシン類

（DXNs） 

イ． 気象の状況：地上気象、上層気象 

ウ． 地形の状況：標高 

 調査地域 

「千葉県環境影響評価技術指針に係る参考資料」（平成 13 年 4 月、千葉県）を参

考に、ボサンケ・サットンの拡散式を用いて最大着地濃度出現地点までの距離を算

出した結果、約 2.5kmとなった。 

これを踏まえて、調査地域は、図 5.2-8 に示すとおり、対象事業実施区域より最

大着地濃度距離の 2 倍である 5km以内の範囲とする。なお、計算に使用した条件は

下記のとおりである。 

 

 ごみ質：基準ごみ 11,450 kJ/kg 

 処理能力：156 t/日（=78 t/日×2 炉） 

 煙突形式・本数：独立煙突・2 本 

 煙突口径：0.75 m（煙突 1 本あたり） 

 煙突高さ：59 m 

 排ガス温度：180 ℃ 

 排ガス量（湿り）：20,000N m3/h 

 排ガス量（湿り・180℃）：33,187 m3/h 

 排出速度：20.87 m/s 

これらは「次期中間処理施設整備事業施設整備基本計画（資料編） 平

成 28 年 4 月」（印西地区環境整備事業組合）に基づいて設定した値で

ある。 
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図 5.2-8 供用時大気調査地域  
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 調査地点 

ア． 大気質の状況 

 文献調査 

大気質の調査地点は、対象事業実施区域から最も近い印西高花局とする（図 

5.2-9 参照）。 

 現地調査 

現地調査地点は、最大着地濃度距離である半径 2.5km 付近にあり、佐倉地域

観測所の年間最多風向等を考慮して、そうふけふれあいの里、黒崎牧場の 2 地

点を選定し、それに住宅地への配慮から船穂コミュニティセンター、吉田地区

構造改善センターの 2地点を加えた、合計 4地点（以下、「大気質 4地点」とい

う。）とする（図 5.2-9参照）。 

イ． 気象の状況 

 文献調査 

地上気象の調査地点は佐倉地域気象観測所と印西高花局とする。 

 現地調査 

地上気象の調査地点は大気質 4 地点及び対象事業実施区域内の 1 地点とする。

上層気象の調査地点は対象事業実施区域内の 1 地点とする。  
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図 5.2-9 供用時大気調査地点  
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 調査の基本的な手法 

ア． 大気質の状況 

 文献調査 

大気質は印西高花局の測定結果（二酸化硫黄、二酸化窒素、浮遊粒子状物質）

を収集する。なお、ダイオキシン類は印西市高花の測定結果を収集する。 

 現地調査 

現地調査の方法は、表 5.2-4 に示すとおりとする。 

 情報の整理 

各調査により得られた情報の整理は以下の方法とする。 

 環境基準等の達成状況 

調査対象の大気質濃度について、環境基準及び千葉県環境目標値の達成状

況を把握する。 

 濃度及びその変動の把握 

大気質濃度の推移や季節別時刻別変化等を調べ、大気質濃度の出現傾向を

定量的に把握する。また、風向や風速毎に平均濃度を整理するとともに、比較

的高い濃度が出現した場合には、気象状況との関連性について整理する。 

イ． 気象の状況 

 文献調査 

気象の状況は、佐倉地域気象観測所の観測結果及び印西高花局の測定結果を

収集する。 

 現地調査 

現地調査の方法は、表 5.2-4 に示すとおりとする。 

 気象調査結果の整理 

 気象の異常年検定 

現地調査の風向・風速測定結果は、印西高花局の過去 10年間の測定結果と

比較して異常年検定を行う。 



247 

 

 大気安定度の分類 

大気安定度の出現頻度は、風向・風速の測定結果とパスキルの大気安定度階

を用いて整理する。 

 上層気象のデータ整理 

現地調査結果を解析し、接地逆転層や上層逆転層の出現傾向を把握する。 

ウ． 地形の状況 

調査地域の標高を地形図等にて確認し、大気質の移流、拡散に影響を与える地形

の有無を把握する。 

 調査期間 

ア． 文献調査 

文献調査では、佐倉地域気象観測所の観測結果及び印西高花局の測定結果を収

集する。期間は 5 年間分とする。 

なお、気象の異常年検定については、基準年と過去 10 年間の測定結果とを比較

するため 11年間分の測定結果を収集する。 

イ． 現地調査 

現地調査の期間は 1 年とする（頻度等は表 5.2-4 に示すとおりである）。  
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表 5.2-4 供用時大気調査の項目、地点及び期間等 

 
注）上層気象の調査は、大気質 4地点における大気質及び地上気象の調査と時期を合わせて行う。 

 

（２） 予測 

 予測地域 

予測地域は、調査地域と同様とする（図 5.2-8（p.243）参照）。 

 予測地点 

予測地点は現地調査地点と同様とする。なお、予測地点の予測の高さは地上 1.5m

とする。 

 予測の基本的な手法 

ア． 予測項目 

二酸化硫黄、二酸化窒素、浮遊粒子状物質、塩化水素、ダイオキシン類、水銀 

イ． 予測方法 

 予測式等 

予測には、大気拡散モデル（有風時にプルーム式、無風時にパフ式）を用い

る。拡散計算では ERT-PSDM モデルを用いて地形的影響を考慮する。 

区分 調査項目 調査方法 調査地点 調査期間

二酸化硫黄

浮遊粒子状物質

窒素酸化物
「二酸化窒素に係る環境基準について」（昭
和53年環境庁告示第38号）に定める方法に準
拠

塩化水素
「大気汚染物質測定法指針」（昭和62年8
月、環境庁）に定める方法に準拠

水銀
「大気汚染物質等測定方法マニュアル」（平
成31年3月　環境省）

ダイオキシン類
「ダイオキシン類に係る大気環境測定マニュ
アル」（平成20年3月　環境省）

大気質4地
点

7日間×4季

対象事業実
施区域内1
地点

通年

気温、湿度、
日射量、

放射収支量

対象事業実
施区域内1
地点

通年

上層気象
気温、風向、

風速

「高層気象観測指針」（平成16年3月、気象
庁）に準拠
気温、風向、風速はGPSゾンデを使用して測
定する

対象事業実
施区域内1
地点

7日間×4季

大気質4地
点

7日間×4季

風向、風速

大気質

「大気の汚染に係る環境基準について」（昭
和48年環境庁告示第25号）に定める方法に準
拠

地上気象

「地上気象観測指針」（平成14年3月、気象
庁）における自動観測に準拠
風向・風速センサーは地上10mのポール上に
設置
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予測は、環境基準等と比較できるよう、項目ごとに長期平均濃度及び短期高

濃度、又はそのいずれかとする。また、計算条件は表 5.2-5 及び表 5.2-6 に示

すとおりである。なお、大気不安定状態、上層逆転層発生、接地逆転層崩壊、

ダウンウォッシュ、ダウンドラフトといった特殊条件についても考慮する。各

特殊条件の概要は図 5.2-10 に示すとおりである。 

表 5.2-5 長期平均濃度予測の拡散計算条件 

 

 

表 5.2-6 短期高濃度予測の拡散計算条件 

  

項目 条件

予測時間 24時間全連続稼働（0:00～24:00）

予測高さ 地上1.5m

風向、風速、大気安定度 現地調査の測定結果

風速の高さ補正 べき乗式

有効煙突高の推定

有風:CONCAWE式

弱風:CONCAWE-Briggs内挿式
無風:Briggs式

複雑地形における拡散モデル ERT PSDMモデル

拡散モデル
有風:正規型プルーム式
弱風:平均化パフ式

無風:平均化パフ式

拡散パラメータ
プルーム式:Pasquill-Gifford
パフ式:Turner

二酸化窒素（NO₂）変換モデル 指数近似モデルＩ

予測物質のバックグラウンド濃度 現地調査の測定結果

計算範囲 排出源を中心として半径5.0km以内（予測地域）

項目 条件

予測時間 1時間

予測高さ 地上1.5m

風向、風速、大気安定度 高濃度発生時

風速の高さ補正 べき乗式

有効煙突高の推定

有風:CONCAWE式

弱風:CONCAWE-Briggs内挿式
無風:Briggs式
上層逆転層発生時:有効煙突高さを混合層高度と反射回数で補正
（反射回数は3回）
ダウンウォッシュ時:Briggs式

ダウンドラフト時:CONCAWE式をHurber式で補正

複雑地形における拡散モデル ERT PSDMモデル

拡散モデル
有風:正規型プルーム式
弱風:正規型プルーム式

無風:連続源パフ式

拡散パラメータ

プルーム式:Pasquill-Gifford
プルーム式（接地逆転層発生時）:TVAモデル（カーペンターモデ
ル）
パフ式:Turner

二酸化窒素（NO2）変換モデル 指数近似モデルＩ

予測物質のバックグラウンド濃度 現地調査の測定結果

計算範囲 排出源から風下へ5km
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① 大気不安定時 

 
全層不安定状態 

（ループ型） 

 
弱安定型 

（鐘型） 

 
強安定状態 

（扇形） 
出典：一般社団法人産業環境管理協会『新・公害防止の技術と法規 2020 大気編（令和 2 年 2 月）』 

② 上層逆転層発生時 

混合層の上端には安定層が形成

されている。それより以下で排出さ

れた大気汚染物質は逆転層より上

方への拡散を抑制される。 

 
出典：社団法人全国都市清掃会議『ごみ焼却施設環境アセスメントマニュアル（昭和 61 年 6 月）』 

③ 接地逆転層崩壊時 

接地逆転層が日出から日中にかけ

て地表面近くから崩壊する。このと

き、上層の安定層内に放出された排出

ガスが地表近くの不安定層内に取り

込まれ、急激な混合が生じて高濃度を

起こす可能性がある。 
 

出典：社団法人全国都市清掃会議『ごみ焼却施設環境アセスメントマニュアル（昭和 61 年 6 月）』 

④ ダウンウォッシュ時 

⑤ ダウンドラフト時 

吐出速度が風速より小さい場合、煙は煙突

の背後に生じる渦や、付近の構造物によって

発生する渦に巻き込まれ、急激に地上に下降

することがある。この現象はダウンウォッシ

ュ(建造物についてはダウンドラフトという

場合もある)と呼ばれる。煙突頂部で起こるダ

ウンウォッシュはスタックチップダウンウォ

ッシュと呼ばれることがある。 

この現象が起こると着地濃度が高くなるの

で避けることが必要である。それには、吐出速

度を上げ（風速の 1.5倍以上）、煙突高さを付

近の建造物より高くする（2.5 倍以上がよいと

いわれる）のが望ましい。 

 

出典：社団法人全国都市清掃会議『ごみ焼却施設環境アセスメントマニュアル（昭和 61 年 6 月）』、一般社団法人

産業環境管理協会『新・公害防止の技術と法規 2020 大気編（令和 2 年 2 月）』 

図 5.2-10 各特殊条件の概要  
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 長期平均濃度 

二酸化硫黄、二酸化窒素、浮遊粒子状物質、ダイオキシン類、水銀 

 短期高濃度 

二酸化硫黄、二酸化窒素、浮遊粒子状物質、塩化水素 

 煙源条件の設定 

 発生源の区分 

発生源は点煙源とする。 

 排出量の設定 

長期平均濃度予測には「設定した平均排出量」を用い、短期高濃度予測には

「最大排出量」を用いる。なお、これらの排出量は環境影響評価準備書の作成

までに決定する。 

 有効煙突高の設定 

有効煙突高さの算出は、有風時は CONCAWE 式を、無風時は Briggs 式を用い

る。 

 計算の方法等 

 予測濃度の重合計算手法 

長期平均濃度予測は、風向・風速・大気安定度別に類型化した気象条件ごと

に大気質濃度を計算し、気象条件ごとの出現頻度を考慮した重合計算を行う。 

 将来バックグラウンド濃度の設定 

将来バックグラウンド濃度は現地調査の測定結果とする。 

 二酸化窒素（NO2）変換式 

窒素酸化物（NOx）の二酸化窒素（NO2）への変換には指数近似モデルを用い

る。 

 二酸化窒素、二酸化硫黄及び浮遊粒子状物質の換算 

二酸化窒素の年間 98％値への換算、二酸化硫黄及び浮遊粒子状物質の日平

均値の 2％除外値への換算には、対象事業実施区域に最も近い一般局である印

西高花局における測定値を用い、当該統計量の関係を統計的に求める方法を
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用い実施する。 

 予測結果の整理 

 長期平均濃度予測 

予測項目ごとに予測地内の影響を等濃度線図により表すとともに、最大着

地濃度及び着地位置を整理する。 

 短期高濃度予測 

予測項目ごとに影響が最大となる気象条件での最大着地濃度と、その出現

頻度及び出現距離を整理する。 

 予測対象時期 

ア． 長期平均濃度予測 

長期平均濃度予測の予測対象時期は、次期施設が定常の稼働状態となった時期

（1 年間）とする。 

イ． 短期高濃度予測 

短期高濃度予測の予測対象時期は、次期施設が定常の稼働となった時期の予測

条件に設定した気象条件の出現時とする。 

（３） 評価 

予測項目ごとに下記の①、②の手法により評価する。 

 環境の保全が適切に図られているかどうかを検討する手法 

調査及び予測の結果を踏まえ、環境保全措置の実施方法等について検討した結果、

事業者により実行可能な範囲で対象事業に係る環境影響ができる限り回避又は低

減されているか、検証することにより評価する。 

 基準等と予測結果とを比較し検討する手法 

ア． 長期平均濃度予測 

二酸化硫黄、浮遊粒子状物質は、日平均値の 2％除外値と環境基準とを対比する。

二酸化窒素は、年間 98％値と環境基準及び千葉県環境目標値とを対比する。ダイ

オキシン類及び水銀は年平均値と環境基準とを対比する。なお、各項目の評価基準

値等は、表 5.2-7 に示すとおりである。  
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表 5.2-7 供用時大気の評価基準値（長期平均濃度予測） 

 

 

イ． 短期高濃度予測 

二酸化硫黄、二酸化窒素、浮遊粒子状物質及び塩化水素は、短時間予測濃度（1

時間値）と環境基準及び千葉県環境目標値とを対比する。なお、各項目の評価基準

等は、表 5.2-8 に示すとおりである。 

 

表 5.2-8 供用時大気の評価基準値（短期高濃度予測） 

 

 

  

項目 基準値等 備考

二酸化硫黄 0.04 ppm以下 日平均値の2%除外値（環境基準）

0.04ppm～0.06ppmの
ゾーン内又はそれ以下

日平均値の年間98%値（環境基準）

0.04 ppm以下 日平均値の年間98%値（千葉県環境目標値）

浮遊粒子状物質 0.10 mg/m3以下 日平均値の2%除外値（環境基準）

ダイオキシン類 0.6 pg-TEQ/m3以下 年平均値（環境基準）

水銀 40ng Hg/m3以下 年平均値（中環審指針値）

二酸化窒素

項目 基準値等 備考

二酸化硫黄 0.1 ppm以下 1時間値（環境基準）

二酸化窒素 0.1ppm～0.2ppm以下 1時間値（昭和53年3月22日中公審第163号）

浮遊粒子状物質 0.20 mg/m3以下 1時間値（環境基準）

塩化水素 0.02ppm以下 1時間値（中環審指針値）
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供用時 

 排出ガス（自動車等） 

（１）  調査 

 調査すべき情報 

ア． 大気質の状況 

窒素酸化物（一酸化窒素（NO）、二酸化窒素（NO2）、窒素酸化物（NOx））、浮遊粒

子状物質（SPM） 

イ． 大気象の状況：地上気象 

ウ． 地形の状況：標高 

エ． 道路及び交通の状況 

 調査地域 

調査地域は、生活環境アセス指針に基づき、収集運搬車両の走行によって交通量

が相当程度変化する主要道路であって、沿道に人家等が存在する地域とし、対象事

業実施区域から 2km の範囲内の主要な走行ルートとする（図 5.2-11参照）。 

 調査地点 

調査地点は、収集運搬車両の主要な走行ルートの沿道にある印旛西部公園及び市

道 00-122 号線（予定）終点の 2 地点とする（図 5.2-12 参照）。  
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図 5.2-11 供用時沿道大気調査地域  
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図 5.2-12 供用時沿道大気調査地点  
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 調査の基本的な手法 

