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環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法は、現時点で検討している事業計画を
考慮して設定した。
3.1 環境影響評価の項目の選定及びその選定理由
3.1.1 環境影響評価の項目
対象事業に係る環境影響評価の項目は、「新潟県環境影響評価技術指針」（平成 12 年 4 月
21 日 告示第 831 号）、ならびに「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）等を参考に、事業の特性及び地域の特性を考慮し、表 3.1-1 のとおり選定した。
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○

○

廃棄物の搬入

○

廃棄物の埋立て

最終処分場の存在

資材及び機械の運搬に
用いる車両の運行
造成工事及び施設の設
置等

建設機械の稼働

窒素
酸化物

○

○

○

粉じん等

大気質

○

○

○

○

騒音

騒音

大気環境

○

○

○

○

振動

振動

○

悪臭

悪臭

○

水の汚れ

○

○

水の濁り

水質

地下水の 地形及び
水位
地質

地質環境
動物

植物

生態系

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、
予測及び評価されるべき環境要
素

景観

○

×
○

○

○

○

○
×

注： 標準項目ではないが、平成26年6月27日に環境影響評価法に基づく基本的事項が改正され、環境影響評価項目の範囲に追加されたことから、調査、予測及び評価の対象項目とするか検討を行った。

□

○

×

×

○

□

メタン等

放射線の
量

人と自然と
一般環境
の触れ合
温室効果 中の放射
廃棄物等
いの活動
ガス等
注
性物質
の場

人と自然との豊かな触 環境への負荷の量の程度により
れ合いの確保を旨とし 予測及び評価されるべき環境要
て調査、予測及び評 素
価されるべき環境要
素

主要な眺
主要な人
望点及び
重要な動 重要な植
と自然との 建設工事
地域を特
重要な地
景観資源
物種及び 物種及び
地下水の
触れ合い に伴う副
徴づける
形及び地
有害物質
並びに主
注目すべ 群落とそ
水位
の活動の 産物
生態系
質
要な眺望
き生息地 の生育地
場
景観

水環境

【凡例】
○ ：標準項目（調査、予測及び評価を標準的に行う項目であり、調査、予測及び評価を行う項目）
× ：非選定項目（最終処分場事業に係る標準項目であるが、事業特性や地域特性を踏まえて調査、予測及び評価を行わない項目）
□ ：標準項目ではないが環境影響評価を実施する項目
無記入：非選定項目（最終処分場事業に係る標準項目に該当しておらず、調査、予測及び評価を行わない項目）

土地又は工作物
の存在及び供用

工事の実施

影響要因の区分

環境要素の区分

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

表 3.1-1 環境影響評価の項目の選定

3.1.2 選定及び非選定の理由
環境影響評価の項目の選定理由及び非選定理由は次に示すとおりである。
(1) 大気質
表 3.1-2(1) 環境影響評価の項目の選定理由（工事の実施）
影響要因の区分

環境要素の区分

建設機械の稼働

資 材 及 び機 械 の運 搬 に用
いる車両の運行

選定項目の分類・根拠等

窒素酸化物

○

粉 じん等 （降 下 ばいじん、
浮遊粒子状物質）

○

窒素酸化物

○

粉 じん等 （浮 遊 粒 子 状 物
質）

○

－

－

造成 工 事 及び施 設の設置
等

建設機械 の稼働 に伴 い周辺 環境への影響が考えら
れる。
強風に伴い裸地から砂塵等の巻き上げによる降下ば
いじんの周辺環境への影響が考えられる。
また、建設機械の稼働に伴い排ガス中の浮遊粒子状
物質の周辺環境への影響が考えられる。
資材及び機械の運搬に用いる車両の運行に伴い周
辺環境への影響が考えられる。
資材及び機械の運搬に用いる車両の走行に伴い排
ガス中の浮遊粒子状物質の周辺環境への影響が考
えられる。
造 成 工 事 及 び施 設 の設 置 に関 して、建 設 機 械 の稼
働、資 材及 び機械 の運 搬 に用 いる車両 の運 行以 外
に大気質に影響を及ぼす要因はないと考えられる。

表 3.1-2(2) 環境影響評価の項目の選定理由（土地又は工作物の存在・供用）
影響要因の区分

環境要素の区分

最終処分場の存在

－

廃棄物の埋立て

廃棄物の搬入

選定項目の分類・根拠等
－

窒素酸化物

○

粉 じん等 （降 下 ばいじん、
浮遊粒子状物質）

○

窒素酸化物

○

粉 じん等 （浮 遊 粒 子 状 物
質）

○

廃棄物の埋立て及び廃棄物の搬入以外の最終処分
場の存 在に伴う大気 質への影響は生 じないと考 えら
れる。
埋立て時における建 設機械 の稼働に伴 い周辺 環境
への影響が考えられる。
覆土作業に伴う砂塵等の巻き上げによる降下ばいじ
んの周辺環境への影響が考えられる。
また、建設機械の稼働に伴い排ガス中の浮遊粒子状
物質の周辺環境への影響が考えられる。
廃棄物の運搬に用いる車両の運行に伴い周辺環境
への影響が考えられる。
廃 棄 物 の運 搬 に用 いる車 両 の運 行 に伴 い排 ガス中
の浮遊粒子状 物質の周 辺環 境への影響が考えられ
る。

(2) 騒音
表 3.1-3(1) 環境影響評価の項目の選定理由（工事による影響）
影響要因の区分

環境要素の区分

選定項目の分類・根拠等

建設機械の稼働

騒音

○

資 材 及 び機 械 の運 搬 に用
いる車両の運行

騒音

○

造成 工 事 及び施 設の設置
等

－

－
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建設機械 の稼働 に伴 い周辺 環境への影響が考えら
れる。
資材及び機械の運搬に用いる車両の運行に伴い周
辺環境への影響が考えられる。
造 成 工 事 及 び施 設 の設 置 に関 して、建 設 機 械 の稼
働、資 材及 び機械 の運 搬 に用 いる車両 の運 行以 外
に騒音を生じる要因はないと考えられる。

表 3.1-3(2) 環境影響評価の項目の選定理由（存在・供用による影響）
影響要因の区分

環境要素の区分

最終処分場の存在

－

選定項目の分類・根拠等
－

廃棄物の埋立て

騒音

○

廃棄物の搬入

騒音

○

最終処分場の存在に伴う騒音の発生はないと考えら
れる。
埋立て時における建 設機械 の稼働に伴 い周辺 環境
への影響が考えられる。
廃棄物の運搬に用いる車両の運行に伴い周辺環境
への影響が考えられる。

(3) 振動
表 3.1-4(1) 環境影響評価の項目の選定理由（工事による影響）
影響要因の区分

環境要素の区分

選定項目の分類・根拠等

建設機械の稼働

振動

○

資 材 及 び機 械 の運 搬 に用
いる車両の運行

振動

○

造成 工 事 及び施 設の設置
等

－

－

建設機械 の稼働 に伴 い周辺 環境への影響が考えら
れる。
資材及び機械の運搬に用いる車両の運行に伴い周
辺環境への影響が考えられる。
造 成 工 事 及 び施 設 の設 置 に関 して、建 設 機 械 の稼
働、資 材及 び機械 の運 搬 に用 いる車両 の運 行以 外
に振動を生じる要因はないと考えられる。

表 3.1-4(2) 環境影響評価の項目の選定理由（存在・供用による影響）
影響要因の区分

環境要素の区分

最終処分場の存在

－

選定項目の分類・根拠等
－

廃棄物の埋立て

振動

○

廃棄物の搬入

振動

○

最終処分場の存在に伴う振動の発生はないと考えら
れる。
埋立て時における建 設機械 の稼働に伴 い周辺 環境
への影響が考えられる。
廃棄物の運搬に用いる車両の運行に伴い周辺環境
への影響が考えられる。

(4) 悪臭
表 3.1-5(1) 環境影響評価の項目の選定理由（工事による影響）
影響要因の区分

環境要素の区分

建設機械の稼働
資 材 及 び機 械 の運 搬 に用
いる車両の運行
造成 工 事 及び施 設の設置
等

選定項目の分類・根拠等

－

－

－

－

－

－

建設機械の稼働に伴う悪臭の発生はないと考えられ
る。
資 材 及 び機 械 の運 搬 に用 いる車 両 の運 行 に伴 う悪
臭の発生はないと考えられる。
造成工 事及 び施 設の設置等 に伴 う悪 臭の発 生はな
いと考えられる。

表 3.1-5(2) 環境影響評価の項目の選定理由（存在・供用による影響）
影響要因の区分

環境要素の区分

最終処分場の存在

廃棄物の埋立て
廃棄物の搬入

－

悪臭

選定項目の分類・根拠等

－

○
－

－
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最終処分場の存在に伴う悪臭の発生はないと考えら
れる。ただし、最 終 処 分 場 内の廃 棄 物 を発 生 源 とす
る悪 臭 について は 、 「 廃 棄 物 の埋 立 て 」 の項 目 と す
る。
廃 棄 物 の埋 立てに伴 い周 辺環 境 への影 響 が考 えら
れる。
廃棄物 の搬 入に伴 う悪臭 の発生はほとんどないと考
えられる。

(5) 水質
表 3.1-6(1) 環境影響評価の項目の選定理由（工事の実施）
影響要因の区分

環境要素の区分

選定項目の分類・根拠等

建設機械の稼働

－

－

建設機械の稼働に伴う水質への影響は生じないと考
えられる。

資 材 及 び機 械 の運 搬 に用
いる車両の運行

－

－

資 材 及 び機 械 の運 搬 に用 いる車 両 の運 行 に伴 う水
質への影響は生じないと考えられる。

造成 工 事 及び施 設の設置
等

水の汚れ

－

水の濁り

○

有害物質

－

造 成 工 事 及 び施 設 の設 置 等 に伴 う水 の汚 れ（生 物
化学的酸素要求量）は生じないと考えられる。
降 雨 時 の裸 地 からの濁 水 による周 辺 環 境 への影 響
が考えられる。
造成工事及び施設の設置等に伴う有害物質の発生
はないと考えられる。

表 3.1-6(2) 環境影響評価の項目の選定理由（土地又は工作物の存在・供用）
影響要因の区分

環境要素の区分

最終処分場の存在

廃棄物の埋立て

廃棄物の搬入

選定項目の分類・根拠等

水の汚れ

○

水の濁り

－

有害物質

○

水の汚れ

○

水の濁り

○

有害物質

○
－

－

浸 出 水 処 理 水 による周 辺 環 境 への影 響 が考 えられ
る。
浸 出 水 処 理 水 によ る濁 水 の 発 生 は な いと 考 え られ
る。
浸 出 水 処 理 水 による周 辺 環 境 への影 響 が考 えられ
る。
浸 出 水 処 理 水 による周 辺 環 境 への影 響 が考 えられ
る。
浸 出 水 処 理 水 による周 辺 環 境 への影 響 が考 えられ
る。
浸 出 水 処 理 水 による周 辺 環 境 への影 響 が考 えられ
る。
廃棄物の搬入に伴う水質への影響は生じないと考え
られる。

(6) 地下水の水位
表 3.1-7(1) 環境影響評価の項目の選定理由（工事による影響）
影響要因の区分
建設機械の稼働
資 材 及 び機 械 の運 搬 に用
いる車両の運行
造成 工 事 及び施 設の設置
等

環境要素の区分

選定項目の分類・根拠等

－

－

－

－

－

－

建設機械 の稼働に伴う地下 水の水位への影響は生
じないと考えられる。
資 材 及 び機 械 の運 搬 に用 いる車 両 の運 行 に伴 う地
下水の水位への影響は生じないと考えられる。
造 成 工 事 及 び施 設 の設 置 等 に伴 う働 に伴 う地 下 水
の水位への影響はほとんど生じないと考えられる。

表 3.1-7(2) 環境影響評価の項目の選定理由（土地又は工作物の存在・供用）
影響要因の区分
最終処分場の存在

環境要素の区分

選定項目の分類・根拠等

地下水の水位

□

廃棄物の埋立て

－

－

廃棄物の搬入

－

－
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最終 処分 場の存在 により地 下 水の涵養 量及 び流向
が変わることにより、地下水の水位への影響が考えら
れる。
廃 棄 物 の埋 立てに伴 う地下水 の水 位 への影響 は生
じないと考えられる。
廃 棄 物 の搬 入 に伴 う地 下 水 の水 位 への影 響 は生 じ
ないと考えられる。

(7) 地形・地質
対象事業実施区域内に重要な地形・地質が存在しないことから、調査、予測及び評価を行
わない項目とした。
(8) 動物
表 3.1-8(1) 環境影響評価の項目の選定理由（工事による影響）
影響要因の区分

環境要素の区分

選定項目の分類・根拠等

建設機械の稼働

－

－

資 材 及 び機 械 の運 搬 に用
いる車両の運行

－

－

造成 工 事 及び施 設の設置
等

重要な動物種及び注目す
べき生息地

○

建 設 機 械 の稼 働 に伴 う重 要 な動 物 種 等 への影 響
は、「造 成 工 事 及 び施 設 の設 置 等 」に伴 う影 響 に包
含されると考えられる。
資 材 及 び機 械 の運 搬 に用 いる車 両 の運 行 に伴 う重
要 な動 物 種 等 への影 響 は、「造 成 工 事 及 び施 設 の
設置等」に伴う影響に包含されると考えられる。
造成工事等に伴い重要な動物種等への影響が考え
られる。

表 3.1-8(2) 環境影響評価の項目の選定理由（存在・供用による影響）
影響要因の区分

環境要素の区分
重要な動物種及び注目す
べき生息地
重要な動物種及び注目す
べき生息地

最終処分場の存在
廃棄物の埋立て
廃棄物の搬入

－

選定項目の分類・根拠等
○
○
－

最終処分場の存在に伴い重要な動物種等への影響
が考えられる。
廃棄物の埋立てに伴い重要な動物種等への影響が
考えられる。
廃棄物の搬入に伴い重要な動物種等への影響は生
じないと考えられる。

(9) 植物
表 3.1-9(1) 環境影響評価の項目の選定理由（工事による影響）
影響要因の区分
建設機械の稼働
資 材 及 び機 械 の運 搬 に用
いる車両の運行
造成 工 事 及び施 設の設置
等

環境要素の区分

選定項目の分類・根拠等

－

－

－

－

重 要 な植 物 種 及 び群 落 と
その生育地

○

建設機 械の稼働 に伴 う重 要 な植物種 等への影 響は
生じないと考えられる。
資 材 及 び機 械 の運 搬 に用 いる車 両 の運 行 に伴 う重
要な植物種等への影響は生じないと考えられる。
造成工事等に伴い重要な植物種等への影響が考え
られる。

表 3.1-9(2) 環境影響評価の項目の選定理由（存在・供用による影響）
影響要因の区分
最終処分場の存在
廃棄物の埋立て
廃棄物の搬入

環境要素の区分
重 要 な植 物 種 及 び群 落 と
その生育地
重 要 な植 物 種 及 び群 落 と
その生育地
－

選定項目の分類・根拠等
○
○
－
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最終処分場の存在に伴い重要な植物種等への影響
が考えられる。
廃棄物の埋立てに伴い重要な植物種等への影響が
考えられる。
廃棄物 の搬 入に伴う重要な植物種 等への影 響は生
じないと考えられる。

(10) 生態系
表 3.1-10(1) 環境影響評価の項目の選定理由（工事による影響）
影響要因の区分

環境要素の区分

選定項目の分類・根拠等

建設機械の稼働

－

－

資 材 及 び機 械 の運 搬 に用
いる車両の運行

－

－

造成 工 事 及び施 設の設置
等

地域を特徴づける生態系

○

建設機械の稼働に伴う生態系への影響は、「造成工
事 及 び施 設 の設 置 等 」に伴 う影 響 に包 含 されると考
えられる。
資 材 及 び機 械 の運 搬 に用 いる車 両 の運 行 に伴 う生
態系への影響は、「造成工事及び施設の設置等」に
伴う影響に包含されると考えられる。
造成工事 等に伴 い地 域を特 徴づける生 態系への影
響が考えられる。

表 3.1-10(2) 環境影響評価の項目の選定理由（存在・供用による影響）
影響要因の区分

環境要素の区分

選定項目の分類・根拠等

最終処分場の存在

地域を特徴づける生態系

○

廃棄物の埋立て

地域を特徴づける生態系

○

－

－

廃棄物の搬入

最終処分場の存 在に伴い地 域を特徴づける生態 系
への影響が考えられる。
廃 棄 物 の埋 立てに伴 い地 域を特 徴 づける生 態 系 へ
の影響が考えられる。
廃棄物の埋立てに伴う地域を特徴づける生態系への
影響は生じないと考えられる。

(11) 景観
対象事業実施区域内に主要な眺望点や注目すべき景観資源は存在しない。また、対象事
業実施区域を眺望点できる主要な眺望点も周辺に分布していないことから、調査、予測及び
評価を行わない項目とした。
(12) 人と自然との触れ合い活動の場
対象事業実施区域内に主要な人と自然との触れ合い活動の場は存在しない。また、周辺
の主要な人と自然との触れ合い活動の場は、対象事業実施区域から離れて位置しており、景
観的な影響もないことから、調査、予測及び評価を行わない項目とした。
(13) 廃棄物等
表 3.1-11(1) 環境影響評価の項目の選定理由（工事による影響）
影響要因の区分
建設機械の稼働
資 材 及 び機 械 の運 搬 に用
いる車両の運行
造成 工 事 及び施 設の設置
等

環境要素の区分

選定項目の分類・根拠等

－

－

－

－

建設工事に伴う副産物

○
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建設機械の稼働に伴う廃棄物等の発生はほとんどな
いと考えられる。
資 材 及 び機 械 の運 搬 に用 いる車 両 の運 行 に伴 う廃
棄物等の発生はほとんどないと考えられる。
造 成 工 事 等 により建 設 工 事 に伴 う副 産 物 が発 生 す
る。

表 3.1-11(2) 環境影響評価の項目の選定理由（存在・供用による影響）
影響要因の区分

環境要素の区分

選定項目の分類・根拠等

最終処分場の存在

－

－

廃棄物の埋立て

－

－

廃棄物の搬入

－

－

最終処分場の存在に伴う廃棄物等の発生はほとんど
ないと考えられる。
廃棄物の埋立てに伴う廃棄物等の発生はほとんどな
いと考えられる。
廃棄物の搬入に伴う廃棄物等の発生はほとんどない
と考えられる。

(14) 温室効果ガス
表 3.1-12(1) 環境影響評価の項目の選定理由（工事による影響）
影響要因の区分

環境要素の区分

建設機械の稼働
資 材 及 び機 械 の運 搬 に用
いる車両の運行
造成 工 事 及び施 設の設置
等

選定項目の分類・根拠等

－

－

－

－

－

－

建設機械の稼働に伴う温室効果ガスの発生はほとん
どないと考えられる。
資 材 及 び機 械 の運 搬 に用 いる車 両 の運 行 に伴 う温
室効果ガスの発生はほとんどないと考えられる。
造 成 工 事 及 び施 設 の設 置 等に伴 う温 室 効 果 ガスの
発生はほとんどないと考えられる。

表 3.1-12（2） 環境影響評価の項目の選定理由（存在・供用による影響）
影響要因の区分

環境要素の区分

最終処分場の存在
廃棄物の埋立て

選定項目の分類・根拠等

－

－

メタン

□

－

－

廃棄物の搬入

最 終 処 分 場 の存 在 に伴 う温 室 効 果 ガスの発 生 はな
いと考えられる。
埋 立 てた廃 棄 物 の分 解 に伴 いメタンが発 生 すること
が考えられる。
廃棄物の搬入に伴う温室効果ガスの発生はほとんど
ないと考えられる。

(15) 一般環境中の放射性物質
対象事業実施区域における空間放射線量率の測定値は、新潟県内の通常時の測定値の
範囲内であること及び放射性物質に汚染された廃棄物の搬入・埋立ては行わないことから、
調査、予測及び評価は行わない項目とした。
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3.2 調査、予測及び評価の手法の選定
3.2.1 大気質
(1) 窒素酸化物
1) 建設機械の稼働
ア 調査の手法
建設機械の稼働に係る窒素酸化物の調査の手法は、表 3.2-1 に示すとおりとする。

表 3.2-1 建設機械の稼働に係る窒素酸化物の調査の手法
調査の手法
1．調査する情報
（1） 二酸化窒素の濃度の状況

選定理由
・環境基準項目である。
・建設機械の稼働により窒素酸化物が排出される。

（2） 気象の状況
風向、風速、気温、湿度、日射量、雲量
2．調査の基本的な手法
（1） 二酸化窒素の濃度の状況
ア 既存資料調査
一般環境大気測定局測定結果の整理・解析
イ 現地調査
二酸化窒素に係る環境基準に規定する二酸化窒素の濃
度の測定の方法
（2） 気象の状況
ア 既存資料調査
地域気象観測所の測定結果の整理・解析
イ 現地調査
施設管理用の気象データの整理・解析
3．調査地域
対象事業実施区域及びその周辺の区域約 1km の範囲。

・二酸化窒素の予測計算に使用する。
・一般環境大気測定局では、過去からの観測結果が蓄積さ
れており、対象事業実施区域周辺における二酸化窒素の
状況が把握できる。
・「二酸化窒素に係る環境基準」（昭和 53 年環境庁告示第 38
号）に定められた方法である。

・地域気象観測所では、過去からの観測結果が蓄積されて
おり、対象事業実施区域周辺における気象の状況が把握
できる。
・低煙源のため、拡散は近隣にとどまると想定する。
・近隣集落を含む範囲とする。
・「廃棄物処理施設生活環境影響調査指針」（平成 18 年、環
境省）では、煙突排出ガスの調査範囲について、煙突実体
高 10m の時の調査対象範囲を煙源より半径 1km と例示して
いる。建設機械についても、大気拡散上の煙源であることか
らこれを参考とする。

4．調査地点
（1） 二酸化窒素の濃度の状況
ア 既存資料調査
近隣の一般環境大気測定局（長岡工業高校局、柏崎局）
（図 2-1.3）
イ 現地調査
対象事業実施区域の近隣集落 1 地点
（出雲崎町稲川地内 図 3.2-1）
（2） 気象の状況
ア 既存資料調査
近隣の地域気象観測所（寺泊観測所、長岡観測所、柏崎
観測所）（図 2.1-1）
イ 現地調査
対象事業実施区域内（図 3.2-1）
5．調査期間等
（1） 二酸化窒素の濃度の状況
ア 既存資料調査
最近の 5 年間
イ 現地調査
四季各 1 回 それぞれ 1 週間
（2） 気象の状況
ア 既存資料調査
最近の 5 年間
イ 現地調査
最近の 1 年間

・対象事業実施区域の南東約 16km に一般環境大気測定局
長岡工業高校局、南西約 20km に一般環境大気測定局柏
崎局が設置されている。（表 2.1-3、図 2.1-3）
・近隣集落の大気の状況を代表出来る地点である。

・近隣の地域気象観測所として、対象事業実施区域周辺の
北北東約 17km に寺泊観測所、東南東約 15km に長岡観測
所、南西約 22km に柏崎観測所が存在する。
・対象事業実施区域内での観測地点である。

・近年の経年変化の傾向を把握できる。
・季節変動、日変動を把握できる。

・近年の気象の現況を把握できる。
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イ 予測の手法
建設機械の稼働に係る窒素酸化物の予測の手法は、表 3.2-2 に示すとおりとする。

表 3.2-2 建設機械の稼働に係る窒素酸化物の予測の手法
予測の手法
1．予測する情報
建設機械の排出ガスによる二酸化窒素の濃度

選定理由
・建設機械の排出ガス中の窒素酸化物により、周辺地域に対
し影響を及ぼすおそれがある。

2．予測の基本的な手法
建設機械の排出ガスによる影響について、年間の平均的
な影響を予測する長期平均濃度予測を行う。気象の状況
を類型化し、拡散モデルによる定量的な予測を行う。
(1)予測手法
ア． 予測式
建設機械の排出ガスによる影響について、拡散モデル
（拡散計算式）による長期平均濃度の予測を行う。なお、
拡散モデルはプルーム式、パフ式を使用する。
イ． バックグラウンド濃度
拡散計算によって得た窒素酸化物濃度とバックグラウンド
濃度を重合して将来濃度を予測する。
ウ． 二酸化窒素への変換
窒素酸化物の将来予測濃度を二酸化窒素濃度に変換す
る。なお、二酸化窒素への変換は統計モデル（大気中の
窒素酸化物と二酸化窒素の実測濃度を用いて、両者の関
係を統計的に求める方法）を使用する。
(2)予測条件
ア． 排出源条件
工事計画に基づき、使用する建設機械を把握し、建設機
械ごとの排出原単位を既存資料により設定する。
イ． 気象条件
対象事業実施区域内の最近の 1 年間の気象の観測結果
を、風向、風速、大気安定度別に類型化する。なお、気象
条件は、異常年検定を行ったものを使用する。

・大気拡散計算の標準的な手法である。（「新潟県環境影響
評価技術指針」（平成 12 年）、「廃棄物処理施設生活環境
影響調査指針」（平成 18 年、環境省）等）

・「道路環境影響評価の技術手法（平成 24 年度版）」（平成
25 年、国土交通省 国土政策総合研究所・（独）土木研究
所）に採用された標準的な手法である。

・排出原単位は、「道路環境影響評価の技術手法（平成 24
年度版）」（平成 25 年、国土交通省 国土政策総合研究所・
（独）土木研究所）等に示される手法による。
・大気安定度の解析に必要な日射量、雲量は、最も近い観
測局である新潟地方気象台の観測結果を使用する。
・対象事業実施区域周辺において、大規模な開発計画等は
なく、予測対象時期までに、窒素酸化物濃度に大幅な変動
はないと考えられる。

ウ． バックグラウンド濃度
現地調査結果の平均値を使用する。
(3)予測結果の整理
ア． 最大着地濃度
最大着地濃度とその出現位置を図示（単独寄与濃度）
イ． 等濃度分布
予測地域内の等濃度線を図示（単独寄与濃度）
ウ． 将来予測濃度
予測地点における将来予測濃度を表示
3．予測地域
調査地域である対象事業実施区域及びその周辺の区域
約 1km の範囲とする。
4．予測地点
対象事業実施区域敷地境界のうち近接民家側の 1 地点と
する。
5．予測対象時期
建設機械の最大稼働時とし、工事計画から窒素酸化物排
出量が最も大きくなると想定される期間を抽出する。