調査の基本的な手法は、「5.2.1 大気質 ２．資材又は機械の運搬（p.236）」と同

様とする。 

 調査期間 

調査期間は、「5.2.1 大気質 ２．資材又は機械の運搬（p.238）」と同様とする。 

（２） 予測 

 予測地域 

予測地域は、調査地域と同様とする（図 5.2-11（p.255）参照）。 

 予測地点 

予測地点は、収集運搬車両の主要な走行ルート沿道の住居等を考慮し、調査地点

の車道端より 150m までの範囲とする（図 5.2-13 参照）。なお、予測地点の高さは

地上 1.5m とする。 
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図 5.2-13 供用時沿道大気予測地点  
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 予測の基本的な手法 

予測の基本的な手法は、「5.2.1 大気質 ２．資材又は機械の運搬（p.241）」と同

様とする。 

 予測対象時期 

予測対象時期は、次期施設が定常の稼働状態となった時期とする。 

（３） 評価 

予測項目ごとに下記の①、②の手法により評価する。 

 環境の保全が適切に図られているかどうかを検討する手法 

調査及び予測の結果を踏まえ、環境保全措置の実施方法等について検討した結果、

事業者により実行可能な範囲で対象事業に係る環境影響ができる限り回避又は低

減されているか、検証することにより評価する。 

 基準等と予測結果とを比較し検討する手法 

二酸化窒素は、年間 98％値と環境基準及び千葉県環境目標値とを対比する。浮遊

粒子状物質は日平均値の 2％除外値と環境基準値とを対比する。なお、二酸化窒素

と浮遊粒子状物質の評価基準値は表 5.2-9 に示すとおりである。 

 

表 5.2-9 供用時沿道大気の評価基準値 

 

  

項目 基準値等 備考

0.04ppm～0.06ppmの
ゾーン内又はそれ以下

日平均値の年間98%値（環境基準）

0.04 ppm以下 日平均値の年間98%値（千葉県環境目標値）

浮遊粒子状物質 0.10 mg/m3以下 日平均値の2%除外値（環境基準）

二酸化窒素
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5.2.2 水質 

施工時 

 切土又は盛土、仮設工事、基礎工事及び施設の設置工事 

（１） 調査 

 調査すべき情報 

ア． 水質の状況 

施工時のコンクリート打設によるアルカリ排水及び工事現場からの濁水による

影響を把握するために、水素イオン濃度（pH）及び浮遊物質量（SS）を調査項目と

する。 

イ． 流況の状況 

流量、流速、川幅、平均勾配 

ウ． 気象の状況 

施工時の濁水（浮遊物質量）の発生に関連する降水量の状況を把握する。 

エ． 土粒子の状況 

濁水の懸濁物質となる土粒子の状況を把握する。 

 調査地域 

施工時の排水が影響を及ぼすと予想される公共用水域（吉田排水路、松崎排水路

及び宗像集水路）とする。なお、現況の松崎排水路は、対象事業実施区域から吉田

排水路への排水地点（以下、「放流口」という。）と繋がっていないが、調査後の令

和 5 年度に吉田排水路を松崎排水路に合流させる工事が行われ、将来的に濁水が松

崎排水路を経由するようになることから、松崎排水路を調査地域に含める（図 

5.2-14 参照）。 

 調査地点 

水質、流況の調査地点は、放流口、松崎排水路の下流部（以下、「松崎下流」とい

う。）及び宗像集水路の船尾町田交差点付近（以下、「宗像船尾」という。）の計 3地

点とする（図 5.2-14 参照）。気象の調査地点は佐倉地域気象観測所とする。土粒子

の調査地点は対象事業実施区域内の 1 地点とする。  
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図 5.2-14 施工時水質調査地域及び地点  
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 調査の基本的な手法 

ア． 文献調査 

既存の水質測定結果及び佐倉地域気象観測所の降水量データを収集する。 

イ． 現地調査 

水質、土粒子の調査、分析方法及び流速の調査方法は表 5.2-10 に示すとおりと

する。 

 調査期間 

調査期間等は表 5.2-10 に示すとおりとする。 

 

表 5.2-10 施工時水質調査の項目、地点及び期間等 

 

 

（２） 予測 

 予測地域 

予測地域は、施工時の排水が影響を及ぼすと予想される公共用水域（吉田排水路、

松崎排水路及び宗像集水路）とする（図 5.2-15 参照）。 

 予測地点 

予測地点は放流口、松崎下流及び宗像船尾の計 3 地点とする（図 5.2-15 参照）。  

区分 調査項目 調査方法 調査地点 調査期間

水素イオン濃度
（pH）

浮遊物質量
（SS）
流速
水温 －

川幅、平均勾配 －
任意の時期

に1回

土粒子 土壌沈降試験
「試料より採取した懸濁液のSS濃度を経過時
間ごとに測定する方法」（JIS M0201（選炭
廃水試験方法）に準じた方法）による

対象事業実
施区域内1
地点

任意の時期
に1回

「水質調査方法」（昭和46年環水管第30号）
に定める方法に準拠
採水は、1降雨あたり2時間おきに5回行う
（ピークを含む）。

水質

流況

調査地域内
3地点

2降雨
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図 5.2-15 施工時水質予測地域及び地点  
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 予測の基本的な手法 

ア． 予測項目 

水素イオン濃度(pH)、浮遊物質量（SS） 

イ． 予測方法 

濁水の流出防止対策、調整池の貯留能力及び土壌沈降試験の結果より、予測地点

における水素イオン濃度(pH)、浮遊物質量（SS）を予測する。 

ウ． 予測結果の整理 

予測結果は、現況との比較により整理する。 

 予測対象時期 

工事の影響が最大となる時期とする。 

（３） 評価 

予測項目ごとに下記の①、②の手法により評価する。 

 環境の保全が適切に図られているかを検討する手法 

調査及び予測の結果を踏まえ、環境保全措置の実施方法等について検討した結果、

事業者により実行可能な範囲で対象事業に係る環境影響ができる限り回避又は低

減されているか、検証することにより評価する。 

 基準等と予測結果とを比較する手法 

吉田排水路、松崎排水路及び宗像集水路は類型指定が設定されていないことから、

現況水質、利水状況等を考慮して類型を設定し、予測値と基準値との比較を行う。 
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5.2.3 水文環境 

施工時 

 樹林の伐採、切土又は盛土、基礎工事及び施設の設置工事 

（１） 調査 

 調査すべき情報 

地下水位の状況、地質の状況及び地下水の利用の状況を調査する。 

 調査地域 

ア． 地下水位の状況 

対象事業実施区域及びその周辺の地下水は、TP1～10m 付近に広く分布している。

地下水位に係る地下構造物は、ごみピットがあるが、周辺地下水との容量比を勘案

すると、根切り工事における排水や地下構造物による地下水脈の遮断等が広域に

影響を与えることは考えにくいため、調査地域は対象事業実施区域内とする。 

イ． 地質の状況 

調査地域は対象事業実施区域内とする。 

ウ． 地下水の利用の状況 

調査地域は対象事業実施区域を含む丘陵（吉田地区を含む）とする。 

 調査地点 

ア． 地下水位の状況 

調査地点は調査地域内に掘削する観測井戸 3地点とする（図 5.2-16 参照）。観

測井戸の掘削地点は工場棟を囲むように配置し、かつ、将来のモニタリング井戸と

して利用できる場所を選定する。 

イ． 地下水の利用の状況 

調査地点は調査地域と同様とする。 
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図 5.2-16 施工時水文環境調査地点 
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 調査の基本的な手法 

ア． 地下水位の状況 

地下水位について、既存データが存在する場合はそのデータを整理する。また、

観測井戸を掘削し、地下水位を自動及び手動で計測する。 

イ． 地質の状況 

対象事業実施区域における既存の地質調査結果を整理する。 

ウ． 地下水の利用の状況 

井戸等揚水地点について、既存データが存在する場合はそのデータを整理する。

また、地元住民に対して既存の井戸等の利用状況をヒアリングする。 

 調査期間 

ア． 地下水位の状況 

地下水位の計測期間は 1 年間とする。ただし、自動計測は通年とし、手動計測は

月 1 回計 12回とする。 

イ． 地下水の利用の状況 

任意の適切な調査時期とする。 

（２） 予測 

 予測地域 

予測地域は調査地域と同様とする。 

 予測地点 

予測地点は調査地点と同様とする（図 5.2-16（p.266）参照）。 

 予測の基本的な手法 

「地下水調査及び観測指針（案）」（平成 5年 3 月 建設省）に示される数値モデ

ルを用いた予測計算により、地下水位の変化を予測する。 

 予測対象時期 

予測対象時期は、工事の影響が最大となる時期とする。 



268 

 

（３） 評価 

調査及び予測の結果を踏まえ、環境保全措置の実施方法等について検討した結果、事

業者により実行可能な範囲で対象事業に係る環境影響ができる限り回避又は低減され

ているか、検証することにより評価する。 
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供用時 

 施設の存在等 

（１） 調査 

 調査すべき情報 

調査すべき情報は「5.2.3 水文環境 １．樹林の伐採、切土又は盛土、基礎工事

及び施設の設置工事（p.265）」と同様とする。 

 調査地域 

調査地域は「5.2.3 水文環境 １．樹林の伐採、切土又は盛土、基礎工事及び施

設の設置工事（p.265）」と同様とする。 

 調査地点 

調査地点は「5.2.3 水文環境 １．樹林の伐採、切土又は盛土、基礎工事及び施

設の設置工事（p.265）」と同様とする（図 5.2-16（p.266）参照）。 

 調査の基本的な手法 

調査の基本的な手法は「5.2.3 水文環境 １．樹林の伐採、切土又は盛土、基礎

工事及び施設の設置工事（p.267）」と同様とする。 

 調査期間 

調査期間は「5.2.3 水文環境 １．樹林の伐採、切土又は盛土、基礎工事及び施

設の設置工事（p.267）」と同様とする。 

（２） 予測 

 予測地域 

予測地域は調査地域と同様とする。 

 予測地点 

予測地点は調査地点と同様とする（図 5.2-16（p.266）参照）。 

 予測の基本的な手法 

「地下水調査および観測指針（案）」（1993 年 3 月 建設省）に示される数値モデ

ルを用いた予測計算により、地下水位の変化を予測する。 
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 予測対象時期 

予測対象時期は、次期施設の稼働が定常状態になる時期とする。 

（３） 評価 

調査及び予測の結果を踏まえ、環境保全措置の実施方法等について検討した結果、事

業者により実行可能な範囲で対象事業に係る環境影響ができる限り回避又は低減され

ているか、検証することにより評価する。  
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5.2.4 騒音及び超低周波音 

施工時 

 樹林の伐採、切土又は盛土、仮設工事、基礎工事及び施設の設置工事 

（１） 調査 

 調査すべき情報 

ア． 騒音の状況 

現況の環境騒音レベルを調査する。 

イ． 土地利用の状況 

周辺の土地利用状況を調査する。 

 調査地域 

調査地域は、図 5.2-17 に示すとおりであり、生活環境アセス指針を参考に、騒

音の距離減衰等を考慮して対象事業実施区域から概ね 100m とする。 

 調査地点 

調査地点は、図 5.2-17 に示すとおり、工場棟の周囲 4 方向として対象事業実施

区域の敷地境界上の 4地点とする。  
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図 5.2-17 施工時騒音調査地域及び地点 
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 調査の基本的な手法 

ア． 騒音の状況 

 現地調査 

「騒音に係る環境基準の評価マニュアル 一般地域編」（平成 27 年 10 月 環

境省）等に基づき、現地測定を実施する。測定の高さは地上 1.2m とする。 

 調査結果の整理 

測定結果を時間区分別の等価騒音レベル（LAeq）、時間率騒音レベル（LA5、LA50、

LA95）に整理し、騒音レベルの状況を把握する。 

イ． 土地利用の状況 

土地利用現況図、都市計画図等の資料により、土地利用の状況を調査する。保全

対象となる住居、学校等の分布状況を把握するとともに、都市計画法による用途地

域等の指定状況に基づいて法令の基準が適用される地域を把握する。 

 調査期間 

調査期間は、代表的な騒音の状況を把握することができる平日の 1 日（24 時間）

とする。 

（２） 予測 

 予測地域 

予測地域は調査地域と同様とする（図 5.2-17（p.272）参照）。 

 予測地点 

調査地域とした敷地境界から概ね 100m の範囲内において、面的な騒音レベルの

分布を予測するとともに敷地境界上の最大地点を予測する。予測の高さは 1.2m と

する。 

 予測の基本的な手法 

ア． 予測項目 

予測項目は、施工に伴う騒音レベルとする。 

イ． 予測方法 

工事工程に基づき使用する重機の種類、規格、位置、作業内容等を明らかにし、
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伝播理論計算式により予測する。 

ウ． 予測結果の整理 

予測地域内の騒音の発生状況を等騒音線図により図示するとともに、敷地境界

上の最大騒音レベル及びその位置を示す。 

 予測対象時期 

予測対象時期は、施工による騒音の影響が最大となる代表的な時期とする。 

（３） 評価 

予測項目ごとに下記の①、②の手法により評価する。 

 環境の保全が適切に図られているかどうかを検討する手法 

調査及び予測の結果を踏まえ、環境保全措置の実施方法等について検討した結果、

事業者により実行可能な範囲で対象事業に係る環境影響ができる限り回避又は低

減されているか、検証することにより評価する。 

 基準等と予測結果とを比較し検討する手法 

予測結果を、印西市環境保全条例に基づく規制基準と対比して評価する（表 

5.2-11 参照）。 

 

表 5.2-11 施工時騒音の評価基準値 

 

 

  

項目 基準値等 備考

敷地境界における規制値 85デシベル 特定建設作業騒音（印西市環境保全条例）
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施工時 

 資材又は機械の運搬 

（１） 調査 

 調査すべき情報 

ア． 騒音の状況 

現況の道路交通騒音レベルを調査する。 

イ． 土地利用の状況 

周辺の土地利用状況を調査する。 

ウ． 道路及び交通の状況 

周辺の道路及び交通の状況を調査する。 

 調査地域 

調査地域は、図 5.2-18 に示すとおりであり、生活環境アセス指針を参考に、工

事用車両の走行によって交通量が相当程度変化する主要道路沿道の住居等が存在

する地域とし、対象事業実施区域から概ね 3km の範囲内の主要な走行ルート沿道と

する。 

 調査地点 

調査地点は、図 5.2-19 に示すとおりであり、工事用車両の主要な走行ルートを

対象に、沿道の住居等の分布状況を考慮した代表的な 2地点の道路端とする。  
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図 5.2-18 施工時道路交通騒音調査地域 
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図 5.2-19 施工時道路交通騒音調査地点  
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 調査の基本的な手法 

ア． 騒音の状況 

 現地調査 

「騒音に係る環境基準の評価マニュアル 一般地域編」（平成 27 年 10 月 環

境省）等に基づき、現地測定を実施する。測定の高さは地上 1.2m とする。 

 調査結果の整理 

測定結果を時間区分別の等価騒音レベル（LAeq）、時間率騒音レベル（LA5、LA50、

LA95）に整理し、騒音レベルの状況を把握するとともに、環境基準等と比較する。 

イ． 土地利用の状況 

土地利用現況図、都市計画図等の資料により、土地利用の状況を調査する。保全

対象となる住居、学校等の分布状況を把握するとともに、都市計画法による用途地

域等の指定状況に基づいて法令の基準が適用される地域を把握する。 

ウ． 道路及び交通の状況 

 現地調査 

道路の状況として、騒音調査地点における道路の形状や横断面構成、車線数、

規制速度等を現地で調査する。交通の状況として、騒音調査地点における自動

車交通量・走行速度の現地測定を実施する。自動車交通量の車種分類は、小型

車、大型車、二輪車とする。走行速度の測定対象は、上下方向別、車種区分別

に時間帯毎に 10 台程度とする。 

 調査結果の整理 

道路の状況の調査結果を道路断面図に整理し、自動車交通量及び走行速度の

調査結果を時間別・方向別・車種区分別に整理することで、工事用車両の走行

ルートの道路状況及び自動車交通量等の状況を把握する。 

 調査期間 

調査期間は、調査地域の代表的な騒音等の状況を把握することができる平日の 1

日（24 時間）とする。 
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（２） 予測 

 予測地域 

予測地域は、調査地域と同様とする（図 5.2-18（p.276）参照）。 

 予測地点 

予測地点は、調査地点と同様とする（図 5.2-19（p.277）参照）。 

 予測の基本的な手法 

ア． 予測項目 

予測項目は、工事用車両の走行に伴う等価騒音レベル（LAeq）とする。 

イ． 予測方法 

予測は、（一社）日本音響学会「ASJ RTN-Model 2018」を用いて行う。 

ウ． 予測結果の整理 

予測地点における将来騒音レベルと現況からの増加量を整理する。 

 予測対象時期 

予測対象時期は、施工期間を通じて工事用車両の通行が最大となる時期とする。 

（３） 評価 

予測項目ごとに下記の①、②の手法により評価する。 

 環境の保全が適切に図られているかどうかを検討する手法 

調査及び予測の結果を踏まえ、環境保全措置の実施方法等について検討した結果、

事業者により実行可能な範囲で対象事業に係る環境影響ができる限り回避又は低

減されているか、検証することにより評価する。 

 基準等と予測結果とを比較し検討する手法 

調査地点となる県道八千代宗像線及び市道 00-122 号線（予定）は、環境基準及び

規制基準は適用されないが、「騒音に係る環境基準（道路に面する地域）」における

「A 地域のうち 2 車線以上の車線を有する道路に面する地域」の基準を準用するこ

とによって評価する（表 5.2-12 参照）。 
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表 5.2-12 施工時道路交通騒音の評価基準値 

 

  

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  時間の区分

地域の区分

昼間

6：00～22：00

夜間

22：00～翌6：00

A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域 60デシベル以下 55デシベル以下
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供用時 

 騒音若しくは超低周波音又は振動の発生（施設稼働による騒音） 

（１） 調査 

 調査すべき情報 

ア． 騒音の状況 

現況の環境騒音レベルを調査する。 

イ． 土地利用の状況 

周辺の土地利用状況を調査する。 

 調査地域 

調査地域は「5.2.4 騒音及び超低周波音 １．樹林の伐採、切土又は盛土、仮設

工事、基礎工事及び施設の設置工事（p.271）」と同様とする（図 5.2-17（p.272）

参照）。 

 調査地点 

調査地点は「5.2.4 騒音及び超低周波音 １．樹林の伐採、切土又は盛土、仮設

工事、基礎工事及び施設の設置工事（p.271）」と同様とする（図 5.2-17（p.272）

参照）。 

 調査の基本的な手法 

調査の基本的な手法は「5.2.4 騒音及び超低周波音 １．樹林の伐採、切土又は

盛土、仮設工事、基礎工事及び施設の設置工事（p.273）」と同様とする。 

 調査期間 

調査期間は「5.2.4 騒音及び超低周波音 １．樹林の伐採、切土又は盛土、仮設

工事、基礎工事及び施設の設置工事（p.273）」と同様とする。 

（２） 予測 

 予測地域 

予測地域は、調査地域と同様とする（図 5.2-17（p.272）参照）。 
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 予測地点 

調査地域とした敷地境界から概ね 100m の範囲内において、面的な騒音レベルの

分布を予測するとともに敷地境界上の最大地点を予測する。予測の高さは 1.2m と

する。 

 予測の基本的な手法 

ア． 予測項目 

予測項目は、次期施設の稼働に伴う騒音レベルとする。 

イ． 予測方法 

次期施設に配置する騒音源となる設備の種類、規格、位置等を明らかにし、伝播

理論計算式により予測する。 

ウ． 予測結果の整理 

予測地域内の騒音の発生状況を等騒音線図により図示するとともに、敷地境界

上の最大騒音レベル及びその位置を示す。 

 予測対象時期 

予測対象時期は、次期施設が定常の稼働状態となった時期とする。 

（３） 評価 

予測項目ごとに下記の①、②の手法により評価する。 

 環境の保全が適切に図られているかどうかを検討する手法 

調査及び予測の結果を踏まえ、環境保全措置の実施方法等について検討した結果、

事業者により実行可能な範囲で対象事業に係る環境影響ができる限り回避又は低

減されているか、検証することにより評価する。 

 基準等と予測結果とを比較し検討する手法 

予測結果を、印西市環境保全条例に基づく規制基準と対比して評価する（表 

5.2-13 参照）。 

表 5.2-13 供用時騒音の評価基準値 

  

　　　　　　　時間の区分

項目

昼間
8：00～19：00

朝・夕
 6：00～ 8：00
19：00～22：00

夜間
22：00～翌6：00

敷地境界における規制値 60デシベル 55デシベル 50デシベル
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供用時 

 騒音若しくは超低周波音又は振動の発生（施設稼働による超低周波音） 

（１） 調査 

 調査すべき情報 

ア． 超低周波音の状況 

現況の超低周波音（20Hz 以下の音）とともに、低周波音（100Hz 以下の音）につ

いて調査する。 

イ． 土地利用の状況 

周辺の土地利用状況を調査する。 

 調査地域 

調査地域は、図 5.2-20 に示すとおり、吉田地区民家及び松崎地区民家を含むよ

う対象事業実施区域から概ね 400mとする。 

 調査地点 

調査地点は、図 5.2-20 に示すとおり、工場棟の周囲 4 方向として、対象事業実

施区域の敷地境界上の 4 地点とする。  
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図 5.2-20 供用時超低周波音調査地域及び地点 
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 調査の基本的な手法 

ア． 超低周波音の状況 

 現地調査 

「低周波音の測定方法に関するマニュアル」（平成 12 年 10 月 環境庁）等に

基づき、現地測定を実施する。測定の高さは地上 1.2m とする。 

 調査結果の整理 

測定結果を時間別の 1～20Hz の G 特性 5%時間率音圧レベル（LG5）、1～80Hz の

50%時間率音圧レベル（L50）に整理し、超低周波音及び低周波音の状況を把握す

る。 

イ． 土地利用の状況 

土地利用現況図、都市計画図等に資料により、土地利用の状況を調査する。保全

対象となる住居、学校等の分布状況を把握する。 

 調査期間 

調査期間は、代表的な超低周波音等の状況を把握することができる平日の 1日（24

時間）とする。 

（２） 予測 

 予測地域 

予測地域は、調査地域と同様とする（図 5.2-20（p.284）参照）。 

 予測地点 

予測地点は、超低周波音等に係る環境影響を的確に把握できる地点とし、敷地境

界付近を予測地点とする。予測の高さは 1.2mとする。 

 予測の基本的な手法 

ア． 予測項目 

予測項目は、施設の稼働に伴う超低周波音等とする。 

イ． 予測方法 

施設に設置される発生源となる設備の種類、規格、位置等を明らかにし、環境保

全措置の内容を踏まえ、現況の測定結果の参照、類似事例の引用により予測する。 
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ウ． 予測結果の整理 

環境保全措置の内容及び、引用した事例の内容を整理する。 

 予測対象時期 

予測対象時期は、次期施設が定常の稼働状態となった時期とする。 

（３） 評価 

予測項目ごとに下記の①、②の手法により評価する。 

 環境の保全が適切に図られているかどうかを検討する手法 

調査及び予測の結果を踏まえ、環境保全措置の実施方法等について検討した結果、

事業者により実行可能な範囲で対象事業に係る環境影響ができる限り回避又は低

減されているか、検証することにより評価する。 

 基準等と予測結果とを比較し検討する手法 

超低周波音等に関する基準等が定められていないことから、「低周波音防止対策

事例集」（平成 29 年、環境省）に記載されている参考値により評価する。 
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供用時 

 騒音若しくは超低周波音又は振動の発生（収集運搬車両による道路交通騒音） 

（１） 調査 

 調査すべき情報 

ア． 騒音の状況 

現況の道路交通騒音レベルを調査する。 

イ． 土地利用の状況 

周辺の土地利用状況を調査する。 

ウ． 道路及び交通の状況 

周辺の道路及び交通の状況を調査する。 

 調査地域 

調査地域は、図 5.2-21 に示すとおりであり、生活環境アセス指針を参考に、収

集運搬車両の走行によって交通量が相当程度変化する主要道路沿道の住居等が存

在する地域とし、対象事業実施区域から概ね 3km の範囲内の主要な走行ルート沿道

とする。 

 調査地点 

調査地点は、図 5.2-22 に示すとおりであり、収集運搬車両の主要な走行ルート

を対象に、沿道の住居等の分布状況を考慮した代表的な 2 地点の道路端とする。  
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図 5.2-21 供用時道路交通騒音調査地域 
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図 5.2-22 供用時道路交通騒音調査地点 
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 調査の基本的な手法 

調査の基本的な手法は「5.2.4 騒音及び超低周波音 ２．資材又は機械の運搬

（p.278）」と同様とする。 

 調査期間 

調査期間は「5.2.4 騒音及び超低周波音 ２．資材又は機械の運搬（p.278）」と

同様とする。 

（２） 予測 

 予測地域 

予測地域は、調査地域と同様とする（図 5.2-21（p.288）参照）。 

 予測地点 

予測地点は、調査地点と同様とする（図 5.2-22（p.289）参照）。 

 予測の基本的な手法 

ア． 予測項目 

予測項目は、収集運搬車両の走行に伴う等価騒音レベル（LAeq）とする。 

イ． 予測方法 

予測は、（一社）日本音響学会の「ASJ RTN-Model 2018」を用いて行う。 

ウ． 予測結果の整理 

予測地点における将来騒音レベルと現況からの増加量を整理する。 

 予測対象時期 

予測対象時期は次期施設が定常の稼働状態となった時期とする。 

（３） 評価 

予測項目ごとに下記の①、②の手法により評価する。 

 環境の保全が適切に図られているかどうかを検討する手法 

調査及び予測の結果を踏まえ、環境保全措置の実施方法等について検討した結果、

事業者により実行可能な範囲で対象事業に係る環境影響ができる限り回避又は低

減されているか、検証することにより評価する。 
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 基準等と予測結果とを比較し検討する手法 

調査地点となる県道八千代宗像線及び市道 00-122 号線（予定）は、環境基準及び

規制基準は適用されないが、「騒音に係る環境基準（道路に面する地域）」における

「A 地域のうち 2 車線以上の車線を有する道路に面する地域」の基準を準用するこ

とによって評価する（表 5.2-14 参照）。 

 

表 5.2-14 供用時道路交通騒音の評価基準値 

 

 

  

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  時間の区分

地域の区分

昼間

6：00～22：00

夜間

22：00～翌6：00

A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域 60デシベル以下 55デシベル以下
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5.2.5 振動 

施工時 

 樹林の伐採、切土又は盛土、仮設工事、基礎工事及び施設の設置工事 

（１） 調査 

 調査すべき情報 

ア． 振動の状況 

現況の環境振動レベルを調査する。 

イ． 土地利用の状況 

周辺の土地利用状況を調査する。 

ウ． 地盤及び土質の状況 

振動レベルの予測条件に用いるため、地盤及び土質の状況を調査する。 

 調査地域 

調査地域は、図 5.2-23 に示すとおりであり、生活環境アセス指針を参考に、振

動の距離減衰等を考慮して対象事業実施区域から概ね 100m とする。 

 調査地点 

調査地点は、図 5.2-23 に示すとおり、工場棟の周囲 4 方向として、対象事業実

施区域の敷地境界上の 4 地点とする。  



293 

 

 

図 5.2-23 施工時振動調査地域及び地点 
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 調査の基本的な手法 

ア． 振動の状況 

 現地調査 

「振動レベル測定方法（JIS Z 8735）」に基づき、現地測定を実施する。 

 調査結果の整理 

測定結果を時間区分別の振動レベル（L10、L50、L90）に整理し、振動レベルの

状況を把握する。 

イ． 地盤及び土質の状況 

既存の地質調査結果等の資料を収集し、地盤構造、軟弱地盤の有無、土質状況に

ついて調査する。 

ウ． 土地利用の状況 

土地利用現況図、都市計画図等の資料により、土地利用の状況を調査する。保全

対象となる住居、学校等の分布状況を把握するとともに、都市計画法による用途地

域等の指定状況に基づいて法令の基準が適用される地域を把握する。 

 調査期間 

調査期間は、代表的な振動の状況を把握することができる平日の 1 日（24 時間）

とする。 

（２） 予測 

 予測地域 

予測地域は、調査地域と同様とする（図 5.2-23（p.293）参照）。 

 予測地点 

調査地域とした敷地境界から概ね 100m の範囲内において、振動レベルの分布を

予測するとともに敷地境界上の最大地点を予測する。 

 予測の基本的な手法 

ア． 予測項目 

予測項目は、施工に伴う振動レベルとする。 
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イ． 予測方法 

工事工程に基づき使用する重機の種類、規格、位置、作業内容等を明らかにし、

伝播理論計算式により予測する。 

ウ． 予測結果の整理 

予測地域内の振動の発生状況を等振動線図により図示するとともに、敷地境界

上の最大振動レベル及びその位置を示す。 

 予測対象時期 

予測対象時期は、施工の影響が最大となる代表的な時期とする。 

（３） 評価 

予測項目ごとに下記の①、②の手法により評価する。 

 環境の保全が適切に図られているかどうかを検討する手法 

調査及び予測の結果を踏まえ、環境保全措置の実施方法等について検討した結果、

事業者により実行可能な範囲で対象事業に係る環境影響ができる限り回避又は低

減されているか、検証することにより評価する。 

 基準等と予測結果とを比較し検討する手法 

予測結果を、印西市環境保全条例に基づく規制基準と対比して評価する（表 

5.2-15 参照）。 

 

表 5.2-15 施工時振動の評価基準値 

 

  

項目 基準値等 備考

敷地境界における規制値 75デシベル 特定建設作業振動（印西市環境保全条例）
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施工時 

 資材又は機械の運搬 

（１） 調査 

 調査すべき情報 

ア． 振動の状況 

現況の道路交通振動レベルを調査する。 

イ． 地盤及び土質の状況 

振動レベルの予測条件に用いるため、地盤及び土質の状況を調査する。 

ウ． 土地利用の状況 

周辺の土地利用状況を調査する。 

エ． 道路及び交通の状況 

周辺の道路及び交通の状況を調査する。 

オ． 法令による基準等 

環境影響の評価に用いる法令による基準等について調査する。 

 調査地域 

調査地域は、図 5.2-24 に示すとおりであり、生活環境アセス指針を参考に、工

事用車両の走行によって交通量が相当程度変化する主要道路沿道の住居等が存在

する地域とし、対象事業実施区域から概ね 3km の範囲内の主要な走行ルート沿道と

する。 

 調査地点 

調査地点は、図 5.2-25 に示すとおりであり、工事用車両の主要な走行ルートを

対象に、沿道の住居等の分布状況を考慮した代表的な 2地点の道路端とする。  
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図 5.2-24 施工時道路交通振動調査地域 
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図 5.2-25 施工時道路交通振動調査地点  
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 調査の基本的な手法 

ア． 振動の状況 

 現地調査 

「振動レベル測定方法（JIS Z 8735）」等に基づき、現地測定を実施する。 

 調査結果の整理 

測定結果を時間区分別の振動レベル（L10、L50、L90）に整理し、振動レベルの

状況を把握するとともに、要請限度等と比較する。 

イ． 地盤及び土質の状況 

既存の地質調査結果等の資料を収集し、地盤構造、軟弱地盤の有無、土質状況に

ついて調査する。また、大型車 10台による地盤卓越振動数を計測する。 

ウ． 土地利用の状況 

土地利用現況図、都市計画図等の資料により、土地利用の状況を調査する。保全

対象となる住居、学校等の分布状況を把握するとともに、都市計画法による用途地

域等の指定状況に基づいて法令の基準をあてはめる地域を把握する。 

エ． 道路及び交通の状況 

 現地調査 

道路の状況として、振動調査地点における道路の形状や横断面構成、車線数、

規制速度等を現地で調査する。交通の状況として、騒音調査地点における自動

車交通量・走行速度の現地測定を実施する。自動車交通量の車種分類は、小型

車、大型車、二輪車とする。走行速度の測定対象は、上下方向別、車種区分別

に時間帯毎に 10 台程度とする。 

 調査結果の整理 

道路の状況の調査結果を道路断面図に整理し、自動車交通量及び走行速度の

調査結果を時間別・方向別・車種区分別に整理することで、工事用車両の走行

ルートの道路状況及び自動車交通量等の状況を把握する。 

 調査期間 

調査期間は、調査地域の代表的な振動等の状況を把握することができる平日の 1

日（24 時間）とする。   
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（２） 予測 

 予測地域 

予測地域は、調査地域と同様とする（図 5.2-24（p.297）参照）。 

 予測地点 

予測地点は、調査地点と同様とする（図 5.2-25（p.298）参照）。 

 予測の基本的な手法 

ア． 予測項目 

予測項目は、工事用車両の走行に伴う振動レベル（L10）とする。 

イ． 予測方法 

予測は、道路環境アセス技術手法に示される手法を用いて行う。 

ウ． 予測結果の整理 

予測地点における将来振動レベルと現況からの増加量を整理する。 

 予測対象時期 

予測対象時期は、施工期間を通じて工事用車両の通行が最大となる時期とする。 

（３） 評価 

予測項目ごとに下記の①、②の手法により評価する。 

 環境の保全が適切に図られているかどうかを検討する手法 

調査及び予測の結果を踏まえ、環境保全措置の実施方法等について検討した結果、

事業者により実行可能な範囲で対象事業に係る環境影響ができる限り回避又は低

減されているか、検証することにより評価する。 

 基準等と予測結果とを比較し検討する手法 

道路交通振動については、「事業に伴う振動レベルがほとんど感知しないレベル

であること」を目標とし、人体に振動を感じないレベル（55 デシベル）や、本事業

に伴う振動レベルの変化の程度に基づいて評価する。 
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供用時 