・窒素酸化物による環境影響が最も大きくなると予測される地
点を把握できる。
・予測地域内の濃度の分布を把握できる。
なお、ア．とイ．は同一の図に示す。
・予測地点における二酸化窒素の将来予測濃度を示すこと
によって、予測地点における予測結果が明らかになる。
・影響を及ぼすおそれのある範囲として設定した調査地域と
同様とする。
・近接民家側の敷地境界のうち、寄与濃度が最も大きくなる
地点とする。
・年平均値で評価するため、建設機械の稼働による影響の
最も大きいと想定される期間を抽出する。
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ウ 評価の手法
建設機械の稼働に係る窒素酸化物の評価の手法は、表 3.2-3 に示すとおりとする。

表 3.2-3 建設機械の稼働に係る窒素酸化物の評価の手法
評価の手法
１． 実行可能な範囲の回避・低減に係る評価
・建設機械の稼働に係る大気環境への影響について、事
業計画で設定する環境配慮対策踏まえて、予測を行っ
た結果、環境影響が実行可能な範囲内でできる限り回
避され、又は低減されているかどうかを評価する。
・具体的には、環境配慮対策の実施の有無の比較により、
事業者として実行可能な範囲内でできる限りのことをして
いるかどうかの見解を示し、これらを踏まえた予測の結
果、環境影響が回避され、又は低減されているかどうか
を評価する。
２． 国、県、関係市町の施策による基準又は目標との整合
性に係る評価
評価は、二酸化窒素に係る環境基準との整合性（長期的
評価）を検討することにより行う。
・予測の結果得られる「年平均値」の「日平均値の年間
98％値」への換算は、最寄りの一般環境大気測定局の
「年平均値」と「日平均値の年間 98％値」との関係式を導
き、この関係式を用いて算定することにより行う。
・評価は、日平均値の年間 98％値と二酸化窒素に係る環
境基準を比較する環境基準の長期的評価として行う。
・二酸化窒素に係る環境基準：1 時間値の 1 日平均値が、
0.04ppm 以下であること。

選定理由
・事業計画に基づく環境配慮対策を踏まえた予測の結果、
環境影響が回避され、又は低減されているかを判断する。

・大気環境への影響の低減に効果があるか、また、効果を得
るための対策の選択が文献的に、又は類似事例等からみ
て適正であるかどうかについて、事業者の見解を示す。

・「大気汚染に係る環境基準について」（昭和 48 年環大企
143 号）に示される長期的評価方法である。

2) 資材及び機械の運搬に用いる車両の運行
ア 調査の手法
資材及び機械の運搬に用いる車両（以下、工事用車両）の運行に係る窒素酸化物の調査の手法は、
表 3.2-4 に示すとおりとする。

表 3.2-4 工事用車両の運行に係る窒素酸化物の調査の手法
調査の手法
1．調査する情報
（1） 二酸化窒素の濃度の状況

選定理由
・環境基準項目である。
・工事用車両より排出される。

（2） 気象の状況
風向・風速、気温、湿度、日射量、雲量
2．調査の基本的な手法
（1） 二酸化窒素の濃度の状況
ア 既存資料調査
一般環境大気測定局の測定結果の整理・解析
イ 現地調査
二酸化窒素に係る環境基準に規定する二酸化窒素の濃
度の測定の方法
（2） 気象の状況
ア 既存資料調査
地域気象観測所の測定結果の整理・解析
イ 現地調査
施設管理用の気象データの整理・解析
3．調査地域
工事用車両の主要走行路沿道とする。

・二酸化窒素の予測計算に使用する。
・一般環境大気測定局では、過去からの観測結果が蓄積さ
れており、対象事業実施区域周辺における二酸化窒素の
状況が把握できる。
・「二酸化窒素に係る環境基準」（昭和 53 年環境庁告示第 38
号）に定められた方法である。

・地域気象観測所では、過去からの観測結果が蓄積されて
おり、対象事業実施区域周辺における気象の状況が把握
できる。
・工事用車両が集中する対象事業実施区域周辺の走行路の
沿道とする。
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調査の手法
4．調査地点
（1） 二酸化窒素の濃度の状況
ア 既存資料調査
近隣の一般環境大気測定局（長岡工業高校局、柏崎局）
（図 2-1.3）
イ 現地調査
工事用車両の主要走行路のうち住居地域に近い 1 地点
（出雲崎町稲川地内 図 3.2-1）

選定理由

・対象事業実施区域の南東約 16km に一般環境大気測定局
長岡工業高校局、南西約 20km に一般環境大気測定局柏
崎局が設置されている。（表 2.1-3、図 2.1-3）
・影響を及ぼすおそれのある地点である。

（2） 気象の状況
ア 既存資料調査
近隣の地域気象観測所（寺泊観測所、長岡観測所、柏崎
観測所）（図 2.1-1）
イ 現地調査
対象事業実施区域内（図 3.2-1）
5．調査期間等
（1） 二酸化窒素の濃度の状況
ア 既存資料調査
最近の 5 年間
イ 現地調査
四季各 1 回 それぞれ 1 週間

・近隣の地域気象観測所として、対象事業実施区域周辺の
北北東約 17km に寺泊観測所、東南東約 15km に長岡観測
所、南西約 22km に柏崎観測所が存在する。

（2） 気象の状況
ア 既存資料調査
最近の 5 年間
イ 現地調査
最近の 1 年間

・近年の気象の現況を把握できる。

・対象事業実施区域内での観測地点である。

・近年の経年変化の傾向を把握できる。
・季節変動、日変動を把握できる。

イ 予測の手法
工事用車両の運行に係る窒素酸化物の予測の手法は、表 3.2-5 に示すとおりとする。

表 3.2-5 工事用車両の運行に係る窒素酸化物の予測の手法
予測の手法
1．予測する情報
二酸化窒素の濃度
2．予測の基本的な手法
工事用車両の走行に伴う排出ガスによる影響について、
年間の平均的な影響を予測する長期平均濃度予測を行
う。気象の状況を類型化し、拡散モデルによる定量的な予
測を行う。
(1)予測手法
ア．予測式
工事用車両の走行による影響について、拡散モデル（拡
散計算式）による長期平均濃度の予測を行う。なお、拡散
モデルは、プルーム式、パフ式を使用する。
イ． バックグラウンド濃度
拡散計算によって得た工事用車両による窒素酸化物濃度
と一般交通による窒素酸化物濃度をバックグラウンド濃度
と重合して将来濃度を予測する。
ウ． 二酸化窒素への変換
窒素酸化物の将来予測濃度を二酸化窒素濃度に変換す
る。なお、二酸化窒素への変換式は統計モデル（大気中
の窒素酸化物と二酸化窒素の実測濃度を用いて、両者の
関係を統計的に求める方法）を使用する。

選定理由
・工事用車両の排出ガスにより、走行路沿道の地域に対して
影響を及ぼすおそれがある。

・道路沿道大気質の予測の標準的な手法である。（「道路環
境影響評価の技術手法（平成 24 年度版）」（平成 25 年、国
土交通省 国土政策総合研究所・（独）土木研究所）等）

・「道路環境影響評価の技術手法（平成 24 年度版）」（平成
25 年、国土交通省 国土政策総合研究所・（独）土木研究
所）に採用された標準的な手法である。
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予測の手法
(2)予測条件
ア． 排出源条件
・工事計画に基づき、工事用車両台数を把握し、排出負
荷の最も大きい時点を予測対象時期として設定する。
・一般交通量は道路交通騒音・振動調査の 24 時間観測
値等を使用する。
・道路構造は騒音調査時に測定したデータを用いる。
・大型車、小型車の区分による排出原単位を既存資料に
より把握する。
イ． 気象条件
・対象事業実施区域内の最近の 1 年間の気象の観測結
果を風向、風速別に類型化する。なお、気象条件は、異
常年検定を行ったものを使用する。
ウ． バックグラウンド濃度
・現地調査結果の平均値を使用する。
(3)予測結果の整理解析
ア． 将来予測濃度
予測地点における将来予測濃度を表示
3．予測地域
工事用車両の主要走行路沿道とする。
4．予測地点
工事用車両の主要走行路沿道のうち、集落に近い 1 地点
とする。
5．予測対象時期等
工事用車両台数の最大時とする。

選定理由
・排出負荷の最も大きい時期が環境影響の最も大きい時期
である。
・排出原単位は、「道路環境影響評価の技術手法（平成 24
年度版）」（平成 25 年、国土交通省 国土政策総合研究所・
（独）土木研究所）等信頼性の高い資料に基づくものを採用
する。

・対象事業実施区域及びその周辺の区域の気象を代表する
と考えられる。
・対象事業実施区域周辺において、大規模な開発計画等は
なく、予測対象時期までに窒素酸化物濃度に大幅な変動
はないと考えられる。
・予測地点における二酸化窒素の将来予測濃度を示すこと
で、予測地点における予測結果が明らかになる。
・影響を及ぼすおそれのある地域として設定した調査地域と
同様とする。
・影響を及ぼすおそれのある地域として設定した調査地点と
同様とする。
・工事用車両の走行による影響の最も大きい期間である。

ウ 評価の手法
工事用車両の運行に係る窒素酸化物の評価の手法は、表 3.2-6 に示すとおりとする。

表 3.2-6 工事用車両の運行に係る窒素酸化物の評価の手法
評価の手法
１． 実行可能な範囲の回避・低減に係る評価
・工事用車両の走行による大気環境への影響について、
事業計画において設定した環境配慮対策を踏まえて、
予測を行った結果、環境影響が実行可能な範囲内でで
きる限り回避され、又は低減されているかどうかを評価す
る。
・具体的には、環境配慮対策の実施の有無の比較により、
事業者として実行可能な範囲内でできる限りのことをして
いるかどうかの見解を示し、これらを踏まえた予測の結
果、環境影響が回避され、又は低減されているかどうか
を評価する。
２． 国、県、関係市町の施策による基準又は目標との整合
性に係る評価
評価は、二酸化窒素に係る環境基準との整合性（長期的
評価）を検討することにより行う。
・予測の結果得られる「年平均値」の「日平均値の年間
98％値」への換算は、最寄りの一般環境大気測定局の
「年平均値」と「日平均値の年間 98％値」との関係式を導
き、この関係式を用いて算定することにより行う。
・評価は、日平均値の年間 98％値と二酸化窒素に係る環
境基準を比較する環境基準の長期的評価として行う。
・二酸化窒素に係る環境基準：1 時間値の 1 日平均値が、
0.04ppm 以下であること。

選定理由
・事業計画に基づく環境配慮対策を踏まえた予測の結果、
環境影響が回避され、又は低減されているかを判断する。

・大気環境への影響の低減に効果があるか、また、効果を得
るための対策の選択が文献的に、又は類似事例等からみ
て適正であるかどうかについて、事業者の見解を示す。

・「大気汚染に係る環境基準について」（昭和 48 年環大企
143 号）に示される長期的評価方法である。

・「道路環境影響評価の技術手法（平成 24 年度版）」（平成
25 年、国土交通省 国土政策総合研究所・（独）土木研究
所）に採用された標準的な手法である。
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図 3.2-1

大気質調査地点位置図
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3) 廃棄物の埋立て
ア 調査の手法
廃棄物の埋立てに係る窒素酸化物の調査の手法は、表 3.2-7 に示すとおりとする。

表 3.2-7 廃棄物の埋立てに係る窒素酸化物の調査の手法
調査の手法
1．調査する情報
（1） 二酸化窒素の濃度の状況

選定理由
・環境基準項目である。
・埋立用の作業機械より排出される。

（2） 気象の状況
風向・風速、気温、湿度、日射量、雲量
2．調査の基本的な手法
（1） 二酸化窒素の濃度の状況
ア 既存資料調査
一般環境大気測定局測定結果の整理・解析
イ 現地調査
二酸化窒素に係る環境基準に規定する二酸化窒素の濃
度の測定の方法
（2） 気象の状況
ア 既存資料調査
地域気象観測所の測定結果の整理・解析
イ 現地調査
施設管理用の気象データの整理・解析
3．調査地域
対象事業実施区域及びその周辺の区域約 1km の範囲。

4．調査地点
（1） 二酸化窒素の濃度の状況
ア 既存資料調査
近隣の一般環境大気測定局（図 2-1.3）
イ 現地調査
対象事業実施区域の近隣集落 1 地点
（出雲崎町稲川地内 図 3.2-1）

・一般環境大気測定局では、過去からの観測結果が蓄積さ
れており、対象事業実施区域周辺における二酸化窒素の
状況が把握できる。
・「二酸化窒素に係る環境基準」（昭和 53 年環境庁告示第 38
号）に定められた方法である。

・地域気象観測所では、過去からの観測結果が蓄積されて
おり、対象事業実施区域周辺における気象の状況が把握
できる。

・低煙源のため、拡散は近隣にとどまると想定する。
・近隣集落を含む範囲とする。
・「廃棄物処理施設生活環境影響調査指針」（平成 18 年、環
境省）では、煙突排出ガスの調査範囲について、煙突実体
高 10m の時の調査対象範囲を煙源より半径 1km と例示して
いる。埋立作業機械についても大気拡散上の煙源であるこ
とから、これを参考とする。
・対象事業実施区域の南東約 16km に一般環境大気測定局
長岡工業高校局、南西約 20km に一般環境大気測定局柏
崎局が設置されている。（表 2.1-3、図 2.1-3）
・近隣集落の大気の状況を代表出来る地点である。

（2） 気象の状況
ア 既存資料調査
近隣の地域気象観測所（寺泊観測所、長岡観測所、柏崎
観測所）（図 2.1-1）
イ 現地調査
対象事業実施区域内（図 3.2-1）
5．調査期間等
（1） 二酸化窒素の濃度の状況
ア 既存資料調査
最近の 5 年間
イ 現地調査
四季各 1 回 それぞれ 1 週間
（2） 気象の状況
ア 既存資料調査
最近の 5 年間
イ 現地調査
最近の 1 年間

・二酸化窒素の予測計算に使用する。

・近隣の地域気象観測所として、対象事業実施区域周辺の
北北東約 17km に寺泊観測所、東南東約 15km に長岡観測
所、南西約 22km に柏崎観測所が存在する。
・対象事業実施区域内での観測地点である。

・近年の経年変化の傾向を把握できる。
・季節変動、日変動を把握できる。

・近年の気象の現況を把握できる。
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イ 予測の手法
廃棄物の埋立てに係る窒素酸化物の予測の手法は、表 3.2-8 に示すとおりとする。

表 3.2-8 廃棄物の埋立てに係る窒素酸化物の予測の手法
予測の手法
1．予測する情報
埋立作業機械の排出ガスによる二酸化窒素の濃度

選定理由
・埋立作業機械の排出ガスにより、周辺地域に対し影響を及
ぼすおそれがある。

2．予測の基本的な手法
埋立作業機械の排出ガスによる影響について、年間の平
均的な影響を予測する長期平均濃度予測を行う。気象の
状況を類型化し、拡散モデルによる定量的な予測を行う。
(1)予測手法
ア． 予測式
埋立作業機械の排出ガスによる影響について、拡散モデ
ル（拡散計算式）による長期平均濃度の予測を行う。な
お、拡散モデルはプルーム式、パフ式を使用する。
イ． バックグラウンド濃度
拡散計算によって得た窒素酸化物濃度とバックグラウンド
濃度を重合して将来濃度を予測する。
ウ． 二酸化窒素への変換
窒素酸化物の将来予測濃度を二酸化窒素濃度に変換す
る。なお、二酸化窒素への変換は統計モデル（大気中の
窒素酸化物と二酸化窒素の実測濃度を用いて、両者の関
係を統計的に求める方法）を使用する。
(2)予測条件
ア． 排出源条件
事業計画に基づき、使用する埋立作業機械を把握し、埋
立作業機械ごとの排出原単位を既存資料により設定す
る。
イ． 気象条件
対象事業実施区域内の最近の 1 年間の気象の観測結果
を、風向、風速、大気安定度別に類型化する。なお、気象
条件は、異常年検定を行ったものを使用する。
ウ． バックグラウンド濃度
現地調査結果の平均値を使用する。
(3)予測結果の整理
ア．最大着地濃度
最大着地濃度とその出現位置を図示（単独寄与濃度）

・大気拡散計算の標準的な手法である。（「新潟県環境影響
評価技術指針」（平成 12 年）、「廃棄物処理施設生活環境
影響調査指針」（平成 18 年、環境省）等）

・「道路環境影響評価の技術手法（平成 24 年度版）」（平成
25 年、国土交通省 国土政策総合研究所・（独）土木研究
所）に採用された標準的な手法である。

・排出原単位は、「道路環境影響評価の技術手法（平成 24
年度版）」（平成 25 年、国土交通省 国土政策総合研究所・
（独）土木研究所）等に示される手法による。
・大気安定度の解析に必要な日射量、雲量は、最も近い観
測局である新潟地方気象台の観測結果を使用する。
・対象事業実施区域周辺において、大規模な開発計画等は
なく、予測対象時期までに、窒素酸化物濃度に大幅な変動
はないと考えられる。

・窒素酸化物による環境影響が最も大きくなると予測される地
点を把握できる。

イ．等濃度分布
予測地域内の等濃度線を図示（単独寄与濃度）

・予測地域内の濃度の分布を把握できる。なお、ア．とイ．は
同一の図に示す。

ウ．将来予測濃度
予測地点における将来予測濃度を表示

・予測地点での二酸化窒素の将来予測濃度を示すことによ
って、予測地点における予測結果が明らかになる。

3．予測地域
調査地域である対象事業実施区域及びその周辺の区域
約 1km の範囲とする。
4．予測地点
対象事業実施区域敷地境界のうち近接民家側の 1 地点と
する。
5．予測対象時期
埋立作業機械が定常的に稼働する時点とする。

・影響を及ぼすおそれのある範囲として設定した調査地域と
同様とする。
・近接民家側の敷地境界のうち、寄与濃度が最も大きくなる
地点とする。
・施設の稼働が安定した時点である。
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ウ 評価の手法
廃棄物の埋立てに係る窒素酸化物の評価の手法は、表 3.2-9 に示すとおりとする。

表 3.2-9 廃棄物の埋立てに係る窒素酸化物の評価の手法
評価の手法
１． 実行可能な範囲の回避・低減に係る評価
・埋立作業機械の稼働に伴う大気環境への影響につい
て、事業計画で設定する環境配慮対策を踏まえて、予測
を行った結果、環境影響が実行可能な範囲内でできる
限り回避され、又は低減されているかどうかを評価する。
・具体的には、環境配慮対策の実施の有無の比較により、
事業者として実行可能な範囲内でできる限りのことをして
いるかどうかの見解を示し、これらを踏まえた予測の結
果、環境影響が回避され、又は低減されているかどうか
を評価する。
２． 国、県、関係市町の施策による基準又は目標との整合
性に係る評価
評価は、二酸化窒素に係る環境基準との整合性（長期的
評価）を検討することにより行う。
・予測の結果得られる「年平均値」の「日平均値の年間
98％値」への換算は、最寄りの一般環境大気測定局の
「年平均値」と「日平均値の年間 98％値」との関係式を導
き、この関係式を用いて算定することにより行う。
・評価は、日平均値の年間 98％値と二酸化窒素に係る環
境基準を比較する環境基準の長期的評価として行う。
・二酸化窒素に係る環境基準：1 時間値の 1 日平均値が、
0.04ppm 以下であること。

選定理由
・事業計画に基づく環境配慮対策を踏まえた予測の結果、
環境影響が回避され、又は低減されているかを判断する。

・大気環境への影響の低減に効果があるか、また、効果を得
るための対策の選択が文献的に、又は類似事例等からみ
て適正であるかどうかについて、事業者の見解を示す。

・「大気汚染に係る環境基準について」（昭和 48 年、環大企
143 号）に示される長期的評価方法である。

4) 廃棄物の搬入
ア 調査の手法
廃棄物の搬入に係る車両（以下、廃棄物運搬車両）の走行に係る窒素酸化物の調査の手法は、表
3.2-10 に示すとおりとする。

表 3.2-10 廃棄物の搬入に係る窒素酸化物の調査の手法
調査の手法
1．調査する情報
（1） 二酸化窒素の濃度の状況

選定理由
・環境基準項目である。
・廃棄物運搬車両より排出される。

（2） 気象の状況
風向・風速、気温、湿度、日射量、雲量
2．調査の基本的な手法
（1） 二酸化窒素の濃度の状況
ア 既存資料調査
一般環境大気測定局の測定結果の整理・解析
イ 現地調査
二酸化窒素に係る環境基準に規定する二酸化窒素の濃
度の測定の方法
（2） 気象の状況
ア 既存資料調査
地域気象観測所の測定結果の整理・解析
イ 現地調査
施設管理用の気象データの整理・解析

・二酸化窒素の予測計算に使用する。

・一般環境大気測定局では、過去からの観測結果が蓄積さ
れており、対象事業実施区域周辺における二酸化窒素の
状況が把握できる。
・「二酸化窒素に係る環境基準」（昭和 53 年環境庁告示第 38
号）に定められた方法である。
・地域気象観測所では、過去からの観測結果が蓄積されて
おり、対象事業実施区域周辺における気象の状況が把握
できる。
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調査の手法
3．調査地域
廃棄物運搬車両の主要走行路沿道とする。
4．調査地点
（1） 二酸化窒素の濃度の状況
ア 既存資料調査
近隣の一般環境大気測定局（長岡工業高校局、柏崎局）
（図 2-1.3）
イ 現地調査
廃棄物運搬車両の主要走行路のうち住居地域に近い 1
地点（出雲崎町稲川地内 図 3.2-1）

選定理由
・廃棄物運搬車両が集中する対象事業実施区域周辺の走
行路の沿道とする。
・対象事業実施区域の南東約 16km に一般環境大気測定局
長岡工業高校局、南西約 20km に一般環境大気測定局柏
崎局が設置されている。（表 2.1-3、図 2.1-3）
・影響を及ぼすおそれのある地点である。

・近隣の地域気象観測所として、対象事業実施区域周辺の
北北東約 17km に寺泊観測所、東南東約 15km に長岡観測
所、南西約 22km に柏崎観測所が存在する。

（2） 気象の状況
ア 既存資料調査
近隣の地域気象観測所
イ 現地調査
対象事業実施区域内（図 3.2-1）
5．調査期間等
（1） 二酸化窒素の濃度の状況
ア 既存資料調査
最近の 5 年間
イ 現地調査
四季各 1 回 それぞれ 1 週間

・対象事業実施区域内での観測地点である。

・近年の経年変化の傾向を把握できる。
・季節変動、日変動を把握できる。

・近年の気象の現況を把握できる。

（2） 気象の状況
ア 既存資料調査
最近の 5 年間
イ 現地調査
最近の 1 年間

イ 予測の手法
廃棄物の搬入に係る窒素酸化物の予測の手法は、表 3.2-11 に示すとおりとする。

表 3.2-11 廃棄物の搬入に係る窒素酸化物の予測の手法
予測の手法
1．予測する情報
二酸化窒素の濃度
2．予測の基本的な手法
廃棄物運搬車両の走行に伴う排出ガスによる影響につい
て、年間の平均的な影響を予測する長期平均濃度予測を
行う。気象の状況を類型化し、拡散モデルによる定量的な
予測を行う。
(1)予測手法
ア．予測式
廃棄物運搬車両の走行による影響について、拡散モデル
（拡散計算式）による長期平均濃度の予測を行う。なお、
拡散モデルは、プルーム式、パフ式を使用する。
イ． バックグラウンド濃度
拡散計算によって得た工事用車両による窒素酸化物濃度
と一般交通による窒素酸化物濃度をバックグラウンド濃度
と重合して将来濃度を予測する。
ウ． 二酸化窒素への変換
窒素酸化物の将来予測濃度を二酸化窒素濃度に変換す
る。なお、二酸化窒素への変換式は統計モデル（大気中
の窒素酸化物と二酸化窒素の実測濃度を用いて、両者の
関係を統計的に求める方法）を使用する。

選定理由
・廃棄物運搬車両の排出ガスにより、走行路沿道の地域に対
して影響を及ぼすおそれがある。

・道路沿道大気質の予測の標準的な手法である。（「道路環
境影響評価の技術手法（平成 24 年度版）」（平成 25 年、国
土交通省 国土政策総合研究所・（独）土木研究所）等）

・「道路環境影響評価の技術手法（平成 24 年度版）」（平成
25 年、国土交通省 国土政策総合研究所・（独）土木研究
所）に採用された標準的な手法である。
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予測の手法
(2)予測条件
ア． 排出源条件
・事業計画に基づき、廃棄物運搬車両の平均的な走行台
数を把握し、予測対象時期として設定する。
・一般交通量は道路交通騒音・振動調査の 24 時間観測
値等を使用する。
・道路構造は騒音調査時に測定したデータを用いる。
・大型車、小型車の区分による排出原単位を既存資料に
より把握する。
イ． 気象条件
・対象事業実施区域内の最近の 1 年間の気象の観測結
果を風向、風速別に類型化する。なお、気象条件は、異
常年検定を行ったものを使用する。
ウ． バックグラウンド濃度
・現地調査結果の平均値を使用する。
(3)予測結果の整理解析
ア． 将来予測濃度
予測地点における将来予測濃度を表示
3．予測地域
廃棄物運搬車両の主要走行路沿道とする。
4．予測地点
廃棄物運搬車両の主要走行路沿道のうち、集落に近い 1
地点とする。
5．予測対象時期
施設の稼働が定常状態となる時期の 1 年間とする。

選定理由
・排出負荷の最も大きい時期が環境影響の最も大きい時期
である。
・排出原単位は、「道路環境影響評価の技術手法（平成 24
年度版）」（平成 25 年、国土交通省 国土政策総合研究所・
（独）土木研究所）等信頼性の高い資料に基づくものを採用
する。

・対象事業実施区域及びその周辺の区域の気象を代表する
と考えられる。
・対象事業実施区域周辺において、大規模な開発計画等は
なく、予測対象時期までに窒素酸化物濃度に大幅な変動
はないと考えられる。
・予測地点における二酸化窒素の将来予測濃度を示すこと
で、予測地点における予測結果が明らかになる。
・影響を及ぼすおそれのある地域として設定した調査地域と
同様とする。
・影響を及ぼすおそれのある地域として設定した調査地点と
同様とする。
・通常の操業状態となる時点を想定する。