 騒音若しくは超低周波音又は振動の発生（施設稼働による振動） 

（１） 調査 

 調査すべき情報 

ア． 振動の状況 

現況の環境振動レベルを調査する。 

イ． 地盤及び土質の状況 

振動レベルの予測条件に用いるため、地盤及び土質の状況を調査する。 

ウ． 土地利用の状況 

周辺の土地利用状況を調査する。 

 調査地域 

調査地域は「5.2.5 振動 １．樹林の伐採、切土又は盛土、仮設工事、基礎工事及

び施設の設置工事（p.292）」と同様とする（図 5.2-23（p.293）参照）。 

 調査地点 

調査地点は「5.2.5 振動 １．樹林の伐採、切土又は盛土、仮設工事、基礎工事及

び施設の設置工事（p.292）」と同様とする（図 5.2-23（p.293）参照）。 

 調査の基本的な手法 

調査の基本的な手法は「5.2.5 振動 １．樹林の伐採、切土又は盛土、仮設工事、

基礎工事及び施設の設置工事（p.294）」と同様とする。 

 調査期間 

調査期間は「5.2.5 振動 １．樹林の伐採、切土又は盛土、仮設工事、基礎工事及

び施設の設置工事（p.294）」と同様とする。 

（２） 予測 

 予測地域 

予測地域は、調査地域と同様とする（図 5.2-23（p.293）参照）。 
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 予測地点 

調査地域とした敷地境界から概ね 100m の範囲内において、振動レベルの分布を

予測するとともに敷地境界上の最大地点を予測する。 

 予測の基本的な手法 

ア． 予測項目 

予測項目は、次期施設の稼働に伴う振動レベルとする。 

イ． 予測方法 

次期施設に配置する振動源となる設備の種類、規格、位置、作業内容等を明らか

にし、伝播理論計算式により予測する。 

ウ． 予測結果の整理 

予測地域内の振動の発生状況を等振動線図により図示するとともに、敷地境界

上の最大振動レベル及びその位置を示す。 

 予測対象時期 

予測対象時期は、次期施設が定常の稼働状態となった時期とする。 

（３） 評価 

予測項目ごとに下記の①、②の手法により評価する。 

 環境の保全が適切に図られているかどうかを検討する手法 

調査及び予測の結果を踏まえ、環境保全措置の実施方法等について検討した結果、

事業者により実行可能な範囲で対象事業に係る環境影響ができる限り回避又は低

減されているか、検証することにより評価する。 

 基準等と予測結果と比較し検討する手法 

予測結果を、印西市環境保全条例に基づく規制基準と対比して評価する（表 

5.2-16 参照）。 

表 5.2-16 供用時振動の評価基準値 

  

　　　　　　　時間の区分

項目

昼間
8：00～19：00

夜間
19：00～翌8：00

敷地境界における規制値 60デシベル 55デシベル
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供用時 

 騒音若しくは超低周波音又は振動の発生（収集運搬車両による道路交通振動） 

（１） 調査 

 調査すべき情報 

ア． 振動の状況 

現況の道路交通振動レベルを調査する。 

イ． 地盤及び土質の状況 

振動レベルの予測条件に用いるため、地盤及び土質の状況を調査する。 

ウ． 土地利用の状況 

周辺の土地利用状況を調査する。 

エ． 道路及び交通の状況 

周辺の道路及び交通の状況を調査する。 

 調査地域 

調査地域は、図 5.2-26 に示すとおりであり、生活環境アセス指針を参考に、収

集運搬車両の走行によって交通量が相当程度変化する主要道路沿道の住居等が存

在する地域とし、対象事業実施区域から概ね 3km の範囲内の主要な走行ルート沿道

とする。 

 調査地点 

調査地点は、図 5.2-27 に示すとおりであり、収集運搬車両の主要な走行ルート

を対象に、沿道の住居等の分布状況を考慮した代表的な 2 地点の道路端とする。  
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図 5.2-26 供用時道路交通振動調査地域 
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図 5.2-27 供用時道路交通振動調査地点 
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 調査の基本的な手法 

調査の基本的な手法は「5.2.5 振動 ２．資材又は機械の運搬（p.299）」と同様

とする。 

 調査期間 

調査期間は「5.2.5 振動 ２．資材又は機械の運搬（p.299）」と同様とする。 

（２） 予測 

 予測地域 

予測地域は、調査地域と同様とする（図 5.2-26（p.304）参照）。 

 予測地点 

予測地点は、調査地点と同様とする（図 5.2-27（p.305）参照）。 

 予測の基本的な手法 

ア． 予測項目 

予測項目は、収集運搬車両の走行に伴う振動レベル（L10）とする。 

イ． 予測方法 

予測は、道路環境アセス技術手法に示される手法を用いて行う。 

ウ． 予測結果の整理 

予測地点における将来振動レベルと現況からの増加量を整理する。 

 予測対象時期 

予測対象時期は、次期施設が定常の稼働状態となった時期とする。 

（３） 評価 

予測項目ごとに下記の①、②の手法により評価する。 

 環境の保全が適切に図られているかどうかを検討する手法 

調査及び予測の結果を踏まえ、環境保全措置の実施方法等について検討した結果、

事業者により実行可能な範囲で対象事業に係る環境影響ができる限り回避又は低

減されているか、検証することにより評価する。 
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 基準等と予測結果とを比較し検討する手法 

道路交通振動については、「事業に伴う振動レベルがほとんど感知しないレベル

であること」を目標とし、人体に振動を感じないレベル（55 デシベル）や、本事業

に伴う振動レベルの変化の程度に基づいて評価する。 
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5.2.6 悪臭 

供用時 

 悪臭の発生 

（１） 調査 

 調査すべき情報 

ア． 悪臭の状況 

特定悪臭物質の濃度、臭気濃度 

イ． 気象の状況 

地上気象（風向、風速）、上層気象 

 調査地域 

調査地域は「5.2.1 大気質 ３．ばい煙又は粉じんの発生（p.242）」と同様とす

る（図 5.2-8（p.243）参照）。 

 調査地点 

ア． 悪臭の状況 

 ごみピットに搬入・貯留される廃棄物からの影響（特定悪臭物質の濃度、臭気

濃度） 

対象事業実施区域境界上 2 地点（風上側、風下側）を調査地点とする。ただ

し、調査地点は調査当日の風向による（図 5.2-28 参照）。 

 煙突排出ガスからの影響（特定悪臭物質の濃度、臭気濃度） 

調査地点は、「5.2.1 大気質 ３．ばい煙又は粉じんの発生（p.244）」と同様

とする（図 5.2-28 参照）。 

イ． 気象の状況 

地上気象（風向、風速）及び上層気象の調査地点は「5.2.1 大気質 ３．ばい煙

又は粉じんの発生（p.244）」と同様とする（図 5.2-28 参照）。  
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図 5.2-28 供用時悪臭調査地点 
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 調査の基本的な手法 

ア． 悪臭の状況 

 現地調査 

特定悪臭物質（表 5.2-17 参照）の濃度は「特定悪臭物質の測定の方法」（昭

和 47 年 環境庁告示第 9 号）に基づき調査する。臭気濃度は「臭気指数及び臭

気排出強度の算定の方法」（平成 7年 環境庁告示第 63 号）に基づき調査する。 

 

表 5.2-17 供用時悪臭調査（特定悪臭物質）の項目 

 

 

 情報の整理 

特定悪臭物質は測定した濃度と基準値とを比較する。臭気濃度は、「悪臭防止

対策の指針」（昭和 56 年 千葉県環境部長通知）における指導目標値と比較す

る。 

イ． 気象の状況 

「5.2.1 大気質 ３．ばい煙又は粉じんの発生（p.238）」と同様とする。 

 調査期間 

ア． 悪臭の状況 

一般的に悪臭の発生しやすい夏季や接地逆転層の生じやすい冬季の夕刻など、

時期、時間帯を考慮し、年 2 回調査を実施する。 

イ． 気象の状況 

悪臭の調査期間と同時期に行う。 

アンモニア イソバレルアルデヒド

メチルメルカプタン イソブタノール
硫化水素 酢酸エチル
硫化メチル メチルイソブチルケトン
二硫化メチル トルエン
トリメチルアミン スチレン
アセトアルデヒド キシレン
プロピオンアルデヒド プロピオン酸
ノルマルブチルアルデヒド ノルマル酪酸
イソブチルアルデヒド ノルマル吉草酸
ノルマルバレルアルデヒド イソ吉草酸

項目
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（２） 予測 

 予測地域 

予測地域は、調査地域と同様とする（図 5.2-8（p.243）参照）。 

 予測地点 

予測地点は、調査地点と同様とする（図 5.2-28（p.309）参照）。 

 予測の基本的な手法 

ア． 予測項目 

 ごみピットに搬入・貯留される廃棄物からの影響（特定悪臭物質の濃度、臭気

濃度） 

 煙突排出ガスからの影響（特定悪臭物質の濃度、臭気濃度） 

イ． 予測方法 

 ごみピットに搬入・貯留される廃棄物からの影響（特定悪臭物質の濃度、臭気

濃度） 

ごみピットに搬入・貯留される廃棄物からの影響は、類似事例の参照及び悪

臭防止対策の内容を考慮して定性的に予測する。 

 煙突排出ガスからの影響（特定悪臭物質の濃度、臭気濃度） 

煙突排出ガスからの影響は、大気拡散モデル（拡散式は有風時にプルーム式、

無風時にパフ式）により、定量的に予測する。なお、ダウンウォッシュ、ダウ

ンドラフト、逆転層影響時の発生条件を考慮し予測する。 

 予測結果の整理 

ア． ごみピットに搬入・貯留される廃棄物からの影響（特定悪臭物質の濃度、臭気濃

度） 

類似事例として、他廃棄物焼却施設の悪臭対策及びごみピットに搬入・貯留され

る廃棄物からの影響を整理する。 

イ． 煙突排出ガスからの影響（特定悪臭物質の濃度、臭気濃度） 

予測の結果は、特定悪臭物質の濃度及び臭気濃度で表示する。大気拡散式に基づ

く予測結果から最大値について地域内の特定悪臭物質の濃度及び臭気濃度分布図
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を作成して表示する。 

 予測対象時期 

予測対象時期は、稼働時と休炉時のそれぞれで悪臭に係る活動要素が最大となる

時期とする。 

（３） 評価 

予測項目ごとに下記の①、②の手法により評価する。 

 環境の保全が適切に図られているかどうかを検討する手法 

調査及び予測の結果を踏まえ、環境保全措置の実施方法等について検討した結果、

事業者により実行可能な範囲で対象事業に係る環境影響ができる限り回避又は低

減されているか、検証することにより評価する。 

 基準等と予測結果とを比較し検討する手法 

予測結果を、悪臭防止法に基づく規制基準及び「悪臭防止対策の指針」（昭和 56

年千葉県環境部長通知）に基づく指導目標値と対比して評価する（表 5.2-18 参照）。 

 

表 5.2-18 供用時悪臭の評価基準値 

 

  

項目 評価基準値 項目 評価基準値

アンモニア 1ppm イソバレルアルデヒド 0.003ppm

メチルメルカプタン 0.002ppm イソブタノール 0.9ppm
硫化水素 0.02ppm 酢酸エチル 3ppm
硫化メチル 0.01ppm メチルイソブチルケトン 1ppm
ニ硫化メチル 0.009ppm トルエン 10ppm
トリメチルアミン 0.005ppm スチレン 0.4ppm
アセトアルデヒド 0.05ppm キシレン 1ppm
プロピオンアルデヒド 0.05ppm プロピオン酸 0.03ppm
ノルマルブチルアルデヒド 0.009ppm ノルマル酪酸 0.001ppm
イソブチルアルデヒド 0.02ppm ノルマル吉草酸 0.0009ppm
ノルマルバレルアルデヒド 0.009ppm イソ吉草酸 0.001ppm

15
500

敷地境界線における臭気濃度

排出口における臭気濃度
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5.2.7 地盤 

施工時 

 切土又は盛土、基礎工事及び施設の設置工事 

（１） 調査 

 調査すべき情報 

ア． 地形、地質及び土質の状況 

地形、地質及び土質の状況を調査する。 

イ． 地下水位の状況 

地下水位の状況を調査する。 

ウ． 地盤沈下の状況 

地盤沈下の状況を調査する。 

 調査地域 

ア． 地形、地質及び土質の状況 

調査地域は、対象事業実施区域で行われた既存の地質調査結果で帯水層の土質

が砂質であることを踏まえ、生活環境アセス指針に示されている揚水や地下構造

物の建設による地下水位変化の影響圏半径から対象事業実施区域内及びその周囲

100m とする（図 5.2-29 参照）。 

イ． 地下水位の状況 

調査地域は、地形、地質及び土質の状況と同様に対象事業実施区域内及びその周

囲 100m とする（図 5.2-29 参照）。 

ウ． 地盤沈下の状況 

調査地域は対象事業実施区域周辺とする。 
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図 5.2-29 施工時地盤調査地域 
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 調査地点 

ア． 地下水位の状況 

調査地点は調査地域内に掘削する観測井戸 3地点とする（図 5.2-16（p.266）参

照）。観測井戸の掘削地点は工場棟を囲むように配置し、かつ、将来のモニタリン

グ井戸として利用できる場所を選定する。 

 調査の基本的な手法 

ア． 地形、地質及び土質の状況 

地形は土地分類基本調査（地形分類図）より把握する。地質及び土質は既存の地

質調査結果を整理する。 

イ． 地下水位の状況 

地下水位について、既存データが存在する場合はそのデータを整理する。また、

観測井戸を掘削し、地下水位を自動及び手動で計測する。 

ウ． 地盤沈下の状況 

地盤沈下の状況は「千葉県水準測量成果表」（千葉県）より把握する。 

 調査期間 

ア． 地下水位の状況 

地下水位の計測期間は 1 年間とする。ただし、自動計測は通年とし、手動計測は

月 1 回計 12回とする。 

（２） 予測 

 予測地域 

予測地域は対象事業実施区域とする。 

 予測の基本的な手法 

「5.2.3 水文環境 １．樹林の伐採、切土又は盛土、基礎工事及び施設の設置工

事（p.267）」で予測した地下水位の変化を基に地盤への影響を定性的に予測する。 

 予測対象時期 

予測対象時期は、工事の影響が最大となる時期とする。 
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（３） 評価 

調査及び予測の結果を踏まえ、環境保全措置の実施方法等について検討した結果、事

業者により実行可能な範囲で対象事業に係る環境影響ができる限り回避又は低減され

ているか、検証することにより評価する。 
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供用時 

 施設の存在等 

（１） 調査 

 調査すべき情報 

調査すべき情報は「5.2.7 地盤 １．切土又は盛土、基礎工事及び施設の設置工

事（p.313）」と同様とする。 

 調査地域 

調査地域は「5.2.7 地盤 １．切土又は盛土、基礎工事及び施設の設置工事（p.313）」

と同様とする（図 5.2-29（p.314）参照）。 

 調査地点 

調査地点は「5.2.7 地盤 １．切土又は盛土、基礎工事及び施設の設置工事（p.315）」

と同様とする（図 5.2-16（p.266）参照）。 

 調査の基本的な手法 

調査の基本的手法は「5.2.7 地盤 １．切土又は盛土、基礎工事及び施設の設置

工事（p.315）」と同様とする。 

 調査期間 

調査地点は「5.2.7 地盤 １．切土又は盛土、基礎工事及び施設の設置工事（p.315）」

と同様とする。 

（２） 予測 

 予測地域 

予測地域は対象事業実施区域とする。 

 予測の基本的な手法 

「5.2.3 水文環境 ２．施設の存在等（p.269）」で予測した地下水位の変化を基

に地盤への影響を定性的に予測する。 

 予測対象時期 

予測対象時期は、次期施設の稼働が定常状態になる時期とする。 
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（３） 評価 

調査及び予測の結果を踏まえ、環境保全措置の実施方法等について検討した結果、事

業者により実行可能な範囲で対象事業に係る環境影響ができる限り回避又は低減され

ているか、検証することにより評価する。 
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5.2.8 土壌 

施工時 

 切土又は盛土、基礎工事 

（１） 調査 

 調査すべき情報 

ア． 土壌汚染の状況 

調査項目は土壌汚染対策法における基準項目とする（表 5.2-19 参照）。 

表 5.2-19 施工時土壌調査（土壌汚染）の項目 

 

 

イ． 地盤及び土質の状況 

地盤及び土質の状況を調査する。 

ウ． 地下水質の状況 

調査項目は地下水の水質汚濁に係る環境基準項目とする（表 5.2-20参照）。 

 

区分 項目 区分 項目

クロロエチレン カドミウム及びその化合物
四塩化炭素 六価クロム化合物
1,2-ジクロロエタン シアン化合物
1,1-ジクロロエチレン 水銀及びその化合物
1,2-ジクロロエチレン セレン及びその化合物
1,3-ジクロロプロペン 鉛及びその化合物
ジクロロメタン 砒素及びその化合物
テトラクロロエチレン ふっ素及びその化合物
1,1,1-トリクロロエタン ほう素及びその化合物
1,1,2-トリクロロエタン シマジン
トリクロロエチレン チオベンカルブ
ベンゼン チウラム

PCB
有機燐

第一種特定
有害物質

第二種特定
有害物質

第三種特定
有害物質
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表 5.2-20 施工時土壌調査（地下水の水質汚染）の項目 

 
 

 調査地域 

調査地域は、対象事業実施区域とする。 

 調査地点 

ア． 土壌汚染の状況 

対象事業実施区域内において、埋蔵文化財確認調査により掘削済の箇所及び未

掘削の箇所から代表的な地点を 1箇所ずつ選び、計 2 地点とする。これは、埋蔵文

化財調査により掘削した箇所の範囲で埋め戻しの際に土壌の移動があったためで

ある。また、選定の際は、既存施設の立地状況、土地の利用状況、周辺の地形、地

歴、工事計画を考慮する（図 5.2-30 参照）。 

イ． 地盤及び土質の状況 

調査地点は、対象事業実施区域とする。 

ウ． 地下水質の状況 

調査地点は、「5.2.3 水文環境 １．樹林の伐採、切土又は盛土、基礎工事及び

施設の設置工事（p.265）」と同様に図 5.2-16（p.266）の 3地点とする。 

  

カドミウム 1,1,1-トリクロロエタン

全シアン 1,1,2-トリクロロエタン
鉛 トリクロロエチレン
六価クロム テトラクロロエチレン
砒素 1,3-ジクロロプロペン
総水銀 チウラム
アルキル水銀 シマジン
PCB チオベンカルブ
ジクロロメタン ベンゼン
四塩化炭素 セレン
クロロエチレン 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素
1,2-ジクロロエタン ふっ素
1,1-ジクロロエチレン ほう素
1,2-ジクロロエチレン 1,4-ジオキサン

項目
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図 5.2-30 施工時土壌調査地点 
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 調査の基本的な手法 

ア． 土壌汚染の状況 

調査手法は、「土壌の汚染に係る環境基準について」（平成 3 年環境庁告示第 46

号）に定める方法によるものとし、土壌汚染物質の濃度を土壌汚染対策法の基準と

比較することにより土壌の状況を把握する。 

イ． 地盤及び土質の状況 

対象事業実施区域における既存の地質調査結果からデータを収集する。調査デ

ータは図表化し、調査地域の状況を整理する。また、可能な範囲において地歴の情

報を収集する。 

ウ． 地下水質の状況 

調査手法は、「地下水の水質汚濁に係る環境基準について」（平成 9 年環境庁告示

第 10 号）に定める方法によるものとし、地下水汚染物質の濃度を環境基準と比較

することにより地下水質の状況を把握する。 

 調査期間 

ア． 土壌汚染の状況 

調査は任意の適切な調査時期に 1回実施する。 

イ． 地下水質の状況 

調査は任意の適切な調査時期に 1回実施する。 

（２） 予測 

 予測地域 

予測地域は調査地域と同様とする。 

 予測地点 

予測地点は調査地点と同様とする（図 5.2-30（p.321）参照）。 

 予測の基本的な手法 

ア． 予測項目 

予測項目は調査すべき情報（土壌汚染の状況）と同様とする。 
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イ． 予測方法 

土壌汚染の状況は、類似事例を参照するとともに、土壌汚染防止対策を考慮し、

定性的に予測する。 

 予測結果の整理 

参照した事例を整理する。 

 予測対象時期 

土壌の移動による環境影響が最大となる時期とする。 

（３） 評価 

予測項目ごとに下記の①、②の手法により評価する。 

 環境の保全が適切に図られているかどうかを検討する手法 

調査及び予測の結果を踏まえ、環境保全措置の実施方法等について検討した結果、

事業者により実行可能な範囲で対象事業に係る環境影響ができる限り回避又は低

減されているか、検証することにより評価する。 

 基準等と予測結果とを比較し検討する手法 

予測結果を、土壌汚染対策法に基づく基準と対比して評価する（表 5.2-21、表 

5.2-22 参照）。 

  



324 

 

表 5.2-21 施工時土壌（土壌汚染）の評価基準値 

 
  

分類 項目 土壌溶出量基準(mg/L) 土壌含有量基準(mg/kg) 第二溶出量基準(mg/L)

クロロエチレン 0.002以下 － 0.02以下

四塩化炭素 0.002以下 － 0.02以下

１,２-ジクロロエタン 0.004以下 － 0.04以下

１,１-ジクロロエチレン 0.1以下 － 1以下

１,２-ジクロロエチレン 0.04以下 － 0.4以下

１,３-ジクロロプロペン 0.002以下 － 0.02以下

ジクロロメタン 0.02以下 － 0.2以下

テトラクロロエチレン 0.01以下 － 0.1以下

１,１,１-トリクロロエタン 1以下 － 3以下

１,１,２-トリクロロエタン 0.006以下 － 0.06以下

トリクロロエチレン 0.01以下 － 0.1以下

ベンゼン 0.01以下 － 0.1以下

カドミウム及びその化合物 0.003以下 45以下 0.09以下

六価クロム化合物 0.05以下 250以下 1.5以下

50以下
（遊離シアンとして）

水銀及びその化合物
水銀が0.0005以下、かつ、アルキ
ル水銀が検出されないこと 15以下

水銀が0.005以下、かつ、アルキ
ル水銀が検出されないこと

セレン及びその化合物 0.01以下 150以下 0.3以下

鉛及びその化合物 0.01以下 150以下 0.3以下

砒素及びその化合物 0.01以下 150以下 0.3以下

ふっ素及びその化合物 0.8以下 4,000以下 24以下

ほう素及びその化合物 1以下 4,000以下 30以下

シマジン 0.003以下 － 0.03以下

チオベンカルブ 0.02以下 － 0.2以下

チウラム 0.006以下 － 0.06以下

ポリ塩化ビフィニル 検出されないこと － 0.003以下

有機りん化合物 検出されないこと － 1以下

1.0以下

第
三
種
特
定

有
害
物
質

第
一
種
特
定
有
害
物
質

第
二
種
特
定
有
害
物
質

シアン化合物 検出されないこと
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表 5.2-22 施工時土壌（地下水の水質汚染）の評価基準値 

 
 

 

  

項目 基準値 項目 基準値

カドミウム 0.003mg/L以下 1,1,1-トリクロロエタン 1mg/L以下

全シアン 検出されないこと 1,1,2-トリクロロエタン 0.006mg/L以下

鉛 0.01mg/L以下 トリクロロエチレン 0.01mg/L以下

六価クロム 0.05mg/L以下 テトラクロロエチレン 0.01mg/L以下

砒素 0.01mg/L以下 1,3-ジクロロプロペン 0.002mg/L以下

総水銀 0.0005mg/L以下 チウラム 0.006mg/L以下

アルキル水銀 検出されないこと シマジン 0.003mg/L以下

PCB 検出されないこと チオベンカルブ 0.02mg/L以下

ジクロロメタン 0.02mg/L以下 ベンゼン 0.01mg/L以下

四塩化炭素 0.002mg/L以下 セレン 0.01mg/L以下

クロロエチレン 0.002mg/L以下 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10mg/L以下

1,2-ジクロロエタン 0.004mg/L以下 ふっ素 0.8mg/L以下

1,1-ジクロロエチレン 0.1mg/L以下 ほう素 1mg/L以下

1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L以下 1,4-ジオキサン 0.05mg/L以下
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供用時 

 ばい煙又は粉じんの発生 

（１） 調査 

 調査すべき情報 

ア． 土壌汚染の状況 

調査項目はダイオキシン類とする。 

イ． 気象の状況 

ダイオキシン類の移流・拡散を予測するための基礎資料として、地上気象の状況

（風向、風速、気温、湿度、日射量、放射収支量）を測定する。 

 調査地域 

調査地域は「5.2.1 大気質 ３．ばい煙又は粉じんの発生（p.242）」と同様、対象

事業実施区域より 5kmの範囲とする（図 5.2-8（p.243）参照）。 

 調査地点 

ア． 土壌汚染の状況 

調査地点は、年間の風向、風速を考慮して、「5.2.1 大気質 ３．ばい煙又は粉

じんの発生（p.244）」と同様とする（図 5.2-9（p.245）参照）。 

イ． 気象の状況 

調査地点は「5.2.1 大気質 ３．ばい煙又は粉じんの発生（p.244）」と同様とす

る。 

 調査の基本的な手法 

ア． 土壌汚染の状況 

調査方法は、「土壌の汚染に係る環境基準について」（平成 3 年 環境庁告示第

46 号）及び「ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁（水底の底質の汚染

を含む）及び土壌の汚染に係る環境基準」（平成 14 年 環境省告示第 46 号）によ

る。 

ダイオキシン類の濃度を環境基準と比較することにより、土壌の状況を把握す

る。 



327 

 

イ． 気象の状況 

現地調査方法は「5.2.1 大気質 ３．ばい煙又は粉じんの発生（p.246）」と同様

とする。 

得られた風向・風速データは、時間帯別・風向別・風速階級別・大気安定度別の

風の出現状況を整理する。大気安定度の分類は、パスキルの大気安定度分類表によ

る。また、風向別や風速階級別に平均濃度を整理する等により、高濃度の出現状況

と気象の関連を整理する。 

 調査期間 

ア． 土壌汚染の状況 

調査は、各地点で任意の適切な時期に 1 回実施する。 

イ． 気象の状況 

調査期間は「5.2.1 大気質 ３．ばい煙又は粉じんの発生（p.247）」と同様とす

る。 

（２） 予測 

 予測地域 

予測地域は、調査地域と同様とする（図 5.2-8（p.243）参照）。 

 予測地点 

予測地点は、調査地点と同様とする（図 5.2-9（p.245）参照）。 

 予測の基本的な手法 

ア． 予測項目 

予測項目は、煙突排出ガスからの土壌中におけるダイオキシン類の濃度とする。 

イ． 予測方法 

風向・風速データから、大気中のダイオキシン類濃度を推計し、「焼却施設を発

生源とするダイオキシン類の土壌中濃度変化に関する計算結果概要（土壌中のダ

イオキシン類に関する検討会（第 3 回）参考資料）」（平成 10 年 9 月、環境庁）を

もとに、土壌中のダイオキシン類の濃度を推計する。 
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 予測結果の整理 

予測結果は、地表面付近のダイオキシン類の年間の着地濃度、土壌への年間のダ

イオキシン類沈着量及び複数年の累積的な土壌中におけるダイオキシン類濃度と

する。 

 予測対象時期 

予測対象時期は、次期施設が定常の稼働状態となり、複数年の施設稼働の累積的

な影響が分かる年数とする。 

（３） 評価 

下記の①、②の手法により評価する。 

 環境の保全が適切に図られているかどうかを検討する手法 

調査及び予測の結果を踏まえ、環境保全措置の実施方法等について検討した結果、

事業者により実行可能な範囲で対象事業に係る環境影響ができる限り回避又は低

減されているか、検証することにより評価する。 

 基準等と予測結果とを比較し検討する手法 

予測結果を、ダイオキシン類の環境基準と対比して評価する（表 5.2-23 参照）。 

 

表 5.2-23 供用時土壌の評価基準値 

 

 

  

項目 基準値

ダイオキシン類 1,000pg-TEQ/g以下
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5.2.9 植物 

施工時・供用時 

 樹林の伐採、切土又は盛土、仮設工事、基礎工事、施設の設置工事、施設の存在等 

（１） 調査 

 調査すべき情報 

ア． 植物の状況 

植物の状況について以下の項目を調査する。 

 種子植物シダ植物及びその他主な植物に関する植物相の状況 

 植物群落の状況 

 重要な種及び重要な植物群落の分布、生育の状況及び生育環境の状況 

 大径木・古木の分布、生育状況 

 植生自然度 

 調査地域 

調査地域は対象事業実施区域及びその周辺約 200m 以内の範囲とし、その土地利

用及び植生の相観を考慮し、調査地域の類型化を行う。調査地域及びその周辺の類

型区分は図 5.2-31 に示すとおりであり、調査地域内の類型区分構成は表 5.2-24

に示すとおりである。 
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出典：環境省生物多様性センター『1/25,000 植生図「小林」』GIS データより作成 

図 5.2-31 植物調査地域及び周辺の類型区分  
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表 5.2-24 調査地域内の類型区分構成 

 
出典：環境省生物多様性センター『1/25,000 植生図「小林」』GIS データより作成 

 

 調査地点 

調査地点及び調査ルートは各植生区分を網羅するように設定する。調査地点及び

調査ルートは図 5.2-32に示すとおりである。  

類型区分 面積 比率

樹林地 10.6ha 36%

畑地 14.1ha 49%
水田 3.9ha 13%
開放水域 0.6ha 2%

合計 29.2ha 100%
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図 5.2-32 植物調査ルート 
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 調査の基本的な手法 

ア． 種子植物、シダ植物及びその他主な植物に関する植物相の状況 

植物相の状況は、任意観察調査により把握する。 

調査範囲内を任意に調査し、種子植物及びシダ植物、その他主な植物の確認を行

い、確認された生育種を全て記録する。現地で種の同定が困難なものは、状況に応

じてその個体又はその個体群の生育に影響がない範囲で標本を持ち帰り、室内同

定を行う。確認された種はリスト化し、重要な種、外来種、植栽又は逸出と思われ

る種に分類する。 

イ． 植物群落の状況 

植物群落の状況は、植物社会学的方法（全推定法）に基づき把握する。 

植生区分の概略を航空写真等によりあらかじめ把握し、各群落において植生が

均一と思われる地点にコドラートを設定して、階層構造、階層区分ごとの生育種、

生育状況（被度、群度）等を記録する。植生調査の結果は、植生図、植生調査票、

群落断面模式図及び植生の概要として整理する。 

ウ． 重要な種及び群落の分布、生育の状況及び生育環境の把握 

重要な種及び重要な群落は、国及び千葉県のレッドデータブック（レッドリス

ト）、地域の調査研究資料等を参考に選定する。現地調査で確認された重要な種及

び重要な群落は、その生育状況（生育地の位置、生育環境、群落構造、生育量等）

を記録し、写真撮影を行う。 

エ． 大径木・古木の分布、生育状況 

大径木・古木の分布、生育状況は、任意観察調査により把握する。 

調査地域内にある胸高直径 50cm 以上の大径木について、樹種、樹高、胸高直径、

確認地点等を記録する。また、樹種を考慮したうえで大径木と判断される樹木、特

記すべき古木と判断される樹木は胸高直径 50cm 未満であっても同様に記録する。 

オ． 植生自然度 

現地調査における植生調査結果をもとに植生自然度を判別し、植生自然度図を

作成する。  
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 調査期間 

調査期間は植物及び植生の特性を踏まえ、以下に示す時期に実施する。 

ア． 植物相及び重要な種の分布・生育状況の把握 

調査は早春、春、夏、秋の各時期 1 回の計 4 回実施する。 

イ． 植生及び重要な群落の分布・生育状況 

調査は夏、秋の各時期 1 回の計 2 回実施する。 

ウ． 大径木・古木の分布、生育状況 

調査は 1 回実施する。 

（２） 予測 

 予測地域 

予測地域は調査地域と同様とする（図 5.2-31（p.330）参照）。 

 予測の基本的な手法 

ア． 予測項目 

予測項目は、以下に示す項目とする。 

⚫ 植物相の変化 

⚫ 植物群落の変化 

⚫ 重要な種及び地域の特性を把握する上で注目される種の生育状況の変化 

⚫ 大径木・古木の生育状況の変化 

⚫ 植生自然度の変化 

イ． 予測手法 

本事業が植物に及ぼす直接的、間接的な影響について、他の事例や最新の知見等

を基に予測を行う。 

ウ． 予測結果の整理 

直接的な影響は、各予測項目に関する本事業施工前と供用後の対比図や、重要な

種及び重要な植物群落の残存状況一覧表を作成するとともに、本事業による生育
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地の消失、減少を整理する。間接的な影響は、想定される生育環境の変化を明らか