ウ 評価の手法
廃棄物の搬入に係る窒素酸化物の評価の手法は、表 3.2-12 に示すとおりとする。

表 3.2-12 廃棄物の搬入に係る窒素酸化物の評価の手法
評価の手法
１． 実行可能な範囲の回避・低減に係る評価
・廃棄物運搬車両の走行による大気環境への影響につい
て、事業計画において設定した環境配慮対策を踏まえ
て、予測を行った結果、環境影響が実行可能な範囲内
でできる限り回避され、又は低減されているかどうかを評
価する。
・具体的には、環境配慮対策の実施の有無の比較により、
事業者として実行可能な範囲内でできる限りのことをして
いるかどうかの見解を示し、これらを踏まえた予測の結
果、環境影響が回避され、又は低減されているかどうか
を評価する。
２． 国、県、関係市町の施策による基準又は目標との整合
性に係る評価
評価は、二酸化窒素に係る環境基準との整合性（長期的
評価）を検討することにより行う。
・予測の結果得られる「年平均値」の「日平均値の年間
98％値」への換算は、最寄りの一般環境大気測定局の
「年平均値」と「日平均値の年間 98％値」との関係式を導
き、この関係式を用いて算定することにより行う。
・評価は、日平均値の年間 98％値と二酸化窒素に係る環
境基準を比較する環境基準の長期的評価として行う。
・二酸化窒素に係る環境基準：1 時間値の 1 日平均値が、
0.04ppm 以下であること。

選定理由
・事業計画に基づく環境配慮対策を踏まえた予測の結果、
環境影響が回避され、又は低減されているかを判断する。

・大気環境への影響の低減に効果があるか、また、効果を得
るための対策の選択が文献的に、又は類似事例等からみ
て適正であるかどうかについて、事業者の見解を示す。

・「大気汚染に係る環境基準について」（昭和 48 年環大企
143 号）に示される長期的評価方法である。
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(2) 粉じん等
1) 建設機械の稼働に係る浮遊粒子状物質
ア 調査の手法
建設機械の稼働に係る浮遊粒子状物質の調査手法は表 3.2-13 に示すとおりとする。

表 3.2-13 建設機械の稼働に係る浮遊粒子状物質の調査の手法
調査の手法
1．調査する情報
（1） 浮遊粒子状物質の濃度の状況
浮遊粒子状物質
（2） 気象の状況
風向、風速、気温、湿度、日射量、雲量
2．調査の基本的な手法
（1） 浮遊粒子状物質の濃度の状況
ア 既存資料調査
一般環境大気測定局測定結果の整理・解析
イ 現地調査
大気の汚染に係る環境基準に規定する浮遊粒子状物質
の濃度の測定の方法
（2） 気象の状況
ア 既存資料調査
地域気象観測所の測定結果の整理・解析
イ 現地調査
施設管理用の気象データの整理・解析
3．調査地域
対象事業実施区域及びその周辺の区域約 1km の範囲。

4．調査地点
（1） 浮遊粒子状物質の濃度の状況
ア 既存資料調査
近隣の一般環境大気測定局（長岡工業高校局、柏崎局）
（図 2-1.3）
イ 現地調査
対象事業実施区域の近隣集落 1 地点
（出雲崎町稲川地内 図 3.2-1）
（2） 気象の状況
ア 既存資料調査
近隣の地域気象観測所（寺泊観測所、長岡観測所、柏崎
観測所）（図 2.1-1）
イ 現地調査
対象事業実施区域内（図 3.2-1）
5．調査期間等
（1） 浮遊粒子状物質の濃度の状況
ア 既存資料調査
最近の 5 年間
イ 現地調査
四季各 1 回 それぞれ 1 週間
（2） 気象の状況
ア 既存資料調査
最近の 5 年間
イ 現地調査
最近の１年間

選定理由
・環境基準項目である。
・建設機械の稼働により浮遊粒子状物質が排出される。
・浮遊粒子状物質の予測計算に使用する。
・一般環境大気測定局では、過去からの観測結果が蓄積さ
れており、対象事業実施区域及びその周辺の区域の状況
が把握できる。
・「大気汚染に係るに係る環境基準」（昭和 48 年環境庁告示
第 25 号）に定められた方法である。

・地域気象観測所では、過去からの観測結果が蓄積されて
おり、対象事業実施区域及びその周辺の気象の状況が把
握できる。
・低煙源のため、拡散は近隣にとどまると想定する。
・近隣集落を含む範囲とする。
・「廃棄物処理施設生活環境影響調査指針」（平成 18 年、環
境省）では、煙突排出ガスの調査範囲について、煙突実体
高 10m の時の調査対象範囲を煙源より半径 1km と例示して
いる。建設機械についても、大気拡散上の煙源であることか
らこれを参考とする。

・対象事業実施区域の南東約 16km に一般環境大気測定局
長岡工業高校局、南西約 20km に一般環境大気測定局柏
崎局が設置されている。（表 2.1-3、図 2.1-3）
・近隣集落の大気の状況を代表出来る地点である。
・近隣の地域気象観測所として、対象事業実施区域周辺の
北北東約 17km に寺泊観測所、東南東約 15km に長岡観測
所、南西約 22km に柏崎観測所が存在する。
・対象事業実施区域内での観測地点である。

・近年の経年変化の傾向を把握できる。
・季節変動、日変動を把握できる。

・近年の気象の現況を把握できる。
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イ 予測の手法
建設機械の稼働に係る浮遊粒子状物質の予測の手法は、表 3.2-14 に示すとおりとする。

表 3.2-14 建設機械の稼働に係る浮遊粒子状物質の予測の手法
予測の手法
1．予測する情報
建設機械の排出ガスによる浮遊粒子状物質の濃度

選定理由
・建設機械の排出ガス中の浮遊粒子状物質により、周辺地
域に対し影響を及ぼすおそれがある。

2．予測の基本的な手法
建設機械の排出ガスによる影響について、年間の平均的
な影響を予測する長期平均濃度予測を行う。気象の状況
を類型化し、拡散モデルによる定量的な予測を行う。
(1)予測手法
ア． 予測式
建設機械の排出ガスによる影響について、拡散モデル
（拡散計算式）による長期平均濃度の予測を行う。なお、
拡散モデルはプルーム式、パフ式を使用する。
イ． バックグラウンド濃度
拡散計算によって得た浮遊粒子状物質濃度とバックグラウ
ンド濃度を重合して将来濃度を予測する。
(2)予測条件
ア． 排出源条件
工事計画に基づき、使用する建設機械を把握し、建設機
械ごとの排出原単位を既存資料により設定する。
イ． 気象条件
対象事業実施区域内の最近の 1 年間の気象の観測結果
を、風向、風速、大気安定度別に類型化する。なお、気象
条件は、異常年検定を行ったものを使用する。

・大気拡散計算の標準的な手法である。（「新潟県環境影響
評価技術指針」（平成 12 年）、「廃棄物処理施設生活環境
影響調査指針」（平成 18 年、環境省）等）

・排出原単位は、「道路環境影響評価の技術手法（平成 24
年度版）」（平成 25 年、国土交通省 国土政策総合研究所・
（独）土木研究所）等に示される手法による。
・大気安定度の解析に必要な日射量、雲量は、最も近い観
測局である新潟地方気象台の観測結果を使用する。

・対象事業実施区域周辺において、大規模な開発計画等は
なく、予測対象時期までに、浮遊粒子状物質濃度に大幅な
変動はないと考えられる。

ウ． バックグラウンド濃度
現地調査結果の平均値を使用する。
(3)予測結果の整理
ア． 最大着地濃度
最大着地濃度とその出現位置を図示（単独寄与濃度）
イ． 等濃度分布
予測地域内の等濃度線を図示（単独寄与濃度）
ウ． 将来予測濃度
予測地点における将来予測濃度を表示
3．予測地域
調査地域である対象事業実施区域及びその周辺の区域
約 1km の範囲とする。
4．予測地点
対象事業実施区域敷地境界のうち近接民家側の 1 地点と
する。
5．予測対象時期
建設機械の最大稼働時とし、工事計画から浮遊粒子状物
質排出量が最も大きくなると想定される期間を抽出する。

・浮遊粒子状物質による環境影響が最も大きくなると予測さ
れる地点を把握できる。
・予測地域内の濃度の分布を把握できる。
なお、ア．とイ．は同一の図に示す。
・予測地点における浮遊粒子状物質の将来予測濃度を示す
ことによって、予測地点における予測結果が明らかになる。

・影響を及ぼすおそれのある範囲として設定した調査地域と
同様とする。
・近接民家側の敷地境界のうち、寄与濃度が最も大きくなる
地点とする。
・年平均値で評価するため、建設機械の稼働による影響の
最も大きいと想定される期間を抽出する。
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ウ 評価の手法
建設機械の稼働に係る浮遊粒子状物質の評価の手法は、表 3.2-15 に示すとおりとする。

表 3.2-15 建設機械の稼働に係る浮遊粒子状物質の評価の手法
評価の手法
１． 実行可能な範囲の回避・低減に係る評価
・建設機械の稼働に伴う大気環境への影響について、事
業計画で設定する環境配慮対策踏まえて、予測を行っ
た結果、環境影響が実行可能な範囲内でできる限り回
避され、又は低減されているかどうかを評価する。
・具体的には、環境配慮対策の実施の有無の比較により、
事業者として実行可能な範囲内でできる限りのことをして
いるかどうかの見解を示し、これらを踏まえた予測の結
果、環境影響が回避され、又は低減されているかどうか
を評価する。
２． 国、県、関係市町の施策による基準又は目標との整合
性に係る評価
評価は、浮遊粒子状物質に係る環境基準との整合性（長
期的評価）を検討することにより行う。
・予測の結果得られる「年平均値」の「日平均値の年間
2％除外値」への換算は、最寄りの一般環境大気測定局
の「年平均値」と「日平均値の年間 2％除外値」との関係
式を導き、この関係式を用いて算定することにより行う。
・評価は、日平均値の年間 2％除外値と浮遊粒子状物質
に係る環境基準を比較する環境基準の長期的評価とし
て行う。
・浮遊粒子状物質に係る環境基準：1 時間値の 1 日平均
値が 0.10mg/m3 以下であること。

選定理由
・事業計画に基づく環境配慮対策を踏まえた予測の結果、
環境影響が回避され、又は低減されているかを判断する。

・大気環境への影響の低減に効果があるか、また、効果を得
るための対策の選択が文献的に、又は類似事例等からみ
て適正であるかどうかについて、事業者の見解を示す。

・「大気汚染に係る環境基準について」（昭和 48 年環大企
143 号）に示される長期的評価方法である。
・「道路環境影響評価の技術手法（平成 24 年度版）」（平成
25 年、国土交通省 国土政策総合研究所・（独）土木研究
所）に採用された標準的な手法である。

2) 建設機械の稼働に係る粉じん（降下ばいじん）
ア 調査の手法
建設機械の稼働に係る粉じん（降下ばいじん）の調査の手法は表 3.2-16 に示すとおりとする。

表 3.2-16 建設機械の稼働に係る（降下ばいじん）の調査の手法
調査の手法
1．調査する情報
（1） 粉じんの状況
降下ばいじん
（2） 気象の状況
風向・風速
2．調査の基本的な手法
（1） 粉じんの状況
ア 現地調査
ダストジャーによる捕集方法

選定理由
・「廃棄物処理施設生活環境影響調査指針」（平成 18 年、環
境省）に示される粉じんの調査項目である。
・粉じんの飛散の予測に使用する。
・「廃棄物処理施設生活環境影響調査指針」（平成 18 年、環
境省）に示される調査方法である。

（2） 気象の状況
ア 既存資料調査
地域気象観測所の測定結果の整理・解析
イ 現地調査
施設管理用の気象データの整理・解析
3．調査地域
対象事業実施区域及びその周辺の区域約 1km の範囲。

・地域気象観測所では、過去からの観測結果が蓄積されて
おり、対象事業実施区域及びその周辺の区域の気象の状
況が把握できる。

・近隣集落を含む範囲とする。
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調査の手法
4．調査地点
（1） 粉じんの状況
ア 現地調査
対象事業実施区域敷地境界付近 1 地点（図 3.2-1）

選定理由

・土砂の巻き上げ等による粉じん（降下ばいじん）の発生源の
近接地点である。

（2） 気象の状況
ア 既存資料調査
近隣の地域気象観測所（寺泊観測所、長岡観測所、柏崎
観測所）（図 2.1-1）
イ 現地調査
対象事業実施区域内（図 3.2-1）
5．調査期間等
（1） 粉じんの状況
ア 現地調査
四季各 1 回 それぞれ 30 日間
（2） 気象の状況
ア 既存資料調査
最近の 5 年間
イ 現地調査
最近の１年間

・近隣の地域気象観測所として、対象事業実施区域周辺の
北北東約 17km に寺泊観測所、東南東約 15km に長岡観測
所、南西約 22km に柏崎観測所が存在する。
・対象事業実施区域内での観測地点である。

・季節変動を把握できる。

・近年の気象の現況を把握できる。

イ 予測の手法
建設機械の稼働に係る粉じん（降下ばいじん）の予測の手法は、表 3.2-17 に示すとおりとする。

表 3.2-17 建設機械の稼働に係る粉じん（降下ばいじん）の予測の手法
予測の手法
1．予測する情報
工事の施工に伴う粉じん（降下ばいじん）量

選定理由
・対象事業実施区域における工事の施工に伴い、粉じん（降
下ばいじん）の飛散が想定される。

2．予測の基本的な手法
工事の施工による影響について、季節別降下ばいじん量
の予測を行う。風向・風速の状況を類型化し、降下ばいじ
ん量を求めるための経験式により定量的な予測を行う。
(1)予測手法
ア．予測式
工事の施工に伴う降下ばいじん量について、経験式によ
り予測を行う。
イ．季節別降下ばいじん量
計算によって得られた風向別降下ばいじん量に季節別風
向出現割合を乗じて、全風向について足しあわせることに
よって季節別降下ばいじん量を予測する。
(2)予測条件
ア．発生源条件
・工事計画に基づき、工事の種別の発生原単位を既存資
料により把握する。

・「道路環境影響評価の技術手法（平成 24 年度版）」（平成
25 年、国土交通省 国土政策総合研究所・（独）土木研究
所）に採用された標準的な手法である。

・発生原単位は、「道路環境影響評価の技術手法（平成 24
年度版）」（平成 25 年、国土交通省 国土政策総合研究所・
（独）土木研究所）等信頼性の高い資料に基づくものを採用
する。

イ．気象条件
・対象事業実施区域の最近 1 年間の観測結果を、工事実
施時間帯における季節別風向出現割合、季節別平均風
速に類型化する。なお、気象条件は、異常年検定を行っ
たものを使用する。
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予測の手法
(3)予測結果の整理
ア．季節別降下ばいじん量
予測地点における季節別降下ばいじん量予測結果を表示
3．予測地域
対象事業実施区域及びその周辺の区域約 1km の範囲と
する。
4．予測地点
対象事業実施区域敷地境界のうち近接民家側の 1 地点と
する。
5．予測対象時期等
粉じんの発生が最大となる時点とする。

選定理由

・予測地点での降下ばいじん量を示すことによって、予測結
果が明らかになる。
・影響を及ぼすおそれのある範囲として設定した調査地域と
同様とする。
・近接民家側の敷地境界のうち、寄与濃度が最も大きくなる
地点とする。
・工事計画等より、粉じんの発生量が最も大きくなる時期を抽
出する。

ウ 評価の手法
建設機械の稼働に係る粉じん（降下ばいじん）の評価の手法は、表 3.2-18 に示すとおりとする。

表 3.2-18 建設機械の稼働に係る粉じん（降下ばいじん）の評価の手法
評価の手法
１． 実行可能な範囲の回避・低減に係る評価
・工事に伴う粉じんの影響について、事業計画で設定する
環境配慮対策踏まえて、予測を行った結果、環境影響
が実行可能な範囲内でできる限り回避され、又は低減さ
れているかどうかを評価する。
・具体的には、環境配慮対策の実施の有無の比較により、
事業者として実行可能な範囲内でできる限りのことをして
いるかどうかの見解を示し、これらを踏まえた予測の結
果、環境影響が回避され、又は低減されているかどうか
を評価する。
２． 国、県、関係市町の施策による基準又は目標との整合
性に係る評価
評価は、粉じんに関する環境保全目標との整合性を検討
することにより行う。
・環境保全目標は、スパイクタイヤ粉じんにおける生活環
境の保全が必要な地域の指標を参考とした 20t/km2/月
とする。

選定理由
・事業計画に基づく環境配慮対策を踏まえた予測の結果、
環境影響が回避され、又は低減されているかを判断する。

・大気環境への影響の低減に効果があるか、また、効果を得
るための対策の選択が文献的に、又は類似事例等からみ
て適正であるかどうかについて、事業者の見解を示す。

・「道路環境影響評価の技術手法（平成 24 年度版）」（平成
25 年、国土交通省 国土政策総合研究所・（独）土木研究
所）に示される評価手法である。
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3) 工事用車両の運行に係る浮遊粒子状物質
ア 調査の手法
工事用車両の運行に係る浮遊粒子状物質の調査の手法は、表 3.2-19 に示すとおりとする。

表 3.2-19 工事用車両の運行に係る浮遊粒子状物質の調査の手法
調査の手法
1．調査する情報
（1） 浮遊粒子状物質の濃度の状況
浮遊粒子状物質
（2） 気象の状況
風向、風速、気温、湿度、日射量、雲量
2．調査の基本的な手法
（1） 浮遊粒子状物質の濃度の状況
ア 既存資料調査
一般環境大気測定局の測定結果の整理・解析
イ 現地調査
大気の汚染に係る環境基準に規定する浮遊粒子状物質
の濃度の測定の方法

選定理由
・環境基準項目である。
・工事用車両より排出される。
・浮遊粒子状物質の予測計算に使用する。

・一般環境大気測定局では、過去からの観測結果が蓄積さ
れており、対象事業実施区域周辺における浮遊粒子状物
質の濃度の状況が把握できる。
・「大気汚染に係るに係る環境基準」（昭和 48 年環境庁告示
第 25 号）に定められた方法である。

（2） 気象の状況
ア 既存資料調査
地域気象観測所の測定結果の整理・解析
イ 現地調査
施設管理用の気象データの整理・解析
3．調査地域
工事用車両の主要走行路沿道とする。
4．調査地点
（1） 浮遊粒子状物質の濃度の状況
ア 既存資料調査
近隣の一般環境大気測定局（長岡工業高校局、柏崎局）
（図 2-1.3）
イ 現地調査
工事用車両の主要走行路のうち住居地域に近い 1 地点
（出雲崎町稲川地内 図 3.2-1）

・地域気象観測所では、過去からの観測結果が蓄積されて
おり、対象事業実施区域周辺における気象の状況が把握
できる。

（2） 気象の状況
ア 既存資料調査
近隣の地域気象観測所（寺泊観測所、長岡観測所、柏崎
観測所）（図 2.1-1）
イ 現地調査
対象事業実施区域内（図 3.2-1）
5．調査期間等
（1） 浮遊粒子状物質の濃度の状況
ア 既存資料調査
最近の 5 年間
イ 現地調査
四季各 1 回 それぞれ 1 週間

・近隣の地域気象観測所として、対象事業実施区域周辺の
北北東約 17km に寺泊観測所、東南東約 15km に長岡観測
所、南西約 22km に柏崎観測所が存在する。

（2） 気象の状況
ア 既存資料調査
最近の 5 年間
イ 現地調査
最近の 1 年間

・近年の気象の現況を把握できる。

・工事用車両が集中する対象事業実施区域周辺の走行路の
沿道とする。

・対象事業実施区域の南東約 16km に一般環境大気測定局
長岡工業高校局、南西約 20km に一般環境大気測定局柏
崎局が設置されている。（表 2.1-3、図 2.1-3）
・影響を及ぼすおそれのある地点である。

・対象事業実施区域内での観測地点である。

・近年の経年変化の傾向を把握できる。
・季節変動、日変動を把握できる。
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イ 予測の手法
工事用車両の運行に係る浮遊粒子状物質の予測の手法は、表 3.2-20 に示すとおりとする。

表 3.2-20 工事用車両の運行に係る浮遊粒子状物質の予測の手法
予測の手法
1．予測する情報
浮遊粒子状物質の濃度
2．予測の基本的な手法
工事用車両の走行に係る排出ガスによる影響について、
年間の平均的な影響を予測する長期平均濃度予測を行
う。気象の状況を類型化し、拡散モデルによる定量的な予
測を行う。
(1)予測手法
ア．予測式
工事用車両の走行による影響について、拡散モデル（拡
散計算式）による長期平均濃度の予測を行う。なお、拡散
モデルは、プルーム式、パフ式を使用する。
イ． バックグラウンド濃度
拡散計算によって得た工事用車両による浮遊粒子状物質
と一般交通による浮遊粒子状物質濃度をバックグラウンド
濃度と重合して将来濃度を予測する。
(2)予測条件
ア． 排出源条件
・工事計画に基づき、工事用車両台数を把握し、排出負
荷の最も大きい時点を予測対象時期として設定する。
・一般交通量は道路交通騒音・振動調査の 24 時間観測
値等を使用する。
・道路構造は騒音調査時に測定したデータを用いる。
・大型車、小型車の区分による排出原単位を既存資料に
より把握する。
イ． 気象条件
・対象事業実施区域内の最近の 1 年間の気象の観測結
果を風向、風速別に類型化する。なお、気象条件は、異
常年検定を行ったものを使用する。
ウ． バックグラウンド濃度
・現地調査結果の平均値を使用する。
(3)予測結果の整理解析
ア． 将来予測濃度
予測地点における将来予測濃度を表示
3．予測地域
工事用車両の主要走行路沿道とする。

選定理由
・工事用車両の排出ガスにより、走行路沿道の地域に対して
影響を及ぼすおそれがある。

・道路沿道大気質の予測の標準的な手法である。（「道路環
境影響評価の技術手法（平成 24 年度版）」（平成 25 年、国
土交通省 国土政策総合研究所・（独）土木研究所）等）

・排出負荷の最も大きい時期が環境影響の最も大きい時期
である。
・排出原単位は、「道路環境影響評価の技術手法（平成 24
年度版）」（平成 25 年、国土交通省 国土政策総合研究所・
（独）土木研究所）等信頼性の高い資料に基づくものを採用
する。

・対象事業実施区域及びその周辺の区域の気象を代表する
と考えられる。
・対象事業実施区域周辺において、大規模な開発計画等は
なく、予測対象時期までに浮遊粒子状物質濃度に大幅な
変動はないと考えられる。
・予測地点における浮遊粒子状物質の将来予測濃度を示す
ことで、予測地点における予測結果が明らかになる。
・影響を及ぼすおそれのある地域として設定した調査地域と
同様とする。

4．予測地点
工事用車両の主要走行路沿道のうち、集落に近い 1 地点
とする。
5．予測対象時期等
工事用車両台数の最大時とする。

・影響を及ぼすおそれのある地点として設定した調査地点と
同様とする。
・工事用車両の走行による影響の最も大きい期間である。
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ウ 評価の手法
工事用車両の運行に係る浮遊粒子状物質の評価の手法は、表 3.2-21 に示すとおりとする。

表 3.2-21 工事用車両の運行に係る浮遊粒子状物質の評価の手法
評価の手法
１． 実行可能な範囲の回避・低減に係る評価
・工事用車両の走行による大気環境への影響について、
事業計画において設定した環境配慮対策を踏まえて、
予測を行った結果、環境影響が実行可能な範囲内でで
きる限り回避され、又は低減されているかどうかを評価す
る。
・具体的には、環境配慮対策の実施の有無の比較により、
事業者として実行可能な範囲内でできる限りのことをして
いるかどうかの見解を示し、これらを踏まえた予測の結
果、環境影響が回避され、又は低減されているかどうか
を評価する。
２． 国、県、関係市町の施策による基準又は目標との整合
性に係る評価
評価は、浮遊粒子状物質に係る環境基準との整合性（長
期的評価）を検討することにより行う。
・予測の結果得られる年平均値から年間 98％値への換算
は、統計モデル（浮遊粒子状物質の年平均値と年間 2％
除外値の関係を統計的に求める方法）を使用する。
・評価は、日平均値の年間 2％除外値と浮遊粒子状物質
に係る環境基準を比較することによって行う。
・浮遊粒子状物質に係る環境基準：1 時間値の 1 日平均
値が 0.10mg/m3 以下であること。

選定理由
・事業計画に基づく環境配慮対策を踏まえた予測の結果、
環境影響が回避され、又は低減されているかを判断する。

・大気環境への影響の低減に効果があるか、また、効果を得
るための対策の選択が文献的に、又は類似事例等からみ
て適正であるかどうかについて、事業者の見解を示す。

・環境基準の評価方法である。
・「道路環境影響評価の技術手法（平成 24 年度版）」（平成
25 年、国土交通省 国土政策総合研究所・（独）土木研究
所）に採用された標準的な手法である。

4) 廃棄物の埋立てに係る浮遊粒子状物質
ア 調査の手法
廃棄物の埋立における埋立作業機械の稼働に係る浮遊粒子状物質の調査手法は表 3.2-22 に示
すとおりとする。

表 3.2-22 廃棄物の埋立てに係る浮遊粒子状物質の調査の手法
調査の手法
1．調査する情報
（1） 浮遊粒子状物質の濃度の状況
浮遊粒子状物質
（2） 気象の状況
風向、風速、気温、湿度、日射量、雲量
2．調査の基本的な手法
（1） 浮遊粒子状物質の濃度の状況
ア 既存資料調査
一般環境大気測定局測定結果の整理・解析
イ 現地調査
大気の汚染に係る環境基準に規定する浮遊粒子状物質
の濃度の測定の方法
（2） 気象の状況
ア 既存資料調査
地域気象観測所の測定結果の整理・解析
イ 現地調査
施設管理用の気象データの整理・解析