にし、整理する。 

 予測対象時期 

予測対象時期は、次期施設が稼働し、保全対策の効果が安定したと考えられる時

期とする。 

（３） 評価 

調査及び予測の結果を踏まえ、環境保全措置の実施方法等について検討した結果、事

業者により実行可能な範囲で対象事業に係る環境影響ができる限り回避又は低減され

ているか、以下の項目について検証することにより評価する。 

⚫ 植物相の保全へ及ぼす影響に対する適切な配慮  

⚫ 重要な種の分布等に対する適切な保全  

⚫ 植物群落が有する多様性の確保  

⚫ 大径木・古木の保全  

⚫ 植生自然度の多様性の確保 
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5.2.10 動物 

施工時・供用時 

 樹林の伐採、切土又は盛土、仮設工事、基礎工事、施設の設置工事、施設の存在等 

（１） 調査 

 調査すべき情報 

ア． 動物の状況 

動物の状況について以下の項目を調査する。 

 哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、昆虫類及びその他主な動物に関する動物相の

状況 

 重要な種の分布、生息の状況及び生息環境の状況 

 注目すべき生息地の状況 

 調査地域 

調査地域は対象事業実施区域及びその周辺約 200m 以内の範囲とする（図 5.2-31

（p.330）参照）。なお、行動圏の広い猛禽類については、行動圏と対象事業実施区

域との関係が明らかにされるよう適宜範囲を拡大する。 

 調査地点 

調査地点及び調査ルートは各類型区分（図 5.2-31（p.330）参照）を網羅するよ

うに設定する。動物の調査ルート、トラップ設置地点、鳥類のラインセンサスルー

ト及びポイントセンサス地点は図 5.2-33 に示すとおりである。 

なお、猛禽類については行動圏の広さを考慮し、近隣の繁殖等の可能性がある地

点を観察できるように調査定点を設定する。猛禽類の調査定点は図 5.2-34 に示す

とおりである。  
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図 5.2-33 動物調査地域及び地点  
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図 5.2-34 猛禽類調査定点 
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 調査の基本的な手法 

ア． 哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、昆虫類及びその他主な動物に関する動物相の状

況 

動物相は、それぞれの動物種に適した手法を用いて把握する。確認された種はリ

スト化し、重要な種、国内移入種、外来種に分類する。 

 哺乳類 

哺乳類の状況は、任意観察調査、トラップ調査、自動撮影調査により把握す

る。 

任意観察調査は、調査地域内を任意に観察し、目撃、鳴き声、死体、痕跡（食

痕、ふん、足跡、ぬた場等）等を確認し、出現した種を記録する。またコウモ

リ類の確認のために、バットディテクターを用いた夜間調査を実施する。 

トラップ調査は、主にネズミ類を確認するために、あらかじめ設定した調査

地点において、シャーマントラップ（小型哺乳類を生きたまま捕獲する箱型の

罠）を用いた捕獲調査を実施する。トラップは 1地点につき 10 個とし、餌を入

れたトラップを一晩設置し、翌日回収する。個体を捕獲した場合には個体の種

とサイズを記録し、捕獲個体は可能な限り自然界に放す。 

自動撮影調査は、センサーカメラを調査地域内の任意の地点に設置し、撮影

する。撮影した映像から種を記録する。 

 鳥類 

鳥類の状況は、任意観察調査、ラインセンサス調査、ポイントセンサス調査

により把握する。調査には 8～10倍程度の双眼鏡、20～60 倍程度の望遠鏡を用

いる。 

任意観察調査は、調査地域内を任意に観察し、目撃、鳴き声などにより鳥類

を確認し、出現した種を記録する。また夜行性鳥類の確認のために夜間調査を

実施する。 

ラインセンサス調査は、あらかじめ設定した調査ルートを、時速 1.5～2km 程

度で歩きながら、片側 25m（両側 50m）の範囲に出現した鳥類の種と個体数を記

録する。調査は鳥類の活動が活発な早朝に実施する。 

ポイントセンサス調査は、あらかじめ設定した調査地点において、半径 50m

の範囲内に 30 分間に出現した鳥類の種と個体数を記録する。 
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 猛禽類 

猛禽類の生息状況、繁殖状況、行動圏などは、行動圏調査、営巣場所調査、

繁殖状況調査、生息環境調査により把握する。なお、調査により猛禽類の繁殖

の可能性が把握された場合は、「猛禽類保護の進め方（改訂版）」（平成 24 年 12

月 環境省自然環境局野生生物課）及び「サシバの保護の進め方」（平成 25 年

12 月 環境省自然環境局野生生物課）に基づき、調査、予測及び評価を行う。 

 行動圏調査 

あらかじめ設定した調査定点に調査員を配置し、8～10 倍の双眼鏡、20～60

倍の望遠鏡を使用し、調査員どうしがトランシーバーなどで交信しながら猛

禽類（オオタカ、サシバなど）の観察を行う。猛禽類が確認された場合には、

種、位置（飛行軌跡）、行動、個体の特徴（性別年齢）などを記録する。 

調査に際しては、調査定点のうち 4地点を選んで調査員を配置し、猛禽類の

確認状況、繁殖状況などにより、適宜調査員の位置を変更して観察する。 

 営巣場所調査 

行動圏調査で繁殖行動が確認された場合には、巣の位置を特定する営巣場

所調査を実施する。繁殖行動を参考に、巣があると予想される樹林内を調査し

巣の発見に努める。 

 繁殖状況調査 

営巣場所調査で繁殖に利用している巣が発見された場合には、繁殖状況を

把握するための繁殖状況調査を実施する。巣からできるだけ離れた箇所から

望遠鏡を用いて巣内の状況を観察し、また状況によってはビデオカメラによ

る無人録画も実施する。観察または録画により、繁殖の成否、雛の個体数、雛

の成長の程度などを把握する。 

 生息環境調査 

オオタカ、サシバなどの繁殖が確認された場合には、行動圏の内部構造の推

定や保全対策の検討のために、繁殖が確認されたつがいの行動圏や周辺地域

の地形や植生、営巣場所の林相について把握する。 

地形や植生は、環境省の自然環境情報 GIS 提供システムから入手する植生

図を元に、現地での目視や航空写真等により、林相の現状を確認することで把

握する。 
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営巣場所の林相として、巣を中心に半径 10～20m 程度の範囲を定め、その範

囲内の高木層、亜高木層の樹種、樹高、胸高直径及び枝下高、さらに、低木層、

草本層の平均高及び主要な種を記録し、植生断面模式図を作成する。 

 爬虫類 

爬虫類の状況は、任意観察調査により把握する。 

調査地域内を任意に観察し、目撃、捕獲、死体、脱皮殻などにより爬虫類を

確認し、出現した種を記録する。また夜行性の爬虫類については夜間調査を行

う。個体を捕獲した場合には個体の種とサイズを記録し、捕獲個体は可能な限

り自然界に放す。 

 両生類 

両生類の状況は、任意観察調査により把握する。 

調査地域内を任意に観察し、目撃、捕獲、鳴き声などにより両生類を確認し、

出現した種を記録する。個体を捕獲した場合には個体の種とサイズを記録し、

捕獲個体は可能な限り自然界に放す。 

 昆虫類 

昆虫類の状況は、任意観察・任意採集調査、ライトトラップ調査、ベイトト

ラップ調査により把握する。 

任意観察・任意採集調査は、調査地域内を任意に観察し、採集、目撃、鳴き

声などにより昆虫類を確認し、出現した種を記録する。採集は、捕虫網での捕

獲、ビーティング法（木の枝等をたたいて落ちた昆虫類を採集する方法）等に

よる。 

ライトトラップ調査は、光に集まる夜行性の昆虫類を確認するために、あら

かじめ設定した調査地点において、ブラックライト等の光源の下に捕虫用の容

器を設置し、光に集まり容器に落下した昆虫類を採集する。ライトトラップは

1 地点につき 1 個とし、一晩設置し、翌日回収する。 

ベイトトラップ調査は、地上徘徊性の昆虫類を確認するために、あらかじめ

設定した調査地点において、地面と同じ高さになるようにプラスチックのコッ

プを埋めて、誘引する餌を入れ、コップに落下する昆虫類を採集する。ベイト

トラップは 1 地点につき 10 個とし、一晩設置し、翌日回収する。 
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 その他の無脊椎動物 

その他の無脊椎動物について、重要な種の生息の情報が得られた場合には、

調査地域の環境を考慮し、該当種に係る適切な調査をし、その生息状況を把握

する。 

イ． 重要な種の分布、生息の状況及び生息環境の状況 

重要な種は、国及び千葉県のレッドデータブック（レッドリスト）、地域の調査

研究資料等を参考に選定する。「ア．哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、昆虫類及び

その他主な動物に関する動物相の状況（p.339）」の現地調査で確認された重要な種

は、加えてその生態（営巣地、産卵場所、餌場、食餌植物）、分布特性、生息地の

環境等も記録する。 

ウ． 注目すべき生息地の状況 

「ア．哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、昆虫類及びその他主な動物に関する動物

相の状況（p.339）」の現地調査で注目すべき生息地が確認された場合は、その分布、

生息地の環境等を調査、記録する。 

 調査期間 

ア． 哺乳類 

調査は春、夏、秋、冬の各時期 1 回の計 4 回実施する。ただし、コウモリ類は冬

眠するため、コウモリ類の夜間調査は春、夏、秋の各時期 1 回の計 3 回実施する。 

イ． 鳥類 

調査は春、夏、秋、冬の各時期 1 回に繁殖期（6、7 月）1 回を加えた計 5 回実施

する。 

ウ． 猛禽類 

調査は 2繁殖期にかけて行う。項目ごとの調査時期は以下に示すとおりである。 

 行動圏調査 

調査は 1 月から 8 月に各月 1 回、連続した 2 日間で 4 名（4 地点）により行

う。調査時間は 6 時間とし、初日が 7:30 から 13:30、2 日目が日の出から 6 時

間とする。 
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 営巣場所調査 

調査は 1 月から 8 月の期間で必要に応じて適宜実施する。 

 繁殖状況調査 

調査は営巣が確認された猛禽類の種ごとの抱卵後期から育雛期にかけての

期間（オオタカでは 5～7 月）で適宜実施する。 

 生息環境調査 

調査は非繁殖期（9～10月）の期間で適宜実施する。 

エ． 爬虫類 

調査は春、初夏、夏、秋の各時期 1 回の計 4 回実施する。 

オ． 両生類 

調査は早春、春、夏、秋の各時期 1 回の計 4 回実施する。 

カ． 昆虫類 

調査は春、初夏、夏、秋、冬の各時期 1 回の計 5 回実施する。 

キ． その他の無脊椎動物 

調査は春、夏、秋、冬の各時期 1回の計 4 回実施する。 

（２） 予測 

 予測地域 

予測地域は調査地域と同様とする（図 5.2-31（p.330）参照）。 

 予測の基本的な手法 

ア． 予測項目 

予測項目は、以下に示す項目とする。 

⚫ 動物相の変化 

⚫ 重要な種の生息状況 

⚫ 地域を特徴付ける種又は指標性の高い種の分布域の変化 

⚫ 注目すべき生息地の変化 
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イ． 予測手法 

本事業が動物に及ぼす直接的、間接的な影響について、他の事例や最新の知見等

を基に予測を行う。 

ウ． 予測結果の整理 

直接的な影響は、本事業による改変部と残置部とにおける生息確認種の比較表

や、重要な種及び指標種等の行動圏、生息条件に対する環境改変の影響予想図等に

より、本事業による生息地、生息環境の消失、減少を整理する。間接的な影響は、

想定される生息環境の変化を明らかにし、整理する。 

 予測対象時期 

施工時における予測対象時期は、工事が動物への影響が最大になると考えられる

時期とする。供用時における予測対象時期は、次期施設が稼働し、保全対策の効果

が安定したと考えられる時期とする。 

（３） 評価 

調査及び予測の結果を踏まえ、環境保全措置の実施方法等について検討した結果、事

業者により実行可能な範囲で対象事業に係る環境影響ができる限り回避又は低減され

ているか、以下の項目について検証することにより評価する。 

⚫ 構成生物の種類組成の多様性の保全 

⚫ 重要な種の保全 
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5.2.11 陸水生物 

施工時 

 樹林の伐採、切土又は盛土、仮設工事、基礎工事及び施設の設置工事 

（１） 調査 

 調査すべき情報 

ア． 陸水生物の状況 

陸水生物の状況について以下の項目を調査する。 

 陸水生物に関する生物相の状況 

 重要な種及び注目すべき生息地の分布、生息の状況及び生息環境の状況 

 調査地域 

調査地域は対象事業実施区域、その周辺 200m以内の範囲（図 5.2-35参照）及び

施工時の排水が影響を及ぼすと予想される公共用水域（吉田排水路、松崎排水路及

び宗像集水路）とする。なお、現況の松崎排水路は放流口と繋がっていないが、調

査後の令和 5 年度に吉田排水路を松崎排水路に合流させる工事が行われ、将来的に

濁水が松崎排水路を経由するようになることから、松崎排水路を調査地域に含める。 

 調査地点 

調査地点は調査地域に存在する小水路等とする。施工時の排水が影響を及ぼすと

予想される公共用水域の調査地点は放流口、松崎下流及び宗像船尾の計 3 地点とす

る（図 5.2-35 参照）。 
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図 5.2-35 施工時陸水生物調査地域及び地点  



347 

 

 調査の基本的な手法 

ア． 陸水生物に関する生物相の状況 

陸水生物に関する生物相は、それぞれの陸水生物種に適した手法を用いて把握

する。確認された種はリスト化し、重要な種、国内移入種、外来種に分類する。 

 魚類 

魚類の状況は、目視観察調査、捕獲調査により把握する。 

目視観察調査は、陸上から水中を目視し、確認した種を記録する。 

捕獲調査は、調査地点において、適宜タモ網、投網、かご罠を用いて捕獲し、

捕獲された種を記録する。個体を捕獲した場合には、種ごとの最小、最大の個

体サイズを記録し、捕獲個体は可能な限り自然界に放す。 

 底生生物 

底生生物の状況は、定量採集調査、定性採集調査により把握する。 

定量採集調査は、調査地点において、一定面積のコドラートを設定し、サー

バーネット、エクマンバージ採泥器等を用いて規定回数採集する。採集したサ

ンプルは後日、室内で種を同定し個体数を記録する。 

定性採集調査は、調査地点において、タモ網による任意採集を実施する。現

地での同定が困難な種については、サンプルとして持ち帰り、後日、室内で種

を同定し個体数を記録する。 

イ． 重要な種の分布、生息の状況及び生息環境の状況 

重要な種は、国及び千葉県のレッドデータブック（レッドリスト）、地域の調査

研究資料等を参考に選定する。「ア．陸水生物に関する生物相の状況」の現地調査

で確認された重要な種は、加えてその生態、分布特性、生息地の環境等も記録する。 

 調査期間 

ア． 魚類 

調査は春、夏、秋、冬の各時期 1回の計 4 回実施する。 

イ． 底生生物 

調査は春、夏、秋、冬の各時期 1回の計 4 回実施する。  
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（２） 予測 