選定理由
・環境基準項目である。
・埋立作業機械の稼働により浮遊粒子状物質が排出される。
・浮遊粒子状物質の予測計算に使用する。
・一般環境大気測定局では、過去からの観測結果が蓄積さ
れており、対象事業実施区域及びその周辺の区域の状況
が把握できる。
・「大気汚染に係るに係る環境基準」（昭和 48 年環境庁告示
第 25 号）に定められた方法である。
・地域気象観測所では、過去からの観測結果が蓄積されて
おり、対象事業実施区域及びその周辺の気象の状況が把
握できる。
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調査の手法
3．調査地域
対象事業実施区域及びその周辺の区域約 1km の範囲。

4．調査地点
（1） 浮遊粒子状物質の濃度の状況
ア 既存資料調査
近隣の一般環境大気測定局（長岡工業高校局、柏崎局）
（図 2-1.3）
イ 現地調査
対象事業実施区域の近隣集落 1 地点
（出雲崎町稲川地内 図 3.2-1）
（2） 気象の状況
ア 既存資料調査
近隣の地域気象観測所（寺泊観測所、長岡観測所、柏崎
観測所）（図 2.1-1）
イ 現地調査
対象事業実施区域内（図 3.2-1）
5．調査期間等
（1） 浮遊粒子状物質の濃度の状況
ア 既存資料調査
最近の 5 年間
イ 現地調査
四季各 1 回 それぞれ 1 週間
（2） 気象の状況
ア 既存資料調査
最近の 5 年間
イ 現地調査
最近の１年間

選定理由
・低煙源のため、拡散は近隣にとどまると想定する。
・近隣集落を含む範囲とする。
・「廃棄物処理施設生活環境影響調査指針」（平成 18 年、環
境省）では、煙突排出ガスの調査範囲について、煙突実体
高 10m の時の調査対象範囲を煙源より半径 1km と例示して
いる。埋立作業機械についても、大気拡散上の煙源である
ことからこれを参考とする。

・対象事業実施区域の南東約 16km に一般環境大気測定局
長岡工業高校局、南西約 20km に一般環境大気測定局柏
崎局が設置されている。（表 2.1-3、図 2.1-3）
・近隣集落の大気の状況を代表出来る地点である。

・近隣の地域気象観測所として、対象事業実施区域周辺の
北北東約 17km に寺泊観測所、東南東約 15km に長岡観測
所、南西約 22km に柏崎観測所が存在する。

・対象事業実施区域内での観測地点である。

・近年の経年変化の傾向を把握できる。
・季節変動、日変動を把握できる。

・近年の気象の現況を把握できる。

イ 予測の手法
埋立作業機械の稼働に係る浮遊粒子状物質の予測の手法は、表 3.2-23 に示すとおりとする。

表 3.2-23 廃棄物の埋立てに係る浮遊粒子状物質の予測の手法
予測の手法
1．予測する情報
埋立作業機械の排出ガスによる浮遊粒子状物質の濃度

選定理由
・埋立作業機械の排出ガス中の浮遊粒子状物質により、周
辺地域に対し影響を及ぼすおそれがある。

2．予測の基本的な手法
埋立作業機械の排出ガスによる影響について、年間の平
均的な影響を予測する長期平均濃度予測を行う。気象の
状況を類型化し、拡散モデルによる定量的な予測を行う。
(1)予測手法
ア． 予測式
埋立作業機械の排出ガスによる影響について、拡散モデ
ル（拡散計算式）による長期平均濃度の予測を行う。な
お、拡散モデルはプルーム式、パフ式を使用する。
イ． バックグラウンド濃度
拡散計算によって得た浮遊粒子状物質濃度とバックグラウ
ンド濃度を重合して将来濃度を予測する。

・大気拡散計算の標準的な手法である。（「新潟県環境影響
評価技術指針」（平成 12 年）、「廃棄物処理施設生活環境
影響調査指針」（平成 18 年、環境省）等）
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予測の手法
(2)予測条件
ア． 排出源条件
事業計画に基づき、使用する埋立作業機械を把握し、埋
立作業機械ごとの排出原単位を既存資料により設定する。
イ． 気象条件
対象事業実施区域内の最近の 1 年間の気象の観測結果
を、風向、風速、大気安定度別に類型化する。なお、気象
条件は、異常年検定を行ったものを使用する。
ウ． バックグラウンド濃度
現地調査結果の平均値を使用する。
(3)予測結果の整理
ア． 最大着地濃度
最大着地濃度とその出現位置を図示（単独寄与濃度）
イ． 等濃度分布
予測地域内の等濃度線を図示（単独寄与濃度）
ウ． 将来予測濃度
予測地点における将来予測濃度を表示
3．予測地域
調査地域である対象事業実施区域及びその周辺の区域
約 1km の範囲とする。
4．予測地点
対象事業実施区域敷地境界のうち近接民家側の 1 地点と
する。
5．予測対象時期
施設の稼働が定常状態となる時期の 1 年間とする。

選定理由
・排出原単位は、「道路環境影響評価の技術手法（平成 24
年度版）」（平成 25 年、国土交通省 国土政策総合研究所・
（独）土木研究所）等に示される手法による。
・大気安定度の解析に必要な日射量、雲量は、最も近い観
測局である新潟地方気象台の観測結果を使用する。
・対象事業実施区域周辺において、大規模な開発計画等は
なく、予測対象時期までに、浮遊粒子状物質濃度に大幅な
変動はないと考えられる。
・浮遊粒子状物質による環境影響が最も大きくなると予測さ
れる地点を把握できる。
・予測地域内の濃度の分布を把握できる。
なお、ア．とイ．は同一の図に示す。
・予測地点における浮遊粒子状物質の将来予測濃度を示す
ことによって、予測地点における予測結果が明らかになる。
・影響を及ぼすおそれのある範囲として設定した調査地域と
同様とする。
・近接民家側の敷地境界のうち、寄与濃度が最も大きくなる
地点とする。
・通常の操業状態となる時点を想定する。

ウ 評価の手法
埋立作業機械の稼働に係る浮遊粒子状物質の評価の手法は、表 3.2-24 に示すとおりとする。

表 3.2-24 廃棄物の埋立てに係る浮遊粒子状物質の評価の手法
評価の手法
１． 実行可能な範囲の回避・低減に係る評価
・埋立作業機械の稼働に伴う大気環境への影響につい
て、事業計画で設定する環境配慮対策踏まえて、予測を
行った結果、環境影響が実行可能な範囲内でできる限り
回避され、又は低減されているかどうかを評価する。
・具体的には、環境配慮対策の実施の有無の比較により、
事業者として実行可能な範囲内でできる限りのことをして
いるかどうかの見解を示し、これらを踏まえた予測の結
果、環境影響が回避され、又は低減されているかどうか
を評価する。
２． 国、県、関係市町の施策による基準又は目標との整合
性に係る評価
評価は、浮遊粒子状物質に係る環境基準との整合性（長
期的評価）を検討することにより行う。
・予測の結果得られる「年平均値」の「日平均値の年間
2％除外値」への換算は、最寄りの一般環境大気測定局
の「年平均値」と「日平均値の年間 2％除外値」との関係
式を導き、この関係式を用いて算定することにより行う。
・評価は、日平均値の年間 2％除外値と浮遊粒子状物質
に係る環境基準を比較する環境基準の長期的評価とし
て行う。
・浮遊粒子状物質に係る環境基準：1 時間値の 1 日平均
値が 0.10mg/m3 以下であること。

選定理由
・事業計画に基づく環境配慮対策を踏まえた予測の結果、
環境影響が回避され、又は低減されているかを判断する。

・大気環境への影響の低減に効果があるか、また、効果を得
るための対策の選択が文献的に、又は類似事例等からみ
て適正であるかどうかについて、事業者の見解を示す。

・「大気汚染に係る環境基準について」（昭和 48 年環大企
143 号）に示される長期的評価方法である。
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5) 廃棄物の埋立てに係る粉じん（降下ばいじん）
ア 調査の手法
廃棄物の埋立てに係る粉じん（降下ばいじん）の調査の手法は、表 3.2-25 に示すとおりとする。

表 3.2-25 廃棄物の埋立てに係る粉じん（降下ばいじん）の調査の手法
調査の手法
1．調査する情報
（1） 粉じんの状況
降下ばいじん
（2） 気象の状況
風向・風速
2．調査の基本的な手法
（1）降下ばいじんの状況
ア 現地調査
ダストジャーによる捕集方法

選定理由
・「廃棄物処理施設生活環境影響調査指針」（平成 18 年、環
境省）に示される粉じんの調査項目である。
・粉じんの飛散の予測に使用する。
・「廃棄物処理施設生活環境影響調査指針」（平成 18 年、環
境省）に示される調査方法である。

（2） 気象の状況
ア 既存資料調査
地域気象観測所の測定結果の整理・解析
イ 現地調査
施設管理用の気象データの整理・解析
3．調査地域
対象事業実施区域及びその周辺の区域約 1km の範囲。
4．調査地点
（1） 粉じん等の状況
ア 現地調査
対象事業実施区域敷地境界付近 1 地点（図 3.2-1）

・近隣集落を含む範囲とする。

・土砂の巻き上げ等による粉じん（降下ばいじん）の発生源の
近接地点である。

（2） 気象の状況
ア 既存資料調査
近隣の地域気象観測所（寺泊観測所、長岡観測所、柏崎
観測所）（図 2.1-1）
イ 現地調査
対象事業実施区域内（図 3.2-1）
5．調査期間等
（1） 粉じんの状況
ア 現地調査
四季各 1 回 それぞれ 30 日間
（2） 気象の状況
ア 既存資料調査
最近の 5 年間
イ 現地調査
最近の１年間

・地域気象観測所では、過去からの観測結果が蓄積されて
おり、対象事業実施区域及びその周辺の区域の気象の状
況が把握できる。

・近隣の地域気象観測所として、対象事業実施区域周辺の
北北東約 17km に寺泊観測所、東南東約 15km に長岡観測
所、南西約 22km に柏崎観測所が存在する。
・対象事業実施区域内での観測地点である。

・季節変動を把握できる。

・近年の気象の現況を把握できる。
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イ 予測の手法
廃棄物の埋立てに係る粉じん（降下ばいじん）の予測の手法は、表 3.2-26 に示すとおりとする。

表 3.2-26 廃棄物の埋立てに係る粉じん（降下ばいじん）の予測の手法
予測の手法
1．予測する情報
埋立作業機械の稼働等による粉じん（降下ばいじん）量

選定理由
・対象事業実施区域における廃棄物の埋立てに伴い、粉じ
ん（降下ばいじん）の飛散が想定される。

2．予測の基本的な手法
埋立作業機械の稼働等による影響について、季節別降下
ばいじん量の予測を行う。風向・風速の状況を類型化し、
降下ばいじん量を求めるための経験式により定量的な予
測を行う。
(1)予測手法
ア．予測式
廃棄物の埋立に伴う降下ばいじん量について、経験式に
より予測を行う。予測式は経験式を使用する。
イ．季節別降下ばいじん量
計算によって得られた風向別降下ばいじん量に季節別風
向出現割合を乗じて、全風向について足しあわせることに
よって季節別降下ばいじん量を予測する。
(2)予測条件
ア．発生源条件
・廃棄物の埋立てにおける覆土作業について、既存資料
に示される土工事として、発生原単位を把握する。

・「道路環境影響評価の技術手法（平成 24 年度版）」（平成
25 年、国土交通省 国土政策総合研究所・（独）土木研究
所）に採用された標準的な手法である。

・発生原単位は、「道路環境影響評価の技術手法（平成 24
年度版）」（平成 25 年、国土交通省 国土政策総合研究所・
（独）土木研究所）等信頼性の高い資料に基づくものを採用
する。

イ．気象条件
・対象事業実施区域の最近 1 年間の観測結果を、埋立作
業実施時間帯における季節別風向出現割合、季節別平
均風速に類型化する。なお、気象条件は、異常年検定を
行ったものを使用する。
(3)予測結果の整理
ア．季節別降下ばいじん量
予測地点における季節別降下ばいじん量予測結果を表示
3．予測地域
対象事業実施区域及びその周辺の区域約 1km の範囲と
する。
4．予測地点
対象事業実施区域敷地境界のうち近接民家側の 1 地点と
する。
5．予測対象時期
施設の稼働が定常状態となる時期の 1 年間とする。

・予測地点での降下ばいじん量を示すことによって、予測結
果が明らかになる。

・影響を及ぼすおそれのある範囲として設定した調査地域と
同様とする。
・近接民家側の敷地境界のうち、寄与濃度が最も大きくなる
地点とする。
・通常の操業状態となる時点を想定する。
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ウ 評価の手法
廃棄物の埋立てに係る粉じん等の評価の手法は、表 3.2-27 に示すとおりとする。

表 3.2-27 廃棄物の埋立てに係る粉じん（降下ばいじん）の評価の手法
評価の手法
１． 実行可能な範囲の回避・低減に係る評価
・廃棄物の埋立に伴う粉じんの影響について、事業計画
で設定する環境配慮対策踏まえて、予測を行った結果、
環境影響が実行可能な範囲内でできる限り回避され、又
は低減されているかどうかを評価する。
・具体的には、環境配慮対策の実施の有無の比較により、
事業者として実行可能な範囲内でできる限りのことをして
いるかどうかの見解を示し、これらを踏まえた予測の結
果、環境影響が回避され、又は低減されているかどうか
を評価する。
２． 国、県、関係市町の施策による基準又は目標との整合
性に係る評価
評価は、粉じんに関する環境保全目標との整合性を検討
することにより行う。
・環境保全目標は、スパイクタイヤ粉じんにおける生活環
境の保全が必要な地域の指標を参考とした 20t/km2/月
とする。

選定理由
・事業計画に基づく環境配慮対策を踏まえた予測の結果、
環境影響が回避され、又は低減されているかを判断する。

・大気環境への影響の低減に効果があるか、また、効果を得
るための対策の選択が文献的に、又は類似事例等からみ
て適正であるかどうかについて、事業者の見解を示す。

・「道路環境影響評価の技術手法（平成 24 年度版）」（平成
25 年、国土交通省 国土政策総合研究所・（独）土木研究
所）に示される評価手法である。

6) 廃棄物の搬入に係る浮遊粒子状物質
ア 調査の手法
廃棄物の搬入に係る浮遊粒子状物質の調査の手法は、表 3.2-28 に示すとおりとする。

表 3.2-28 廃棄物の搬入に係る浮遊粒子状物質の調査の手法
調査の手法
1．調査する情報
（1） 浮遊粒子状物質の濃度の状況
浮遊粒子状物質
（2） 気象の状況
風向・風速、気温、湿度、日射量、雲量
2．調査の基本的な手法
（1） 浮遊粒子状物質の濃度の状況
ア 既存資料調査
一般環境大気測定局の測定結果の整理・解析
イ 現地調査
大気の汚染に係る環境基準に規定する浮遊粒子状物質
の濃度の測定の方法
（2） 気象の状況
ア 既存資料調査
地域気象観測所の測定結果の整理・解析
イ 現地調査
施設管理用の気象データの整理・解析
3．調査地域
廃棄物運搬車両の主要走行路沿道とする。

選定理由
・環境基準項目である。
・廃棄物運搬車両より排出される。
・浮遊粒子状物質の予測計算に使用する。

・一般環境大気測定局では、過去からの観測結果が蓄積さ
れており、対象事業実施区域周辺における浮遊粒子状物
質の濃度の状況が把握できる。
・「大気汚染に係るに係る環境基準」（昭和 48 年環境庁告示
第 25 号）に定められた方法である。。
・地域気象観測所では、過去からの観測結果が蓄積されて
おり、対象事業実施区域周辺における気象の状況が把握
できる。

・廃棄物運搬車両が集中する対象事業実施区域周辺の走
行路の沿道とする。
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調査の手法
4．調査地点
（1） 浮遊粒子状物質の濃度の状況
ア 既存資料調査
近隣の一般環境大気測定局（長岡工業高校局、柏崎局）
（図 2-1.3）
イ 現地調査
廃棄物運搬車両の主要走行路のうち住居地域に近い 1
地点（出雲崎町稲川地内 図 3.2-1）

選定理由

・対象事業実施区域の南東約 16km に一般環境大気測定局
長岡工業高校局、南西約 20km に一般環境大気測定局柏
崎局が設置されている。（表 2.1-3、図 2.1-3）
・影響を及ぼすおそれのある地点である。

（2） 気象の状況
ア 既存資料調査
近隣の地域気象観測所（寺泊観測所、長岡観測所、柏崎
観測所）（図 2.1-1）
イ 現地調査
対象事業実施区域内（図 3.2-1）
5．調査期間等
（1） 浮遊粒子状物質の濃度の状況
ア 既存資料調査
最近の 5 年間
イ 現地調査
四季各 1 回 それぞれ 1 週間

・近隣の地域気象観測所として、対象事業実施区域周辺の
北北東約 17km に寺泊観測所、東南東約 15km に長岡観測
所、南西約 22km に柏崎観測所が存在する。

（2） 気象の状況
ア 既存資料調査
最近の 5 年間
イ 現地調査
最近の 1 年間

・近年の気象の現況を把握できる。

・対象事業実施区域内での観測地点である。

・近年の経年変化の傾向を把握できる。
・季節変動、日変動を把握できる。

イ 予測の手法
廃棄物の搬入に係る浮遊粒子状物質の予測の手法は、表 3.2-29 に示すとおりとする。

表 3.2-29 廃棄物の搬入に係る浮遊粒子状物質の予測の手法
予測の手法
1．予測する情報
浮遊粒子状物質の濃度
2．予測の基本的な手法
廃棄物運搬車両の走行に伴う排出ガスによる影響につい
て、年間の平均的な影響を予測する長期平均濃度予測を
行う。気象の状況を類型化し、拡散モデルによる定量的な
予測を行う。
(1)予測手法
ア．予測式
廃棄物運搬車両の走行による影響について、拡散モデル
（拡散計算式）による長期平均濃度の予測を行う。なお、
拡散モデルは、プルーム式、パフ式を使用する。
イ． バックグラウンド濃度
拡散計算によって得た廃棄物運搬車両による浮遊粒子状
物質と一般交通による浮遊粒子状物質濃度をバックグラウ
ンド濃度と重合して将来濃度を予測する。

選定理由
・廃棄物運搬車両の排出ガスにより、走行路沿道の地域に対
して影響を及ぼすおそれがある。

・道路沿道大気質の予測の標準的な手法である。（「道路環
境影響評価の技術手法（平成 24 年度版）」（平成 25 年、国
土交通省 国土政策総合研究所・（独）土木研究所）等）
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予測の手法
(2)予測条件
ア． 排出源条件
・事業計画に基づき、廃棄物運搬車両の平均的な走行台
数を把握するし、予測対象時期として設定する。
・一般交通量は道路交通騒音・振動調査の 24 時間観測
値等を使用する。
・道路構造は騒音調査時に測定したデータを用いる。
・大型車、小型車の区分による排出原単位を既存資料に
より把握する。
イ． 気象条件
・対象事業実施区域内の最近の 1 年間の気象の観測結
果を風向、風速別に類型化する。なお、気象条件は、異
常年検定を行ったものを使用する。
ウ． バックグラウンド濃度
・現地調査結果の平均値を使用する。
(3)予測結果の整理解析
ア． 将来予測濃度
予測地点における将来予測濃度を表示
3．予測地域
廃棄物運搬車両の主要走行路沿道とする。
4．予測地点
廃棄物運搬車両の主要走行路沿道のうち、集落に近い 1
地点とする。
5．予測対象時期
施設の稼働が定常状態となる時期の 1 年間とする。

選定理由
・排出負荷の最も大きい時期が環境影響の最も大きい時期
である。
・排出原単位は、「道路環境影響評価の技術手法（平成 24
年度版）」（平成 25 年、国土交通省 国土政策総合研究所・
（独）土木研究所）等信頼性の高い資料に基づくものを採用
する。

・対象事業実施区域及びその周辺の区域の気象を代表する
と考えられる。
・対象事業実施区域周辺において、大規模な開発計画等は
なく、予測対象時期までに窒素酸化物濃度に大幅な変動
はないと考えられる。
・予測地点における浮遊粒子状物質の将来予測濃度を示す
ことで、予測地点における予測結果が明らかになる。
・影響を及ぼすおそれのある地域として設定した調査地域と
同様とする。
・影響を及ぼすおそれのある地域として設定した調査地点と
同様とする。
・通常の操業状態となる時点を想定する。

ウ 評価の手法
廃棄物の搬入に係る浮遊粒子状物質の評価の手法は、表 3.2-30 に示すとおりとする。

表 3.2-30 廃棄物の搬入に係る浮遊粒子状物質の評価の手法
評価の手法
１． 実行可能な範囲の回避・低減に係る評価
・廃棄物運搬車両の走行による大気環境への影響につい
て、事業計画において設定した環境配慮対策を踏まえ
て、予測を行った結果、環境影響が実行可能な範囲内
でできる限り回避され、又は低減されているかどうかを評
価する。
・具体的には、環境配慮対策の実施の有無の比較により、
事業者として実行可能な範囲内でできる限りのことをして
いるかどうかの見解を示し、これらを踏まえた予測の結
果、環境影響が回避され、又は低減されているかどうか
を評価する。
２． 国、県、関係市町の施策による基準又は目標との整合
性に係る評価
評価は、浮遊粒子状物質に係る環境基準との整合性（長
期的評価）を検討することにより行う。
・予測の結果得られる年平均値から年間 98％値への換算
は、統計モデル（浮遊粒子状物質の年平均値と年間 2％
除外値の関係を統計的に求める方法）を使用する。
・評価は、日平均値の年間 2％除外値と浮遊粒子状物質
に係る環境基準を比較することによって行う。
・浮遊粒子状物質に係る環境基準：1 時間値の 1 日平均
値が 0.10mg/m3 以下であること。

選定理由
・事業計画に基づく環境配慮対策を踏まえた予測の結果、
環境影響が回避され、又は低減されているかを判断する。

・大気環境への影響の低減に効果があるか、また、効果を得
るための対策の選択が文献的に、又は類似事例等からみ
て適正であるかどうかについて、事業者の見解を示す。

・「大気汚染に係る環境基準について」（昭和 48 年環大企
143 号）に示される長期的評価方法である。
・「道路環境影響評価の技術手法（平成 24 年度版）」（平成
25 年、国土交通省 国土政策総合研究所・（独）土木研究
所）に採用された標準的な手法である。
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3.2.2 騒音
(1) 建設機械の稼働
1) 調査の手法
建設機械の稼働に係る騒音の調査の手法は、表 3.2-31 に示すとおりとする。

表 3.2-31 建設機械の稼働に係る騒音の調査の手法
調査の手法
1．調査する情報
（1） 騒音の状況
等価騒音レベル、時間率騒音レベル

選定理由

・建設機械の稼働により発生する。
・環境基準は等価騒音レベルで定められている。
・規制基準は時間率騒音レベルで定められている。
・騒音の現状を環境基準、規制基準と比較するため、等価騒
音レベル、時間率騒音レベルを測定する。

（2） 地表面の状況
地表面の種類と形状
2．調査の基本的な手法
（1） 騒音の状況
ア 現地調査
「JIS Z 8731 環境騒音の表示・測定方法」により測定を行
う。
（2） 地表面の状況
ア 既存資料調査
地形図等により、対象事業実施区域及びその周辺の区域
の地表面の状況を把握する。
イ 現地調査
現地踏査により資料情報を補完する。

・音の伝播に影響を及ぼす要素である。

・「騒音に係る環境基準」（平成 10 年環境庁告示 64 号）及び
騒音規制法に定められた測定方法である。

・地形図等の地図は、地表の状況を紙等に表現した資料で
あり、読図により地表の状況を把握できる。
・資料調査を現地踏査で補完する。

3．調査地域
対象事業実施区域及びその周辺の区域約 200m の範囲と
する。
4．調査地点
（1） 騒音の状況
ア 現地調査
対象事業実施区域敷地境界 1 地点とする。
（図 3.2-2）
（2） 地表面の状況
ア 既存資料調査
調査地域内とする。
イ 現地調査
調査地域内とする。
5．調査期間等
（1） 騒音の状況
ア 現地調査
平日 1 日 24 時間（秋季）とする。
（2） 地表面の状況
ア 既存資料調査
最新の資料による。
イ 現地調査
任意の時期とする。

・騒音が及ぶと想定される範囲とする。

・予測、評価地点となる対象事業実施区域境界のうち、近接
民家側の地点とする。
・影響を及ぼすおそれのある範囲内の現況を把握する。

・夏の虫の音、冬の雪の影響を除外できる。

・最近の現況を把握できる。
・季節変動等はないので、任意の時期に行う。
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図 3.2-2

騒音・振動調査地点位置図
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2) 予測の手法
建設機械の稼働に係る騒音の予測の手法は、表 3.2-32 に示すとおりとする。

表 3.2-32 建設機械の稼働に係る騒音の予測の手法
予測の手法
1．予測する情報
・建設機械の稼働による騒音レベル
・対象事業実施区域敷地境界では、時間率騒音レベル

選定理由
・建設機械の稼働に係る騒音については、対象事業実施区
域敷地境界においては時間率騒音レベルによる規制基準
が比較検討対象となる。

2．予測の基本的な手法
建設機械の稼働により発生する建設作業騒音を、騒音の
伝搬理論式による数値計算によって定量的に予測する。
(1)予測手法
ア．予測式
工事計画に基づき、建設機械の配置を設定し、各建設機
械からの騒音を日本音響学会提案の ASJ CN-Model2007
によって算出する。
イ．騒音レベルの合成
予測地点における各建設機械からの騒音レベルを合成し
て、予測地点の合成騒音レベルを求める。
・騒音レベルの合成式
L=10log(10L1/10+10L2/10+・・・10L1/10)
L:予測地点の合成騒音レベル(dB)
(2)予測結果の整理
予測地点の騒音レベルと基準との比較検討のため、予測
結果を整理する。
・敷地境界の予測地点：計算によって得た騒音レベルを
時間率騒音レベルとして扱って、建設機械の稼働による
単独寄与の敷地境界の予測地点における将来時間率
騒音レベルを算定する。
(3)予測条件
ア．発生源条件
・工事計画に基づき、使用する建設機械を把握する。
・建設機械ごとの発生原単位を既存資料により把握する。
イ．バックグラウンド条件
・現地調査結果を使用する。
(4)予測結果の整理
ア．予測結果表
予測地点における騒音レベル予測結果を表示
イ．等音分布図
等音線図による予測地域内の騒音分布を図示
3．予測地域
対象事業実施区域及びその周辺の区域約 200m の範囲と
とする。
4．予測地点
対象事業実施区域敷地境界 1 地点とする。

・「道路環境影響評価の技術手法（平成 24 年度版）」（平成
25 年、国土交通省 国土政策総合研究所・（独）土木研究
所）に採用された標準的な手法である。

・「道路環境影響評価の技術手法（平成 24 年度版）」（平成
25 年、国土交通省 国土政策総合研究所・（独）土木研究
所）に採用された標準的な手法である。

・建設機械が設定したパワーレベルで定常的に移動した場
合の時間率騒音レベルに相当することになる
・発生原単位は、「建設工事に伴う騒音振動対策ハンドブッ
ク」（平成 13 年、（社）日本建設機械化協会）等の信頼性の
高い資料に基づくものを採用する。
・対象事業実施区域及びその周辺の区域の騒音レベルの現
況である。
・予測地点における将来予測騒音レベルを示すことによっ
て、予測地点における予測結果が明らかになる。
・予測地域内の騒音の分布を把握できる。

・影響を及ぼすおそれのある範囲として設定した調査地域と
同様とする。

・敷地境界における騒音レベルを規制基準と比較するため、
現地調査地点と同様とする。

5．予測対象時期等
建設機械の最大稼働時とし、工事計画から、騒音が最も
大きくなると考えられる時期を抽出する。

・建設機械の稼働による影響の最も大きい時期である。
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3) 評価の手法
建設機械の稼働に係る騒音の評価の手法は、表 3.2-33 に示すとおりとする。

表 3.2-33 建設機械の稼働に係る騒音の評価の手法
評価の手法
１． 実行可能な範囲の回避・低減に係る評価
・建設機械の稼動に伴う騒音への影響について、事業計
画においてあらかじめ設定した環境配慮対策を踏まえ
て、予測を行った結果、環境影響が実行可能な範囲内
でできる限り回避され、又は低減されているかどうかを評
価する。
・具体的には、環境配慮対策の実施の有無の比較により、
事業者として実行可能な範囲内でできる限りのことをして
いるかどうかの見解を示し、これらを踏まえた予測の結果
が大部分の地域住民が日常生活において支障がない程
度まで、環境影響が回避され、又は低減されているかど
うかを評価する。
２． 国、県、関係市町の施策による基準又は目標との整合
性に係る評価
評価は、敷地境界において特定建設作業に係る規制基
準との整合性を検討することにより行う。
・特定建設作業に係る騒音の規制基準：85dB

選定理由
・事業計画に基づく環境配慮対策を踏まえた予測の結果、
環境影響が回避され、又は低減されているかを判断する。

・騒音への影響の低減に効果があるか、また、効果を得るた
めの対策の選択が文献的に、又は類似事例等からみて適
正であるかどうかについて、事業者の見解を示す。

・対象事業実施区域及び周辺は、騒音規制法及び新潟県生
活環境の保全等に関する条例に基づき特定建設作業に係
る騒音の規制基準(2 号区域)が設定されている。

(2) 工事用車両の運行
1) 調査の手法
工事用車両の運行に係る騒音の調査の手法は、表 3.2-34 に示すとおりとする。

表 3.2-34 工事用車両の運行に係る騒音の調査の手法
調査の手法

選定理由

1．調査する情報
（1） 騒音の状況
等価騒音レベル

・工事用車両の走行によって発生するため、現況の騒音レベ
ルを把握する。さらに、現地調査の結果は、騒音の予測結
果の妥当性の検討に用いる。
・環境基準は等価騒音レベルで定められている。

（2） 沿道の状況

・音の伝播に関連する要素であること及び人家等騒音による
影響を受ける施設等の分布を把握する。

（3） 道路構造及び当該道路における交通量に係る状況
道路構造、交通量（方向、時間、車種別）、車速
2．調査の基本的な手法
（1） 騒音の状況
ア 現地調査
「JIS Z 8731 環境騒音の表示・測定方法」により測定を行
う。

・予測条件として使用する。
・道路交通騒音の発生源としての現況を把握する。

（2） 沿道の状況
ア 既存資料調査
地形図等により、主要走行路沿道の住宅等の分布状況、
地表面の状況を把握する。
イ 現地調査
現地踏査によって資料情報を補完する。

「騒音に係る環境基準」（平成 10 年環境庁告示 64 号）及び
騒音規制法に定められた測定方法である。

・建築物の分布、土地利用の状況を把握できる。

・資料調査を現地踏査で補完する。
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調査の手法
（3） 道路構造及び当該道路における交通量に係る状況
ア 現地調査
道路構造：直接計測
交通量：方向、時間、車種別交通量を直接計数
車速：ストップウォッチによる通過時間計測
3．調査地域
主要走行路沿道とする。

選定理由

・予測条件として使用する。
・発生源の現況を把握できる。

・工事用車両が集中する対象事業実施区域周辺の走行路の
沿道とする。

4．調査地点
（1） 騒音の状況
ア 現地調査
主要走行路のうち集落に近い道路沿道の 1 地点とする。
（図 3.2-2）
（2） 沿道の状況
ア 既存資料調査
調査地域内とする。
イ 現地調査
調査地域内とする。
（3） 道路構造及び当該道路における交通量に係る状況
ア 現地調査
主要走行路のうち住居地域に近い道路沿道の 1 地点とす
る。
5．調査時期等
（1） 騒音の状況
ア 現地調査
平日 1 日 24 時間（秋季）

（2） 沿道の状況
ア 既存資料調査
最新の資料による。
イ 現地調査
任意の時期とする。
（3） 道路構造及び当該道路における交通量に係る状況
ア 現地調査
平日 1 日 24 時間（秋季）

・影響を及ぼすおそれのある地点である。

・影響を及ぼすおそれのある範囲内の現況を把握する。

・騒音の状況と併せて実施する。

・夏の虫の音、冬の雪の影響を除外できる。
・交通センサス（国土交通省）では、平均的な交通量が得ら
れる時期を秋として調査時期に設定している。
・工事用車両は昼間の走行のため、環境基準の昼間の時間
区分について調査する。
・工事用車両及び廃棄物運搬車両に係る大気質（窒素酸化
物・浮遊粒子状物質）の予測に交通量を用いるため 24 時間
調査とする。
・最近の現況を把握できる。
・季節変動等はないので、任意の時期に行う。

・騒音の状況と併せて実施する。
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2) 予測の手法
工事用車両の運行に係る騒音の予測の手法は、表 3.2-35 に示すとおりとする。

表 3.2-35 工事用車両の運行に係る騒音の予測の手法
予測の手法

選定理由

1．予測する情報
等価騒音レベル

・工事用車両の走行により、走行路沿道の地域に対し騒音に
よる影響を及ぼすおそれがある。

2．予測の基本的な手法
工事用車両の走行による騒音への影響を、音の伝搬理論
式による数値計算によって定量的に予測する。
(1)予測手法
ア．予測式
予測地点における一般交通量による騒音レベルと工事用
車両の付加による騒音レベルを、音の伝搬理論式によっ
て算出する。
音の伝搬理論式は、「道路交通騒音の予測モデル ASJ
RTN Model 2008」を使用する。
イ．予測車両台数
工事計画及び現地調査結果より、予測対象とする道路の
工事用車両台数と一般交通量を設定する。
(2)予測条件
ア．発生源条件
・工事計画に基づき、車両台数を把握する。
・工事車両の車速は、規制速度を使用する。
・一般車両は、現地調査結果の車両台数、車速を使用す
る。
・現地調査結果の道路構造を使用する。
(3)予測結果の整理
ア．予測結果表
予測地点における騒音レベル予測結果を表示するととも
に、予測結果と現地調査結果との比較を行い、予測結果
の妥当性の検討についても行う。
3．予測地域
主要走行路沿道とする。
4．予測地点
主要走行路のうち集落に近い道路沿道の 1 地点
5．予測対象時期等
1 日あたりの工事用車両台数の最大時とする。

・「道路環境影響評価の技術手法（平成 24 年度版）」（平成
25 年、国土交通省 国土政策総合研究所・（独）土木研究
所）に採用された標準的な手法である。

・発生源条件を参照。

・走行路の現況を採用する。

・予測地点における将来予測騒音レベルを示すことによっ
て、予測結果が明らかになる。

・影響を及ぼすおそれのある範囲として設定した調査地域と
同様とする。
・調査地点と同様とする。
・工事用車両の走行による影響の最も大きい時期である。
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3) 評価の手法
工事用車両の運行に係る騒音の評価の手法は、表 3.2-36 に示すとおりとする。

表 3.2-36 工事用車両の運行に係る騒音の評価の手法
評価の手法
１． 実行可能な範囲の回避・低減に係る評価
・工事用車両の走行による騒音への影響について、事業
計画において設定した環境配慮対策を踏まえて、予測を
行った結果、環境影響が実行可能な範囲内でできる限り
回避され、又は低減されているかどうかを評価する。
・具体的には、環境配慮対策の実施の有無の比較により、
事業者として実行可能な範囲内でできる限りのことをして
いるかどうかの見解を示し、これらを踏まえた予測の結果
が大部分の地域住民が日常生活において支障がない程
度まで、環境影響が回避され、又は低減されているかど
うかを評価する。
２． 国、県、関係市町の施策による基準又は目標との整合
性に係る評価
評価は、騒音に係る環境基準との整合性を検討すること
により行う。
・騒音に係る環境基準：65dB
（Ｂ地域のうち道路に面する地域：昼間）

選定理由
・事業計画に基づく環境配慮対策を踏まえた予測の結果、
環境影響が回避され、又は低減されているかを判断する。

・騒音への影響の低減に効果があるか、また、効果を得るた
めの対策の選択が文献的に、又は類似事例等から見て適
正であるかどうかについて、事業者の見解を示す。

・対象事業実施区域周辺には環境基準の類型指定はされて
いないが、住居周辺への影響の評価であることから、Ｂ地域
のうち 2 車線以上の道路に面する地域の基準との整合性を
検討する基準とする。

(3) 廃棄物の埋立て
1) 調査の手法
廃棄物の埋立てに係る騒音の調査の手法は、表 3.2-37 に示すとおりとする。

表 3.2-37 廃棄物の埋立てに係る騒音の調査の手法
調査の手法
1．調査する情報
（1） 騒音の状況
等価騒音レベル、時間率騒音レベル

選定理由

・埋立作業機械、水処理施設の稼動により発生する。
・環境基準は等価騒音レベルで定められている。
・規制基準は時間率騒音レベルで定められている。
・騒音の現状を環境基準、規制基準と比較するため、等価
騒音レベル、時間率騒音レベルを測定する。

（2） 地表面の状況
2．調査の基本的な手法
（1） 騒音の状況
ア 現地調査
「JIS Z 8731 環境騒音の表示・測定方法」により測定を行
う。
（2） 地表面の状況
ア 既存資料調査
地形図等により、対象事業実施区域及びその周辺の区域
の地表面の状況を把握する。
イ 現地調査
現地踏査により資料情報を補完する。
3．調査地域
対象事業実施区域及びその周辺の区域約 200m の範囲と
する。

・音の伝播に影響を及ぼす要素である。

・「騒音に係る環境基準」（平成 10 年環境庁告示 64 号）及び
騒音規制法に定められた測定方法である。

・地形図等の地図は、地表の状況を紙等に表現した資料で
あり、読図により地表の状況を把握できる。
・資料調査を現地調査で補完する。
・騒音が影響を及ぼすと想定される範囲とする。
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調査の手法
4．調査地点
（1） 騒音の状況
ア 現地調査
対象事業実施区域敷地境界 1 地点
（図 3.2-2）

選定理由

・予測、評価地点となる対象事業実施区域境界のうち、近接
民家側の地点とする。

（2） 地表面の状況
ア 既存資料調査
調査地域内とする。
イ 現地調査
調査地域内とする。
5．調査期間等
（1） 騒音の状況
ア 現地調査
平日 1 日 24 時間（秋季）

・影響を及ぼすおそれのある範囲内の現況を把握する。

・水処理施設は 24 時間稼動する。
・夏の虫の音、冬の雪の影響を除外できる。

（2） 地表面の状況
ア 既存資料調査
最新の資料による。
イ 現地調査
任意の時期とする。

・最近の現況を把握できる。
・季節変動等はないので、任意の時期に行う。

2) 予測の手法
廃棄物の埋立てに係る騒音の予測の手法は、表 3.2-38 に示すとおりとする。

表 3.2-38 廃棄物の埋立てに係る騒音の予測の手法
予測の手法
1．予測する情報
・施設の供用による騒音レベル
・対象事業実施区域敷地境界における時間率騒音レベ
ル。
2．予測の基本的な手法
埋立作業機械及び浸出水処理施設の稼動によって発生
する影響を、騒音の伝搬理論式による数値計算によって
定量的に予測する。
(1)予測手法
ア．予測式
事業計画に基づき、埋立作業機械及び浸出水処理施設
内の騒音発生機器の配置を設定し、各機械からの騒音を
音の伝搬理論式によって算出する。
・騒音の数値計算は、音の伝搬理論式を使用する。
・浸出水処理施設内の騒音発生機器からの騒音は、施
設外壁での透過損失を受けて施設の外部に出る。透
過損失を受けた後の施設外壁面の騒音レベルは、点
音源の集合と見なして上記の式によって、計算を行う。
イ．騒音レベルの合成
予測地点における各機械からの騒音レベルを合成して、
予測地点の合成騒音レベルを求める。
・騒音レベルの合成式
L=10log(10L1/10+10L2/10+・・・10L1/10)
L:予測地点の合成騒音レベル(dB)

選定理由
・埋立作業機械の稼動、水処理施設の稼動に係る騒音につ
いては、対象事業実施区域敷地境界においては時間率騒
音レベルによる規制基準が比較対象となる。

・「廃棄物処理施設生活環境影響調査指針」（平成 18 年、環
境省）に採用された標準的な手法である。

・透過損失は排出源条件参照。

・「廃棄物処理施設生活環境影響調査指針」（平成 18 年、環
境省）に採用された標準的な手法である。
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予測の手法
(2)予測結果の整理
予測地点の騒音レベルと基準との比較検討のため、予測
結果を整理する。
・敷地境界の予測地点：計算によって得た騒音レベルを
時間率騒音レベルとして扱って、埋立作業機械の稼動
による単独寄与の敷地境界の予測地点における将来時
間率騒音レベルを算定する。
Lx=10log(10L/10+10LBC/10)
Lx:予測地点の将来等価騒音レベル(dB)
LBC:予測地点のバックグラウンド騒音レベル(dB)
(3)予測条件
ア．発生源条件
・事業計画に基づき、使用する機械を把握する。
・機械ごとの排出原単位を既存資料により把握する。
・壁材の透過損失を既存資料により把握する。
イ．バックグラウンド条件
・現地調査結果を使用する。
(4)予測結果の整理
ア．予測結果表
予測地点における騒音レベル予測結果を表示
イ．等音分布
等音線図による予測地域内の騒音分布を図示
3．予測地域
対象事業実施区域及びその周辺の区域約 200m の範囲。
4．予測地点
対象事業実施区域敷地境界 1 地点

選定理由
・埋立作業機械が設定したパワーレベルで定常的に稼動し
た場合の時間率騒音レベルに相当することになる。
・発生原単位は、（社）日本建設機械化協会(平成 13 年)「建
設工事に伴う騒音振動対策ハンドブック」等の信頼性の高
い資料に基づくものを採用する。
・透過損失は、官公庁公害専門資料等の資料に基づくもの
を採用する。

・対象事業実施区域及びその周辺の区域の騒音レベルであ
る。

・予測地点における将来予測騒音レベルを示すことによっ
て、予測結果が明らかになる。
・予測地域内の騒音の分布を把握できる。
・影響を及ぼすおそれのある範囲として設定した調査地域と
同様とする。
・敷地境界における騒音レベルを規制基準と比較するため、
現地調査地点と同様の地点とする。

5．予測対象時期等
施設の稼動が定常状態になる時期とする。

・通常の操業状態の影響を予測できる時期を想定する。

3) 評価の手法
廃棄物の埋立てに係る騒音の評価の手法は、表 3.2-39 に示すとおりとする。

表 3.2-39 廃棄物の埋立てに係る騒音の評価の手法
評価の手法
１． 実行可能な範囲の回避・低減に係る評価
・施設の稼動に伴う騒音への影響について、事業計画に
おいて設定したた環境配慮対策を踏まえて、予測を行っ
た結果、環境影響が実行可能な範囲内でできる限り回
避され、又は低減されているかどうかを評価する。
・具体的には、環境配慮対策の実施の有無の比較により、
事業者として実行可能な範囲内でできる限りのことをして
いるかどうかの見解を示し、これらを踏まえた予測の結果
が大部分の地域住民が日常生活において支障がない程
度まで、環境影響が回避され、又は低減されているかど
うかを評価する。
２．国、県、関係市町の施策による基準又は目標との整合性
に係る評価
評価は、敷地境界において特定工場の騒音に係る規制
基準との整合性を検討することにより行う。
・特定工場の騒音に係る規制基準（第 2 種区域）：
昼間 55dB、朝夕 50dB、夜間 45dB

選定理由
・事業計画に基づく環境配慮対策を踏まえた予測の結果、
環境影響が回避され、又は低減されているかを判断する。
・騒音への影響の低減に効果があるか、また、効果を得るた
めの対策の選択が文献的に、又は類似事例等からみて適
正であるかどうかについて、事業者の見解を示す。

・対象事業実施区域及び周辺は騒音規制法及び新潟県生
活環境の保全等に関する条例の適用区域外であるが、住
居周辺への影響の評価であることから、第 2 種区域の基準
との整合性を検討する。
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(4) 廃棄物の搬入
1) 調査の手法
廃棄物の搬入に係る騒音の調査の手法は、表 3.2-40 に示すとおりとする。

表 3.2-40 廃棄物の搬入に係る騒音の調査の手法
調査の手法

選定理由
・廃棄物運搬車両の走行によって発生するため、現況
の騒音レベルを把握する。さらに、現地調査結果は
騒音の予測結果の妥当性の検討に用いる。
・環境基準項目である。
・音の伝播に関連する要素であること及び人家等騒音
による影響を受ける施設等の分布を把握する。

1．調査する情報
（1） 騒音の状況
等価騒音レベル
（2） 沿道の状況
（3） 道路構造及び当該道路における交通量に係る状況
道路構造、交通量（方向、時間、車種別）、車速

・予測条件として使用する。
・道路交通騒音の発生源としての現況を把握する。

2．調査の基本的な手法
（1） 騒音の状況
ア 現地調査
「JIS Z 8731 環境騒音の表示・測定方法」により行う。

「騒音に係る環境基準」（平成 10 年環境庁告示 64 号）
及び騒音規制法に定められた測定方法である。

（2） 沿道の状況
ア 既存資料調査
地形図等により、主要走行路沿道の地表面の状況を把握する。
イ 現地調査
現地踏査により資料情報を補完する。
（3） 道路構造及び当該道路における交通量に係る状況
ア 現地調査
道路構造：直接計測
交通量：方向、時間、車種別交通量を直接計数
車速：ストップウォッチによる通過時間計測
3．調査地域
主要走行路沿道とする。
（図 3.2-2）
4．調査地点
（1） 騒音の状況
ア 現地調査
主要走行路のうち住居地域に近い道路沿道の 1 地点とする。
（2） 沿道の状況
ア 既存資料調査
調査地域内とする。
イ 現地調査
調査地域内とする。
（3） 道路構造及び当該道路における交通量に係る状況
ア 現地調査
主要走行路のうち住居地域に近い道路沿道の 1 地点とする。

・建築物の分布、土地利用の状況を把握できる。

・資料調査を現地踏査で補完する。
・予測条件として使用する。
・発生源の現況を把握できる。
・廃棄物運搬車両が集中する対象事業実施区域周辺
の搬入路の沿道とする。

・影響を及ぼすおそれのある地点である。

・影響を及ぼすおそれのある範囲内の現況を把握す
る。

・騒音の状況と併せて実施する。
5．調査時期等
（1） 騒音の状況
ア 現地調査
平日 1 日 24 時間（秋季）
（2） 沿道の状況
ア 既存資料調査
最新の資料による。
イ 現地調査
任意の時期とする。
（3） 道路構造及び当該道路における交通量に係る状況
ア 現地調査
平日 1 日 24 時間（秋季）

・夏の虫の音、冬の雪の影響を除外できる。
・交通センサス（国土交通省）では、平均的な交通量が
得られる時期を秋として調査時期に設定している。
・昼間の走行のため、環境基準の昼間の時間区分に
ついて調査する。
・最近の現況を把握できる。
・季節変動等はないので、任意の時期に行う。

・騒音の状況と併せて実施する。
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2) 予測の手法
廃棄物の搬入に係る騒音の予測の手法は、表 3.2-41 に示すとおりとする。

表 3.2-41 廃棄物の搬入に係る騒音の予測の手法
予測の手法
1．予測する情報
等価騒音レベル
2．予測の基本的な手法
廃棄物運搬車両の走行による騒音への影響を、音の伝搬
理論式による数値計算によって定量的に予測する。
(1)予測手法
・予測対象とする道路の廃棄物運搬車両台数と一般交通
量を設定する。
・予測地点における一般交通量による騒音レベルと廃棄
物運搬車両の付加による騒音レベルを、音の伝搬理論
式によって算出する。
・音の伝搬理論式は、「道路交通騒音の予測モデル ASJ
RTN Model 200８」を使用する。
(2)予測条件
ア．発生源条件
・事業計画に基づき、車両台数を把握する。
・廃棄物運搬車両の車速は、規則速度を使用する。
・一般車両は、現地調査結果の車両台数、車速を使用す
る。
・現地調査結果の道路構造を使用する。
(3)予測結果の整理
ア．予測結果表
予測地点における騒音レベル予測結果を表示し、予測結
果と現地調査結果との比較を行い、予測結果の妥当性の
検討についても行う。
3．予測地域
主要走行路沿道とする。
4．予測地点
主要走行路のうち住居地域に近い道路沿道の 1 地点とす
る。
5．予測対象時期等
施設の稼動が定常状態となる時期のうち 1 日あたりの廃棄
物運搬車両台数が最も多くなる 1 日とする。

選定理由
・廃棄物運搬車両の走行により、走行路沿道の地域に対し騒
音による影響を及ぼすおそれがある。

・発生源条件を参照。
・「道路環境影響評価の技術手法（平成 24 年度版）」（平成
25 年、国土交通省 国土政策総合研究所・（独）土木研究
所）に採用された標準的な手法である。

・走行道路の現況を採用する。

・予測地点における将来予測騒音レベルを示すことによっ
て、予測結果が明らかになる。

・影響を及ぼすおそれのある範囲として設定した調査地域と
同様とする。
・影響を及ぼすおそれのある地点として設定した現地調査地
点と同様とする。
・通常の操業状態のうち、廃棄物の搬入に係る騒音の影響が
最も大きくなる時期を想定する。
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3) 評価の手法
廃棄物の搬入に係る騒音の評価の手法は、表 3.2-42 に示すとおりとする。

表 3.2-42 廃棄物の搬入に係る騒音の評価の手法
評価の手法
１． 実行可能な範囲の回避・低減に係る評価
・廃棄物運搬車両の走行による騒音への影響について、
事業計画に設定した環境配慮対策であるを踏まえて、予
測を行った結果、環境影響が実行可能な範囲内ででき
る限り回避され、又は低減されているかどうかを評価す
る。
・具体的には、環境配慮対策の実施の有無の比較により、
事業者として実行可能な範囲内でできる限りのことをして
いるかどうかの見解を示し、これらを踏まえた予測の結果
が大部分の地域住民が日常生活において支障がない程
度まで、環境影響が回避され、又は低減されているかど
うかを評価する。
２． 国、県、関係市町の施策による基準又は目標との整合
性に係る評価
評価は、騒音に係る環境基準との整合性を検討すること
により行う。
・騒音に係る環境基準：65dB
（Ｂ地域のうち道路に面する地域：昼間）

選定理由
・事業計画に基づく環境配慮対策を踏まえた予測の結果、
環境影響が回避され、又は低減されているかを判断する。

・騒音への影響の低減に効果があるか、また、効果を得るた
めの対策の選択が文献的に、又は類似事例等からみて適
正であるかどうかについて、事業者の見解を示す。

・対象事業実施区域周辺には環境基準の類型指定はされて
いないが、住居周辺への影響の評価であることから、B 地域
のうち 2 車線以上の道路に面する地域の基準との整合性を
検討する基準とする。
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3.2.3 振動
(1) 建設機械の稼働
1) 調査の手法
建設機械の稼働に係る振動の調査の手法は、表 3.2-43 に示すとおりとする。

表 3.2-43 建設機械の稼働に係る振動の調査の手法
調査の手法

選定理由

1．調査する情報
（1） 振動の状況
時間率振動レベル

・建設機械の稼動により発生する。
・規制基準は時間率振動レベルで定められている。
・振動の伝播に影響を及ぼす要素である。

（2） 地盤の状況
2．調査の基本的な手法
（1） 振動の状況
ア 現地調査
「JIS Z 8735 振動レベル測定方法」により測定を行う。

・振動規制法に定められた測定方法である。

（2） 地盤の状況
既存資料収集整理による。

・既存施設建設時等の資料から対象事業実施区域における
地盤の状況を把握する。

3．調査地域
対象事業実施区域及びその周辺の区域約 200m の範囲。

・振動の影響が及ぶと想定される範囲である。

4．調査地点
（1） 振動の状況
ア 現地調査
対象事業実施区域敷地境界 1 地点とする。
（図 3.2-2）

・予測、評価地点となる対象事業実施区域境界のうち、近接
民家側の地点とする。

（2） 地盤の状況
ア 現地調査
対象事業実施区域とする。
5．調査期間等
（1） 振動の状況
ア 現地調査
平日 1 日 24 時間とする。
（2） 地盤の状況
ア 現地調査
任意の適切な調査時期とする。

・対象事業実施区域の現況を把握できる。

・騒音と同時に実施する。

・調査以前に大規模な土地の改変計画はなく、調査時まで
に地盤の状況に変化はないと判断できる。
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2) 予測の手法
建設機械の稼働に係る振動の予測の手法は、表 3.2-44 に示すとおりとする。