 予測地域 

予測地域は対象事業実施区域及びその周辺 200m 以内の範囲並びに施工時の排水

が影響を及ぼすと予想される公共用水域（吉田排水路、松崎排水路及び宗像集水路）

とする（図 5.2-36 参照）。  
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図 5.2-36 施工時陸水生物予測地域  



350 

 

 予測の基本的な手法 

ア． 予測項目 

予測項目は、以下に示す項目とする。 

⚫ 陸水生物相の変化 

⚫ 陸水生物の分布域の変化 

⚫ 重要な種の生息状況の変化 

イ． 予測手法 

本事業が陸水生物に及ぼす直接的、間接的な影響について、他の事例や最新の知

見等を基に予測を行う。 

ウ． 予測結果の整理 

直接的な影響は、本事業による改変部と残置部とにおける生息確認種の比較表

や、重要な種の生息条件に対する環境改変の影響予想図等により、本事業による生

息地、生息環境の消失、減少を整理する。間接的な影響は、想定される生息環境の

変化を明らかにし、整理する。 

 予測対象時期 

予測対象時期は、工事が陸水生物への影響が最大になると考えられる時期とする。 

（３） 評価 

調査及び予測の結果を踏まえ、環境保全措置の実施方法等について検討した結果、事

業者により実行可能な範囲で対象事業に係る環境影響ができる限り回避又は低減され

ているか、以下の項目について検証することにより評価する。 

⚫ 構成生物の種類組成の多様性の保全が図られていること。 

⚫ 重要な種の保全が図られていること。 

⚫ 対象事業実施区域の上・下流の陸水生物に対して与える影響の程度が軽微で

あること。 
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5.2.12 生態系 

施工時・供用時 

 樹林の伐採、切土又は盛土、仮設工事、基礎工事、施設の設置工事及び施設の存在

等 

（１） 調査 

 調査すべき情報 

ア． 自然環境に関する情報 

地形・地質、土壌、湧水、生態系に関する地域特性等 

イ． 生物の状況 

植物、動物、陸水生物 

 調査地域 

「5.2.9 植物（p.329）」、「5.2.10 動物（p.336）」及び「5.2.11陸水生物（p.345）」

と同様とする。 

 調査地点 

「5.2.9 植物（p.331）」、「5.2.10 動物（p.336）」及び「5.2.11陸水生物（p.345）」

と同様とする。 

 調査の基本的な手法 

生態系の状況は以下に示すとおり整理する。なお、自然環境に関する情報は文献

等から収集し、生物の状況は「5.2.9 植物（p.333）」、「5.2.10 動物（p.339）」及び

「5.2.11 陸水生物（p.347）」の調査から得られた情報を用いる。 

ア． 調査地域の区分 

調査地域を地形、植生等の情報をもとに区分域を設定する。区分域の設定にあた

っては、植物、動物及び陸水生物の生育・生息環境としてのまとまりを考慮して区

分する。 

イ． 各区分域ごとの生態系構成要素の把握 

「5.2.9 植物（p.329）」、「5.2.10 動物（p.336）」及び「5.2.11 陸水生物（p.345）」

の現地調査で確認された植物、動物及び陸水生物相から、既存の知見を参考として、
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区分域ごとに生態系の構成要素を把握する。構成要素である動植物間の利用、捕

食・被食等の相互関係についても把握する。 

ウ． 各区分域ごとの生態系の把握 

前項により把握した調査地域の生態系の構成要素を基に、生態系への影響を予

測・評価するための注目種を選定する。注目種は上位性（生態系の上位に位置する

性質）、典型性（地域の生態系の特徴を典型的に表す性質）、特殊性（特殊な環境で

あることを示す指標となる性質）の 3 つの視点から適切な種を選定する。 

 調査期間 

「5.2.9 植物（p.334）」、「5.2.10 動物（p.342）」及び「5.2.11陸水生物（p.347）」

と同様とする。 

（２） 予測 

 予測地域 

予測地域は対象事業実施区域及び周辺約 200m以内とする。 

 予測の基本的な手法 

ア． 予測項目 

予測項目は、以下に示す項目とする。 

⚫ 注目種の生育、生息状況の変化 

⚫ 予測地域及び予測地域内の各区分域の生態系の変化 

イ． 予測手法 

本事業による動植物の生育、生息環境の改変の程度と注目種の生育、生息状況の

特性を踏まえて種ごとの変化を予測する。また、これら注目種の予測結果を基に予

測地域及び予測地域内の各区分域における生態系の変化について消失又は保全の

程度を予測する。 

ウ． 予測結果の整理 

直接的な影響は、予測地形図、予測植生図や、重要な種の生息条件に対する環境

改変の影響予想図等により、本事業による生息地、生息環境の消失、減少を整理す

る。間接的な影響は、想定される生息環境の変化を明らかにし、整理する。 
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 予測対象時期 

予測対象時期は、次期施設が稼働し、保全対策の効果が安定したと考えられる時

期とする。 

（３） 評価 

調査及び予測の結果を踏まえ、環境保全措置の実施方法等について検討した結果、事

業者により実行可能な範囲で対象事業に係る環境影響ができる限り回避又は低減され

ているか、以下の項目について検証することにより評価する。 

⚫ 対象事業実施区域内での保全対策が可能な限り実施されており、かつ実効が

見込まれること。特に残置部分及び保全対策として位置づけた造成緑地等に

ついては、多様性・地域性など自然性の温存効果が高く、現存生態系の量的

な消失に対し、質的に補うような配慮がなされていると判断されていること。 

⚫ 重要な種、重要な群落、及び注目種等の保全が図られていること。 

⚫ 周辺の生態系に対して与える影響が軽微であること。 
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5.2.13 景観 

供用時 

 施設の存在等 

（１） 調査 

 調査すべき情報 

ア． 眺望点の状況 

眺望点の規模、標高及び利用状況を調査する。 

イ． 眺望景観の状況 

眺望点から望む対象事業実施区域を含む景観を調査する。 

ウ． 景観資源の状況 

景観資源の規模、標高、とりまく自然環境及び資源特性を調査する。 

 調査地域 

調査地域は、対象事業実施区域周辺 3km 程度とする（図 5.2-37 参照）。なお、3km

を超える場所であっても特殊な眺望点があれば適宜調査地域に含める。 

 調査地点 

調査地点は、文献で景観や眺望の良さ等が紹介されている地点（主要な眺望点）

及び地元の要望（表 5.2-25 参照）から、文献調査及び事前の現地確認により、公

共性、代表性があり対象事業実施区域の方向を眺望できる地点を選定する。現時点

での調査地点は図 5.2-37 に示すとおりである。 
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表 5.2-25 主要な眺望点及び地元要望地点の概要 

 
  

名称 眺望の状況等
調査
地点
番号

出典

牧の原公園の築山 印西市街地、富士山、夜景

印西市商工観光課『まっぷる印西市（平成31年3
月）』、NPO法人印西市観光協会『新・印西八景（NPO法
人印西市観光協会ホームページ）
（http://www.inzaikankoukyokai.com/）』（2020年2月
アクセス）

東の原公園 造谷川防災調節池 1
印西ウェットランドガイド・印西市環境保全課『いんざ
い里山マップ（平成29年3月）』

印旛沼公園展望台 印旛沼 千葉県『ちば眺望100景ガイドブック（平成19年1月）』

宗像神社（戸神） 印旛沼干拓地の田園地帯
印西いーまち会・印西市『印西自転車散歩マップ（平成
26年3月）』、印西ウェットランドガイド・印西市環境
保全課『いんざい里山マップ（平成29年3月）』

阿宗橋、新阿宗橋
印旛沼干拓地の田園地帯、丘陵の緑、新川千
本桜、印旛放水路上流（新川）

―

戸神川防災調節池 戸神川防災調節池、印西市街地
印西いーまち会・印西市『印西自転車散歩マップ（平成
26年3月）』

観覧車「そらっぱ」
印旛沼干拓地の田園地帯、丘陵の緑、印旛沼
印西市街地、富士山、筑波山、幕張市街地、
スカイツリー

2
BIGHOPガーデンモール印西『BIGHOPガーデンモール印西
ホームページ（http://www.bighop.jp/）』（2020年2月
アクセス）

東栄寺
印旛沼干拓地の田園地帯、丘陵の緑、新川千
本桜

3

八千代市『やちよ観光ガイドブック（平成26年3
月）』、一般社団法人八千代市観光協会『八千代市観光
協会ホームページ（https://www.yachiyo-
kankou.com/）』（2020年2月アクセス）

水神宮
印旛沼干拓地の田園地帯、丘陵の緑、新川千
本桜、印旛放水路上流（新川）

4 八千代市『やちよ観光ガイドブック（平成26年3月）』

八千代市少年自然の家
印旛沼干拓地の田園地帯、印旛放水路上流
（新川）

八千代市『やちよ観光ガイドブック（平成26年3
月）』、公益財団法人八千代市環境緑化公社『八千代市
観光協会ホームページ（https://www.yachiyo-
kankou.com/）（2020年2月アクセス）』

新川千本桜
（新川南岸沿い自転車ルート）

印旛沼干拓地の田園地帯、丘陵の緑、新川千
本桜、印旛放水路上流（新川）

5
印西いーまち会・印西市『印西自転車散歩マップ（平成
26年3月）』、八千代市『やちよ観光ガイドブック（平
成26年3月）』

印旛沼自転車道
印旛沼干拓地の田園地帯、丘陵の緑、印旛
沼、印旛放水路上流（新川）

6
公益社団法人千葉県観光物産協会『まるごとe!ちば（千
葉県公式観光物産サイト）
（https://maruchiba.jp/）』（2020年2月アクセス）

神尾橋
印旛沼干拓地の田園地帯、丘陵の緑、新川千
本桜、印旛放水路上流（新川）

印西いーまち会・印西市『印西自転車散歩マップ（平成
26年3月）』

平戸橋
印旛沼干拓地の田園地帯、丘陵の緑、印旛放
水路上流（新川）

印西いーまち会・印西市『印西自転車散歩マップ（平成
26年3月）』

泉カントリー倶楽部 丘陵の緑 7 地元要望
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出典：印西ウェットランドガイド、印西市環境保全課『いんざい里山マップ（平成 29 年 3 月）』、BIGHOP ガーデンモー

ル印西『BIGHOP ガーデンモール印西ホームページ（http://www.bighop.jp/）』（2020 年 2 月アクセス）、八千代

市『やちよ観光ガイドブック（平成 26 年 3 月）』、一般社団法人八千代市観光協会『八千代市観光協会ホームペ

ージ（https://www.yachiyo-kankou.com/）』（2020 年 2 月アクセス）、印西いーまち会、印西市『印西自転車散

歩マップ（平成 26 年 3 月）』、印西市商工観光課『まっぷる印西市（平成 31 年 3 月）』、公益社団法人千葉県観光

物産協会『まるごと e!ちば（千葉県公式観光物産サイト）（https://maruchiba.jp/）』（2020 年 2 月アクセス）

より作成 

図 5.2-37 供用時景観調査地域及び地点 
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 調査の基本的な手法 

ア． 眺望点及び眺望景観の状況 

眺望点の状況は、文献調査及び現地調査により把握する。 

眺望景観の状況は、眺望点から対象事業実施区域を含む景観を写真撮影するこ

とで記録する。 

イ． 景観資源の状況 

景観資源の状況は、文献調査、現地調査及び写真撮影により把握する。 

 調査期間 

季節の移り変わりで景観が変化することを考慮して、調査は着葉期（6月～9 月）

及び落葉期（11 月～2月）各時期 1 回の計 2 回実施する。なお、花の見所等一時的

に価値が発生する景観を望む調査地点では、価値が発生する時期に追加で調査を行

う。 

（２） 予測 

 予測地域 

予測地域は調査地域と同様とする（図 5.2-37（p.356）参照）。 

 予測地点 

予測地点は、調査地点の内、予測地域における景観への影響を把握できる地点と

する。 

 予測の基本的な手法 

ア． 予測項目 

予測項目は、眺望点及び眺望景観の変化、調査地域の景観資源の変化とする。 

イ． 予測手法 

予測地点として選定した眺望点及び眺望景観に与える影響について、モンター

ジュ写真等を作成し、変化を視覚的に表現することで予測を行う。 

ウ． 予測結果の整理 

現況写真と予測モンタージュ写真を比較し、眺望点及び眺望景観の変化、調査地

域の景観資源の変化について整理を行う。 
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 予測対象時期 

予測対象時期は、次期施設が稼働し、植栽等による修景が完了した時点とする。 

（３） 評価 

調査及び予測の結果を踏まえ、環境保全措置の実施方法等について検討した結果、事

業者により実行可能な範囲で対象事業に係る環境影響ができる限り回避又は低減され

ているか、検証することにより評価する。 
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5.2.14 人と自然との触れ合いの活動の場 

施工時・供用時 

 資材又は機械の運搬及び施設の存在等 

（１） 調査 

 調査すべき情報 

ア． 人と自然との触れ合いの活動の場の状況 

本事業が、影響を及ぼすと考えられる人と自然との触れ合いの活動の場につい

て、その状況を調査して整理する。 

イ． 人と自然との触れ合いの活動の場の利用の状況及び利用環境の状況 

本事業が、影響を及ぼすと考えられる人と自然との触れ合いの活動の場の規模、

本事業との関係、利用形態、利用環境等を明らかにする。なお、利用環境には、人

と自然との触れ合いの活動の場へのアクセスルート等間接的に影響を受けるおそ

れのあるものも含まれる。 

 調査地域 

調査地域は、本事業が人と自然との触れ合いの活動の場の利便性及び快適性に影

響を及ぼすと考えられる、対象事業実施区域周辺約 200m 以内及び工事用車両、収集

運搬車両の主要な走行ルート周囲約 100m とする。なお、工事用車両及び収集運搬車

両の主要な走行ルートは、県道八千代宗像線及び市道 00-122 号線（予定）とする。 

 調査地点 

調査地点は、文献で人と自然との触れ合いの活動を行える場所として紹介されて

いる地点（主要な人と自然との触れ合いの活動の場）（表 5.2-26 参照）から、本事

業が影響を及ぼすと考えられる地点を選定する。現時点での調査地点は図 5.2-38

に示すとおりである。 
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表 5.2-26 主要な人と自然との触れ合いの活動の場の概要 

 
  