表 3.2-44 建設機械の稼働に係る振動の予測の手法
予測の手法
1．予測する情報
建設機械の稼動による振動レベル

選定理由
・建設機械の稼動によって、周辺地域に対し振動による影響
を及ぼすおそれがある。

2．予測の基本的な手法
建設機械の稼動により発生する建設作業振動を、振動の
距離減衰式による数値計算によって定量的に予測する。
(1)予測手法
ア．予測式
工事計画に基づき、建設機械の配置を設定し、各建設機
械からの振動を距離減衰式によって算出する。
・振動の数値計算は、距離減衰式を使用する。
イ．振動レベルの合成
予測地点における各建設機械からの振動レベルを合成し
て、予測地点の振動レベルを求める。
・振動レベルの合成式
L=10log(10L1/10+10L2/10+・・・10L1/10)
L:予測地点の振動レベル(dB)
Li:予測地点の各振動源による振動レベル(dB)

・「廃棄物処理施設生活環境影響調査指針」（平成 18 年、環
境省）に採用された標準的な手法である。

(2)予測条件
ア．発生源条件
・工事計画に基づき、使用する建設機械を把握する。
・建設機械ごとの排出原単位を既存資料により把握する。
・発生原単位は、「建設工事に伴う騒音振動対策ハンドブッ
ク」（平成 13 年、（社）日本建設機械化協会）等の信頼性の
高い資料に基づくものを採用する。

(3)予測結果の整理
ア．予測結果表
予測地点における振動レベル予測結果を表示
イ．等振動分布図
等振動線図による予測地域内の振動分布を図示

・予測地点における将来予測振動レベルを示すことによっ
て、予測結果が明らかになる。
・予測地域内の振動の分布を把握できる。

3．予測地域
対象事業実施区域及びその周辺の区域約 200m の範囲と
する。
4．予測地点
対象事業実施区域敷地境界 1 地点とする。

・影響を及ぼすおそれのある範囲として設定した調査地域と
同様とする。

・敷地境界における振動レベルを規制基準と比較するため、
現地調査地点と同様とする。

5．予測対象時期等
建設機械の最大稼動時とし、工事計画から振動が最も大
きくなると考えられる時期を抽出する。

・建設機械の稼動による影響の最も大きい時期である。
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3) 評価の手法
建設機械の稼働に係る振動の評価の手法は、表 3.2-45 に示すとおりとする。

表 3.2-45 建設機械の稼働に係る振動の評価の手法
評価の手法
１． 実行可能な範囲の回避・低減に係る評価
・建設機械の稼動に伴う振動への影響について、事業計
画に設定した環境配慮対策を踏まえて、予測を行った結
果、環境影響が実行可能な範囲内でできる限り回避さ
れ、又は低減されているかどうかを評価する。
・具体的には、環境配慮対策の実施の有無の比較により、
事業者として実行可能な範囲内でできる限りのことをして
いるかどうかの見解を示し、これらを踏まえた予測の結果
が大部分の地域住民が日常生活において支障がない程
度まで、環境影響が回避され、又は低減されているかど
うかを評価する。
２． 国、県、関係市町の施策による基準又は目標との整合
性に係る評価
評価は、敷地境界において特定建設作業に係る振動の
規制基準との整合性を検討することにより行う。
・特定建設作業に係る振動の規制基準：75dB

選定理由
・事業計画に基づく環境配慮対策を踏まえた予測の結果、
環境影響が回避され、又は低減されているかを判断する。

・振動への影響の低減に効果があるか、また、効果を得るた
めの対策の選択が文献的に、又は類似事例等からみて適
正であるかどうかについて、事業者の見解を示す。

・対象事業実施区域及び周辺は、騒音規制法及び新潟県生
活環境の保全等に関する条例に基づき特定建設作業に係
る振動の規制基準(2 号区域)が設定されている。

(2) 工事用車両の運行
1) 調査の手法
工事用車両の運行に係る振動の調査の手法は、表 3.2-46 に示すとおりとする。

表 3.2-46 工事用車両の運行に係る振動の調査の手法
調査の手法
1．調査する情報
（1） 道路交通振動の状況
時間率振動レベル

選定理由

・工事用車両の走行によって発生する。

（2） 地盤の状況
地盤卓越振動数

・予測条件として使用する。

（3） 道路構造及び当該道路における交通量に係る状況
道路構造、交通量（方向、時間、車種別）、車速
2．調査の基本的な手法
（1） 道路交通振動の状況
ア 現地調査
「JIS Z 8735 振動レベル測定方法」により測定を行う。

・予測条件として使用する。
・道路交通振動の発生源としての現況を把握する。

（2） 地盤の状況
ア 現地調査
大型車 10 台走行時の振動の 1/3 オクターブバンド分析

・「道路環境整備マニュアル」（平成元年、（社）日本道路協
会）による手法である。

（3） 道路構造及び当該道路における交通量に係る状況
ア 現地調査
道路構造：直接計測
交通量：方向、時間、車種別交通量を直接計数
車速：ストップウォッチによる通過時間計測
3．調査地域
主要走行路沿道

・予測条件として使用する。
・発生源の現況を把握できる。

・振動規制法に定められた測定方法である。

・工事用車両が集中する対象事業実施区域周辺の走行路の
沿道とする。
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4．調査地点
（1） 道路交通振動の状況
ア 現地調査
主要走行路のうち住居地域に近い道路沿道の 1 地点とす
る。
（2） 地盤の状況
ア 現地調査
主要走行路のうち住居地域に近い道路沿道の 1 地点とす
る。
（3） 道路構造及び当該道路における交通量に係る状況
ア 現地調査
主要走行路のうち住居地域に近い道路沿道の 1 地点とす
る。
5．調査期間等
（1） 道路交通振動の状況
ア 現地調査
平日 1 日 24 時間
（2） 地盤の状況
ア 現地調査
平日 1 日 24 時間
（3） 道路構造及び当該道路における交通量に係る状況
ア 現地調査
平日 1 日 24 時間

選定理由

・影響を及ぼすおそれのある地点である。

・道路交通振動の状況と併せて実施する。

・道路交通振動の状況と併せて実施する。

・騒音と同時に実施する。

・道路交通振動の状況と併せて実施する。

・道路交通振動の状況と併せて実施する。

2) 予測の手法
工事用車両の運行に係る振動の予測の手法は、表 3.2-47 に示すとおりとする。

表 3.2-47 工事用車両の運行に係る振動の予測の手法
予測の手法
1．予測する情報
工事用車両の運行による振動レベル

選定理由
・工事用車両の走行により、走行路沿道の地域に対し振動に
よる影響を及ぼすおそれがある。

2．予測の基本的な手法
工事用車両の走行による振動への影響を、理論式による
数値計算によって定量的に予測する。
(1)予測手法
ア．予測式
予測地点における一般交通量による振動レベルと工事用
車両の付加による振動レベルを、理論式によって算出す
る。
・理論式は、振動レベルの 80 パーセントレンジの上端値を
予測するための式を使用する。
イ．予測車両台数
予測対象とする道路の工事用車両台数と一般交通量を設
定する。

・「道路環境影響評価の技術手法（平成 24 年度版）」（平成
25 年、国土交通省 国土政策総合研究所・（独）土木研究
所）に採用された標準的な手法である。

(2)予測条件
ア．発生源条件
・工事計画に基づき、車両台数を把握する。
・工事車両の車速は、規則速度を使用する。
・一般車両は、現地調査結果の車両台数、車速を使用す
る。
・現地調査結果の道路構造を使用する。

・走行道路の現況を採用する。

・発生源条件を参照。
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選定理由

(3)予測結果の整理
ア． 予測結果表
予測地点における振動レベル予測結果を表示する。

・予測地点における将来予測振動レベルを示すことによっ
て、予測結果が明らかになる。

3．予測地域
主要走行路沿道とする。

・影響を及ぼすおそれのある範囲として設定した調査地域と
同様とする。

4．予測地点
主要走行路のうち住居地域に近い道路沿道の 1 地点とす
る。
5．予測対象時期等
1 日あたりの工事用車両台数の最大走行時とする。

・影響を及ぼすおそれのある地点として設定した調査地点と
同様とする。
・工事用車両の走行による影響の最も大きい時期である。

3) 評価の手法
工事用車両の運行に係る振動の評価の手法は、表 3.2-48 に示すとおりとする。

表 3.2-48 工事用車両の運行に係る振動の評価の手法
評価の手法
１． 実行可能な範囲の回避・低減に係る評価
・工事用車両の走行による振動への影響について、事業
計画において設定した環境配慮対策を踏まえて、予測
を行った結果、環境影響が実行可能な範囲内でできる
限り回避され、又は低減されているかどうかを評価す
る。
・具体的には、環境配慮対策の実施の有無の比較によ
り、事業者として実行可能な範囲内でできる限りのこと
をしているかどうかの見解を示し、これらを踏まえた予測
の結果が大部分の地域住民が日常生活において支障
がない程度まで、環境影響が回避され、又は低減され
ているかどうかを評価する。
２． 国、県、関係市町の施策による基準又は目標との整合
性に係る評価
評価は、道路交通振動に係る要請限度との整合性を検討
することにより行う。
・道路交通振動に係る要請限度：70dB（第 2 種区域昼間）

選定理由
・事業計画に基づく環境配慮対策を踏まえた予測の結果、
環境影響が回避され、又は低減されているかを判断する。

・振動への影響の低減に効果があるか、また、効果を得るた
めの対策の選択が文献的に、又は類似事例等からみて適
正であるかどうかについて、事業者の見解を示す。

・対象事業実施区域周辺には振動規制法に基づく道路交通
振動に係る要請限度の類型指定はされていないが、住居
周辺への影響の評価であることから、第 2 種区域の基準と
の整合性を検討する。

(3) 廃棄物の埋立て
1) 調査の手法
廃棄物の埋立てに係る振動の調査の手法は、表 3.2-49 に示すとおりとする。

表 3.2-49 廃棄物の埋立てに係る振動の調査の手法
調査の手法
1．調査する情報
（1） 振動の状況
時間率振動レベル
（2） 地盤の状況
2．調査の基本的な手法
（1） 振動の状況
ア 現地調査

選定理由
・埋立作業機械、水処理施設の稼動により発生する。
・規制基準は時間率振動レベルで定められている。
・振動の伝播に影響を及ぼす要素である。

「JIS Z 8735 振動レベル測定方法」により測定を行う。
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（2） 地盤の状況
既存資料収集整理による。

選定理由
・振動規制法に定められた測定方法である。
・既存施設建設時等の資料から対象事業実施区域における
地盤の状況を把握する。

3．調査地域
対象事業実施区域及びその周辺の区域約 200m の範囲と
する。
4．調査地点
（1） 振動の状況
ア 現地調査
対象事業実施区域敷地境界 1 地点とする。
（図 3.2-2）
（2） 地盤の状況
既存資料収集整理による。
5．調査期間等
（1） 振動の状況
ア 現地調査
平日 1 日 24 時間とする。

・振動の影響が及ぶと想定される範囲である。

・予測、評価地点となる対象事業実施区域境界のうち、近接
民家側の地点とする。

・対象事業実施区域の現況を把握できる。

・騒音と同時に実施する。
・調査時期までに大規模な土地の改変の計画はなく、調査
時までに地盤の状況に変化はないと判断できる。

（2） 地盤の状況
任意の適切な調査時期とする。

2) 予測の手法
廃棄物の埋立てに係る振動の予測の手法は、表 3.2-50 に示すとおりとする。

表 3.2-50 廃棄物の埋立てに係る振動の予測の手法
予測の手法
1．予測する情報
廃棄物の埋立てによる振動レベル

選定理由
・埋立作業機械の稼動、浸出水処理施設の稼動によって、
周辺地域に対し振動による影響を及ぼすおそれがある。

2．予測の基本的な手法
埋立作業機械及び浸出水処理施設の稼動により発生す
る振動を、振動の距離減衰式による数値計算によって定
量的に予測する。
(1)予測手法
ア．予測式
事業計画に基づき、埋立作業機械及び浸出水処理施設
内の振動発生機器の配置を設定し、各機械からの振動を
距離減衰式によって算出する。
・振動の数値計算は、距離減衰式を使用する。

・「廃棄物処理施設生活環境影響調査指針」（平成 18 年、環
境省）に採用された標準的な手法である。

イ．振動レベルの合成
予測地点における各機械からの振動レベルを合成して、
予測地点の振動レベルを求める。
・振動レベルの合成式
L=10log(10L1/10+10L2/10+・・・10L1/10)
L:予測地点の振動レベル(dB)
Li:予測地点の各振動源による振動レベル(dB)

・発生原単位は、「建設工事に伴う騒音振動対策ハンドブッ
ク」（平成 13 年、（社）日本建設機械化協会）等の信頼性の
高い資料に基づくものを採用する。

(2)予測条件
ア．発生源条件
・事業計画に基づき、使用する機械を把握する。
・機械ごとの排出原単位を既存資料により把握する。

・予測地点における将来予測騒音レベルを示すことによっ
て、予測結果が明らかになる。
・予測地域内の振動の分布を把握できる。
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(3)予測結果の整理
ア．予測結果表
予測地点における振動レベル予測結果を表示する。
イ．等振動分布
等振動線図による予測地域内の振動分布を図示する。
3．予測地域
対象事業実施区域及びその周辺の区域約 200m の範囲と
する。
4．予測地点
対象事業実施区域敷地境界 1 地点とする。
5．予測対象時期等
施設の稼動が定常状態になる時期のうち、振動源と敷地
境界との距離が最も近くなる時点とする。

選定理由

・影響を及ぼすおそれのある範囲として設定した調査地域と
同様とする。
・敷地境界における振動レベルを規制基準と比較するため
現地調査地点と同様とする。
・通常の操業状態のうち、距離減衰による振動の低減が最も
少なく、影響が最も大きくなる時期を想定する。

3) 評価の手法
廃棄物の埋立てに係る振動の評価の手法は、表 3.2-51 に示すとおりとする。

表 3.2-51 廃棄物の埋立てに係る振動の評価の手法
評価の手法
１． 実行可能な範囲の回避・低減に係る評価
・施設の稼動に伴う振動への影響について、事業計画に
おいて設定した環境配慮対策を踏まえて、予測を行った
結果、環境影響が実行可能な範囲内でできる限り回避さ
れ、又は低減されているかどうかを評価する。
・具体的には、環境配慮対策の実施の有無の比較により、
事業者として実行可能な範囲内でできる限りのことをして
いるかどうかの見解を示し、これらを踏まえた予測の結果
が大部分の地域住民が日常生活において支障がない程
度まで、環境影響が回避され、又は低減されているかど
うかを評価する。
２． 国、県、関係市町の施策による基準又は目標との整合
性に係る評価
評価は、敷地境界において特定工場に係る振動の規制
基準との整合性を検討することにより行う。
・特定工場に係る振動の規制基準（新潟県条例第 2 種区
域）：昼間 60dB、夜間 55dB

選定理由
・事業計画に基づく環境配慮対策を踏まえた予測の結果、
環境影響が回避され、又は低減されているかを判断する。

・振動への影響の低減に効果があるか、また、効果を得るた
めの対策の選択が文献的に、又は類似事例等からみて適
正であるかどうかについて、事業者の見解を示す。

・対象事業実施区域及び周辺は振動規制法及び新潟県生
活環境の保全等に関する条例の適用区域外であるが、住
居周辺への影響の評価であることから、第 2 種区域（新潟県
条例）の基準との整合性を検討する。

(4) 廃棄物の搬入
1) 調査の手法
廃棄物の搬入に係る振動の調査の手法は、表 3.2-52 に示すとおりとする。

表 3.2-52 廃棄物の搬入に係る振動の調査の手法
調査の手法
1．調査する情報
（1） 道路交通振動の状況
時間率振動レベル
（2） 地盤の状況
地盤卓越振動数
（3） 道路構造及び当該道路における交通量に係る状況
道路構造、交通量（方向、時間、車種別）、車速

選定理由
・廃棄物運搬車両の走行によって発生する。
・予測条件として使用する。
・予測条件として使用する。
・道路交通振動の発生源としての現況を把握する。
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2．調査の基本的な手法
（1） 道路交通振動の状況
ア 現地調査
「JIS Z 8735 振動レベル測定方法」により測定を行う。

選定理由

・振動規制法に定められた測定方法である。

（2） 地盤の状況
ア 現地調査
大型車 10 台走行時の振動の 1/3 オクターブバンド分析

・「道路環境整備マニュアル」（平成 12 年、（社）日本道路協
会）による手法である。

（3） 道路構造及び当該道路における交通量に係る状況
ア 現地調査
道路構造：直接計測
交通量：方向、時間、車種別交通量を直接計数
車速：ストップウォッチによる通過時間計測
3．調査地域
主要走行路沿道。

・予測条件として使用する。
・発生源の現況を把握できる。

・廃棄物運搬車両が集中する対象事業実施区域周辺の搬
入路の沿道とする。

4．調査地点
（1） 道路交通振動の状況
ア 現地調査
主要走行路のうち住居地域に近い道路沿道 1 地点とす
る。（図 3.2-2）

・影響を及ぼすおそれのある地点である。

（2） 地盤の状況
ア 現地調査
主要走行路のうち住居地域に近い道路沿道 1 地点とす
る。

・道路交通振動の状況と併せて実施する。

（3） 道路構造及び当該道路における交通量に係る状況
ア 現地調査
主要走行路のうち住居地域に近い道路沿道の 1 地点とす
る。
5．調査期間等
（1） 道路交通振動の状況
ア 現地調査
平日 1 日 24 時間とする。

・道路交通振動の状況と併せて実施する。

（2） 地盤の状況
ア 現地調査
平日 1 日 24 時間とする。

・道路交通振動の状況と併せて実施する。

（3） 道路構造及び当該道路における交通量に係る状況
ア 現地調査
平日 1 日 24 時間とする。

・道路交通振動の状況と併せて実施する。

・騒音と同時に実施する。
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2) 予測の手法
廃棄物の搬入に係る振動の予測の手法は、表 3.2-53 に示すとおりとする。

表 3.2-53 廃棄物の搬入に係る振動の予測の手法
予測の手法
1．予測する情報
廃棄物運搬車両の運行による振動レベル

選定理由
・廃棄物運搬車両の走行により、走行路沿道の地域に対し
て振動による影響を及ぼすおそれがある。

2．予測の基本的な手法
廃棄物運搬車両の走行による振動への影響を、理論式によ
る数値計算によって定量的に予測する。
(1)予測手法
ア．予測式
予測地点における一般交通量による振動レベルと廃棄物運
搬車両の付加による振動レベルを、理論式によって算出す
る。
・理論式は、振動レベルの 80 パーセントレンジの上端値を予
測するための式を使用する。
イ．予測車両台数
予測対象とする道路の廃棄物運搬車両台数と一般交通量
を設定する。
(2)予測条件
ア．発生源条件
・事業計画に基づき、車両台数を把握する。
・廃棄物運搬車両の車速は、規制速度を使用する。
・一般車両は現地調査結果の車両台数、車速を使用する。
・現地調査結果の道路構造を使用する。
(3)予測結果の整理
予測地点における振動レベル予測結果表
3．予測地域
主要走行路沿道
4．予測地点
主要走行路のうち住居地域に近い道路沿道の 1 地点
5．予測対象時期等
施設の稼動が定常状態となる時期のうち、1 日あたりの廃棄
物運搬車両が最も多くなる 1 日とする。

・「道路環境影響評価の技術手法（平成 24 年度版）」（平成
25 年、国土交通省 国土政策総合研究所・（独）土木研
究所）に採用された標準的な手法である。
・発生源条件を参照。

・走行道路の現況を採用する。

・予測地点における将来予測振動レベルを示すことによっ
て、予測結果が明らかになる。
・影響を及ぼすおそれのある範囲として設定した調査地域
と同様とする。
・影響を及ぼすおそれのある地点として設定した現地調査
地点と同様とする。
・通常の操業状態のうち、廃棄物の運搬に係る振動の影響
が最も大きくなる時期を想定する。

3) 評価の手法
廃棄物の搬入に係る振動の評価の手法は、表 3.2-54 に示すとおりとする。

表 3.2-54 廃棄物の搬入に係る振動の評価の手法
評価の手法
１． 実行可能な範囲の回避・低減に係る評価
・廃棄物運搬車両の走行による振動への影響について、事
業計画において設定した環境配慮対策を踏まえて、予測
を行った結果、環境影響が実行可能な範囲内でできる限り
回避され、又は低減されているかどうかを評価する。
・具体的には、環境配慮対策の実施の有無の比較により、
事業者として実行可能な範囲内でできる限りのことをしてい
るかどうかの見解を示し、これらを踏まえた予測の結果が大
部分の地域住民が日常生活において支障がない程度ま
で、環境影響が回避され、又は低減されているかどうかを
評価する。
２． 国、県、関係市町の施策による基準又は目標との整合性
に係る評価
評価は、道路交通振動に係る要請限度との整合性を検討す
ることにより行う。
・道路交通振動に係る要請限度：70dB（第 2 種区域昼間）
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選定理由
・事業計画に基づく環境配慮対策を踏まえた予測の結果、
環境影響が回避され、又は低減されているかを判断す
る。

・振動への影響の低減に効果があるか、また、効果を得る
ための対策の選択が文献的に、又は類似事例等からみ
て適正であるかどうかについて、事業者の見解を示す。

・対象事業実施区域周辺には振動規制法に基づく道路交
通振動に係る要請限度の類型指定はされていないが、住
居周辺への影響の評価であることから、第 2 種区域の基
準との整合性を検討する。

3.2.4 悪臭
(1) 廃棄物の埋立て
1) 調査の手法
廃棄物の埋立てに係る悪臭の調査の手法は、表 3.2-55 に示すとおりとする。

表 3.2-55 廃棄物の埋立てに係る悪臭の調査の手法
調査の手法
1．調査する情報
（1） 悪臭の状況
臭気指数
（2） 気象の状況
風向、風速、気温、湿度
2．調査の基本的な手法
（1） 悪臭の状況
既存モニタリング結果の整理・解析
（2） 気象の状況
ア 既存資料調査
地域気象観測所の測定結果の整理・解析
イ 現地調査
施設管理用の気象データの整理・解析
3．調査地域
対象事業実施区域（既存施設敷地を含む）
4．調査地点
（1） 悪臭の状況
既存施設のモニタリング調査地点とする。（図 3.2-3）
（2） 気象の状況
ア 現地調査
対象事業実施区域内（図 3.2-3）
5．調査期間等
（1） 悪臭の状況
既存施設のモニタリング調査実施期間とする。
（2） 気象の状況
ア 既存資料調査
最近の 1 年間とする。

選定理由

・埋立地から悪臭が発生するおそれがある。
・悪臭の予測・評価の基礎情報として使用する。

・悪臭防止法に定められた方法により実施されている既存施
設に対するモニタリング結果を整理することで、悪臭の現況
が把握できる。
・地域気象観測所では、過去からの観測結果が蓄積されて
おり、対象事業実施区域周辺における気象の状況が把握
できる。

・排出源高さが低いため、拡散は近隣にとどまると想定する。

・同様の内容の埋立を行っている既存施設で調査することに
よって類似事例を把握できる。

・対象事業実施区域内での気象観測地点である。

・埋立開始時期からの経年変化を把握できる。

・最近の現況を把握できる。
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図 3.2-3

既存施設悪臭モニタリング地点
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2) 予測の手法
廃棄物の埋立てに係る悪臭の予測の手法は、表 3.2-56 に示すとおりとする。

表 3.2-56 廃棄物の埋立てに係る悪臭の予測の手法
予測の手法

選定理由

1．予測する情報
臭気指数

・埋立物の分解による臭気の発生によって、周辺地域に対し
て影響を及ぼすおそれがある。

2．予測の基本的な手法
埋立地から発生する悪臭による影響について、類似事例
の参照による定性的な予測を行う。
(1)予測手法
埋立地からの悪臭の発生による影響は、既存施設の現地
調査結果の引用及び悪臭防止対策の内容を勘案して予
測する。
(2) 予測結果の整理
既存施設の臭気指数の現地調査結果と規制基準との対
比
3．予測地域
対象事業実施区域敷地境界

・既存施設はほぼ同様の埋立を行っており、計画施設設置
後の悪臭の状況の参考になる。
・悪臭防止のための環境保全対策の実施についても勘案す
る。

・対象事業実施区域周辺地域は「悪臭防止法」及び「悪臭防
止法による規制地域及び規制基準の指定」（新潟県告示平
成 15 年第 2148 号）により、悪臭の規制基準（第 2 地域）が
設定されている。
・影響を及ぼすおそれのある範囲として設定した調査地域と
同様とする。

4．予測地点
対象事業実施区域敷地境界
5．予測対象時期等
施設が定常的に稼働する時点の夏季及び冬季とする。

・悪臭防止法に基づく規制基準の適用を受ける地点である。
・最も臭気の発生し易いと想定される時期とする。

3) 評価の手法
廃棄物の埋立てに係る悪臭の評価の手法は、表 3.2-57 に示すとおりとする。

表 3.2-57 廃棄物の埋立てに係る悪臭の評価の手法
評価の手法
１． 実行可能な範囲の回避・低減に係る評価
・埋立地からの悪臭の発生による影響について、事業計
画において設定した環境配慮対策を踏まえて、予測を行
った結果、環境影響が実行可能な範囲内でできる限り回
避され、又は低減されているかどうかを評価する。
・具体的には、環境配慮対策の実施の有無を比較し、事
業者として実行可能な範囲内でできる限りのことをしてい
るかどうかの見解を示し、これらを踏まえた予測の結果、
環境影響が回避され、又は低減されているかどうかを評
価する。
２． 国、県、関係市町の施策による基準又は目標との整合
性に係る評価
評価は、敷地境界において規制基準との整合性を検討す
ることにより行う。
・敷地境界の規制基準：臭気指数 12 以下（第 2 種区域）