工事車両
通行によ
る利便性
への影響

工事車両
通行によ
る快適性
への影響

廃棄物等
運搬車両
通行によ
る利便性
への影響

廃棄物等
運搬車両
による快
適性への

影響

施設の存
在による
景観への

影響

松崎台公園 散策、自然観察 － － － － －

印西いーまち会・印西市『印西自転車散歩

マップ（平成26年3月）』、印西ウェットラ

ンドガイド・印西市環境保全課『いんざい里

山マップ（平成29年3月）』、印西市商工観

光課『まっぷる印西市（平成31年3月）』

北総花の丘公園
コスモスの花見、
散策、自然観察

－ － － － －

印西いーまち会・印西市『印西自転車散歩

マップ（平成26年3月）』、印西ウェットラ

ンドガイド・印西市環境保全課『いんざい里

山マップ（平成29年3月）』、印西市商工観

光課『まっぷる印西市（平成31年3月）』、

公益社団法人千葉県観光物産協会『まるごと

e!ちば（千葉県公式観光物産サイト）

（https://maruchiba.jp/）』（2020年2月ア

クセス）

結縁寺
ヒガンバナの花見、
散策、自然観察

－ － － － －

印西いーまち会・印西市『印西自転車散歩

マップ（平成26年3月）』、印西ウェットラ

ンドガイド・印西市環境保全課『いんざい里

山マップ（平成29年3月）』、印西市商工観

光課『まっぷる印西市（平成31年3月）』、

NPO法人印西市観光協会『新・印西八景（NPO

法人印西市観光協会ホームページ）

（http://www.inzaikankoukyokai.com/）』

（2020年2月アクセス）、千葉県『房総の魅

力500選（千葉県ホームページ）

（https://www.pref.chiba.lg.jp/kkbunka/b

-shigen/500sen/index.html）（2020年2月ア

クセス）』、公益社団法人千葉県観光物産協

会『まるごとe!ちば（千葉県公式観光物産サ

イト）（https://maruchiba.jp/）』（2020

年2月アクセス）

多聞院
散策、自然観察
鎮守の森

○ － ○ － － 1

印西いーまち会、印西市『印西自転車散歩

マップ（平成26年3月）』、印西ウェットラ

ンドガイド、印西市環境保全課『いんざい里

山マップ（平成29年3月）』

火皇子神社
散策、自然観察
鎮守の森

○ ○ ○ ○ － 2

印西いーまち会、印西市『印西自転車散歩

マップ（平成26年3月）』、印西ウェットラ

ンドガイド、印西市環境保全課『いんざい里

山マップ（平成29年3月）』

西福寺（岩戸城址） 紅葉狩り － － － － －

印西いーまち会、印西市『印西自転車散歩

マップ（平成26年3月）』、印西ウェットラ

ンドガイド、印西市環境保全課『いんざい里

山マップ（平成29年3月）』

結縁寺の谷津 散策、自然観察 － － － － －

印西いーまち会、印西市『印西自転車散歩

マップ（平成26年3月）』、環境省『生物多

様性保全上重要な里地里山（環境省ホーム

ページ）（https://www.env.go.jp/nature/

satoyama/　jyuuyousatoyama.html）（2020

年2月アクセス）』

西方谷津田 散策、自然観察 － － － － －
印西いーまち会、印西市『印西自転車散歩

マップ（平成26年3月）』

草深の森 散策、自然観察 － － － － －

印西ウェットランドガイド・印西市環境保全

課『いんざい里山マップ（平成29年3

月）』、印西市商工観光課『まっぷる印西市

（平成31年3月）』

戸神川防災調節池
散策、自然観察、
バードウォッチング

－ － － － －
印西いーまち会、印西市『印西自転車散歩

マップ（平成26年3月）』

熱田ヶ池
散策、自然観察
鎮守の森

－ － － － －

八千代市『八千代市谷津・里山保全計画（平

成23年3月）』、八千代市安全環境部環境保

全環境政策室『八千代市谷津・里山マップ

（平成27年10月）』

保品地区・間谷谷津 散策、自然観察 － － － － －

八千代市『八千代市谷津・里山保全計画（平

成23年3月）』、八千代市安全環境部環境保

全環境政策室『八千代市谷津・里山マップ

（平成27年10月）』

森下谷津 散策、自然観察 － － － － －

八千代市『八千代市谷津・里山保全計画（平

成23年3月）』、八千代市安全環境部環境保

全環境政策室『八千代市谷津・里山マップ

（平成27年10月）』

八千代市
少年自然の家

散策、自然観察、
バードウォッチング

－ － － － －

八千代市『やちよ観光ガイドブック（平成26

年3月）』、公益財団法人八千代市環境緑化

公社『八千代市観光協会ホームページ

（https://www.yachiyo-kankou.com/）

（2020年2月アクセス）』

新川千本桜
（新川南岸沿い自転
車ルート）

サクラ、カンナの花見
釣り、サイクリング、
散策

○ ○ ○ ○ ○ 3
印西いーまち会、印西市『印西自転車散歩

マップ（平成26年3月）』、八千代市『やち

よ観光ガイドブック（平成26年3月）』

印旛沼自転車道 サイクリング、散策 ○ ○ ○ ○ ○ 4

公益社団法人千葉県観光物産協会『まるごと

e!ちば（千葉県公式観光物産サイト）

（https://maruchiba.jp/）』（2020年2月ア

クセス）

平戸橋付近 カンナの花見、散策 － － － － －

公益財団法人八千代市環境緑化公社『ふるさ

と50景（公益財団法人八千代市環境緑化公社

ホームページ）（http://gurinnraifu.la.

coocan.jp/）（2020年2月アクセス）』

佐倉ラベンダー
ランド

ラベンダーの花見 － － － － －

公益財団法人佐倉市観光協会『佐倉市観光協

会ホームページ（https://www.sakurashi-

kankou.or.jp/）（2020年2月アクセス）』、

佐倉市『佐倉花めぐり観光マップ（平成29年

1月）』

出典名称

資材又は機械の運搬 施設の存在等

調査
地点
番号

影響を及ぼすと

考えられる

活動要素
人と自然との

触れ合いの活動

及び活動の行われる場
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出典：印西いーまち会、印西市『印西自転車散歩マップ（平成 26 年 3 月）』、印西ウェットランドガイド、印西市環境

保全課『いんざい里山マップ』、印西市商工観光課『まっぷる印西市（平成年 3 月）』、八千代市『やちよ観光ガ

イドブック（平成 26 年 3 月）』、公益社団法人千葉県観光物産協会『まるごと e!ちば（千葉県公式観光物産サイ

ト）（https://maruchiba.jp/）』（2020 年 2 月アクセス）より作成 

図 5.2-38 人と自然との触れ合いの活動の場調査地点 
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 調査の基本的な手法 

ア． 人と自然との触れ合いの活動の場の状況 

人と自然との触れ合いの活動の場の状況は、文献調査により把握する。 

イ． 人と自然との触れ合いの活動の場の利用の状況及び利用環境の状況 

人と自然との触れ合いの活動の場の利用の状況及び利用環境の状況は、現地調

査により把握する。 

 調査期間 

現地調査は利用者の多い時期に実施する。また、工事実施曜日及びごみ収集曜日

を考慮し、現地調査は平日、土曜日及び日曜日各 1 回の計 3 回実施する。 

 

（２） 予測 

 予測地域 

予測地域は調査地域と同様とする。 

 予測地点 

予測地点は調査地点と同様とする（図 5.2-38（p.361）参照）。 

 予測の基本的な手法 

ア． 予測項目 

予測項目は、本事業に伴って発生する人と自然との触れ合いの活動の場の利便

性、快適性、利用環境の変化とする。 

イ． 予測方法 

本事業が人と自然との触れ合いの活動の場の状況へ及ぼす間接的影響について、

本事業の内容及び環境保全措置等を考慮して予測する。 

 予測対象時期 

施工時における予測対象時期は、人と自然との触れ合いの活動の場への影響が最

大になると考えられる時期とする。供用時における予測対象時期は、次期施設が稼

働し、植栽等による修景が完了する時点とする。 



363 

 

（３） 評価 

調査及び予測の結果を踏まえ、環境保全措置の実施方法等について検討した結果、事

業者により実行可能な範囲で対象事業に係る環境影響ができる限り回避又は低減され

ているか、検証することにより評価する。 
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5.2.15 廃棄物 

施工時 

 樹林の伐採、切土又は盛土、仮設工事、基礎工事及び施設の設置工事 

（１） 予測の手法 

 予測地域 

予測地域は対象事業実施区域とする。 

 予測の基本的な手法 

ア． 予測項目 

予測項目は、施工に伴い発生する廃棄物の種類ごとの発生量、排出量、発生量の

抑制の量及び有効利用の量とする。 

イ． 予測方法 

工事計画に基づき、廃棄物の種類ごとに発生量、発生量の抑制の量及び有効利用

の量を予測する。排出量は、施工方法の選択による発生抑制や、対象事業実施区域

内での有効利用等の内容を検討して予測する。 

ウ． 予測結果の整理 

廃棄物の種類ごとの発生量、排出量、発生量の抑制の量及び有効利用の量を定量

的に整理するとともに、排出する廃棄物については、適正な処理方法を明らかにす

る。 

 予測対象時期 

予測対象時期は、着工から竣工までの期間とする。 

（２） 評価 

予測項目ごとに下記の①、②の手法により評価する。 

 環境保全措置の実施の方法 

環境保全措置は、最終処分量の抑制を前提とし、事業者が実行可能な範囲で可能

な限り廃棄物の発生抑制、有効利用及び適正処理が行われているか、具体的な対策

を整理し、検証することにより評価する。 
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 環境保全措置の効果 

環境保全措置による、排出抑制効果を検討する。また、廃棄物の適正な処理の効

果については、環境保全措置に係る減量化、再資源化の余地の有無等を含めて総合

的に検討する。 
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供用時 

 廃棄物の発生 

（１） 予測の手法 

 予測地域 

予測地域は対象事業実施区域とする。 

 予測の基本的な手法 

ア． 予測項目 

予測項目は、次期施設の稼働に伴い発生する廃棄物の種類ごとの発生量、排出量、

発生量の抑制の量及び有効利用の量とする。 

イ． 予測方法 

次期施設の稼働計画に基づき、廃棄物の種類ごとに発生量、発生量の抑制の量及

び有効利用の量を予測する。排出量は鉄・アルミの選別資源化等による発生抑制や

有効利用の内容を検討して予測する。 

ウ． 予測結果の整理 

廃棄物の種類ごとの発生量、排出量、発生量の抑制の量及び有効利用の量を定量

的に整理するとともに、排出する廃棄物については、適正な処理方法を明らかにす

る。 

 予測対象時期 

次期施設の稼働が定常状態になった時期の 1年間とする。 

（２） 評価 

予測項目ごとに下記の①、②の手法により評価する。 

 環境保全措置の実施の方法 

環境保全措置は、最終処分量の抑制を前提とし、事業者が実行可能な範囲で可能

な限り廃棄物の発生抑制、有効利用及び適正処理が行われているか、具体的な対策

を整理し、検証することにより評価する。 

 環境保全措置の効果 

環境保全措置による、排出抑制効果を検討する。また、廃棄物の適正な処理の効



367 

 

果については、環境保全措置に係る減量化、再資源化の余地の有無等を含めて総合

的に検討する。 
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5.2.16 残土 

施工時 

 切土又は盛土 

（１） 予測 

 予測地域 

予測地域は対象事業実施区域とする。 

 予測の基本的な手法 

ア． 予測項目 

予測項目は、施工に伴い発生する土砂等（以下、「発生土」という。）及び対象事

業実施区域外に搬出する土砂等（以下、「残土」という。）の量とする。 

イ． 予測方法 

工事計画に基づき、発生土の量及び残土の量を予測する。 

発生土の発生抑制のための工法の検討や、発生土の対象事業実施区域内での有

効利用、対象事業実施区域外での工事間利用等の内容を検討して予測する。 

ウ． 予測結果の整理 

発生土の量及び残土の量を定期的に整理するとともに、処分が必要となった残

土について、適正な処理方法を明らかにする。 

 予測対象時期 

予測対象時期は、着工から竣工までの期間とする。 

（２） 評価 

予測項目ごとに下記の①、②の手法により評価する。 

 環境保全措置の実施の方法 

最終的に処分する残土の量の抑制を主として検討し、発生土の量の抑制、発生土

及び残土の再利用及び処分が必要となった残土の適正な処理について、検証するこ

とにより評価する。 
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 環境保全措置の効果 

環境保全措置を実施することによる、施工に伴う発生土の発生及び排出抑制効果

を検討する。発生土及び残土の適正な処理の効果については、環境保全措置に係る

減量、再利用の余地の有無などを含めて総合的に検討する。 
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5.2.17 温室効果ガス等 

供用時 

 施設の存在等、ばい煙又は粉じんの発生、排出ガス（自動車等） 

（１） 予測 

 予測地域 

予測地域は対象事業実施区域とする。 

 予測の基本的な手法 

ア． 予測項目 

対象事業実施区域内における設備や事業活動に伴って排出される温室効果ガス

の排出量を算定する。算定対象となる温室効果ガスは、地球温暖化対策の推進に関

する法律（以下、「温対法」という。）に規定されている 7 種類（8 区分）とする（表 

5.2-27 参照）。 

表 5.2-27 算定対象の温室効果ガス 

  
 

イ． 予測方法 

 温室効果ガス排出量算定方法 

温対法第 26条に規定されている算定・報告・公表制度では、事業者が温室効

果ガス排出量を算定・報告する際に参照できる温室効果ガス排出量算定・報告

マニュアル Ver.4.6（以下、「算定マニュアル」という。）が制定されている。

本予測においてもこの算定マニュアルに準拠する。 

なお、算定マニュアルに記載のない排出源設備／活動を算定する場合は、適

名称

二酸化炭素

エネルギー起源CO2 エネルギー起源二酸化炭素

非エネルギー起源CO2 非エネルギー起源二酸化炭素

メタン

一酸化二窒素

ハイドロフルオロカーボン類

パーフルオロカーボン類

六ふっ化硫黄

三ふっ化窒素

CO2

NF3

SF6

PFCs

HFCs

N2O

CH4

GHG
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宜、他のガイドラインを参照するとともにその出典を明記する。 

 排出源設備・活動と温室効果ガス 

次期施設は一般廃棄物等焼却施設であり、施設における温室効果ガス排出源

設備や活動（以下、「排出源設備・活動」という。）は算定対象となる。 

一般廃棄物を収集して、次期施設へ運搬する活動は、対象事業実施区域外の

活動ではあるが、一般廃棄物処理事業に必要不可欠であり、次期施設への収集

運搬活動が特定可能であることから、この活動量を把握できるとみなして、算

定対象とする。 

一方、次期施設を往来する公用車は、一般廃棄物処理事業に密接に関連する

移動だけを特定することが難しいため活動量を特定できないとみなして、算定

対象外とする。 

以上を算定ガイドラインに基づき整理したものを表 5.2-28 に示す。 

表 5.2-28 算定対象となる排出源設備・活動と温室効果ガス 

 
   

エネル
ギー起源

CO2

非エネル
ギー起源

CO2

CH4 N2O HFC PFC SF6 NF3

電気設備 電気の購入 ○

燃料の燃焼 ○ ○ ○
一般廃棄物の燃焼 ○ ○ ○

フォークリフト 燃料の燃焼 ○
一般廃棄物の収集運搬 荷主としてのエネルギー使用 ○
廃水処理施設 廃水処理 ○ ○
空調設備 使用開始時、整備時、廃棄時 ○
自動販売機 整備時、廃棄時 ○
家庭用電気冷蔵庫 廃棄時 ○
受変電設備 使用開始時、使用時、点検時、廃棄時 ○

焼却炉

排出源設備・活動
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 活動量、排出係数の情報収集 

算定マニュアルに基づき、表 5.2-28（p.371）の排出源設備・活動に対応す

る活動量と排出係数を把握する。活動量は類似事例を元に予測する。排出係数

は算定マニュアルから適切な係数を選定する。 

ウ． 予測結果の整理 

上記「イ．予測方法（p.370）」に基づいて算定した温室効果ガス排出量を整理す

る。整理にあたっては、温室効果ガス排出量の小数点以下を切り捨てた整数値とす

る。また、有効数字は表 5.2-29 に示すとおりとする。算定結果は表 5.2-30 に示

した様式に集計する。 

 

表 5.2-29 温室効果ガス排出量の有効数字 

 

 

表 5.2-30 温室効果ガス排出量集計の様式 

 
  

活動分野 対象ガス 有効数字

エネルギー（燃料の使用及び他人から供給された電気の使用）

工業プロセス（セメント、生石灰、ソーダ石灰ガラス又は鉄鋼の製造）
廃棄物

廃棄物（埋立処分） CH4

廃棄物（一般廃棄物の焼却、産業廃棄物の焼却（下水汚泥）） N2O

エネルギー（他人から供給された熱の使用、燃料の漏出）
工業プロセス（上記以外）

エネルギー（燃料の燃焼、燃料の漏出）、工業プロセス、農業、廃棄物（上記以外） CH4、N2O

HFC、PFC、SF6、NF3に関する活動 HFC、PFC、SF6、NF3

CO2

CO2

2桁

3桁

地球温暖化係数

エネルギー起源CO2 t-CO2 t-CO2

非エネルギー起源CO2 t-CO2 t-CO2

t-CH4 t-CO2

t-N2O t-CO2

t-HFC t-CO2

t-PFC t-CO2

t-SF6 t-CO2

t-NF3 t-CO2

GHG排出量合計 t-CO2-

-

CH4

N2O

HFCs

PFCs

SF6

NF3

GHG 排出量 排出量

CO2 -
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 予測対象時期 

次期施設が定常の稼働状態となってから 1 年間とする。 

（２） 評価 

予測項目ごとに下記の①、②の手法により評価する。 

 環境保全措置の実施の方法 

環境保全措置の実施の方法の検討は、温室効果ガス排出量の抑制を主体に検討す

ることとし、温室効果ガス排出量の抑制の手法について複数案を比較検討し、検証

することにより評価する。 

 環境保全措置の効果 

環境保全措置の実施による温室効果ガス排出抑制効果を検討する。 