選定理由
・事業計画に基づく環境配慮対策を踏まえた予測の結果、
環境影響が回避され、又は低減されているかを判断する。

・悪臭への影響の低減に効果があるか、また、効果を得るた
めの対策の選択が文献的に、又は類似事例等からみて適
正であるかどうかについて、事業者の見解を示す。

・対象事業実施区域周辺地域は「悪臭防止法」及び「悪臭防
止法による規制地域及び規制基準の指定」（新潟県告示平
成 15 年第 2148 号）により、悪臭の規制基準（第 2 種区域）
が設定されている。
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3.2.5 水質
(1) 水の濁り
1) 造成工事及び施設の設置等
ア 調査の手法
造成工事及び施設の設置等に係る水の濁りの調査の手法は、表 3.2-58 に示すとおりとする。

表 3.2-58 造成工事及び施設の設置等に係る水の濁りの調査の手法
調査の手法
1．調査する情報
（1） 浮遊物質量及びその調査時における流量の状況
浮遊物質量（ＳＳ）、流量
（2） 気象の状況
降水量
（3） 土質の状況

選定理由
・降雨時に造成面等から発生するおそれがある。
・調査は水の濁り成分である浮遊物質量(SS)と調査時の流量
を調査する。
・降雨に伴う濁水発生の原因となる降雨の状況を把握する。
・濁水の流出特性に関する要素である。

2．調査の基本的な手法
（1） 浮遊物質量及びその調査時における流量の状況
ア 既存資料調査
ＳＳ：既存の水質監視地点の測定結果の整理・解析
イ 現地調査
ＳＳ：水質汚濁に係る環境基準に定める方法
流量：水質調査方法に定める方法
（2） 気象の状況
ア 既存資料調査
地域気象観測所による測定結果の整理・解析とする。
（3） 土質の状況
対象事業実施区域における既往ボーリング調査結果の整
理・解析とする。
3．調査地域
放流先河川（中田川）
4．調査地点
（1） 浮遊物質量及びその調査時における流量の状況
ア 現地調査
ＳＳ，流量：中田川 1 地点（古志茂橋）とする。
（図 3.2-4）
（2） 気象の状況
ア 既存資料調査
近隣の地域気象観測所とする。
（3） 土質の状況
対象事業実施区域の既往ボーリング地点とする。
5．調査期間等
（1） 浮遊物質量及びその調査時における流量の状況
ア 既存資料調査
最近の 5 年間とする。
イ 現地調査
降雨時：降雨時の 1 日に複数回調査する。
（2） 気象の状況
ア 既存資料調査
最近の 1 年間とする。
（3） 土質の状況
ア 現地調査
任意の適切な調査期間とする。

・関連河川の現況を把握する。
・浮遊物質量は、「水質汚濁に係る環境基準について」（昭
和 46 年環境庁告示第 59 号）に規定する測定方法
・流量は環境省の定めた「水質調査方法」（昭和 46 年環水管
第 30 号）に準拠。

・降雨の記録は、地域気象観測所で整理されている。

・対象事業実施区域内の土粒子の状況が把握できる。
・濁水の流出に関連する河川とする。
・濁水の流入に関連する河川の測定点である。
・濁水の流入に関連する河川の水質の現況を把握する。
・対象事業実施区域最寄りの観測所である。
・対象事業実施区域の隣接地であり、流出する土砂性状を
把握できる。

・近年の傾向を把握できる。
・季節変動を把握できる。
・降雨時の状況を把握できる。

・最近年の状況を把握できる。
・大規模な土地の改変等は行われていないことから、土質の
状況に変化はないと判断できる。
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イ 予測の手法
造成工事及び施設の設置等に係る水の濁りの予測の手法は、表 3.2-59 に示すとおりとする。

表 3.2-59 造成工事及び施設の設置等に係る水の濁りの予測の手法
予測の手法
1．予測する情報
浮遊物質量（ＳＳ）濃度
2．予測の基本的な手法
工事中の濁水による水環境への影響の程度を把握するた
め、工事計画に基づく濁水の発生量を推定したうえで、流
出先河川への影響を数値計算による定量的な予測手法
により予測する。
(1)予測手法
濁水によるＳＳ濃度とバックグラウンド濃度を用いて完全混
合式によって、将来濃度を予測する。
・完全混合式
Ｃ＝（Ｃ0Ｓ0＋Ｃ1Ｓ1）/（Ｓ0＋Ｓ1）
Ｃ：予測地点のＳＳ濃度（mg/l）
Ｃ0：バックグラウンドのＳＳ濃度（mg/l）
Ｃ1：濁水のＳＳ濃度（mg/l）
Ｓ0：バックグラウンドの流量（m3/日）
Ｓ1：濁水の排水量（m3/日）
(2)予測条件
ア．排出源条件
1） 濁水発生量
・合理式により推定する。
・算定に必要な裸地化面積は、工事計画に基づいて把握
する。
・降雨量は降雨量の状況を解析して設定する。
2） 濁水濃度
・濁水濃度は環境保全目標又は沈砂池等から排出される
濁水濃度として設定する。
・工事計画に基づき沈砂池等の濁水発生防止策の把握及
び既存資料により濁水発生原単位を把握する。
イ． バックグラウンド条件
・現地調査結果を使用する。
(3)予測結果の整理
地点別将来予測濃度及び濃度の変化量の予測結果表
3．予測地域
中田川とする。

選定理由
・工事中には降雨時に濁水が発生し、河川に対して影響を
及ぼすおそれがある。

4．予測地点
中田川：1 地点（古志茂橋）とする。
5．予測対象時期等
造成工事時で裸地が最大となる時期とする。

・影響を及ぼすおそれのある地点として設定した調査地点と
同様とする。
・水の濁りに係る環境影響が最大となる時期である。

・標準的な手法である。「新潟県環境影響評価技術指針」
（平成 12 年）、「廃棄物処理施設生活環境影響調査指針」
（平成 18 年、環境省）等）

・濁水の処理方式が未定であることから、現状では、環境保
全目標値による濁水濃度の設定及び沈砂池等から排出さ
れる濁水濃度を理論的に求める手法のいずれかによるもの
とする。

・流出先河川の現況水質である。
・予測地点における将来予測濃度及び現況からの変化量を
示すことによって、予測結果が明らかになる。
・影響を及ぼすおそれのある範囲として設定した調査地域と
同様とする。

ウ 評価の手法
造成工事及び施設の設置等に係る水の濁りの評価の手法は、表 3.2-60 に示すとおりとする。
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表 3.2-60 造成工事及び施設の設置等に係る水の濁りの評価の手法
評価の手法
１． 実行可能な範囲の回避・低減に係る評価
・工事中の濁水による水の濁りへの影響について、事業計
画において設定した環境配慮対策を踏まえて、予測を行
った結果、環境影響が実行可能な範囲内でできる限り回
避され、又は低減されているかどうかを評価する。
・具体的には、環境配慮対策の実施の有無の比較により、
事業者として実行可能な範囲内でできる限りのことをして
いるかどうかの見解を示し、これらを踏まえた予測の結
果、環境影響が回避され、又は低減されているかどうか
を評価する。
２． 国、県、関係市町の施策による基準又は目標との整合
性に係る評価
現況の降雨時の浮遊物質量濃度を参考値として整合性を
検討する。

選定理由
・事業計画に基づく環境配慮対策を踏まえた予測の結果、
環境影響が回避され、又は低減されているかを判断する。
・水の濁りへの影響の低減に効果があるか、また、効果を得
るための対策の選択が文献的に、又は類似事例等から見
て適正であるかどうかについて、事業者の見解を示す。

・降雨時の現況の水質を考慮し、これを著しく悪化させないこ
とを基準とする。

2) 廃棄物の埋立
ア 調査の手法
廃棄物の埋立に係る水の濁りの調査の手法は、表 3.2-61 に示すとおりとする。

表 3.2-61 廃棄物の埋立に係る水の濁りの調査の手法
調査の手法
1．調査する情報
（1） 浮遊物質量の状況
浮遊物質量（ＳＳ）
（2） 流れの状況
流量
2．調査の基本的な手法
（1） 浮遊物質量の状況
ア 既存資料調査
中田川、島崎川の既存施設モニタリング調査結果の整理・
解析
（2） 流れの状況
ア 既存資料調査
中田川、島崎川の測定結果の整理・解析
3．調査地域
中田川及び下流河川（島崎川）
4．調査地点
（1） 浮遊物質量の状況
ア 既存資料調査
中田川（排水放流地点、古志茂橋）、島崎川（矢郷橋、堤
橋、乙茂橋） （図 3.2-4）
（2） 流れの状況
ア 既存資料調査
中田川（古志茂橋）、島崎川（矢郷橋）
5．調査期間等
（1） 浮遊物質量の状況
ア 既存資料調査
最近の 5 年間
（2） 流れの状況
ア 既存資料調査
最近の 1 年間

選定理由
・水処理施設から排出される水の濁りに係る水質汚濁物質で
ある。
・予測計算に使用する。
・関連河川の現況を把握する。
・「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和 46 年環境庁告
示第 59 号）に規定する測定方法
・排水先となる中田川は、稲川を経て、島崎川に流入する。
・流量は、環境省の定めた「水質調査方法」（昭和 46 年環水
管第 30 号）に準拠。
・排水の放流に関連する河川とする。

・排水の放流に関連する河川の水質の現況を把握する。

・排水の放流に関連する河川の測定点である。
・既存施設のモニタリング地点である。

・最近の経年変化の傾向を把握する。

・最近の流量の状況を把握する。
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イ 予測の手法
廃棄物の埋立に係る水の濁りの予測の手法は、表 3.2-62 に示すとおりとする。

表 3.2-62 廃棄物の埋立に係る水の濁りの予測の手法
予測の手法
1．予測する情報
浮遊物質量（ＳＳ）濃度
2．予測の基本的な手法
浸出水処理水による水環境への影響の程度を把握するた
め、数値計算による定量的な予測手法により予測を行う。

選定理由
・工事中には降雨時に濁水が発生し、河川に対して影響を
及ぼすおそれがある。
・「廃棄物処理施設生活環境影響調査指針」（平成 18 年、環
境省）等に示された標準的な手法である。

(1)予測手法
浸出水処理水による排水濃度（SS）とバックグラウンド水質
濃度を用いて完全混合式によって、将来濃度を予測す
る。
・完全混合式
Ｃ＝（Ｃ0Ｓ0＋Ｃ1Ｓ1）/（Ｓ0＋Ｓ1）
Ｃ：予測地点の将来濃度（mg/l）
Ｃ0：バックグラウンドの水質濃度（mg/l）
Ｃ1：処理水の排水濃度（mg/l）
Ｓ0：バックグラウンドの流量（m3/日）
Ｓ1：処理水の排水量（m3/日）
(2)予測条件
ア．排出源条件
・事業計画に基づき、排水量、排水中の SS の濃度を把握
する。
イ． バックグラウンド条件
・各季の現地調査結果を使用する。

・予測計算に必要な条件である。

・放流に関連する河川の現況である。

(3)予測結果の整理
地点別将来予測濃度及び濃度の変化量の予測結果表
3．予測地域
中田川及び島崎川とする。

・予測地点における将来予測濃度及び現況からの変化量を
示すことによって、予測結果が明らかになる。
・影響を及ぼすおそれのある範囲として設定した調査地域と
同様とする。

4．予測地点
中田川（古志茂橋）、島崎川（矢郷橋）とする。
5．予測対象時期
計画排水量が排水される施設の最大稼働時とする。

・影響を及ぼすおそれのある地点として設定した調査地点と
同様とする。
・水の汚れに係る環境影響が最大となると想定される時期と
する。

ウ 評価の手法
廃棄物の埋立に係る水の濁りの評価の手法は、表 3.2-63 に示すとおりとする。

表 3.2-63 廃棄物の埋立に係る水の濁りの評価の手法
評価の手法
１． 実行可能な範囲の回避・低減に係る評価
・浸出水処理水による水の濁りへの影響について、事業
計画において設定した環境配慮対策を踏まえて、予測を
行った結果、環境影響が実行可能な範囲内でできる限り
回避され、又は低減されているかどうかを評価する。
・具体的には、環境配慮対策の実施の有無を比較し、事
業者として実行可能な範囲内でできる限りのことをしてい
るかどうかの見解を示し、これらを踏まえた予測の結果、
環境影響が回避され、又は低減されているかどうかを評
価する。
２． 国、県、関係市町の施策による基準又は目標との整合
性に係る評価
・SS の評価は、島崎川及び中田川の予測地点における予
測結果と環境基準との整合性を検討することにより行う。
・環境基準：50mg/L（Ｃ類型）

選定理由
・事業計画に基づく環境配慮対策を踏まえた予測の結果、
環境影響が回避され、又は低減されているかを判断する。
・水の汚れへの影響の低減に効果があるか、また、効果を得
るための対策の選択が文献的に、又は類似事例等から見
て適正であるかどうかについて、事業者の見解を示す。

・島崎川は環境基準 C 類型が指定されている。
・中田川については、環境基準の類型指定はないが、流入
する島崎川に類型指定されている環境基準（C 類型）との整
合性を検討する基準とする。
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(2) 水の汚れ
1) 最終処分場の存在、廃棄物の埋立て
ア 調査の手法
最終処分場の存在、廃棄物の埋立てに係る水の汚れの調査の手法は、表 3.2-64 に示すとおりとする。

表 3.2-64 最終処分場の存在、廃棄物の埋立てに係る水の汚れの調査の手法
調査の手法
1．調査する情報
（1） 生物化学的酸素要求量の状況
生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）
（2） その他の水の汚れの状況
全窒素（T-N）
（3） 流れの状況
流量
2．調査の基本的な手法
（1） 生物化学的酸素要求量、その他の水の汚れの状況
ア 既存資料調査
中田川、島崎川の既存施設モニタリング調査結果の整理・
解析
（2） 流れの状況
ア 既存資料調査
中田川、島崎川の測定結果の整理・解析
3．調査地域
中田川及び下流河川（島崎川）
4．調査地点
（1） 生物化学的酸素要求量、その他の水の汚れの状況
ア 既存資料調査
中田川（排水放流地点、古志茂橋）、島崎川（矢郷橋、堤
橋、乙茂橋） （図 3.2-4）
（2） 流れの状況
ア 既存資料調査
中田川（古志茂橋）、島崎川（矢郷橋）
5．調査期間等
（1） 生物化学的酸素要求量、その他の水の汚れの状況
ア 既存資料調査
最近の 5 年間
（2） 流れの状況
ア 既存資料調査
最近の 1 年間

選定理由
・水処理施設から排出される水の汚れに係る水質汚濁物質
である。

・予測計算に使用する。
・関連河川の現況を把握する。
・「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和 46 年環境庁告
示第 59 号）に規定する測定方法
・排水先となる中田川は、稲川を経て、島崎川に流入する。
・流量は、環境省の定めた「水質調査方法」（昭和 46 年環水
管第 30 号）に準拠。
・排水の放流に関連する河川とする。

・排水の放流に関連する河川の水質の現況を把握する。

・排水の放流に関連する河川の測定点である。
・既存施設のモニタリング地点である。

・最近の経年変化の傾向を把握する。

・最近の流量の状況を把握する。
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図 3.2-4

既存施設水質モニタリング地点
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イ 予測の手法
最終処分場の存在、廃棄物の埋立てに係る水の汚れの予測の手法は、表 3.2-65 に示すとおりとす
る。

表 3.2-65 最終処分場の存在、廃棄物の埋立てに係る水の汚れの予測の手法
予測の手法
1．予測する情報
生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）の濃度
全窒素（T-N）の濃度
2．予測の基本的な手法
浸出水処理水による水環境への影響の程度を把握するた
め、数値計算による定量的な予測手法により予測を行う。

選定理由
・浸出水処理施設からの排水によって、放流先河川に対して
影響を及ぼすおそれがある水の汚れに係る水質汚濁物質
である。
・「廃棄物処理施設生活環境影響調査指針」（平成 18 年、環
境省）等に示された標準的な手法である。

(1)予測手法
浸出水処理水による排水濃度（BOD、T-N）とバックグラウ
ンド水質濃度を用いて完全混合式によって、将来濃度を
予測する。
・完全混合式
Ｃ＝（Ｃ0Ｓ0＋Ｃ1Ｓ1）/（Ｓ0＋Ｓ1）
Ｃ：予測地点の将来濃度（mg/l）
Ｃ0：バックグラウンドの水質濃度（mg/l）
Ｃ1：処理水の排水濃度（mg/l）
Ｓ0：バックグラウンドの流量（m3/日）
Ｓ1：処理水の排水量（m3/日）
(2)予測条件
ア．排出源条件
・事業計画に基づき、排水量、排水中のＢＯＤ及び T-N の
濃度を把握する。
イ． バックグラウンド条件
・各季の現地調査結果を使用する。

・予測計算に必要な条件である。

・放流に関連する河川の現況である。

(3)予測結果の整理
地点別将来予測濃度及び濃度の変化量の予測結果表
3．予測地域
中田川及び島崎川とする。

・予測地点における将来予測濃度及び現況からの変化量を
示すことによって、予測結果が明らかになる。
・影響を及ぼすおそれのある範囲として設定した調査地域と
同様とする。

4．予測地点
中田川（古志茂橋）、島崎川（矢郷橋）とする。
5．予測対象時期
計画排水量が排水される施設の最大稼働時とする。

・影響を及ぼすおそれのある地点として設定した調査地点と
同様とする。
・水の汚れに係る環境影響が最大となると想定される時期と
する。
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ウ 評価の手法
最終処分場の存在、廃棄物の埋立てに係る水の汚れの評価の手法は、表 3.2-66 に示すとおりとす
る。

表 3.2-66 最終処分場の存在、廃棄物の埋立てに係る水の汚れの評価の手法
評価の手法
１． 実行可能な範囲の回避・低減に係る評価
・浸出水処理水による水の汚れへの影響について、事業
計画において設定した環境配慮対策を踏まえて、予測を
行った結果、環境影響が実行可能な範囲内でできる限り
回避され、又は低減されているかどうかを評価する。
・具体的には、環境配慮対策の実施の有無を比較し、事
業者として実行可能な範囲内でできる限りのことをしてい
るかどうかの見解を示し、これらを踏まえた予測の結果、
環境影響が回避され、又は低減されているかどうかを評
価する。
２． 国、県、関係市町の施策による基準又は目標との整合
性に係る評価
・ＢＯＤの評価は、島崎川及び中田川の予測地点におけ
る予測結果と環境基準との整合性を検討することにより
行う。
・環境基準：5mg/L（Ｃ類型）
・T-N の評価は、農業用水としての利水に与える影響が軽
微であるかどうかを検討することにより行う。

選定理由
・事業計画に基づく環境配慮対策を踏まえた予測の結果、
環境影響が回避され、又は低減されているかを判断する。
・水の汚れへの影響の低減に効果があるか、また、効果を得
るための対策の選択が文献的に、又は類似事例等から見
て適正であるかどうかについて、事業者の見解を示す。

・島崎川は環境基準 C 類型が指定されている。
・中田川については、環境基準の類型指定はないが、流入
する島崎川に類型指定されている環境基準（C 類型）との整
合性を検討する基準とする。
・現況の T-N を考慮し、これを著しく悪化させないことを基準
とする。

(3) 有害物質（水質に係るものに限る）
1) 最終処分場の存在、廃棄物の埋立て
ア 調査の手法
最終処分場の存在、廃棄物の埋立てに係る有害物質の調査の手法は、表 3.2-67 に示すとおりとす
る。

表 3.2-67 最終処分場の存在、廃棄物の埋立てに係る有害物質の調査の手法
調査の手法
1．調査する情報
（1） 有害物質の状況
環境基準健康項目（27 物質）

選定理由
・河川の現況を把握するため、環境基準の設定されている項
目とする。

（2） 流量の状況
流量
2．調査の基本的な手法
（1） 有害物質の状況
ア 既存資料調査
中田川、島崎川の既存施設モニタリング調査結果の整理・
解析とする。
（2） 流れの状況
ア 既存資料調査
中田川、島崎川の既存施設モニタリング調査結果の整理・
解析とする。
3．調査地域
中田川及び下流河川(島崎川)とする。

・予測計算に使用する。

・関連河川の現況を把握する。
・「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和 46 年環境庁告
示第 59 号）に規定する測定方法

・流量は、環境省の定めた「水質調査方法」（昭和 46 年環水
管第 30 号）に準拠。

・浸出水処理水の排水に関連する河川を対象とする。
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調査の手法
4．調査地点
（1） 有害物質の状況
ア 既存資料調査
中田川（排水放流地点、古志茂橋）、島崎川(矢郷橋）とす
る。
（2） 流れの状況
ア 既存資料調査
中田川（古志茂橋）、島崎川(矢郷橋)とする。
5．調査期間等
（1） 有害物質の状況
ア 既存資料調査
最近の 5 年間とする。
（2） 流れの状況
ア 既存資料調査
最近の 1 年間とする。

選定理由

・排水を放流する河川の水質の現況を把握する。

・排水をする河川の測定点である。
・既存施設のモニタリング地点である。

・最近の経年変化の傾向を把握する。

最近の流量の状況を把握する。

イ 予測の手法
最終処分場の存在、廃棄物の埋立てに係る有害物質の予測の手法は、表 3.2-68 に示すとおりとす
る。

表 3.2-68 最終処分場の存在、廃棄物の埋立てに係る有害物質の予測の手法
予測の手法
1．予測する情報
有害物質の濃度
2．予測の基本的な手法
浸出水処理水による水環境への影響の程度を把握するた
め、数値計算による定量的な予測手法により予測を行う。
(1)予測手法
浸出水処理水による有害物質濃度とバックグラウンド濃度
を用いて完全混合式によって、将来濃度を予測する。
・完全混合式
Ｃ＝（Ｃ0Ｓ0＋Ｃ1Ｓ1）/（Ｓ0＋Ｓ1）
Ｃ：予測地点の有害物質濃度（mg/l）
Ｃ0：バックグラウンドの有害物質濃度（mg/l）
Ｃ1：処理水の有害物質濃度（mg/l）
Ｓ0：バックグラウンドの流量（m3/日）
Ｓ1：処理水の排水量（m3/日）
(2)予測条件
ア．排出源条件
・事業計画に基づき、排水量、排水中有害物質濃度を把
握する。
イ． バックグラウンド条件
・既存資料調査結果を使用する。
(3)予測結果の整理
地点別将来予測濃度及び濃度の変化量の予測結果表
3．予測地域
中田川及び島崎川とする。
4．予測地点
中田川（古志茂橋）及び島崎川(矢郷橋)とする。
5．予測対象時期
計画排水量が排水される施設の最大稼働時とする。

選定理由
・水処理施設からの排水によって、放流先河川に対して影響
を及ぼすおそれがある。

・「廃棄物処理施設生活環境影響調査指針」（平成 18 年、環
境省）等に示された標準的な手法である。

・予測計算に必要な条件である。

・放流に関連する河川の現況である。
・予測地点における将来予測濃度及び現況からの変化量を
示すことによって、予測結果が明らかになる。
・影響を及ぼすおそれのある範囲として設定した調査地域と
同様とする。
・影響を及ぼすおそれのある範囲として設定した調査地点と
同様とする。
・有害物質に係る環境影響が最大となると想定される時期と
する。
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ウ 評価の手法
最終処分場の存在、廃棄物の埋立てに係る有害物質の評価の手法は、表 3.2-69 に示すとおりとす
る。

表 3.2-69 最終処分場の存在、廃棄物の埋立てに係る有害物質の評価の手法
評価の手法
１． 実行可能な範囲の回避・低減に係る評価
・浸出水処理水による有害物質の影響について、事業計
画において設定した環境配慮対策を踏まえて、予測を行
った結果、環境影響が実行可能な範囲内でできる限り回
避され、又は低減されているかどうかを評価する。
・具体的には、環境配慮対策の実施の有無を比較し、事
業者として実行可能な範囲内でできる限りのことをしてい
るかどうかの見解を示し、これらを踏まえた予測の結果、
環境影響が回避され、又は低減されているかどうかを評
価する。
２． 国、県、関係市町の施策による基準又は目標との整合
性に係る評価
・評価は、中田川の予測地点における予測結果と環境基
準との整合性を検討することにより行う。また、現況の水
質を悪化させないことを検討するものとする。
・水質汚濁に係る環境基準（健康項目）

選定理由
・事業計画に基づく環境配慮対策を踏まえた予測の結果、
環境影響が回避され、又は低減されているかを判断する。
・有害物質の影響の低減に効果があるか、また、効果を得る
ための対策の選択が文献に、又は類似事例等から見て適
正であるかどうかについて、事業者の見解を示す。

・水質汚濁に係る環境基準（人の健康の保護に関する環境
基準）との整合性を検討する基準とする。
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3.2.6 地下水の水位
(1) 地下水の水位
1) 最終処分場の存在
ア 調査の手法
最終処分場の存在に係る地下水の水位の調査の手法は、表 3.2-70 に示すとおりとする。

表 3.2-70 最終処分場の存在に係る地下水の水位の調査の手法
調査の手法

選定理由

1．調査する情報
・地下水の水位の状況
・地質の状況
・地下水の利用の状況

・最終処分場の設置に伴う地盤の掘削及び不浸透面の出現
により地下水の水位に影響を及ぼすおそれがある。
・帯水層等を把握するために地質の状況を整理する。
・地下水位低下の影響を受けるおそれがある利用施設の状
況を把握する。

2．調査の基本的な手法
（1） 地下水の水位の状況・地質の状況
ア 既存資料調査
対象事業実施区域における既往のボーリング調査結果及
び地下水位調査結果の整理・解析とする。
イ 現地調査
改変区域において現地踏査及びボーリング調査を実施す
る。
（2） 地下の利用の状況
既存資料の整理解析及び現地調査とする。
3．調査地域
（1） 地下水の水位の状況・地質の状況
対象事業実施区域内とする。
（2） 地下水の利用の状況
対象事業実施区域内及び周辺集落とする。
4．調査地点
（1）地下水の水位の状況・地質の状況
最終処分場の上流側、下流側のボーリング地点とする。詳
細な位置は今後決定する。
（2）地下水の利用の状況
既存の井戸等とする。
5．調査期間等
（1） 地下水の水位の状況
豊水期・渇水期を含む期間とする。
（2） 地下の利用の状況・地質の状況
任意の適切な調査時期とする。

・対象事業実施区域内の地質の状況、地下水の状況が把握
できる。

・地下水の水位変化の影響要因となる対象事業実施区域内
とする。
・地下水の水位変化の影響を受けるおそれのある利用施設
の分布地域とする。
・濁水の流入に関連する河川の測定点である。
・最終処分場の存在による地下水位の変化を把握できる。
・地下水位変化の影響を受けるおそれのある利用施設とす
る。

・地下水位の変化の傾向を把握する。
・調査以前に大規模な土地の改変計画はなく、調査時まで
に地盤の状況に変化はないと判断できる。
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イ 予測の手法
最終処分場の存在に係る地下水の水位の予測の手法は、表 3.2-71 に示すとおりとする。

表 3.2-71 最終処分場の存在に係る地下水の水位の予測の手法
予測の手法
1．予測する情報
地下水の水位
2．予測の基本的な手法
地下水の水理に関する解析又は事例の引用若しくは解析

3．予測地域
対象事業実施区域
4．予測地点
最終処分場の上流側、下流側のボーリング地点とする。詳
細な位置は今後決定する。
5．予測対象時期等
施設の稼働が定常状態になる時期とする。

選定理由
・最終処分場の設置に伴う地盤の掘削及び不浸透面の出現
により地下水の水位に影響を及ぼすおそれがある。
・「新潟県環境影響評価技術指針」（平成 12 年）、「廃棄物処
理施設生活環境影響調査指針」（平成 18 年、環境省）等）
に示された標準的な手法である。
・最終処分場の設置に伴う地盤の掘削及び不浸透面の出現
により地下水の水位に影響を及ぼすおそれがある。
・最終処分場の存在による地下水位の変化を把握できる。

・通常の操業状態の影響を予測できる時期を想定する。

ウ 評価の手法
最終処分場の存在に係る地下水の水位の評価の手法は、表 3.2-72 に示すとおりとする。

表 3.2-72 最終処分場の存在に係る地下水の水位の評価の手法
評価の手法
１． 実行可能な範囲の回避・低減に係る評価
・事業の実施に伴う影響について、事業計画において設
定した環境配慮対策を踏まえて、予測を行った結果、環
境影響が実行可能な範囲内でできる限り回避され、又は
低減されているかどうかを評価する。
・具体的には、環境配慮対策の実施の有無の比較により、
事業者として実行可能な範囲内でできる限りのことをして
いるかどうかの見解を示し、これらを踏まえた予測の結
果、環境影響が回避され、又は低減されているかどうか
を評価する。

選定理由
・事業計画に基づく環境配慮対策を踏まえた予測の結果、
環境影響が回避され、又は低減されているかを判断する。
・地下水の水位への影響の低減に効果があるか、また、効果
を得るための対策の選択が文献的に、又は類似事例等から
見て適正であるかどうかについて、事業者の見解を示す。
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3.2.7 動物
(1) 重要な動物種及び注目すべき生育地
1) 造成工事及び施設の設置等、最終処分場の存在、廃棄物の埋立て
ア 調査の手法
造成工事及び施設の設置等、最終処分場の存在、廃棄物の埋立てに係る重要な動物種及び群落
等の調査の手法は、表 3.2-73 に示すとおりとする。

表 3.2-73 造成工事及び施設の設置等、最終処分場の存在、廃棄物の埋立てに係る重要な動物
種及び注目すべき生息地の調査の手法
調査の手法
1．調査する情報
・脊椎動物、昆虫類その他主な動物に係る動物相の状況
・動物の重要な種の分布、生息の状況及び生息環境の状
況
・注目すべき生息地の分布並びに当該生息地が注目され
る理由である動物の種の生息の状況及び生息環境の状
況
2．調査の基本的な手法
ア 既存資料調査
対象事業実施区域及びその周辺の区域の調査結果の整
理・解析
イ 現地調査
①ほ乳類：任意観察（フィールドサインを含む）、小型ほ乳
類用トラップによる捕獲、コウモリ類等を対象とした夜間
調査
②鳥類：ラインセンサス、定点観察、任意観察、フクロウ類
等を対象とした夜間調査
③両生類・爬虫類：任意観察（捕獲による確認を含む）
④昆虫類：任意採集（スウィーピング、ビィーティング等を
含む）、ライトトラップ、ベイトトラップ、ホタル類を対象と
した夜間調査
⑤底生生物：サーバーネットによる定量採集、タモ網によ
る定性採集
⑥魚類：投網、タモ網等による捕獲
⑦重要な種及び注目すべき生息地：
調査時に、以下の法令や文献に記載される重要な種及び
注目すべき生息地を確認した場合は、確認位置及び個体
数、生息状況等を記録し、写真撮影を行う。
・文化財保護法に示されている種
・絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法
律に示されている種
・環境省レッドリストの掲載種
・レッドデータブックにいがたの掲載種
3．調査地域
哺乳類、鳥類、両生・爬虫類、昆虫類の調査地域は図
3.2-5 に示すエコパークいずもざき及びその周辺 200ｍの
範囲とする。
また、魚類及び底生物は水環境への影響を踏まえて下流
河川も対象とする。
4．調査地点
・ほ乳類：トラップ法（5 地点）（図 3.2-5）
・鳥類：ラインセンサス（3 ルート）、定点観察（3 定点）
（図 3.2-6）
・昆虫類：ライトトラップ（1 地点）、ベイトトラップ（5 地点）
（図 3.2-7）
・底生生物：定量採集および定性採集（調査地域内ため
池 4 地点、下流河川 3 地点）(図 3.2-8（１）)
・魚類：投網、タモ網等による捕獲（調査地域内ため池 4
地点、下流河川 3 地点）(図 3.2-8（２）)

選定理由
・最終処分場の設置に伴う土地の改変、面的な占有によって
動物の生息環境に対して影響を及ぼすおそれがある。
・工事中の濁水及び供用時の排水によって動物の生息環境
に影響を及ぼすおそれがある。

・対象事業実施区域及びその周辺の現況を把握する。
・「面整備事業環境影響評価マニュアル」（平成 11 年、建設
省）に示される動物相の状況を把握する標準的な手法であ
る。なお、本事業は面整備事業ではないが、計画施設につ
いても面的な開発を行う事業であり、本マニュアルの採用は
妥当であると考えられる。

・対象事業実施区域より 200m の範囲とする場合が多い（建
設省（平成 11 年）「面整備事業環境影響評価マニュアル」な
ど）。

・調査対象に応じた地点及び経路を設定する。
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調査の手法
5．調査期間等
ア 既存資料調査
最新の資料による
イ 現地調査
・ほ乳類：４季（春、夏、秋、冬）各 1 回 計４回
・鳥類： ４季（春、夏、秋、冬）各 1 回 計４回
・両生類・爬虫類：３季（春、夏、秋）各 1 回 計３回
・昆虫類：３季（春、夏、秋）各 1 回 計３回
・底生生物：４季（春、夏、秋、冬）各 1 回 計４回
・魚類：４季（春、夏、秋、冬）各 1 回 計４回

選定理由
・入手可能な最新の資料による。
・四季にわたって確認できるほ乳類、魚類、季節によって種
構成の変動する鳥類、底生生物は季節ごとに調査する。
・両生類、は虫類、昆虫類はほとんど確認できなくなる冬季を
除く季節で調査する。
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図 3.2-5

哺乳類調査範囲
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図 3.2-6
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鳥類調査範囲

図 3.2-7

昆虫類調査範囲
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図 3.2-8(1)

魚類・底生生物調査範囲(対象事業実施区域内)
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図 3.2-8(2)

魚類・底生生物調査範囲(河川)
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イ 予測の手法
造成工事及び施設の設置等、最終処分場の存在、廃棄物の埋立てに係る重要な動物種及び注目
すべき生息地の予測の手法は、表 3.2-74 に示すとおりとする。

表 3.2-74 造成工事及び施設の設置等、最終処分場の存在、廃棄物の埋立てに係る重要な動物
種及び注目すべき生息地の予測の手法
予測の手法
１．予測する情報
重要な種及び注目すべき生息地の改変の程度
・施設の設置による土地の改変に伴う影響
・工事中の濁水及び供用時の排水による影響

選定理由
・事業の実施による土地の改変、面的な占有によって、動物
の生息環境に影響を及ぼすおそれがある。
・濁水や排水による水環境の変化によって、動物の生息環境
に影響を及ぼすおそれがある。

２．予測の基本的な手法
２．１施設の設置による土地の改変に伴う影響
動物の重要な種及び注目すべき生息地について、生息
環境の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析により
おこなう。
(1)予測手法
ア．重要な種及び注目すべき生息地の改変の程度
施設の配置計画と重要な種の生息地及び注目すべき生
息地の分布範囲から、生息地が消失・縮小する範囲並び
にその程度を把握する。
イ．重要な種及び注目すべき生息地に及ぼす影響の程度
改変の程度が重要な種及び注目すべき生息地に及ぼす
影響の程度を科学的知見や類似事例を参考に予測す
る。

・本事業による改変区域と重要な種等の生息地の重ね合わ
せにより改変の程度を把握できる。

・施設配置と重要な種等の生息地の分布範囲とを重ね合わ
せることによって、影響の有無及び程度を把握できる。

(2)予測条件
ア．施設の配置計画
・事業計画に基づき施設の配置計画を把握する。
イ．重要な種及び注目すべき種の分布
・現地調査結果を使用する。
(3)予測結果の整理
ア．重要な種及び注目すべき生息地の改変の程度
施設の配置計画と重要な種及び注目すべき生息地の分
布範囲の重ね合わせ図とする。
イ．重要な種及び注目すべき生息地に及ぼす影響の程度
重要な種及び注目すべき生息地ごとの予測結果とする。
２．２工事中の濁水及び供用時の排水による影響
動物の重要な種及び注目すべき生息地について、生息
環境への影響の程度を踏まえた事例の引用又は解析に
よりおこなう。
(1)予測手法
ア．重要な種及び注目すべき生息地に及ぼす影響の程度
水の濁り、水の汚れの予測結果より、水系に生息する重要
な種等に及ぼす影響の科学的知見や類似事例を参考に
予測する。
(2)予測条件
ア．水環境の変化の程度
・水の濁り、水の汚れの予測結果を使用する。
イ．重要な種及び注目すべき生息地の分布の程度
・現地調査結果を使用する。
(3)予測結果の整理
ア．重要な種及び注目すべき生息地に及ぼす影響の程度
重要な種及び注目すべき生息地ごとの予測結果

・重要な種等の種類毎に予測結果を示す。

・水環境の変化は水の濁り、水の汚れにおいて予測する。

・重要な種等ごとに予測結果を示す。
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予測の手法
３．予測地域
エコパークいずもざき及びその周辺 200ｍの範囲並びに
下流河川とする。
４．予測対象時期
(1)陸生生物
施設の設置時
(2)水生生物
濁水による影響が想定される工事中
施設排水が放流される供用時

選定理由
・影響を及ぼすおそれがある地域として設定した調査範囲と
同様とする。

・土地の改変、面的な占有による影響範囲が定常状態となる
時期とする。
・水生生物に対する影響が想定される時期とする。

ウ 評価の手法
造成工事及び施設の設置等、最終処分場の存在、廃棄物の埋立てに係る重要な動物種及び群落
等の評価の手法は、表 3.2-75 に示すとおりとする。

表 3.2-75 造成工事及び施設の設置等、最終処分場の存在、廃棄物の埋立てに係る重要な動物
種及び注目すべき生息地の評価の手法
評価の手法
１． 実行可能な範囲の回避・低減に係る評価
・事業の実施に伴う影響について、事業計画において設
定した環境配慮対策を踏まえて、予測を行った結果、環
境影響が実行可能な範囲内でできる限り回避され、又は
低減されているかどうかを評価する。
・具体的には、環境配慮対策の実施の有無を比較し、事
業者として実行可能な範囲内でできる限りのことをしてい
るかどうかの見解を示し、これらを踏まえた予測の結果、
環境影響が回避され、又は低減されているかどうかを評
価する。

選定理由
・事業計画に基づく環境配慮対策を踏まえた予測の結果、
環境影響が回避され、又は低減されているかを判断する。
・重要な動物種及び注目すべき生息地に及ぼす影響の低減
に効果があるか、また、効果を得るための対策の選択が文
献的に、又は類似事例等から見て適正であるかどうかにつ
いて、事業者の見解を示す。
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3.2.8 植物
(1) 重要な植物種及び群落等
1) 造成工事及び施設の設置等、最終処分場の存在、廃棄物の埋立て
ア 調査の手法
造成工事及び施設の設置等、最終処分場の存在、廃棄物の埋立てに係る重要な植物種及び群落
の調査の手法は、表 3.2-76 に示すとおりとする。

表 3.2-76 造成工事及び施設の設置等、最終処分場の存在、廃棄物の埋立てに係る重要な植物
種及び群落等の調査の手法
調査の手法
１．調査する情報
・種子植物その他主な植物に係る植物相及び植生の状況
・植物の重要な種及び群落の分布、生育の状況及び生息
環境の状況
２．調査の基本的な手法
・植物相：任意観察
・植生：現地踏査
・植物群落：コドラート法
・重要な種及び群落：
植物相調査及び植生調査時に、以下の法令や文献に記
載される植物種及び群落を確認した場合は、確認位置及
び個体数、生育状況等を記録し、写真撮影を行う。
・文化財保護法に示されている種
・絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法
律に示されている種
・環境省レッドリストの掲載種
・レッドデータブックにいがたの掲載種
３．調査地域
調査地域はエコパークいずもざき及びその周辺 200ｍの範
囲とする。
４．調査地点
・植物相：調査地域全域
・植生：調査地域全域
・植物群落：調査地域内の植生を代表する 10 地点程度
５．調査期間等
・植物相：4 季（早春、春、夏、秋）各 1 回 計４回
・植生：1 季（夏）計 1 回
・植物群落：1 季（夏）計 1 回

選定理由
・最終処分場の設置に伴う土地の改変、面的な占有によって
植物の生育環境に対して影響を及ぼすおそれがある。

・対象事業実施区域及びその周辺の現況を把握する。
・植物相の状況を把握する標準的な手法である。（「面整備
事業環境影響評価マニュアル」（平成 11 年、建設省））な
お、本事業は面整備事業ではないが、計画施設についても
面的な開発を行う事業であり、本マニュアルの採用は妥当
であると考えられる。

・対象事業実施区域より 200m の範囲とする場合が多い（「面
整備事業環境影響評価マニュアル」（平成 11 年、建設省）
など）。
・調査対象に応じた地点及び経路を設定する。

・植物がほとんど確認できなくなる冬季を除く季節で調査す
る。
・植生及び植物群落は群落の特徴が分かりやすい夏季に調
査する。

イ 予測の手法
造成工事及び施設の設置等、最終処分場の存在、廃棄物の埋立てに係る重要な植物種及び注目
すべき生息地の予測の手法は、表 3.2-77 に示すとおりとする。
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表 3.2-77 造成工事及び施設の設置等、最終処分場の存在、廃棄物の埋立てに係る重要な植物
種及び群落等の予測の手法
予測の手法
１．予測する情報
重要な種及び注目すべき生息地の改変の程度
・施設の設置による土地の改変に伴う影響

選定理由
・事業の実施による土地の改変、面的な占有によって、植物
の生育環境に影響を及ぼすおそれがある。

２．予測の基本的な手法
２．１施設の設置による土地の改変に伴う影響
植物の重要な種及び群落について、生育環境の改変の
程度を踏まえた事例の引用又は解析によりおこなう。
(1)予測手法
ア．重要な種及び群落の改変の程度
施設の配置計画と重要な種の生息地及び注目すべき生
息地の分布範囲から、生息地が消失・縮小する範囲並び
にその程度を把握する。
イ．重要な種及び群落に及ぼす影響の程度
改変の程度が重要な種及び注目すべき生息地に及ぼす
影響の程度を科学的知見や類似事例を参考に予測する。
(2)予測条件
ア．施設の配置計画
・事業計画に基づき施設の配置計画を把握する。
イ．重要な種及び注目すべき種の分布
・現地調査結果を使用する。

・本事業による改変区域と重要な種等の生育地の重ね合わ
せにより改変の程度を把握できる。

・事例の引用又は解析による生育の可能性に関する予測を
実施する。

・施設配置と重要な種等の生育地及び重要な群落の分布範
囲とを重ね合わせることによって、影響の有無及び程度を
把握できる。

(3)予測結果の整理
ア．重要な種及び群落の改変の程度
施設の配置計画と重要な種の生育地及び注目すべき群
落の分布範囲の重ね合わせ図
イ．重要な種及び注目すべき生息地に及ぼす影響の程度
要な種及び群落ごとの予測結果
３．予測地域
エコパークいずもざき及びその周辺 200ｍの範囲とする。

・重要な種及び群落の種類毎に予測結果を示す。

・影響を及ぼすおそれがある地域として設定した調査範囲と
同様とする。

４．予測対象時期
施設の設置時

・土地の改変、面的な占有による影響範囲が定常状態となる
時期とする。

ウ 評価の手法
造成工事及び施設の設置等、最終処分場の存在、廃棄物の埋立てに係る重要な植物種及び注目
すべき生息地の評価の手法は、表 3.2-78 に示すとおりとする。

表 3.2-78 造成工事及び施設の設置等、最終処分場の存在、廃棄物の埋立てに係る重要な植物
種及び群落等の評価の手法
評価の手法
１． 実行可能な範囲の回避・低減に係る評価
・事業の実施に伴う影響について、事業計画において設
定した環境配慮対策を踏まえて、予測を行った結果、環
境影響が実行可能な範囲内でできる限り回避され、又は
低減されているかどうかを評価する。
・具体的には、環境配慮対策の実施の有無を比較し、事
業者として実行可能な範囲内でできる限りのことをしてい
るかどうかの見解を示し、これらを踏まえた予測の結果、
環境影響が回避され、又は低減されているかどうかを評
価する。

選定理由
・事業計画に基づく環境配慮対策を踏まえた予測の結果、
環境影響が回避され、又は低減されているかを判断する。
・重要な植物種及び群落に及ぼす影響の低減に効果がある
か、また、効果を得るための対策の選択が文献的に、又は
類似事例等から見て適正であるかどうかについて、事業者
の見解を示す。
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3.2.9 生態系
(1) 地域を特徴づける生態系
1) 造成工事及び施設の設置等、最終処分場の存在、廃棄物の埋立て
ア 調査の手法
造成工事及び施設の設置等、最終処分場の存在、廃棄物の埋立てに係る地域を特徴づける生態
系の調査の手法は、表 3.2-79 に示すとおりとする。

表 3.2-79 造成工事及び施設の設置等、最終処分場の存在、廃棄物の埋立てに係る地域を特徴
づける生態系の調査の手法
調査の手法
１．調査する情報
・動植物その他の自然環境に係る概況
・複数の注目種等の生態、他の動植物との関係又は生息
環境若しくは生育環境
２．調査方法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並び
に当該情報の整理及び解析

選定理由
・最終処分場の設置に伴う土地の改変、面的な占有によって
植物の生育環境に対して影響を及ぼすおそれがある。

３．調査地域・地点
動物、植物と同様とする。

・動物、植物と同様とする。

４．調査期間等
動物、植物と同様とする。

・動物、植物と同様とする。

・対象事業実施区域及びその周辺の現況を把握する。

イ 予測の手法
造成工事及び施設の設置等、最終処分場の存在、廃棄物の埋立てに係る地域を特徴づける生態
系の予測の手法は、表 3.2-80 に示すとおりとする。

表 3.2-80 造成工事及び施設の設置等、最終処分場の存在、廃棄物の埋立てに係る地域を特徴
づける生態系の予測の手法
予測の手法
１．予測の基本的な手法
注目種等について、分布、生息環境又は生息環境の改変
の程度を踏まえた事例の引用又は解析
２．予測地域
対象事業実施区域及び周辺 200ｍ程度の範囲
３．予測対象時期等
動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を
踏まえて注目種等に係る環境影響を的確に把握できる時
期

選定理由

・動物、植物と同様とする。

・動物、植物と同様とする。

ウ 評価の手法
造成工事及び施設の設置等、最終処分場の存在、廃棄物の埋立てに係る地域を特徴づける生態
系の評価の手法は、表 3.2-81 に示すとおりとする。
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表 3.2-81 造成工事及び施設の設置等、最終処分場の存在、廃棄物の埋立てに係る地域を特徴
づける生態系の評価の手法
評価の手法
１． 実行可能な範囲の回避・低減に係る評価
・事業の実施に伴う影響について、事業計画において設
定した環境配慮対策を踏まえて、予測を行った結果、環
境影響が実行可能な範囲内でできる限り回避され、又は
低減されているかどうかを評価する。
・具体的には、環境配慮対策の実施の有無を比較し、事
業者として実行可能な範囲内でできる限りのことをしてい
るかどうかの見解を示し、これらを踏まえた予測の結果、
環境影響が回避され、又は低減されているかどうかを評
価する。

選定理由
・事業計画に基づく環境配慮対策を踏まえた予測の結果、
環境影響が回避され、又は低減されているかを判断する。
・生態系に及ぼす影響の低減に効果があるか、また、効果を
得るための対策の選択が文献的に、又は類似事例等から
見て適正であるかどうかについて、事業者の見解を示す。

3.2.10 廃棄物等
(1) 建設工事に係る廃棄物等
1) 造成工事及び施設の設置等
ア 調査の手法
造成工事及び施設の設置等に係る建設工事に伴う廃棄物等の調査の手法は、表 3.2-82 に示すと
おりとする。

表 3.2-82 造成工事及び施設の設置等に係る建設工事に係る廃棄物等の調査の手法
調査の手法
1 調査する情報
残土となる土壌及び廃棄物等の建設工事に伴う副産物
の性状
2 調査方法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並び
に当該情報の整理及び解析
3 調査地域
対象事業実施区域

選定理由
・建設工事に伴う発生土、伐採木の影響のおそれがある。

・ボーリング結果、植生調査結果から発生土、伐採木の発生
量が推計できる。
・改変区域より土砂、伐採木の発生が考えられる。

イ 予測の手法
造成工事及び施設の設置等に係る建設工事に伴う廃棄物等の予測の手法は、表 3.2-83 示すとお
りとする。

表 3.2-83 造成工事及び施設の設置等に係る建設工事に係る廃棄物等の予測の手法
予測の手法
１．予測の基本的な手法
工事計画等の整理・解析による建設工事に伴う副産物の
種類ごとの発生の状況の把握
２．予測地域
対象事業実施区域
３．予測対象時期等
工事期間

選定理由
・建設工事により残土、伐採木等が発生した場合、環境への
負荷が考えられる。
・改変区域より土砂、伐採木の発生が考えられる。
・残土、伐採木等の発生は工事期間中に限られる。

ウ 評価の手法
造成工事及び施設の設置等に係る建設工事に伴う廃棄物等の評価の手法は、表 3.2-84 に示すと
おりとする。
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表 3.2-84 造成工事及び施設の設置等に係る建設工事に係る廃棄物等の評価の手法
評価の手法
１． 実行可能な範囲の回避・低減に係る評価
・事業の実施に伴う影響について、事業計画において設
定した環境配慮対策を踏まえて、予測を行った結果、環
境影響が実行可能な範囲内でできる限り回避され、又は
低減されているかどうかを評価する。
・具体的には、環境配慮対策の実施の有無を比較し、事
業者として実行可能な範囲内でできる限りのことをしてい
るかどうかの見解を示し、これらを踏まえた予測の結果、
環境影響が回避され、又は低減されているかどうかを評
価する。

選定理由
・事業計画に基づく環境配慮対策を踏まえた予測の結果、
環境影響が回避され、又は低減されているかを判断する。
・廃棄物等発生量の低減に効果があるか、また、効果を得る
ための対策の選択が文献的に、又は類似事例等から見て
適正であるかどうかについて、事業者の見解を示す。

3.2.11 温室効果ガス等
(1) 廃棄物の埋立に伴い発生する温室効果ガス等
1) 調査の手法
廃棄物の埋立に伴い発生する温室効果ガス等の調査の手法は、表 3.2-85 に示すとおりとする。

表 3.2-85 廃棄物の埋立に伴い発生する温室効果ガス等の調査の手法
調査の手法
1 調査する情報
廃棄物の埋立に伴い発生するメタンの量

選定理由
・埋立てた廃棄物の分解に伴い温室効果ガスであるメタンが
発生する。

2 調査方法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並び
に当該情報の整理及び解析
3 調査地域
対象事業実施区域

・既存埋立処分場の測定データ、類似事例を参考にすること
によりメタン発生量が推定できる。
・埋立処分場区域のガス抜き管よりメタンの発生が考えられ
る。

ア 予測の手法
廃棄物の埋立に伴い発生する温室効果ガス等の予測の手法は、表 3.2-86 に示すとおりとする。

表 3.2-86 廃棄物の埋立に伴い発生する温室効果ガス等の予測の手法
予測の手法
１．予測の基本的な手法
既存事例の引用・解析による最終処分場から発生する温
室効果ガスであるメタンの発生量の把握
２．予測地域
対象事業実施区域
３．予測対象時期等
施設の稼働が定常状態になる時期とする。

選定理由
・埋立てた廃棄物の分解に伴い温室効果ガスであるメタンが
発生する。
・最終処分場のガス抜き管よりメタンの発生が考えられる。

・通常の操業状態の影響を予測できる時期を想定する。

イ 評価の手法
廃棄物の埋立に伴い発生する温室効果ガス等の評価の手法は、表 3.2-87 に示すとおりとする。

表 3.2-87 廃棄物の埋立に伴い発生する温室効果ガス等の評価の手法
評価の手法
１． 実行可能な範囲の回避・低減に係る評価
・事業の実施に伴う影響について、事業計画において設
定した環境配慮対策を踏まえて、予測を行った結果、環
境影響が実行可能な範囲内でできる限り回避され、又は
低減されているかどうかを評価する。
・具体的には、環境配慮対策の実施の有無を比較し、事
業者として実行可能な範囲内でできる限りのことをしてい
るかどうかの見解を示し、これらを踏まえた予測の結果、
環境影響が回避され、又は低減されているかどうかを評
価する。

選定理由
・事業計画に基づく環境配慮対策を踏まえた予測の結果、
環境影響が回避され、又は低減されているかを判断する。
・温室効果ガス排出量の低減に効果があるか、また、効果を
得るための対策の選択が文献的に、又は類似事例等から
見て適正であるかどうかについて、事業者の見解を示す。
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